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度は自分達が千葉大の後輩

封のシールを貼り、返信用葉

現況報告

は、本日ご出席を賜ってお
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窓会です。千葉大学医学部
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思います。そうすることを

うな、さらには超えるよう

る以上に社会や地域に対し

なか、多額のご支援を頂き

な人物になるよう努力して
総会の議決を議長にご一任頂
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学研究者」の育成を目指し

進と「治療学研究医、治療

学研究をシームレスに推進

究から臨床研究にいたる医

して設定しました。基礎研

の研究推進を最重点項目と

では講座の統廃合などの組

により、大学院医学研究院

と臨床系を融合させること

の大学独自の改革発展

化の主旨に沿った形で

文部科学省からは法人

来構想に基づいて、基礎系 （一期６年間）となり、

だき薫陶を受けました。平
学医学部は、これまで１０

ことと思いますが、千葉大

れましては、よくご存知の

同窓会の先生がたにおか

研究者を育成するとともに、 す。基礎と臨床の統融合を

グローバルに活躍する医学

する中で、日本をリードし
な体制に移行しつつ有りま

織改編を進め、より機動的

科学省の方針の一環と

ます。そのような文部

を強く求められており

なことについてお話しいた
成 年に千葉大学医学部の
谷口克先生（昭 ）の教室

究所に異動された平成 年

を経て谷口先生が理化学研

いただきながら、研究教授

究室の運営なども学ばせて

に助教授として異動し、研

う心優しい医師を日本全国

者の目線に立って診療を行

する優れた臨床医や病める

学者、最先端の治療を実践

治療法」の開発に秀でた医

０年以上に亘り、
「治療薬や

研究を重視し、更に患者目

びつける橋渡し研究や臨床

治療法や治療薬の開発に結

基礎研究のシーズを新規の

す。また、医学部・大学院

制を整備することが必要で

葉大学ならではの優れた体

臨床医を育成していきます。 究と教育の両面において千

次世代の医療を担う優れた

医学研究院と医学部附属病

組織全体として促進し、研

えて徳久剛史学長と緊

は大きなチャンスと捉

葉大学としては、ここ

のに見直されます。千

配分方法が競争的なも

して、運営費交付金の
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から後任教授として免疫発
きく貢献してきました。こ

に数多く輩出し、社会に大
研究する広い意味での「治

線での治療のあり方なども

的な連携が必要と思われま

院の事務組織も含めた効率

医学部・医学研究院が

密な連携を取りながら、

千葉大学医学部・大学院
療の理論及び新規治療法の

統の下に、
「治療学」を「治

のすばらしい人材育成の伝
れによって、将来ますます

を念頭に置いています。こ

絡を取りながら協力して改

山本修一病院長と緊密に連

療学研究医、治療学研究者」 す。この点につきましては

悟であります。

で、競争を勝ち抜く覚

千葉大学を先導する形

人化され、いろいろな新規

する学問分野」と位置付け、 指導者として対応できる人

開発を系統的に研究・実践

多様化する社会のニーズに

えています。

革を進めてまいりたいと考

身ではございますが、

ています。卒前や卒後の研

出身の優秀な人材が激減し

附属病院で研修をする本学

う教育して参りたいと

ーとして活躍出来るよ

び医療を支えるリーダ

卒業生が日本の医学及

です。そして、本学の

教職員の皆様と一緒に

修プログラムの見直しとと

考えています。ゐのは

います。
日本の少子高齢化、慢性

名を超える教員が削

学院医学研究院でもこの
年で

なってさらに魅力的な

ローバルＣＯＥプログラム、 たすことができると思って

世紀ＣＯＥプログラム、グ

的な赤字体質などにより国

もに、研究や診療の面で千

な同窓会の先生がたの

また卒後臨床研修必修化

大学院医学研究院のあり方
博士課程リーディング大学

立大学法人への運営費交付

葉大学大学院医学研究院と

更なるご指導とご支援

以降、全国の大学病院にお

を若手の教授が中心となっ
院プログラムなどの大学院

金が毎年のように減額され

医学部附属病院がさらに魅

を切に御願い申し上げ

材を育成・輩出し、医学と

て検討し、
「千葉大学大学院
改革プログラムを継続して

る中、千葉大学医学部・大

力的なものになるよう努力

る次第です。

医療の分野で社会貢献を果

医学研究院のグランドデザ

獲得し、がんや免疫・アレ

減され、特に基礎医学系の

し、
「帰学意識の高揚」を図

文部科学省が進めてきた

の取り組みを行いながら模
年に、 年後の医学部・

イン将来構想」を制定しま

ルギー学領域の治療学なら

教員を優先的に削減対象と

るための方策を考えたいと

千葉大学医学部・大学

した。現在はこの構想実現

びに慢性炎症を基盤に発症

したことにより、基礎医学

年度からは、国立
大学も第３期中期計画期間

平成

院医学研究院とするよ

のために改革を進めており

葉大学が「世界最高水準の

系の研究・教育活動や教室

思っています。

いて研修を受ける卒業生が

ます。医学研究院のホーム

教育研究を目指す大学」と

運営に支障をきたすように

減少してきました。千葉大

載されていますが、その内

して発展する方針であるこ

なってきました。そのため、

う全力で取り組む所存

容の一部をこの紙面を借り

とも踏まえ、千葉大学医学

学も例外ではなく、医学部

てご紹介します。千葉大学

部・大学院医学研究院と医
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もとより浅学非才の

医学研究院は平成 年に法

だいています。

生学教室を主宰させていた
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索を続けてきました。平成
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受章の挨拶
瑞宝重光章

木

守 （昭 ）

瑞宝重光章受章のご報告とご挨拶
鈴

がこれを分担してくれまし

き県下三十七市町村すべて

して予算を計上していただ

群馬県にも共同事業者と

消えた後も、いつまでも続

ように地上よりそのお姿が

窓の皆様との対話は以上の

ような気分です。恩師、同

生時代に試験を受ける時の

といたします。

申し述べてご報告・ご挨拶

会に実感したことを最後に

くものであることをこの機

（特に

と神経細胞との相互作用

技法を用い、筋細胞の分化

白免疫化学・電気生理学の

の教育を引き継ぎ、研究面

は、福山教授の肉眼解剖学

１９７５年に教授就任後

研究しました。

筋接合の形成）を学際的に

における神経
in vitro

た。文部科学省、財務省等
の担当官各位には大変なご
尽力をいただきましたこと

瑞宝中綬章

瑞宝中綬章を受賞して

内閣総理大臣より章記およ

殿いたしました。安倍晋三

五日に家内を伴い宮中に昇

与かることになり、十一月

際し瑞宝重光章受章の栄に

平成二十六年秋の叙勲に

学として大きなプログラム

な く て は 出 来 ま せ ん。 大

さらには学生諸君の協力も

の職務に至っては独りで進

学部長、学長というポスト

りました。そしてさらに医

諸君と共に進めたものであ

生虫学教室の共同研究者の

ありましたが群馬大学の寄

しかしその学問は拙くは

挙をする上で多分一定の意

画が文部科学省が叙勲の推

進められた以上の企画・計

学長を拝命している時に

の教職員による共同作業と、 もありました。

めることはありえず、大学

味を持っていたことと思い

り思わず頭が下がったこと

おこなわれている事例もあ

のような建物の中で仕事が

社を訪ねてみるとプレハブ

付の申し出をいただいた会

付をいただきました。ご寄

力をいただき、多大のご寄

を問わず又個人からもご協

今回、このような栄誉を頂

の

２０００年に退職するまで

た。また当時は

互作用について研究しまし

間は文部教官を勤めました。 私は胚神経・筋細胞間の相

わり、特にその後半の

や江橋節郎教授（東大）ら

５４年に千葉大学に入学し、 期で、

より助手就任のオファーと

門教授（解剖学第一講座）

紙をいただき、また福山右

て受け入れられるという手

社会にいささかの貢献をす

して第二の人生では高齢化

学に留まる決心をしました。 形成について細胞生物学的

留学の許可があり、基礎医

適度にスポーツを楽しんで

たが、定年までに筋原線維

次第に顕著になってきまし

究も分子生物学への潮流が

た。その後、この分野の研

成の研究をさらに進めまし

産業経済関係筋から大小

はいうまでもありません。

び勲章を拝受し、続いて豊
を推進することになります

ます。

きましたのは、この間にお

では国内外から大学院生を

明殿で天皇陛下よりお言葉
と関係官庁の担当官との共

その経緯をふり返り今般

ける千葉大学の多くの方々

います。

た頃は、細胞生物学の黎明

な解明に一定の成果を得た

年が経
の認識・選別に関する研究

室では

康を維持しております。そ

の先生方のお蔭で何とか健

過しました。同窓会の臨床

定年後、すでに

と考えます。

年間、千葉大学とかか

が精力的に行われており、

の栄誉をお受けすることに

私はその代表者としてこ

た。同修了後の方向付けが

実験発生学の研究をしまし

剖学第二講座）に師事し、

大学院で野中俊郎教授（解

マとなります。

が私の以降の主要研究テー

造を調べました。この２つ

培養胚筋細胞分化の微細構

葉大学医学部が今後ますま

幸とご活躍を祈り、また千

の皆様方のますますのご多

H.E.Huxley るとともに、夏冬それぞれ

年

教授の研究
Moscona
で胚細胞間
in vitro

受け入れ、筋細胞の構造形

を賜りました。
同作業も必要になります。

の叙勲は私の周辺で一緒に

により筋の収縮機構が解明

裕 （昭 ）

受章の知らせをいただい
たまたま私が群馬大学長を

汗を流して下さった同志全

のご指導とご協力のお蔭で

田

た時に千葉大学長（一九六

拝命した時期と一致して、

あると感謝しております。

嶋

八〜九）を務められた恩師

日本の大学として初めて

員を対象とする顕彰である

１９６５年に米国に行っ

川喜田愛郎先生が叙勲を辞

と考えない訳には参りませ

章を賜りました。私は１９

退されたことをまず思いま

大学に続いて二番目）とな

（世界的にもハイデルベルク

致しました。

できないでいるときに、胚

インターン終了後、私は

叙勲について恩師とは違

んでした。

った対応をすることになっ

る重粒子線癌治療装置を群

に総予算が一二五億円に及

馬大学に設置する計画がめ

ぶこの計画を進めるために

の組織形成の研究で著名な

群馬大学という地方大学

た人より上位の勲章をいた

た私に対し、天にて再会し

続けただけの自分が戦死し
だくことはできない」とお

は学内の学部の垣根をこえ

教授（シカゴ
A.A.Moscona

大日方昂教授（理学部）
、加

を期待しています。

き続きあげて行かれること
協力を得て、形態学・筋蛋

濃正明教授（北里大）らの

帰国後は、丸山工作学長、 の分野で世界的な成果を引

す発展し、医学・生命科学

っしゃって、辞退されたと

た時、川喜田先生がどのよ

大学）からポストドクとし

た協力が求められることは

うな評価を下されるか、学

いうまでもありません。

が戦没者叙勲で勲七等に叙

15

お聞きしています。そうな

されたことに思いをいたさ

35

ると学問も誠に不完全な私

ぐって参りました。

先生の身近な方のご主人

した。

昨年秋の叙勲で瑞宝中綬

35

さ れ て き た 時 期 で、 D . 最後に、ゐのはな同窓会
教授とともに 員のひとりとして、同窓会
A.Fischman

事はできません。

はとても叙勲をお受けする

39

れた先生は「好きな学問を

46
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旭日双光章

五

郎 （昭 ）

同大学院修了

で同じテーマで一貫して基

は、と言われ、以降現在ま

授に副腎疾患の研究をして

入局早々の研修医の頃、教

泌・糖尿病センターの大村

でもある横浜労災病院内分

今回の受賞は、同門会員

おります。

中心に楽しく検討し続けて

思議な生体現象を、副腎を

がら、受賞の喜びをお伝え

いた多くの先生に感謝しな

共に、この賞に推薦して頂

共同研究して頂ける喜びと

ップリサーチャーと議論し、

りますが、多くの内外のト

陰でもあります。最後にな

年春

故郷の市原市五井

で高沢内科医院開業
年６月 市原市議会議員

日、京都

成人血管病シンポジウムの

礎的臨床的研究を継続して

昌夫博士、齋藤淳博士、松

月

際に授賞式が行なわれ、井

きました。とても時代の流

年

村臨床研究奨励賞を受賞し

行に即した仕事とも思えま

平成

た新進気鋭の３人の研究者

います。

と共に、授与式に参席致し

致します。

以後十年間川鉄病院 内科

に初当選

澤陽子博士の研究成果のお

副部長から内科部長へ

以後四期 年地方自治活動

せんが、興味は尽きず、不

しての原発性アルドステロ

いました。その後、鹿島労

をどんどん辞めさせてもら

じられましたので、２年後

お受けし、今回委員長を命

私は教授退任直前に委員を

守 屋 秀

横綱審議委員長就任のご挨拶

ました。受賞理由は〝原発
性アルドステロン症の診断
治療法の確立と、その病態
解明に関する研究〟であり
ます。当日は、記念講演と

ン症─心血管合併症撲滅へ

には丁度、私の横審 年終

して〝コモンディジーズと

繁 （昭 ）

月３日 地方自

年

平成

皇居豊明殿にて

治功労の関係で旭日双光章
日

天皇陛下に拝謁

月

を受章

位論文提出

病院に勤務

井村臨床研究賞

受賞報告

災病院長を４年、千葉市病
の挑戦 〟-と題して受賞記念

院事業管理者を３年務め、
患者では本疾患が高率に見

講演を致しました。高血圧

逃されていること、血圧上

男 （昭 ）

昇機構と別にアルドステロ

平成 年１月場所は久し

翌月から必死で遊ぼうと企

に遊んでいなかったので、

れまで人生であまり真面目

昨年３月で公職を辞し、そ

のご恩返しにはなるかなと

日本相撲協会に対する最後

たので、今回の委員長は、

を堪能させていただきまし

了になります。長い間相撲

かったと思っています。千

年はゴルフを年間

研究で、臨床への橋渡し研

んでいましたし、実際、昨

げた個人ないしグループを （炎症による組織壊死の修復

秋楽翌日の横綱審議委員会

なるとは全く想定外の事で

究や、疾患の病因解明や診

日間満員御礼で良
機転としての線維化）が起

した。大変な重責ですし、

ぶりの

き、脳卒中、心筋梗塞、腎 （横審）で内山斎前委員長が

これからはあまり仕事を

贈られています。初回の受

００４年からこの研究賞が

究賞を受賞致しましたので、 して本財団が設立され、２

つき概説致しました。

よる副腎病変の病態解析に

ックスである体細胞変異に

し、また最近の大きなトピ

があり、他の委員のご賛同

員にお願いしたい」との話

の中で一番暇そうな守屋委

ってしまいました。

年近

に、昨年末から異変が起こ

ものがあると思っています

発言の一つ一つは大変重い

それにしても、委員長に

思っています。

対象とする賞です。自然発

しないぞと決意していたの

ラウン
症高血圧ラットを開発した

り、退任です。後任は委員

不全をもたらすことを強調 「自分は今回で任期満了であ

同窓会の皆様に報告致しま

賞者はアディポネクチンを

員長を仰せつかっていまし

クラブのコース委員や副委

く前から袖ヶ浦カンツリー

らないと思っています。そ

に相撲を観戦しなければな

ので、今まで以上に真面目

で医学会総会を〟、と積極的

も頂き、決まってしまいま

発見した大阪大学名誉教授

した。このようになったの

の松澤佑次先生です。以降

思い起こすと、まだ大学

に広報している総会会頭の

紛争や医局闘争の名残のあ

井村裕夫先生（京都大学元

部入学

年４月 千葉大学文理学

年３月千葉大学を

れもまた人生の楽しみの一
る昭和

今回の横審委員長のご下

つと考えてやっていこうと
卒業し、大阪大学から赴任

これだけでも想定外の仕事

命は天がまだそんなに楽な

たが、本年４月からプロ・

は国立循環器病センター名

でしたが、さらに今回の横

キャディー委員長をするよ

誉総長の御前照雄先生、さ

私は千葉大学医学部整形

審委員長です。横審任期

も人生の巡りあわせと観念

総長）の名前を冠した賞で

主催の第二内科に入局しま

外科教授を定年で辞める頃

人生を歩んではいけません、
から人生の軽量化を図ると

し、有難くお引き受けする

す。公益財団法人成人血管

らに馬淵宏先生（金沢大学）
、 されたばかりの熊谷朗教授

を専攻する事にしました。

年、委員長任期２年であり、 と言っていると理解してい

う命じられてしまいました。 思っています。
中尾一和先生（京都大学）

なリーダー達が受賞されて

宣言し、色々な委員や役員

こととしました。

研究振興財団の理事長であ

る代謝異常に関しての臨床

ることから井村臨床研究賞

年４月 千葉大学医学部

ドしました。
岡本耕造先生の業績を記念

ンそのものによる血管傷害

哲

13

断治療法の開発で成果をあ

川

12

す。平成 年４月に〝関西

今般、第 回井村臨床研

西

年４月から川鉄健保千葉

る

医学博士の学位を授与され

千葉大学医学部教授会に学

年３月

澤

平成二十六年秋の叙勲で
旭日双光章を受章
髙

貧農の五人姉弟の末っ子
で次男坊として生まれた身
で受勲したのは、偏に千葉
大学医学部に入学・卒業し
て、医師として世の為、人
の為、僅かでも役に立つ仕
事ができたお蔭だと思い感
医学部現学生の皆様が

謝しております。
益々努力なされて、千葉大
さることを期待致します。

学の栄誉をもっと高めて下
略歴
昭和６年５月 日 千葉県
市原郡五井町岩崎の農家に
生まれる。

11 16

と呼ばれています。心血管

年３月 千葉県立市原高

47

11

系疾患およびその基盤とな

校卒業

51
62
11

年 医師国家試験合格

入学

42

10

31

年４月 千葉大学病院第

年３月 千葉大学医学部

15 27

26

36
40

等、 我 が 国 の p a t i e n t - した。元々細胞内情報伝達
の世界的 機構に興味を持ち、内分泌
oriented research

卒業

71

10

20

26
47

25
27
31
32 32

一内科教室大学院に入学

10

25

11

27
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者であった時のようには頑

ます。教授、病院長、管理
したいと思っています。そ

楽しみながら、職責を果た
１講座の麻酔科が望ましい

す。円滑に業務を行うには

から考えていることもあり、 定年の２年前という有様で
獨協医大では稲葉憲之学長

はな同窓会員が大半を占め、

院や下都賀総合病院はゐの

張りませんが、日本の国技
と考えていました。平成

（昭 ）や福田健副学長（昭

して２年後に退任します。
）をはじめ６名の教授が

とになり、生涯忘れること

員に多大な心労をかけるこ

更しましたが、これは教室

はな会も毎年開催されてい

都宮ゐのはな会や獨協ゐの

状態かもしれませんが、宇

活躍しています。今は休眠

年に講座名を救急医学に変

ができません。平成 年に
たのを見届けて定年退職し

ドクターヘリ導入が内定し

あるクラス会は和やかな雰

ました。同世代の集まりで
囲気のもとに開催されます

講演なども企画すべきでし

会との交渉を重ね、卒業翌

度は廃止されており、教授

りたく、よろしくお願い申

した。ご指導、ご支援を賜

長を引き継ぐことになりま

田早苗先生（昭 ）から会

会栃木県支部総会にて、坂

平成７年に第二麻酔科教授

麻酔は私が担当しました。

けのため、自ずと夜間帯の

常勤医は３名の教授と私だ

属しました。麻酔科全体で

おり、私は第二麻酔科に所

に麻酔科は２講座になって

驚くことに、その１か月前

務することができました。

ない麻酔科助教授として勤

から獨協医科大学に学位の

１１０名前後で、毎年１月

栃木ゐのはな会は会員数

現であります。

編での急性期総合病院の実

務は

に至っています。目下の急

の取れた院長となり、現在

ろが平成 年からは〝名誉〟

医の如く励みました。とこ

齢者ではあるものの、研修

制を立て直すべく、前期高

初は宇都宮市の救急医療体

新築移転しました。勤務当

年後に迫った病床再

新ゐのはな同窓会館
寄附者ご芳名

昭

立岩
昭

畦元

正孝

亮作

孝夫

小児外科学
江東

人 事 異 動
教授

隆久（平元）

予防医学センター
佐粧

（ 整形外科学准教授より）

歯科・顎・口腔外科

）

（同助教より）

笠松 厚志



集中治療部

中田 孝明（平

他大学教授

筑波大学

）

（大 阪府救命救急センター

より）

総合診療部

大平 善之

医療安全管理部
相馬 孝博

精司（平６）

（同助教より）

願い申しあげます。

ますのでよろしくお

お分けしたいと思い

く、同窓の皆様にも

お喜びはなるべく早

い 事 態 も あ り ま す。

ニュースに接し得な

意 し て お り ま す が、

編集部でも絶えず注

ま で ご 一 報 下 さ い。

は是非同窓会事務室

祝事に関係された方

叙勲、褒章その他

器内科部長より）

（千 葉県がんセンター呼吸

関根 郁夫（平元）

（同講師より） 臨床腫瘍学

健一（平４）
（君津中央病院より）

櫻井



真菌医学研究センター
石和田稔彦（平２）
（感染症管理治療部講師より）

講師
小児病態学
）

（同助教より）

基（平 ）

（同助教より）

井上祐三朗（平


検査部
西村



（同助教より）

学（平８）

食道・胃腸外科
大平



（聖マリ医大・平
（榊原記念病院副院長より）

大鳥

学第二外科のご尽力により

ょうか。多くの会員が出席

年から自主カリキュラムに

に選出され、集中治療部と

に総会を開催しています。





若い先生方には敬遠される

開設されたため、冠に〝中

できる妙案がありましたら

よる研修を開始しました。

救急部の部長を兼任しまし

（同助教より）

信靖（平 ）

整形外科
落合



11

である大相撲に対して以前

ゐのはな同窓会支部長挨拶
ゐのはな同窓会
栃木県支部長 を 引 き 受 け て
ました。

准教授

の距離にある社会医療法人

傾向にあります。栃木県な

整形外科学

中山会宇都宮記念病院に名

が、同窓会は年齢幅があり、

誉院長として勤務しました。 ら日光世界遺産など、医学

翌月からは徒歩５、６分

国留学し、帰国後は出身地

ゐのはな同窓会栃木県支部
新支部長 﨑 尾 秀 彰 （昭 ）
の栃木県宇都宮市に帰郷す



に獨協医科大学に就職され

山会〟が付いています。平

是非ともご教授いただきた

その１年後には入局するこ

た。集中治療専門医は取得

慎

消化器・腎臓内科学
土屋

予防医学センター

この病院は 年前に千葉大

ていました先輩がその情報

年に市街地の大通りに

から離れた地元ならではの

る事態に陥りました。すで

を入手され、第一回卒業生
成

とになり、麻酔科に在籍し

会員数は臨床研修必修化に

くお願い申し上げます

の誕生と同時期の平成 年

ました。大学在籍は数年間

していましたが、日本救急

伴い、減少傾向にあります

し上げます。

で、昭和 年には新設され

医学会には部長兼務後に入

昭和 年にインターン制

48

13

た千葉県がんセンターに就

24

12

21

が、現在でも上都賀総合病

本年１月のゐのはな同窓

51

会したため、指導医取得は

20

職しました。昭和 年に米

11
11

47

32
58

43

47

10

34

52

10

44

54
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にはアミオダロンといった

避けられ、重症心室不整脈

不整脈薬で治療することは

ルという二つの治療法が存

少させるレートコントロー

にして心室の興奮頻度を減

ルと、心房細動はそのまま

た機能実験を行い、

達はこれらのマウスを使っ

マウスを作成しました。私

遺伝子

ャネルの２種類のポア成分

の研究成果をあげることが

た。おかげ様で、それなり

送りいただき、一緒に研究

力で、優秀な大学院生をお

は多くの臨床系教室のご協

Kir6.2 に打ち込むことが出来まし

いません。また、研究面で

Ⅲ群抗不整脈薬が使用され

在しますが、２００２年に

チャネルは心筋虚血

をポア成分とするＡＴＰ感

と Kir6.2
の欠損
Kir6.1

るようになりました。私も

発表されたＡＦＦＩＲＭと

呼ばれる臨床研究によって、 受性

研究開発に携わった チャ
ネル遮断薬のニフェカラン

出来たのではないかと思っ

の後を受けて、医学研究院

などの際の心筋保護に重要

な働きをすること、

長・医学部長を４年間務め

生命予後には差がないこと

トが本邦で使用可能となり、 どちらの治療法によっても
除細動抵抗性の心室細動患

チャネルは血管機能

をポア成分とするＡＴＰ感

させて頂きましたが、その

昭 （北大・昭 ）

者の救命に役立っています。 が明らかとなりました。そ

間に、将来構想検討委員会

晴

もちろん、薬物治療は救命

に重要であり、この失調は

谷
の研究・教育について振り

異型狭心症の発症につなが

生理という分野の研究を続

結果的に今日まで心臓電気
の臨床研究により、大きな

変遷を見ますと、いくつか

現在、薬物療法を選択する

因が明らかになりつつある

る多くの遺伝性不整脈の病

に気づきます。その一つは、 といった、突然死につなが

変革が余儀なくされたこと

のか、あるいは植え込み型

長症候群やブルガダ症候群

ありません。先天性ＱＴ延

としては心房細動予防薬の

行われつつあり、薬物療法

いう非薬物療法が積極的に

ョンによる肺静脈隔離術と

来、カテーテルアブレーシ

ることが明らかとなって以

能がその発生の引き金にな

肺静脈系からの異所性自動

つつあります。ここでも、

大学医学部の教員の先生方

ることが出来ました。千葉

か無事に教授職を務め終え

皆様のご協力を頂き、何と

大学院生を含めた教室員の

とが昨日のように思い出さ

から千葉大学に赴任したこ

後期の個別試験を強行し優

中で、千葉大学の中で唯一、

と中止になるという混乱の

業式等の公式の行事が次々

諸先生方、教授会の先生方、 の東日本大震災の際に、卒

れます。それ以来、先輩の

秀な学生を選抜したことは、

ました。また、２０１１年

評価を経て組織改革を行い

来構想を考えて頂き、外部

ることを明らかにしました。 を立ち上げ、若手の教授会

Kir6.1 ております。徳久剛史先生

返ってみたいと思います。

るよりはその発生を予防す

けることが出来たと思って
１９９１年に発表されたＣ

除細動器による非薬物療法

開発に焦点が移りつつあり

受性

く、臨床の場面から派生し

る方向の治療に重点が移り

おります。学位取得後、米

梗塞に併発する心室期外収

生理学的研究を続け、講師、 ＡＳＴであり、陳旧性心筋

国に留学し、帰国後も電気

縮のＩ群抗不整脈薬（ チ

に踏み切るのか、決断しな

ます。

の結果、心房細動を治療す

た不整脈という研究テーマ

率という観点では植え込み

助教授と昇任して、生涯、

ャネル遮断薬）による治療

ければならない状況は多い

過去

基礎医学者として教育・研

は生命予後を悪化させると

と思っております。

合会斗南病院で循環器内科
医として働いていた時でし
た。特発性心筋症で突然死
に至り、ある日から外来に
現れなくなった患者さんや

４年、伝統ある千葉大学医

続け、幸運なことに、平成

強力な チャネル遮断薬が

の数の減少を目標に次々と

で検出される心室期外収縮

となる不整脈ではありませ

心房細動はすぐさま致命的

であります。近年、国民の

分泌に深くかかわり、スル

患者が多くなっております。 細胞に存在し、インスリン

高齢化によって心房細動罹

ホニル尿素系の血糖降下薬

す。この

チャネルは膵β

とが古くから知られていま

チャネルが存在するこ

心筋細胞にはＡＴＰ感受

質」を教えることが出来た

講義を通じて「治療学の本

の学生に対して、薬理学の

常に優秀な千葉大学医学部

し上げます。教育面では非

窓会の先生方に厚くお礼申

そして学内外のゐのはな同

多くの教職員のご協力のお

ことが出来ましたことも、

究院長・医学部長を務める

ましたが、大過なく医学研

うに、様々な出来事があり

と思っております。このよ

今でも間違っていなかった

メンバーに医学研究院の将

究を続けていく覚悟もでき

いう、私達薬理学者や循環

抗不整脈薬による治療を行

学部薬理学教室の５代目の

開発されてきました。しか

事千葉大学における教員生

くのご支援のおかげで、無

はな同窓会の皆様による多

脈をフレカイニドのような

患者に認められる心室不整

るので、その治療はＱＯＬ

梗塞を併発する可能性があ

んが、長嶋監督のように脳

千葉大学在籍中にこの

チ

学に戻られた清野進教授が

る薬物です。母校の神戸大

はこのチャネルを標的にす

業生が日本の医療界の様々

わたって、本学の優秀な卒

と思っております。将来に

ことは本当に幸せであった

と企画担当理事として本部

現在、徳久剛史学長のも

ます。

かげと深く感謝致しており

性

教授に就任させて頂きまし

しながら、陳旧性心筋梗塞

年前の夏、北海道大学

ました。北海道大学におい

器内科医にとって極めてシ

もうひとつの今日治療対

ったにもかかわらず心室細
動に陥って亡くなった患者

た。それから 年間、ゐの

23
維持の点でも重要となりま

K+

活を送ることが出来ました。 強力な 群抗不整脈薬で治

K+

さんを目の当たりにし、何
とか不整脈死を予防できな
いものかと考えたのがきっ
かけです。その後、縁があ
って新設の北海道大学医学
部薬理学第２講座に助手と
して採用され、私の基礎研
究医としての研究生活が始
まりました。当時、その新
設講座は「臨床薬理学的な

Na+

じます。ここでは、基礎研

りお礼を申し上げたいと存

この紙面をお借りして心よ

くもに心室不整脈をⅠ群抗

報告です。それ以来、やみ

命予後を悪化させたという

療すると、むしろ患者の生

律に戻すリズムコントロー

心房細動を停止させて洞調

す。心房細動の治療には、

の三木隆司教授がこの

チ

先駆けて明らかにし、本学

ャネルの分子構造を世界に

りますし、それを信じて疑

を果たすことを期待してお

な分野において大きな役割

仕事はまだ続きます。西千

て頂いておりますが、その

で大学管理運営を手伝わせ

Ic

究医として過ごした 年間

K+
K+

教育研究を行う」という目
的もあったため、教授も快

37

は、国家公務員共済組合連

いた心臓電気生理学的研究

入院中に頻脈発作が起こり、 て、パッチクランプ法を用

象となる不整脈は心房細動

K+

ョッキングな報告です。そ

30

れまでは、ホルター心電計

の続行を許可して下さり、

型除細動器に勝るものでは

中
49

年の不整脈治療の

薬理学

基礎研究医として不整脈研究に
取り組んだ 年間を振り返って


最
を中心に機能研究を 年間

不整脈に興味を持ったの

K+

K+

講
37

23

14

Na+
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えてくれているという事実

な先生方が主体となって支

学研究院・附属病院の優秀

とは、千葉大学はやはり医

葉の本部に居て実感するこ

は明るいものになると思っ

間違いなく千葉大学の将来

ンスとしてとらえ、医学研

れをピンチではなく、チャ

大学医学研究院・附属病院

申し上げますと共に、千葉

教育・研究・診療に励めば、 部の学生諸君に心より感謝

究院・附属病院の先生方が

のますますの発展を祈念し

来を嘱望される優秀な医学

大学院生の皆様、そして将

を共にしてくれた教室員、

用した精子学と受精研究に

行った単クローン抗体を応

１９９０年代初めにかけて

経験が１９８０年後半から

界で初めて報告した。この

構造の本態であることを世

細胞特殊顆粒がＡＮＰ産生

に研究を進めた。特に

千鶴博士（現講師）を中心

殖医療を経験していた伊藤

在するものについては、生

作成していた単クローン抗

めに最適な形態になる。精

し、効率的な遊泳運動のた

。精子は鞭毛を有
質のうち、ヒト精子にも存 （写真１）

体が認識する機能タンパク

子頭部（核）と鞭毛の長さ

空胞やＤＮＡ損傷がある

納められる。精子の核には

膜と外先体膜の融合）を行

る前に先体反応（精子細胞

入れている。卵子に進入す

な分子と構造タンパク質を

酵素や卵子との融合に必要

置由来であり、多数の分解

の研究や遺伝子改変動物へ

役立ち、続いて分子レベル

抗体が特異的に認識する

１９９０年頃から、遺伝

技術革新
子改変技術が普及し始め、
多くの遺伝子機能が多方面
で特定された。これに拍車

精子の質の診断に有用であ

った。
生殖医療の発展
１９７８年、体外受精 In
（ＩＶＦ）
vitro Fertilization

研究を始めた１９７５年

利尿ペプチド（ＡＮＰ

カ

見された心房性ナトリウム

３年末、宮崎医科大学で発

とが分かっていた。１９８

免疫電顕法が重要であるこ

ためには抗原性を保持した

ったため、電顕画像デジタ

ルムの解像度には及ばなか

進んだ。しかし、銀塩フィ

やライブ画像解析が大いに

になった。カラー画像取得

取得やその解析が早く正確

デジタル化による蛍光画像

そして卵／胚の培養法等の

新しい排卵誘発法、採卵法

瞬く間に世界中に普及した。

する技術）が開発されると、

個の精子を卵子により移植

ーターハードの進化と共に、 して１９９２年、卵子内精

；

；
始した弟が

ウスやＧＦＰを導入した遺

前に、遺伝子欠損（

）マ

たが、千葉大学に異動する

る基礎研究を基本としてい

父母のゲノムは、配偶子

た基礎研究とも合致した。

で必要な情報は、私達の得

して行った。生殖補助医療

10

㎛であり、頭部先端には先

こると、精子は、減数分裂

出する。配偶子膜融合が起

60

体がある。先体はゴルジ装

い、内部の分子を外部に放

ております。
て、稿を終わりたいと思い

隆 （熊本大・昭 ）

の研究へとつながった。

ます。

清

頃は、形態学では電子顕微

商品名ハンプ

べビー誕生が報告され、次

鏡（電顕）を用いた研究が

ルペリチド

パク質ＧＦＰ遺伝子導入技

をかけたのが緑色蛍光タン

性化関連因子

（ＥＱＴＮ）と
Equatorin
抗体が認識する卵活
MN13
分子は
MN13

MN9 は、それぞれ約５㎛と約

です。今後、日本の 歳人
口が減り続けますので、国
最後に、 年間の長きに
わたって私を支えて下さっ

立大学法人を取り巻く環境
はますます厳しくなると思
た教職員の皆様、私と苦楽

森

であること、微細構造レベ

盛んであった。各種組織を

ＨＡＮＰ）の産生細胞の同

開発と相まって、生殖補助

を改良して、細胞を同定で

伝子改変（ ）マウスを用

形成の減数分裂過程を経て、

写真１：精子頭部の機能ドメインに局在する分子。これらの分子が受精過程で変化し、卵を活性化
させる。ここに至る過程が失敗すれば、不妊につながる。年森清隆，伊藤千鶴．医学のあゆみ，２０
１４;２４９;31-37. 図３を改変。

います。しかしながら、そ

年

精子と卵子の出会いのために
─基礎研究から生殖医療応用への挑戦─
生殖生物医学・組織学
えるまでの 年間のおもな

構成する細胞に関する美し

ル化はやや遅れた。私の研

第に世界中に広まった。そ

２００３年に千葉大学医

い電顕像が学会で発表され

究グループは、電顕レベル

術の発見であり、コンピュ

学部組織学教授として選任

定を依頼された。そのため

研究と教育について話した。 ルでの分子局在を特定する

され、定年までの 年間を

ていた。その時代のキャッ

きることを突き止めた。私

いた共同研究が進んでいた。

それぞれ精子と卵子の核に

子注入法 IntraCytoplasmic
（一
Sperm Injection ICSI

過ごした。１９７５年熊本

然の力に感嘆していた一人

はＮＩＨで開始していた抗

異動後は、進化してきた技

からの進展
Truth is Beauty

大学医学部を卒業してすぐ

医療
Assisted
Reproduc（ＡＲＴ）が確立
tive Art

であり、当時研究していた

精子単クローン抗体の作成

術を積極的に取り入れた。

年間

に宮崎医科大学での教官／

千葉大学へ異動した。千葉

精子に関する構造や受精現

と応用の経験を伝えた。１

教員生活を始めて

大学では、組織学講義と実

象の形態学に美しい画像を

９８６年に帰国後、心房筋

固定法
Zamboni

習に携わり、組織細胞学と

求めた。良い形態像を得る

（教授として 年）従事し 、 私 も 精 巧 な 造 形 美 を 作 る 自

生殖生物医学に関する研究

ためには良い固定法が重要

精子の構造と機能

を行った。最終講義では研

KO

28

を含めた構造と機能に関す

チフレーズとして “ Truth には免疫金電顕法が必要で
”（ John Keats, あった。私は１９８４年春
is Beauty
）がよく使われた。 に留学したため、研究を開
1795-1821

はじめに

40

50

23

18

12

究を開始してから定年を迎
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雑な構造と機能分子を配備

そのために、成熟精子は複

となる星状体を形成する。

めに働らく微小管形成中心

せ、父母のゲノム合体のた

子（活性化因子）を機能さ

卵子を覚醒させるための分

を停止して長い眠りにある

画像を解析した。これらの

合から初期胚発生のライブ

ムの解析を行い、配偶子融

用の観点から受精メカニズ

達は卵子と精子との相互作

細胞の直径約１００㎛）。私

持つ（核の大きさ約 ㎛、

に特化した大きな細胞質を

胎児を生育する。そのため

年を費やした、

えた２０１５年１月、約２

ているであろう。定年を迎

た。彼らの知的財産になっ

織学観察とスケッチを行っ

多くの学生が素晴らしい組

にしてきた。千葉大学でも

なことから学生実習を大事

新の総説本である。留学時

生物学の聖書といわれる最

生や研究者が手にする生殖

が上梓された。世界中の学

感謝の念で一杯である。

係者や同窓の諸先生方への

て頂いた全ての千葉大学関

Neillʼs Physiology of Re- と共に執筆できたことが最
production, 4th （
ed,第３章 高の幸せとなった。これま
担当） で、教育と研究をご支援し
The Spermatozoon.

し、受精過程で機能発現す
マウスを用いた基礎研究の

医療情報学が医生物学を造る

博士
Knobil and 代の恩師 Edward, EM

る（写真１）。
知見は、ヒト不妊症の診断

克日己 （昭 ）

２０１４年にはすべての診

能になり、どの病院に行っ

康情報をまとめることも可

林

ボラトリ（ＶＢＬ）プロジ

ても他の病院の記録が入手

高

ェクトとして採用され研究

療科で完成し、今後の記録

できる時代になります。こ

医療情報学

生殖医療研究の背景は、

はほとんどがペーパーレス

や治療の参考となり、千葉

ＡＲＴを必要とする不妊症
を行った。ＩＣＳＩのため

で入力される時代になりま

大学ベンチャービジネスラ

カップルが増えていたこと
の質の良い精子を鑑別する

精子と卵子の出会いのため

である。不妊症はカップル

に

の ～ ％程度で起こり、

50

20

抗
ために、精子形成と MN9
抗体を併用した
MN13

15

の高齢出産（ 歳以上）が

程度である。最近では女性
配偶子のエピジェネティッ

計測法について解析した。

解析を行い、核の断片化の

体や

お話をします。１医療情報

今日私は３つのテーマで

る新たな考えが出てきまし

たわけですが、今度は次な

部の当初の目的は達成され

した。ある意味で医療情報

データは、もう一方の極で

たれます。さらにこれらの

マイナンバー法の成立が待

のためにも名寄せのために

ＡＲＴ出生児は 人に１人

10

40

精子症）、精子形態がおかし

数が減少し（無精子症、乏

伝子に異常があると、精子

不妊症の原因は、解析が進

ルの変化と関わっている。

増え、女性のライフスタイ

用いた検査法が、南九州に

成効果

感染した時に起こる細胞変

４年末、ウイルスが細胞に

今後の課題として残った。

ることも重要であったが、

ク

ＮＩＨに留学中の１９８

作られました。その後５年

療情報部のひとつが本学に

の医学部の中で最も古い医

的として１９７６年に日本

ンフラを構築することを目

を造る

１

病院の情報システムのイ

医療情報学が医生物学

生諸君へ送る経験談です。

の医療について、３若い学

学について、２超高齢社会

のように運用）を実現しよ

を同じ電子カルテシステム

相互運用性（他院のデータ

していました。現在完璧な

介状などの地域連携が先行

院内の電子化よりも電子紹

す。実は欧米ではむしろ病

子的に繋ごうとするもので

医療施設間の医療情報を電

す。同様に医療情報学が医

に発展する可能性がありま

れにより医学全体が飛躍的

めて重要な連結であり、こ

果になるのかを説明する極

境因子によりどのような結

子を持った人がその後の環

なデータと PHR
、
Genomic
との結合は、ある遺伝
EHR

た。それが EHR
（ electronic ある genomic information
）で、地域の と繋げることが可能です。
health record

がほぼ同数に近づきつつあ
る。精子形成過程で働く遺

体検査、処方箋、放射線な

毎のリプレースを行い、検

かりますが、いずれ将来は

うとすると大変コストがか

相互関係を電子的に表現す

生物界の森羅万象の事象の

さいごに

Ｖ／ＡＩＤＳの感染防御薬

を
Cytopathic Effect

開発につながったことを同

形成に関わる遺伝子

マウ

スを解析し多くの成果を得

KO

状態を診断す
epigenetic

くなる（奇形精子症）。これ

多いＡＴＬの研究からＨＩ

んだ現在、女性側と男性側

マウ

らの原因を探るため、精子
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た。また マウスや

解析はもちろん、従来未知

ることは、これを利用した
であった領域を浮かび上が

すべての電子情報はつなが
れにより個人のすべての健

るものと考えています。こ
的に始まった電子カルテも

どの画像の情報が順次蓄積

卵子は精子を受け入れて体

た方法であった。このよう

され、２００４年から部分

細胞に戻り、胚発生を経て

は私達が学生時代に実習し

Tg

スを作成して解析を進めた。 級生から聞いた。この方法

KO

潜在能力を有しています。

らせ、新たな発見ができる
わずか

年で１億３０００

００万人、そしてそれから
高齢化が進んだ国は有史以

います。このような急速な
の延長線上には解はありま

るためには、今までの医療

してそれ以前に我々医療者

べきかを、一般市民が、そ

どを信じてはならない、自

こと、研究者は人の結果な

もし機会があれば皆さんも

められないことなのですが、

み、紡ぐ作用を今後の医療

くようになる、そうした編

が目の前でつなぎあってい

が自動創出され、医生物学

よって見つかってきた仮説

の偉人たちの偶然の発見に

ることで、いままでは一部

それをデータマイニングす

膨大なデータを作り出し、

今までは考えもしなかった

す。彼らにとって最も重要

に限界集落が多数発生しま

に郡部では人口減少のため

と同じです。このために主

気に下るところにいること

トコースターの頂点から一

は私たちが今まさにジェッ

称に減っていくという事実

今後の減少数はこれと線対

万とほぼ倍になりました。

医療者を獲得できずに限界

ります。このように地方は

地において極端な傾向をと

くします。そしてこれは団

都会での受診や入院を難し

増加を招きます。すなわち

加とそれに伴う入院患者の

おいて爆発的な高齢者の増

またこの現象は特に都会に

来ありません。我々はこれ

ばいけないと思います。さ

病院勤務医が理解しなけれ

晴らしさについて、もっと

普及は急務であり、その素

療などでした。在宅医療の

者の医療者による高齢者診

宅看取りへのシフト、高齢

急の在り方、在宅医療、在

要の低下のための政策、救

ターでまとめてきたのは需

化の世界を体験するのです。 私たち超高齢社会研究セン

から人類未経験の急速高齢

らに重要なことは、人は誰

が作り上げた科学という巨

我々は我々以前の偉人たち

い く つ か の 話 を し ま す。

３

学生に送る言葉として、

が多々あります。

である英国などに学ぶこと

ことではホスピスの先進国

要であると考えます。この

いての啓発を行うことが重

だき、事前指示書などにつ

家族とともに話あっていた

らの最期をどう生きるかを

療のパラダイムが必要です。 います、そして高齢者が自

せん。今までと異なった医

人の肩に乗った小人である

が真摯に考えることだと思

とがたくさんあります。勧

患者さんから教えられたこ

ましたが、逆にそこで私が

を聞いて海外ツアーを始め

また私は患者さんの希望

いうことです。

たに開かれる世界であると

部分こそまさにこれから新

こでなんとなくあいまいな

述べてはいるが、しかしそ

書は確かに今までの蓄積を

うことを話しました。教科

考えなければいけないとい

分が間違っているものだと

ると、一方臨床医は常に自

分が正しいと思うことであ

も同様であると思います。

の問題ではなく、組織など

います。これは何も種だけ

という言葉を伝えたいと思

る種のみが生き残れるのだ

でもない、変化に対応でき

るのではない、最も賢い種

として、最強の種が生き残

最後にダーウインの言葉

解できないでしょうから。

の真の気持ちはなかなか理

健康人が病人をみても患者

たほうがよいと思います。

一度は患者の立場を経験し

日本の人口は死亡数が出

ダイムシフト

また超高齢社会とは 歳
以上の高齢者の占める人口

２０４０年前後に最大 ％

すでに日本は ％を超え、

このような状態を切り抜け

期はどのようなものである

若い学生諸君へ

情報学に期待できるのです。 なのはそこに医療施設が存
集落として消滅していき、

も死を避けられないこと、

在するか否かです。
一方都会は高齢者の絶対数

医師はそれに目を背けない

２ 超高齢社会と医療パラ

が足りないという状況が生

減りつつあります。日本の
を超えることが予測されて

生数より多くなり、人口は
人口は明治維新の３０００

まれることが予測されます。 こと、高齢者にとっての最

が ％を超える社会ですが、 の増加で入院施設、医療者

60

万人から終戦直後には７０

私の歩んだ道
─新しき検査診断学を求めて

文 夫 （昭 ）

生には現在に至るまで公私

前任者である大西久仁彦先

研究に従事した。留学先の

謝・アルコール性肝障害の

間にわたりアルコール代

科研修を経て渡米し、ニュ

実感している。学内外の内

経るにしたがってますます

開催される関東トーストマ

ので、三井物産本社ビルで

る時間を作ることができた

く変化し、比較的自由にな

教室内での私の立場が大き

教授選を経て教室の体制と

と研究に従事していたが、

同教室には長きにわたりお

験のてほどきを受けて以後、

第二生化学教室において実

野 村

１９７５年３月に千葉大

ともに多大なご指導をいた

スターズクラブに２年間通

分子病態解析学

学医学部を卒業し、恩師奥

だいている。また、留学前

ーヨークの Dr. Charles S. 世話になってきた。帰国後
教授のもとで約４年 は第一内科で肝疾患の診療
Lieber

田邦雄先生が主宰される第

に橘正道教授が主宰される

任まで

一内科に入局した。奥田先

（１）卒業から病院検査部着

生の偉大さは私自身が年を

50

65

36
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あたって多くの恵まれた点

検査部は研究を遂行するに

表１にしめすように病院
として世に出たが、現在新

が保険収載項目
TRACP 5b

骨吸収マーカーである

究を推進した。その結果、

診断に関連したケースが急

でいる。近年は新型出生前

どの発症前診断に取り組ん

族性腫瘍、遺伝性不整脈な

脳変性症の包括的診断や家

て質量分析技

床検査におい

んでいる。臨

近年急速に進

技術の応用が

が重要と考えた。そこで当

げるためにはまず人材育成
る診療部門を持つことは、

検査部の教員が主体とな

②遺伝子診療部門の構築

全症例数は１０６９例とな

月の時点で遺伝子診療部の

に示した。

る領域を表２

同様と考える

てその門を叩い
たな肝疾患マーカーの体外

たことを知りわ

たのである。そ
を有しているが、継続的に

診断薬承認を申請中である。 増している。２０１４年

に志し、現在の
講座ではほぼ毎年１～２名

検査部の臨床研究推進のた

ずかな縁を頼っ

の結果、臨床検
研究が可能な体制を作り上

私があるので、
社会人大学院生として検査

術が利用され

査医学を本格的

人とのちょっと

技師を受け入れ続けた結果、 めに有効であると同時に、

③検査結果をみて次の検
査を提案できる検査部にな

る細菌・真菌

教授を拝命した。私の前任

て目指したこと

部の責任者とし

ーベル化学賞を受賞された

ムの解析は２００２年にノ

白質を意味するプロテオー

発現しているすべての蛋

が修士課程を修了している

し、２００３年４月には検

新設することからスタート

月に検査部遺伝子検査室を

こととした。２０００年１

伝子診療部門を立ち上げる

クグラウンドを活かして遺

千葉大病院では教員のバッ

る劇症肝炎が問題となって

炎ウイルスの再活性化によ

免疫抑制などに伴うＢ型肝

る。一例をあげる。強力な

つかの取り組みを行ってい

関連診療科と連携していく

案することも重要と考え、

を検査部側から診療側に提

果をみて次に行うべき検査

検査のプロとして検査結

ンＤ、各種ステロイド、ペ

最近では臨床化学（ビタミ

いて威力を発揮している。

菌性髄膜炎の診断などにお

実施し、血液培養検査、細

すでにルーチン検査として

院の細菌検査室においては

分に大幅に短縮される。当

からわずか数

の平均

る時間が従来

は同定に要す

准教授、松下一之現准教授

諸先輩方、そして朝長毅前

指導いただい多くの先生方、

迎えられたのはこれまでご

願っている。

少なりとも貢献できればと

ばらくこの分野の進歩に多

の迅速同定で

の米満愽教授が臨床検査医

よるソフトイオン化法によ

田中耕一氏、

いる。そこで化学療法ＨＢ

ること

英語のスピーチの本格的ト
学講座化、検査のオーダリ

査部内に遺伝カウンセリン

Ｖセットと呼ぶ新たなセッ

をはじめとする千葉大学大

科、泌尿器科など）および

るという流れを２０１３年

応じて

をピックアップして必要に

質量分析機器メーカー、検

だけでなく、検査受託企業、 する千葉大学病院検査部の

実装するためには大学病院

検査応用を広い分野で社会

いる。質量分析技術の臨床

宮正徳副技師長をはじめと

師長、糸賀栄副技師長、清

析学の皆さん、澤部祐司技

学院医学研究院分子病態解

公衆衛生学の羽田明教授、

６月からスタートさせた。

セールスポイントにもなる。

っている。

した出会いは本
現時点（２０１５年３月）

MALDIによ
TOF MS

当に大切だと思
で

レーニングを受ける機会に
ングなどをすでになされて

に遺伝性神経・筋疾患の遺

となったことなどを契機に、 グ室を設置した。当初は主

いたので、私は着任後先ず、 り蛋白質の質量分析が可能

伝学的検査前後の遺伝カウ

プチド）の領域においても

後期研修医を募集する際の

う。

恵まれた。また、新たな研

大きく進歩した。講座・検

ト検査項目を用意し、検査

名が博士課程を、 名

（２） 病 院 検 査

究手法を学びたいと考え、
検体検査の日当直体制の立

査部・疾患プロテオミクス

結果を検査部で確認して再

時間

第２微生物学教室（現病原
ち上げと外来患者の診察前

が、その後院内の関連診療

センターの研究チームでは、 ンセリングを担当していた

織）を用いた疾患プロテオ

石井拓磨先生のご協力を得

１９９９年 月に母校の

分子制御学）の野田公俊教
の検査報告の徹底に取り組

臨床材料（血清をはじめと

の導入を進めて
LC-MS/MS

による
native speaker

授のラボで
んだ。検査部としての本務

活性化のリスクがある患者

このたび私が無事定年を

化を初めとする蛋白質の翻
を十二分に果たした上で特

科（神経内科、産科、小児
ミクスによるバイオマーカ

て、２００８年２月には遺

氏に
J.P.Fenn

訳後修飾について勉強する

する各種体液および病理組

ー探索を重要なテーマの一

なった中井利昭先生（東大

永和雄先生）で知り合いと

合病院（当時の病院長は福

間過ごしたキッコーマン総

求められる。この点は中央

成果を産出し続けることが

に加えて、良質の学術研究

イレベルの診療を行うこと

初めとする各診療科にはハ

大学病院の内科、外科を

ィカル）を設置していただ

寄付研究部門（日東紡メデ

病院に疾患プロテオミクス

につなげたいと考え、附属

わらせることなく、実用化

カー探索を単なる研究で終

検査室と連携して、脊髄小

いる。また、検査部遺伝子

長が併任し、部長を含めた

遺伝子診療部長は検査部

伝子診療部として独立した。

技術の臨床検査への応用－

臨床遺伝専門医を取得して （３）今後の展望─質量分析

検査部の教員計４名は全員

臨床検査分野で質量分析

いる

療につなげることができて

ととなったので、私も今し

研究部門がスタートするこ

メトリー検査診断学」寄付

病院内に「マススペクトロ

１５年４月より、千葉大学

こ れ ま で に 数 例 の H B V - 査診断薬メーカーなどとの
陽性例を早期予防的治 連携が不可欠であり、２０
DNA

より感謝申し上げる。

門の皆さん方のおかげと心

プロテオミクス寄付研究部

葉大学医学部附属病院疾患

藤守助教をはじめとする千

をこの折に学んだ。その後、 である。
①検査部医師・臨床検査

つとしてきた。バイオマー

病院から月一回アルバイト

き、９年間にわたり共同研

を検査す
HBV-DNA

さらに活路を見出すべく筑

技師が一体となった基礎・

医として来られていた）が

診療部門の検査部の場合も

遺伝子診療部の皆さん、佐

ウンセラーをはじめとする

筑波大学の教授に就任され

皆さん、宇津野恵美遺伝カ

臨床研究の推進

リボシル
ADP-

機会を得た。ピンチをチャ

色を出したいと考えたから

い、

12

ンスに変えることの醍醐味

17

波大学に転出した。はるか

18

14

昔の内科の初期研修で一年

10
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いの沖合、膝の深さで、新
くれました。

山宏志君（本来：昭和 年
入生の女性たちが溺れない

お茶を入れて呼吸困難にさ

は少なく、気管チューブに

生でしたので医学的な知識

す。何回か褥創への皮膚移

は呼吸が苦しかったようで

る腹式呼吸しかできない彼

が出来ず、横隔膜のみによ

が、肋間筋麻痺で胸式呼吸

に住んでいて時々顔を見に

ました。当時、家内（小児

行き、当時流行り始めてい

科、万里子）と病院の近く

望を捨てず、生理学、解剖

院、整形外科に到着すると、 といい、まだ学生復帰の希

たカラーテレビを買ってあ

たが、このころ迄は、右手

鈴木次郎教授をはじめ多く

学の勉強をしていました。

電動車いすで千葉市内を散

がちょっとピクっと動いた

ころ、後ろから「黒山さん
の医師が待ってくれていま

賢太郎先生（柏市開業）
、玉

歩に連れ出したりして気分

時ごろ、千葉大学病

ように沖を監視していたと
が溺れている！」という声
した。すぐにレントゲンな

転換をしました。また、卓

夜

卒）が本年１月に亡くなり

彼と私の対談が「たまに
を聞き、振り向くと彼が浅
どの検査をして、第５頚椎

置哲也先生（和歌山県立医

す。

瀬でうつぶせになって浮い

大名誉教授）
、松井宣夫先生

いましたが、なかなか起き

ころ、完全に断裂しており、 入局したばかりで、毎日お

切除をして、脊髄を見たと （名古屋市立大名誉教授）が

かなりの補助をいただいて

球部からも、その後数年間、

げたので、皆で楽しんだり、

はのんびり話そうか」のタ
ているのが見えました。い

脱臼骨折、頚髄損傷として

上がりません。駆け寄って

年卒の尾崎

イトルで「月刊新松戸」と

手術が行われました。椎弓

そろ死について準備しよう

四肢麻痺は回復不能とのこ

当時、昭和

いうミニコミ誌に平成 年
つもひょうきん者なので、

か」など語らいました。彼

とでした。

さんが付き添いとして、彼

Ａさんというプロの家政婦

パーティーをよくしました。

など、彼と友人達を集めて

したが、医学部紛争もあり、 の母親代わりになっていま （写真）

年に卒業しま
大学病院での研修が始まっ

私は昭和
が東京駅で急逝された後、

年１月、鈴木次郎教授
教授になられた井上駿一先

昭和 年に彼の同級生で

すぐに、数人で近くにある、

年に亡くなるまで 年間も

戸に住まいを移し、昭和

く程度でしたが、彼女も松

したので、時折顔を見に行

武内病院まで運んだところ、 泌尿器科医師）は彼が５才

和

いたようです。

抱き起こしたところ、
「手足

世話になっていました。昭

が動かない」と言います。

付き合いでしたが、まとま

たのは昭和

然のように、整形外科教室

年１月で、当
生から、
「黒山君も、合併症

に入りました。その後、船

ある、住吉徹是・黒田重史

先生が松戸整形外科病院を

作ってからは、そこに転院

な病院を転々としてきまし

同じ寿命を送れるよ」と言

たので、両先生が、衣類を

二人の兄がいるだけでした。 に気をつければ普通の人と

松戸市立病院に転院して

整理するためのタンスをプ

気管切開をして、頭蓋直達

からは、当時、足の骨折で

されている、すぐ大学病院

入院していたアメリカ人の

へ連れて行きなさい」との

務を経て、昭和

レゼントしてくれた時には、

この機会に彼が「この世に

市立病院に就職しました。

ビルワイスから医師数人と

のだ」と心がとろけるほど

存在した証」を残しておく

そのころは、褥創は「出来

当時、診療局長の故篠原寛

嬉しかったと言っていまし

しました。それまでに色々

ても仕方ない」という雰囲

休先生（群大・昭和

が、彼はかなり上達が早く

面倒を見てくれました。

気で、対策として、
「回転ベ

て驚きました。また私ども

橋中央病院、千葉市立病院

の兄たちはまだ若く、神奈

た）、私は５年生（学３）で、 なければなりません。二人

ッド」が使われました。こ

葉大整形入局）が、松戸市

た。付添いさんもＢさんに

での勤務、再び大学病院勤

川に住み、仕事があるので

立病院への転院を許可して

変わりましたが、彼女もそ

われ、
「彼を一生面倒見るし

まだ事の重大さがよくわか

付き添いはできません。そ

れは幅

の家が近いので、シドニー

かないな」と思いました。

医学部の卓球部、私が主将

りませんでした。勝山には

イッチ状のベッドで身体を

くれたので、やっと彼を手

の後 年以上面倒をみてく

時間付き添いしてい

でしたが、内房にある大学

千葉市まで行ってくれる救

こで仲間と相談して、卓球

元に置くことができました。 から我が家にホームステイ

かが

の勝山寮で夏の合宿予定の

急車はなく、木更津の自衛

挟み、ベルトで固定し、ハ

私が彼から離れていた間は、 していたメリッサの送別会

部１年、当時は学１といっ

前日に寮に集合し、
「まだ自

隊に電話して頼んだところ、 部員、彼の同級生を募り、

ンドルをグルッと回して上

51

昭和 年８月、千葉大学

由日なので海へ行こう」と

下を逆転させるものでした

、千
35

年に松戸

いうことになりました。彼

しばらくして「残念だがヘ

始まりました。皆、まだ学

リを着陸させる場所がない」 時間３交代制で付き添いが

60

ともに英会話を習いました 「あ、ずっとここにいて良い

は寮委員でもあり、数日前

と言われました。あちこち

24

センチ位のサンド

から寮に来ていて、食後の

10

数十名のチームを組み、

昼寝をしていました。その

けん引をしてあるので、誰

った話をしたことはなく、 「首の骨が折れて脊髄が損傷

の頃相次いで亡くなって、

43

のに良い機会と思いました。 こと。彼が医学部３年（学

彼の両親（父親は岡山で

が海での事故で障害者にな

38

ったのは、彼が 歳、私が

掲載され、その中で「そろ 「またふざけているな」と思

月号から１年半にわたり

24

歳のときで、その後長い

20

昭和63年9月 我が家でのパーティー
シドニーからホームステイしていたメリッサ（20歳）の送別会
後列左端 藤塚光慶、2列目左端 万里子

特別寄稿

年
せたり、殿部の大きな褥創

斎藤労災病院へ移り、高圧

頚髄損傷歴
を見て失神したりしました

酸素タンクの治療が始まり

慶 （昭 ）
護体制は、同級生が卒業す

光

植などの手術を受けました

を探したところ、隣の岩井
るまで３年あまり続きまし

塚

が、昭和

町に個人で救急車を持って

藤
が、皆気持ちよく、交代制

彼を起こし、数人で浜へ出
いる医師が快く引き受けて

年に千葉市内の

をしてくれました。この介

頚髄損傷による四肢麻痺
かけました。私は ｍくら

43

となって 年経過した、黒

松戸整形外科病院
名誉院長

50

ましたのでご報告いたしま

20

45

43

45

60

10
24

59

45

50

41

15

10
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来てくれました。松戸整形

れ、旅行にも一緒について
たと彼のメモに残されてい

地下鉄サリン事件が起こっ
院長として、病院経営の困

年勤め、最後の７年間は病
たことがあります。旅に連

ないから」とちらっと言っ

いに行き、再会を楽しみま

れたメリッサが病室に見舞

う、１月 日早朝に静かに

体力の限界だったのでしょ

難さはよく理解していたの
院への転院など常に運転を

れ出したり、あちこちの病

軽い呼吸苦など体調を崩し、 の対談の中で「延命処置は

した。その後、腎機能不全、 息を引き取りました。冒頭

文を書くことになりました。

いことになり、このような

絡したところ、思いがけな

お世話になった方々に連

思います。

で、両先生には本当に頭が

この場をお借りして、皆様

ます。平成 年に糖尿病を
合併し、食べ物を制限しな

望まない、自然死がいい」

ではベッドの上に装着した
クレーンのような装置とハ

酸素吸入が必要でしたが食

る彼らの協力がなければと

してくれたのは、流山で燃

てもできませんでした。黒

黒山宏志君の思い出

「不屈の精神」

下がる思いでした。腎臓摘

はり感染症が合併している
山君は「自分は何もできな

くてはならず、
「楽しみが減

でも可能になりました。ま 「本でも読んで気を紛らわせ
と糖尿病も悪化するのです

い」と言いましたが、彼の

ンモックを使って、車椅子

たら」と読書を勧めたとこ

周囲にはたくさんの人たち

に御礼申し上げます。

ろ、ボランティアの男性と
頚髄損傷では自律神経が

ね。

が集まり、和やかな時間を

と言っていましたがその通

たパソコンも導入されたの
車椅子で本屋に行ったり、
機能不全を生じるのか、体

りに穏やかな最期だったと

で、マニュアル本を見なが
途中でパチンコを楽しむよ
温調節が出来ず、気温の変

事も取り、元気を取り戻す

ら悪戦苦闘しましたが、イ
うになりました。二人のボ

かにみえました。しかし、

ンターネットを見たり、電
ランティアがいて、一人は

穂 （昭 ）

料店を経営している秋元保

子メールもこなすようにな

化についていけないようで、 共有出来たと思います。

ゐのはな同窓会副会長

済 陽 高

寿、早苗夫妻で、親友であ

っていました。また右手に
千葉大学に入学した時に、

子どもの時から学業成績

したのにも驚きました。や

装具を着けて、セットされ
文学部などが所有していた、 暑さ寒さにとても弱い状態

ってしまった」というので、 出後に糖尿病が劇的に改善

た食事をほぼ独力で食べる

開始された。以後卒業まで

が抜群で、両親が早世され

のおおよそ３年９か月間に

でした。そこで春、秋で彼

意識消失はなかったもの

わたり、男女の別なく正月

習志野の「無名寮」が空い

の、両手、両足が麻痺し、

も、あるいは学期試験期間

ことが出来るようになり、

直ちに地元の勝山町の武内

中も各自当番制で、月１〜

日、我々

病院（ご子息が千葉大学の

年１月

ンピックの開催年に千葉大

内科、北野邦孝先生（昭 ） あった父のようになりたい」 の同級生すなわち東京オリ

同窓生）に連絡、頚髄損傷

平成

歳

学医学部に入学した、黒山

ていましたが、特別奨学金

と医師を目指して千葉大学

宏志君が亡くなった。

を与えられ、
「泌尿器科医で

医学部を受験しました。大

の体調が良い時に車いすご

から借用）に乗せて、遠く

好きだった母親を食道癌で

とワゴン車（隣の松戸神経

さんで、もう一人は松戸市

は日光、那須などへ一泊旅

ていたので入居した時に同

のボランティアセンターに

行に家内や友人たちと連れ

じ部屋に同居していた菅原

平成７年、腎臓結石の手
所属していた有川さんとい

家政婦の付き添いは不用に

術のために松戸市立病院泌
う男性です。

で大学病院に救急搬送され

た。その他に、買い出し、

２回の付添介護が続けられ

たままで、彼が戻ってくる

松戸整形外科の個室は空け

と

数回は連れ出しました

年（１９６４年）

た。待ち構えていた鈴木次

答えました。手術が終わっ

「麻酔の先生に頼もうか」と

ちかえるお土産買いが楽し

ので「いつも安心していた」 が、外食と看護婦さんに持

のを待ってくれていました

みだったようです。
「自分は

昭和

洗濯、また週何回かの風呂

であった。

郎整形外科教授の執刀で、

亡くしたので、食道癌手術

深夜の緊急手術となったが、 当番も手分けして行い、当

の権威として有名だった、

に入学し、翌々年揃って専

出しました。旅館の大浴場

門課程（学１）に進級した

に男４人で運び、洗い場に

第二外科の中山恒明教授の

白内障を市立病院眼科で手

いる千葉大学を目指したの

てくれないかと言っていま

寝かせて、身体を洗ってい

術しましたが、平成 年に

ると、お客さんが見に来た

は腎周囲膿瘍で千葉労災泌

当時の医療では全身麻痺の

す」との電話があり、すぐ

年の夏休み、東日本医学生

に駆けつけたところ「もう

です。岡山から一人で千葉

て病室で「あれ！麻酔が覚

と住吉、黒田両先生にはと

付添を申し出て許可され、

出席番号が最後尾の

のだと思う。

番、

我々の学年には女子学生は

86

85

39

しまった。

時１学年 、６名で（私は

尿器科に転院、昭和 年卒、 ので「こう見えてもこのお

終わりにしたいので、麻酔

後遺症への対処は如何とも

めてしまったね」と言いま

ても感謝していました。私

りに３才の娘と我が家を訪

年に及

し難く、その後の

方はわが社の社長です。ね

体育大会を目前に、卓球部
え社長？」というと彼も「ま

は千葉大学の勝山寮での合

卓球部の柳重行先生に右腎

まで来て試験を受けました

摘出術をしていただきまし

が、試験の出来が良くなく

を覚まさないでほしい」と

８名だった）女の子たちは

言うのです。今まで愚痴一

さすがに風呂当番だけは遠

て、発表を見に来るのが嫌

「黒山君が大変なことにな
だったようですが、思いが

ぶ障害の始まりとなった。
あそんなものです」と調子

宿に集合したが、その厳し
を合わせていました。東京

い猛練習の前にと、海に出

た。このように、彼が別の

慮したが、黒山君が困った

つ言わなかった彼が言うの

ことがあると直ちに自発的

で、しばし絶句しましたが、 病院に転院している間も、

った、卓球部だけでは手に
けず現役で合格しました。

しでも不自由な思いをさせ

負えない」ただちに同級生
卓球部でも活躍、これから

たくない」という心情が同

向いて海水浴のさ中、勢い
ディズニーランド、ディズ

体制のために、当初は１日

不運にも頭を海底にぶつけ、 全員が集まり、

級生の中に常に流れていた

よく飛び込んだ黒山君は、
ニーシーなど近場を含める

頚椎を骨折した。一瞬の出

３交代制で、後には２人ペ

したら「変な事を言ってす

他の人に何もしてあげられ

今年の正月には、久しぶ

に出動した。これは彼に「少

本格的に医学の勉強ができ

アで 時間、黒山君の病室

みません」と元の彼に戻っ

は松戸市立病院に足掛け

40

50

24

14

50

ていました。この入院中に

38

24

時間介護
ると張り切っていた時に起

来事であり、悔いても悔や

69

46

みきれない不幸に襲われて

年に両目の

尿器科に移りましたが、手

45

術の当日の早朝、看護婦さ

なりました。

への移動が看護婦さん一人

23

平成 年と

23

んから「黒山さんがすぐ来

27

10

15

こった事故でした。

13
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とです。未知のものを既知

作業は、本書で最後とのこ

一部には、宿泊すると、新

と願う次第です。ホテルの

属病院材料部長、病院長補

座教授。弘前大学医学部附

同窓会員著書の紹介

佐、輸血部長、副病院長、

ら医師を目指して、勇躍千

約聖書と共に仏教聖典も置

葉大の医学部に進学し、

かれ、読むことができます。 手術部長などを歴任。第７

国家試験から卒業の後、

の世界へ導こうとする科学

それぞれの進路に分かれて
歳で事故に遭遇して全身不

） 著

第 回日本血管外科学会総

行き、かつてインターン闘

服部孝道
（昭

イエス様の後ろ姿
メディカル・アート出版

聖書に記載がないとする容
姿について、非常に魅力的

あまりにも惜しい。読む

うか、同窓諸氏に深淵なる

を置かないでください。ど

座右の銘は「医者はよるべ

回日本静脈学会主催予定。

会会長。２０１６年に第

東日本大震災では八戸市、

なき患者の友である」
。

人生を味わわせて下さい。

編

者を圧倒させる創造の大航

）、池内淳子、鵜飼卓

海を終焉させないでほしい

空前絶後の大著作航海の筆

愚禿の身からのお願いです。 回日独血管外科学会会長、

しかしその中で、たかだ

かくして、新約聖書など

のものでもあります。

医薬ジャーナル社

医師として山梨県富士山７

意喚起、ストッキングの配

救護活動を行い、それ以来

げ、情報交換を行うととも

間でネットワークを立ち上

時に、東北地域の手術部長

合目救護所に勤務しており、 布などに関わりました。同

災害時の医療に興味を持っ
述に目を走らせると、読む

原一教授に師事、昭和

世界災害医療学会で報告。

会（宮崎勝会長（
（昭

ております。昭和 年筑波
者の心は安らぎ、安眠の世

５月から１年間、国立循環

級・同倶楽部の友情の篤い

また先輩としての愛情、同

る。なんと責任感の強い、

れ医学部同窓生にも居たこ

続けた一群の人々がわれわ

越えるべく、友情を通わせ

物ともせずにひたすらのり

この上ない不運、それを

す。

没頭させること確実なので

させず、熟読玩味の世界に

論述と解説は、読者を飽き

のです。微に入り細を穿つ

れた軌跡がうかがい知れる

す。

に読むことができることで

代風に書かれており、平易

救護所の手伝いを行いまし

として山梨県富士山７合目

之先生（昭 ）
（後の千葉大

レジデントとして故中島伸

受け、診療機能が大きく損

災害時に病院自体が損害を

やキリストの教えとする記

一切吐かず、ただひたすら

さて、著者の労には、た

入学しました。在学中は医

器病センター心臓血管外科

人たちであろうか。まこと

とを記憶に留めていただき
のです。
各位のご理解をお願いす

した点は、なるほどと納得

だったことも考えられると

をめぐる議論です。船大工

例えば、イエス様の職業

うな一連の著作物における

介されております）
。そのよ

著書は本会報１５９号で紹

ます（太平洋戦争に関わる

大著を編み出してきており

るいは人類史を課題とする

これまでに、太平洋戦争あ

著者の服部孝道先生は、

た富士山落石事故のとき、

た。昭和

年８月に起こっ

先生からご指導をうけまし

）をはじめ多くの同窓の

授（昭 ）
、故牧豊教授（昭

して入職し、故岩崎洋治教

附属病院外科レジデントと

学医学部卒業後、筑波大学

た。昭和 年３月に千葉大

して勤務。平成 年 月弘

の心臓血管外科診療科長と

筑波メディカルセンター病

対応病院として開設された

より筑波科学博覧会の救急

受けました。昭和 年１月

学第一外科教授）の指導を

下型地震だけでなく、温暖

南海東南海地震や首都圏直

害時の病院の被害を調査研

遡り日本および海外での災

重要であると痛感。過去に

れを記録にとどめることが

なわれることを実感し、こ

36
せざるを得ません。一方、

前大学医学部外科学第一講

化による巨大台風など、我

院（中田義隆病院長（昭 ）
） 究し、本書をまとめました。

36

12

黒山君の心情を思うと胸
歳で故郷の岡山県津山か

が張り裂けんばかりである。 る次第です。

60

13

24

54

29

55

いものである。

に頭が下がる、いやそれど

56

ころで済まない、感動と感

58

‼

たく、この一文を認めたも

50

謝をこれらの人々に贈りた

50

60

じめに」をご覧あれ

初めは斎藤労災病院、次い

だただ感嘆の一言です。人

学部バレーボール部に所属

に、手術室の被害状況をア

感謝の気持ちを持ち続け、

界へと導かれること必定で

するとともに、山中寮委員

ンケート調査。この結果は

困難に決して屈することな

す。特記すべきことは、そ

大学附属病院循環器外科シ

で松戸市立病院、最終的に

間イエス様と生存中および

の引用されている文章が現

ニア・レジデントとして堀

は昭和 年に共同開業した

年の長い歳月を過ご

その前後の時代背景を見極

）
）
、

く、

めたいと、綿密に調査をさ

第１１２回日本外科学会総

した黒山君にも、同情と慰

年

自分たちの松戸整形外科病

労の気持で一杯である。

年千葉大学に

るとともに、日本静脈学会
定価 四、八〇〇円（税抜）
福田 幾夫（昭 ） 理事として静脈血栓塞栓症
予防のための被災地への注

陸前高田市の静脈血栓塞栓

何とも奥ゆかしいタイト

に基づく格調ある人間史と

福田幾夫（昭

を誇りに思うのである。そ
ルではありませんか。
〝後ろ

も言える怒涛の航海へと読

症検診に弘前大学心臓血管

して、人それぞれの境遇を

姿〟なのです。
〝顔〟などに

者を導くのです。ただし、

災害に強い病院であるために

年の長
理解し、おのれの出来得る

ついて他者の著作物類はあ

かと想像させている点は、

きにわたり、卓球部の主将
ことを精一杯実行し、何と

りますが、なぜ〝後ろ〟か？

外科のチームとして参加す

であった藤塚光慶先生と奥
しても黒山君を守り通した

─被災者であり救援者でもある病院─

様の（旧姓・針ヶ谷）万里
人々にも増して、それらの

説得力満点です。その論述

子先生および同級生で卓球

引用されてある聖書の文章

法は、著者が医師ならでは

部員であった黒田重史君、

ぜひ、本書を手に取り、
「は

な容貌であったのではない

うです。

精神にのっとり、純粋無垢

周囲の人々に世話になる一

か２年あまりの同級の誼を

）

な活動の最終作が本書のよ

方であり、また友の活躍を

開始と共に、クラスとして
大とし、その境遇をいたみ

信夫（昭

随となり、半世紀前での医

年３月の卒業時には
眩しく見つめるだけの日々

の世話は終了を迎え、同時
つつ、青春の日々を友のた

鈴木

争に端を発した学生紛争・

母校に残らず東京その他へ
を余儀なくされたのである。

に千葉大学病院から斎藤労

42

全共闘などのあおりを受け、 薬では恩恵も殆ど叶わず、

の大学や病院へ進んだ者が

災病院へと転院して過ごす
めに捧げた人々がいたこと

36

昭和

約 名に上り、卒後研修の

ことになった。

54

47

院に入院させて、常に黒山

しかしその後約

5４

４2

20

住吉徹是君などの人たちが、 人々の心情に応えて弱音を

45

君と共に過ごされたのであ

私は昭和

48

45

30
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ホルモン療法が効かなくな

眼科学教室同窓会

したがんに対する新しい治

ると、治療の選択は限られ

療薬の登場です。これまで、 ２₀１₄年 第

ひ一度手にとって読んでい

平成 年に新たな治療薬が

たものになっていました。

ただきたい。

で、大きな助けとなる書籍

前立腺がん
一、四〇〇円（税抜）
）

３剤認可され発売されて、

進行前立腺がんの患者さん

開講１３₀周年記念

眼科学教室

の最新治療」を上梓したと

平成 年に「前立腺がん

監視療法から、根治手
PSA

に お い て は、 無 治 療 で の

体的には、早期前立腺がん

る治療法の多様化です。具

ひとつは、早期がんに対す

な変革がありました。まず

て、初版後の３年間に大き

前立腺がんの診療に関し

びはありません。

ができれば、これ以上の喜

本書が少しでも役立つこと

治療対応をしていくうえで、

患者さんに相応しい適切な

早期発見をめざし、個々の

して、正確な知識を得て、

る。それは、本書が月刊誌

ほど多くの治療法がありま

専門医でも把握しきれない

演：千葉大学大学院医学研究院眼科学

「化学療法の領域」という雑

まく医療環境にも変化が起

す。これらの多岐にわたる

講

医薬ジャーナル社 定 価 四 、 九 〇 〇 円 （ 税 抜 ）

きており、今前立腺がんを

治療法について、中立的立

費：3000円

）

って、初心者向けのものと

心配されている方々の要望

場から長所と短所をわかり

場：東京ベイプラザホテル（木更津市新田）

会

石和田 稔彦（平

その内容は、真菌の分類法・

は言えない。編者の亀井克

にお応えするためには、最

やすく解説することを心が

号

りました。これらの新規治

にとっては大きな福音とな

療法についても詳しく紹介

誌の「目で見る真菌と真菌

ころ、幸いにも各方面から

術、放射線治療など、さま

構造・免疫機構などの基礎

彦先生をはじめ執筆者は全

新の情報を取り入れた改訂

ビジュアルエイドという

図表などを使い視覚的に補

的な事項から、各診療科で

て日本を代表する真菌感染

版が必要だと考えました。

眼病図譜

千葉醫科大学眼科學教室

今後、ますます増えてい

しています。

症」というシリーズを集め

ご好評をいただき多くの

ざまな選択肢があります。

主婦の友社

赤倉 功一郎（昭

ん」として出版することと

定価

よくわかる最新医学

赤倉功一郎（昭 ） 編

真菌症の臨床を理解する上

本書は真菌の基礎研究や

ることを反映している。

と思われる。どなたにもぜ

メージがある。しかしなが

的な真菌症専門の医学研究

ら、真菌は、日常生活の中

センターを有する大学であ

学部建築学科、池内淳子准

一般的に真菌は、細菌や

教授）を研究課題として、

ウイルスに比べ、難解なイ

災害時の備えとして本書を
でも馴染みのある微生物で

防災ネットワークの構築」

が国では自然災害のリスク

参考にしていただけると幸
摂南大学・弘前大学・竹中

が高まっていると思います。 （主任研究者：摂南大学理工

いです。

対応が最も求められるよう

の医療現場において、その

制療法などが行われる現在

あり、また、強力な免疫抑

います。本年秋には、福島

工務店で共同研究を行って

現在、
「内閣府戦略的イノ
ベーション創造プログラム

（

もある。しかしながら、真

になってきている微生物で

います。興味のある方はぜ
菌について気軽に学べる専

Cross-ministerial Strate- 市で「災害時の病院からの
gic Innovation Promotion 全患者避難」をテーマにフ
： SIP
）」の課題「被 ォーラムを行う予定にして
Program

災者のヘルスリテラシー向
ひご参加ください。
門書はこれまであまりお目

上を目的とした地域の医療

て作られたことによる。こ

方々にお読みいただくこと

さらに、手術にも開腹手術、

くであろう前立腺がんに対

数多く掲載されており、こ

れは読者にとっては大変フ

ができました。我が国にお

内視鏡手術、ロボット補助

いたしました。

れらを眺めているだけでも

レンドリーである。全体を

いて、前立腺がん急増の予

にかかることはなかった。

十分楽しめる内容となって

通して最初から読まずとも

想は不幸にも現実のものと

手術があり、放射線治療に

うことで、理解を深めるこ

問題となる真菌感染症、検

症の専門家であり、その内

会

本書は各項目が ページ程

いる。しかし、単なるアト

興味のあるところからアプ

も、小線源治療、Ｘ線によ

） 編

ラスのような写真を供覧し

ローチし、各項目を短時間

なっており、毎年多くの方

る外照射や粒子線治療まで、

とを可能とするプレゼンテ

査診断法、治療薬などの臨

容は、充実している。執筆

けました。

について

亀井克彦
（昭

たものではない。真菌と真

が新たに前立腺がんと診断

ーションの大切な技法であ

床的な事項に至るまで掲載

そこでこのたび、前著を全

午後6時30分〜

目で見る真菌と真菌症

菌感染症に関する重要な情

で読むことが可能であるか

されています。一方、とり

る。本書は、真菌と真菌感

されており、さらに輸入真

者の中には、千葉大学関係

皆様のご参加をお待ちいたしております。

度に簡潔にまとめられてい

言葉は、最近よく使われる。 報が満載されており、大変

まとめられているからとい

染症についてビジュアルエ

の先生も多く含まれており、 面的に改訂し、新著「よく

℡：0438－36－1071

文章で書かれている内容を、 充実したものとなっている。 らである。しかし、簡潔に

イドを駆使し書かれた、こ

菌症や病理組織診断のポイ

モン療法の後に進行し再燃

もう一つの変革は、ホル
ントなどについても記載さ

前立腺が

の分野において画期的な書

わかる最新医学

籍である。本書を開くと全

千葉大学が日本で唯一の公

『加齢の眼疾患と千葉大学病院の将来構想』

59

5９

5１

陽一（昭56）君津中央病院

連絡先：岡

修一（昭58）

山本

教授

23

れている。

年次総会、講演会、懇親会を開催いたします。

10

26

君津木更津ゐのはな同窓会の皆様

2

てのページに図表や写真が

時：平成27年5月26日（火）

日

懇親会10000円

56
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茨城県ゐのはな会
平成26年12月
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静岡ゐのはな会
平成27年1月

第23号

ゐのはな静岡

目

第23号

次

巻頭言
静岡ゐのはな会会長
平成26年度

忍頂寺紀彰……… 1

総会報告�������������������������� 2

学術講演会
高橋和久教授をお招きして�������かけい医院

山本

俊樹……… 4

腰部脊柱狭窄症
─概念の成立診療とガイドライン─

千葉大学大学院医学研究院
整形外科学教授

高橋和久先生

沼津市立病院と静岡ゐのはな会……………………………顧問

勝呂

安………… 7

土川

秀紀……… 8

名古

良輔………10

静岡ゐのはな会新任理事の挨拶

静岡ゐのはな会

理事会報告（平成26年10月11日）
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藤枝静男と「静修会」
������������������管ケ谷純弘………12
伊藤弥恵冶先生追悼集より
先生と静修会
酋長の娘

千葉保次（昭12）
�������������������13
勝見

次郎（藤枝静夫・昭11）
��������������15

藤枝静男をつくりあげたもの

木版画家・「藤枝静男」研究家
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会員の移動について��������������������������19
掲示板
編集後記�������������������������������20

栃木県ゐのはな会
平成27年

第12号

「親切・信頼・清潔」お客様を第一に考えた

東洋リネンサプライ株式会社

〒136-0076
東京都江東区南砂5丁目16番5号
info@toyo21.co.jp
http://www.toyo21.jp
電 話 03（3640）6451（代表）
FAX 03（3640）1380
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報

東京ゐのはな会
平成27年1月

第130回関東連合産婦人科学会
総会・学術集会を開催いたします。
日時：平成27年10月24（土）〜25
（日）
会場：幕張メッセ（千葉市）
特別講演：海堂

尊 氏

会長：生水真紀夫
（千葉大学大学院医学研究院生殖医学

教授）

問い合わせ：
千葉大学大学院医学研究院生殖医学
℡

043-226-2121

第18号

第 169 号

各地ゐのはな会
だより
安房 ゐ の は な 会
平成 年 月 日（水）

標とする腫瘍に正確に照射
し、かつ、隣接した正常組

ちに回復するそうです。し
かし、治療終了後数カ月し

）
』
、
IGRT

腫瘍をピンポイントで照射

変える『画像誘導（
す る、
『体幹部定位照射

野先生の音頭で乾杯して、

講演の後は、最長老の佐

野迪雄（昭 ）
、鈴木光（昭

前列：花岡建夫（昭 ）
、佐

写真右から

）
、宇野隆（昭

締めでお開きとなりました。

）
、本位

伯陳哉（昭 ）
、青木謹（昭

楽しい懇談の時を過ごしま

歳代

）
、織田成人（昭 ）
、山

）
、 浅 見 敦（ 昭

）、神山守人（昭 ）

本 弘（ 昭

、辻博勝（平２）、黒
線量の放射線を他方から照 （昭 ）

照射（

れるぞと、活力をいただき

ていらして、まだまだ頑張

藤 田 明（ 昭

後列：高橋由希子（平 ）、

の先生も現役でお仕事をし

歳代はもちろん、

例の自己紹介をしました。

した。食事をしながら、恒

）

）
、西川義明

後列：天野晋（平３）
、水谷

）
、原久彌（昭

田 泰 介（ 昭

正彦（昭 ）、武内重樹（北

（昭

臓器の変形・堆積変化を考

里大・昭 ）
、伊賀寧（聖マ

てから認められる晩期反応

慮し、呼吸に同期させ照射

織にはいかに照射しないか
害、分裂の遅い機能細胞の
する４次元治療『呼吸同期

）
』
、呼吸による移動や
SRT

療に伴う副作用についても
障害でなかなか回復せず、

は、組織の線維化や血行障 （

説明して下さいました。治

リ 医 大・ 平 ２）
、渡辺啓治

が重要だそうです。また治

療中に発症する早期反応は、 これが厄介だそうです。さ
）
』
、まだらな
4DRT

再生組織における母細胞の

らには、消化管の動きに因

一時的な減少・機能障害で、 る臓器の位置移動を考え、

移に対する実際の除痛治療

あることから始まり、骨転

を緩和する緩和的治療」が

治療」と「がんによる症状

は「癌を治す目的の根治的

お話は、癌の放射線治療に

る講演をして頂きました。

治療の進歩と今後』と題す

宇野隆教授には、
『放射線

楽しくまた有意義な一日と

っていらっしゃいました。

盛り上がり、大いに語り合

状況や放射線治療の話題で

スを交わし、最近の大学の

先生は気さくに会員とグラ

した。懇親会の席でも宇野

の御発声で懇親会に移りま

念撮影を行った後に、更に

員で宇野先生を囲んでの記

講演会が終了した後、全

生から感嘆の声が上がり、

らしく良いことに参加の先

した。救急の救命率が素晴

れる動画で見せてもらいま

送するところを臨場感あふ

ターヘリから患者さんを搬

していただきました。ドク

田成人先生（昭

泰介先生（昭 ）の「乾杯」 救急集中治療医学教授の織

場所を波奈に移し、本位田

る様子を誇らしく思いまし

同で決まりました。続いて

生の就任が参加者全員の賛

の後、次期会長に山本弘先

会長の鈴木光先生の挨拶

母校がますます発展してい

）
、野本正嗣

ました。多摩総合医療セン （昭 ）、小山明（昭 ）、菊

ターで研修中の高橋由希子

しょうと、鈴木会長の一本

年も皆さん元気で再会しま

花を添えてくれました。来

池 友 允（ 昭

）
、久満董樹

業生として参加して下さり、 上田源次郎（昭 ）、石川て

41

時 分より安房ゐのはな

野隆（東海大・昭 ）
、林宗

24

35

（天野晋） 先生が、唯一人の平成の卒 （昭 ）、桑木絅一（昭 ）、

に国分寺駅ビル飛鳥サロン
名の

の例も挙げて説明して下さ

なりました。

）

る代（昭 ）
、松原公護（昭

53

会総会・学術講演会が、た

寛（昭

）

射し、体内で腫瘍の形にピ
放射線治療（

第 回多摩ゐのはな会



タリと合わせる『強度変調
最新の癌治療について、詳

画像診断で毎回照射部位を

は、千葉大学大学院医学研

しく丁寧に説明して下さい

これは照射が終了すると直

究院画像診断・放射線腫瘍
ました。

55

47

54

40

てやま夕日海岸ホテルに於

学教授である宇野隆先生

分野の疾患の治療法になる

にて、第

いました。また放射線治療

写真右から

53



（石川てる代）

53

）
』など
IMRT

（昭 ）をお迎えして行われ

こともあり、参加者からの

会を開催しました。

日（土）

定例総会は安房ゐのはな

質問が相次ぎ、途中で中断

先生が参加して下さいまし

年 月

会会長、青木謹先生（昭 ）

させて頂くことになってし

た。

平成

の挨拶に始まり、渡辺啓治

まい、質問は懇親会に持ち

放射線治療は各科、どの

先生（昭 ）より平成 年

越しさせて頂きました。

回多摩ゐのはな

度の収支会計報告があり、

計画に最新の画像診断機器

）に講演

を用いて、３次元治療を行

た。
38

28

54

いて開催されました。今回

63

35

原久彌先生（昭 ）の監査

ました。

33

53

32

36

前列：関谷信平（昭 ）
、佐

報告と円滑に進行し、無事

29

39

36

30

80

34

っているそうで、いかに目

17

36

25

終了致しました。

61

70

34
59

25

10

28

10

18

53 52

60
26

63

61

40

26

45

15

34

40

   各地ゐのはな会 （18）
報
会
窓
同
な
の

は
ゐ
第 169 号

ホテル・ニューイタヤにて
吉川広和埼玉県会長のご臨

長、中田義隆茨城県会長、
席も仰ぎ、各県のゐのはな

盛大に開催されました。
伊藤晴夫全国ゐのはな会
会の現状や活動状況の報告

東京ゐのはな会
年

懇親会では田中光先生
（昭 ）に乾杯のご発声をい
ただき、来賓挨拶では栃木
）からご挨拶

県ゐのはな会会長の坂田早
苗先生（昭

をいただきました。その後

日（土）お茶の水銀

今年の新年会は平成

諸先輩、参加者のあいさつ

１月
年卒から平成

座アスターにて開催されま

が続き、和やかに懇親を深
める事が出来ました。大先

年卒の会員まで

加しました。済陽高穂会長

名が参

した。昭和

があり、特別講演では新し

長をはじめ、三枝一雄千葉
県会長、済陽高穂東京都会

24

ました。
れました。

記念撮影の後懇親会が行わ

告事項、特別講演と進み、

内及び近郊の大学病院等の

頑張らなければと思い、都

先生方の言葉を頼もしく思

第一線で活躍しておられる

写真右から

特別講演は東京都保健医

いました。千葉を離れ、東

）、 吉 川 広 和

京で頑張っているゐのはな
長の角田隆文先生（昭

）

三枝一雄（昭 ）、伊藤晴夫
済陽高穂（昭 ）、大井利夫

策」の演題で講演いただき

（昭 ）、山内直人（昭 ）
、 に「国際感染症の現況と対

最新の知見をわかりやすく
く拝聴させていただきまし

若手会員の参加者が増え更
に活性化することを期待し
ています。
前列：小川富雄（昭 ）
、岩

エボラ出血熱の状況も含め、 写真右から

アウトブレイクが起こった

）、中田義隆（昭 ）
、 ました。昨年西アフリカで

星野聡（昭 ）

（昭

）、 布 川 武 男

中列：門馬公経（昭 ）
、須
田 啓 一（ 昭

森偉久夫（昭 ）、十川康弘

（昭 ）、崎尾秀彰（昭 ）
、 お話しいただき大変興味深
）、村野俊一（昭 ）
、 た。エボラ出血熱について

）
、藤山嘉信（昭

）
、坂

倉弘毅（昭 ）
、村瀬靖（昭

）
、

）
、角田隆文
長谷川正博（昭 ）
、小沢昭

）
、済陽高穂（昭

田 早 苗（ 昭
や医療資源の不足、感染予

司（昭 ）
、田中光（昭

は遺体に対する慣習の違い （昭
（平５）

後列：日比谷孝志（平

）
防策が十分に行われていな

大・平元）、廣田勝太郎（昭

）
、

櫻井幸弘（昭 ）
、岡本和久
）
、

大したとのことでした。エ

）
、

）
、伊丹純
）
、菊池友允（昭

吉 原 俊 雄（ 昭

、古山信明（昭
ボラ出血熱の致死率は高い （平２）
が、感染は接触感染による

）
、島田英明（昭

）
、安

橋本英明（昭 ）
、林泰（昭

ものなので感染予防対策が （昭
きちんと取れれば、簡単に
（大宮安紀彦） は感染しないということも

53

（昭 ）、戸邉豊総（旭川医

）、 貝 淵 俊 光

）、高原正信（昭 ）
、早

28

46

45

乙 女 勇（ 昭

27



）

（菊池友允）

）
、矢端幸夫（昭

西 尚 彦（ 平 ２）、 松 井 英 雄

59

（平５）、石塚満（平３）



18 24
43

47

46

理解できました。国際的な

45

支援のもと早期に収束する （昭
ことを願っております。

56

55

池正造（昭 ）、大宮安紀彦

いことなどから、感染が拡

45

（昭

会員は多いと思いますので、

）、坂田早苗（昭 ）
、 療公社荏原病院感染症科部

田 武 隼（ 昭

、福
前列：斎藤弘司（昭 ）

45

後列：矢作龍二（昭 ）
、小

安西尚彦（平２）、岩本容武

48

30

42

57

栃木県 ゐ の は な 会

25

栃木県ゐのはな会総会は
平成 年１月 日宇都宮市
27

27

出会う旧友とも話が弾み有

と懇親会では何年ぶりかで

24

輩のお話に我々もまだまだ

24

い睡眠薬「ベルソムラ」の

24

意義な時をもつことができ （昭 ）の挨拶に始まり、報

18

紹介もあり、記念撮影のあ

34

37

34

30

43
52

51

44

50

59

57

36

45

59

57

（昭

43

34

42
32

40
39

35
32

55

53

53

48

55

第 169 号
報
会
窓
同
な
は
の
ゐ
（19） 各地ゐのはな会   

目黒地 域 ゐ の は な 会
平成 年９月 日（土）

た。両先生は、千葉大学整

ついてご講演いただきまし

も書かれていないことを、

っていたけれども、どこに

間と、年１回顔をあわせる

りとりだけになっている仲

普段は診療情報提供書のや

）

ことができる本会は、普段

小野直美（昭

大変判りやすく教えていた

後列：松本伸行（平３）
、長

だき、とても有意義な時間

つれ、次回の話、皆で宮薗

初めての会ですので、ま
年９月頃に第２回の開催を

間が過ぎていきました。本

現状や、透析患者の手根管

）
、 倉先生には、日本の透析の

郎先生（昭 ）による乾杯

講演のあとに、山根友二

って、大変貴重な機会とな

ワインを飲みながら、出席

開催されました。ビールや

のご発声があり、懇親会が

前列：出沢明（昭 ）、加藤

写真右から

っております。
最新のデータをご提示いた

（長尾啓一） 症候群の病態、治療など、

、秋田徹（昭 ）
、鈴
者がそれぞれ近況を報告し （昭 ）

）

）
、長尾啓一（昭

下山直人（昭



療にあたられています。岩

）
、 に所属され、手の外科の診

千代子先生（昭 ）のリサ

形外科の手の外科グループ

）
、大矢和光（昭

させていただきました。会
イタルを拝聴する話、相互
訪問する話、会の名称を目 （昭

ずは栗原先生からこの会開
予定しておりますので目黒

だき、講演のあとに討論し

に多士済々で、お互い感心

己紹介となりました。まさ
ご参加いただきたくお願い

駅界隈の先生方には奮って

義 治（ 昭
ました。斎藤先生には、手

住）の発案で、目黒駅界隈

）
、山根友二郎

後列：村田泰章（平５）
、西

木貞夫

本会は、千葉から少し離

（目黒区、品川区、港区、世

千整会
東京埼玉支部会

ました。

申し上げます。

健常者と手根管症候群患者

関節部のＭＲＩ像を用い、

写真右から

日（土）

したり、触発されたり、様々

年１月

なことをご教示いただいた

山秀木（昭 ）
、渡辺泰（昭

田谷区）に居住または勤務

れた地域で、診療連携があ

しているゐのはな同窓会員

る同門会員と、毎年、新年

）

名

管症候群の解剖学的特徴に

忍先生（平元）により手根

いて、東京城東病院の斎藤

における手根管症候群につ

富山医大）により透析患者

教の岩倉菜穂子先生（平 ・

した。東京女子医科大学助

る手根管と決めて行われま

テーマを手の外科領域であ

行われています。今年は、

よる専門的な内容の講演が

従事しているため、会員に

整形外科に関連する診療に

本会では、参加者全員が

でした。

おり、今回の出席者は

学整形外科医師から成って

埼玉県内に勤務する千葉大

でした。本会は、東京都内、

加藤義治主任教授（昭

東京女子医科大学整形外科

れました。本年度の幹事は、

ェンシーで、平成

の手根管や正中神経の形態

前列：岡田直美（昭 ）
、奈

を詳細にご説明いただきま

良 橋 俊 子（ 平 ９）
、栗原稔

年千整

りと、きわめて意義ある時

に新宿のハイアットリージ

間を過ごせました。アルコ

会を兼ねて開催されます。

が少なからずいるので、ぜ

した。日常診療で疑問に思

平成

を過ごすことができました。 時間に余裕がない我々にと

村 文 孝（ 平 元 ）
、加藤直也

員名簿を参考に 名の方に
名にご参加いただ

郵便でお誘いしたところ結
果的に
黒雅叙園の会にしようなど、 櫻井幸弘（昭 ）
、高安賢一

目黒地域ゐのはな会と称し
催のいきさつを改めてご説

けた次第です。

た会を催しました。昭和大
明いただき、後に全員の自

止まることなく瞬く間に時 （昭

、目黒区碑文谷に在

学名誉教授の栗原稔先生

時から、目黒の雅叙園で

45

ひ集まって情報交換をしよ

55

41

ールで口が滑らかになるに （昭 ）、宮薗千代子（昭 ）
、 会東京埼玉支部会が開催さ

53

13

うということに相成った次
第です。昔は目黒ゐのはな
会があり、栗原先生が招か
れたこともあったとのこと。
長年、開催がなかったよう
ですが、栗原先生が、目黒
璋二先生（昭 ）とお会い

本町に開業されていた九島
になる機会があり、同先生
からご自分は伺えないがぜ
ひ後輩の諸氏で目黒ゐのは
な会を開いて欲しいと言わ
れたそうです。
東京ゐのはな会のブロッ
クとの関係は？勤務医部会
との関係は？場所的に城南

27

51

）
、今野慎（昭 ）、岩倉

菜穂子（平 ・富山医大）
、

62

17

27

54

（村田泰章）

および９月です。

発行月は１月、５月、

す。なお、本会報の

本会報に掲載致しま

へお知らせください。

ついて同窓会事務室

催予定とその内容に

会など種々の行事開

ゐのはな会、クラス

学会、研究集会、

お
 知らせください

開催予定の行事を



塚周平（平９）

元）
、大渕聡己（平３）
、腰

中馬敦（昭 ）
、斎藤忍（平

62 14

61

45

37

（昭

50

47
53
14
14

ブロックという名称では？
などといろいろな意見があ
ったようですが、まずは会
の仮名称と第１回の開催日
程を決め、目黒駅界隈に居
住又は勤務している方々に
会の趣旨と開催のご案内を

36

57

18

57
46

57

27

23

37

61

48

26

36
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ク

ス
笑しました。

ー御茶ノ水賓館で大いに談
叙する」という主旨から比

したが、同窓会の「久闊を
川村夫妻、宮代道子、東京

みましたが、神奈川在住の

の接近で大雨となり気をも

した。会員はアラエイトで、 ありました。聘珍樓は参加

乾杯の音頭で会食となりま

残念でした。野尻雅美君の

閉会しました。一つ余禄が

ました。恒例の写真撮影で

小野沢夫人、副島訓子、今

人、塚原重雄、加藤昌義、

栗原稔、前嶋夫人、塚原夫

中列：鈴木光、三宅伊豫子、

の方がいれば、全参加者会

野夫人、今野昭義、谷合夫

問い合わせ先；59th.chiba.honbu+zaimu@gmail.com

会
較的に近い横浜市元町中華

歳以上

ています。会が始まります

髙倉大暉

■名義人名：第59回東医体千葉大学医学部運営本部代表

ラ
写真右から

男性の健康寿命を多く過ぎ

名、同伴の御夫人７名の

者の中に一名でも

の野尻雅美の応援で、会員

人

普通預金口座

ました。因みに聘には礼を

前列：中村卓郎、長澤仁一、 街の「聘珍楼」を会場とし

費が パーセント割引とな

りました。

川村孝子、谷合明、山角博、

くお願いいたします。

北条弘、中島令一

と、体のあちこちの不調を
肴に話題豊富、たちまち学

写真右から

後列：関幸雄、長谷川修司、

年春

前列：藤塚立夫、松本

誠に恐縮ですが、個人の有志の方々からもご支援いただければと誌面にてお願いい

参加となりました。
の叙勲の中田義隆氏は突然

生時代に戻り大いに盛り上

山角夫人、小池宏之、小野
がりました。山下公園の散

、

の体調不良で不参加となり

■口座番号：3728445

（吉井逸郎）

沢君夫、宮代道子、野尻雅

たします。下記に振込先口座を記載しております。何卒ご理解とご協力のほどよろし



美、野尻夫人

を目標に運営資金の助成を各支援団体の皆様にお願いしてまいりました。ゐのはな同

田部井徹、吉川武彦、長谷

窓会からその一部である220万円をご支援いただく予定になっております。

26

30

65

ということを鑑み、私たち第59回東医体千葉大学医学部運営本部では、総額440万円

川幸子、吉井逸郎、鈴木伸

運営本部の正式予算は、東医体定例理事会により定められ、容易には増額できない

策など企画しましたが、天

戴し、運営助成金として不足分を補うことで東医体の運営にあたります。

いう意味があります。
当日はあいにく台風 号

10

予算では足りない部分も多く、例年主管代表校が自大学及び関連機関からご寄付を頂

候不良で中止となり幹事と

部が主管代表を任されるのは36年に１度のことであります。運営に当たっては正式な

典、青木謹、近藤省三、前

さて、この度平成28年度に実施される第59回東医体の主管代表を千葉大学医学部が

嶋清、齋藤利隆

務めることになりました。東医体は学生主体で運営される大会であり、千葉大学医学

しては残念でした。次回は

日頃は学生活動に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

千葉県が受持つことになり

髙倉大暉

年卒クラス会

が、千葉県の方々の応援（青

財務局局長

昭和

木謹、黒田健昭、齋藤利隆、

18

後列：寺島東洋三、樋口豊、 あつくして招きむかえると

年の会の時は、向島の料亭

関幸雄、長谷川修司、前嶋

中村俊介

鈴木直基、田中光
（長澤仁一）

『櫻茶ヤ』で十数名集まった

清）で協議しました。箱根、

た。神奈川県組の担当です

のですが、５年経った今年

熱海、鎌倉など挙げられま

第59回東医体代表主管に関する資金援助のお願い

昭和 年以来、私の一人



）

月５日、さん

さんろく会（昭
年

ろく会（昭和 年卒）は横

平成

ので仕方がないですが、こ
の

は僅か８名になってしまい

出来ない状態です。卒後

36

運営本部長
第59回東医体千葉大学医学部運営本部

幹事で毎年クラス会を続け

てきましたが、この一年で
５名亡くなられ、とうとう
連絡のつく同級生が四分の
一の 名になってしまいま
した。卒後 年経っている

36

浜市で同窓会を開催しまし

10

名の半数は現在外出の

65

ました。今回は銀座アスタ

60

千葉駅前支店

■千葉銀行
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24
35

30

30
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報
会
窓
同
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は
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（21） ク ラ ス 会   

哲男君にお願いし、皆で杯
前列：大野一英、大西久仁

写真右から
文、鈴木信夫、近藤春樹、

二列目：田井東風、鈴木洋

来なかったが、

恩師を御呼びすることは出

周知期間が短かったため

た。ついで、各人の近況報

次に乾杯の発声を次回幹事

白幡真知子君にお願いし、

形外科教授の高橋和久君と

しい時間を過ごし、次回の

でワイワイ・ガヤガヤと楽

盛り上がった。

療だけでなく多彩な話題で

日午後、東

じホテル内の

Dining & Bar

で 名が参加し、狭い空間

也、中村勉、中嶋征男、長

の後、ご婦人方の化粧が完

含む８人の物故者への黙祷

レードの感があったが、個

ともあり病気自慢のオンパ

がら散会となった。

再会を約して名残惜しみな

行い、しばし歓談が始まっ

尾啓一、豊田敦、外岡正英

げる。

を飲み干しました。晩秋の
鈴木光二、鈴木淳子、鈴木
した。

告では皆、還暦を過ぎたこ

）
明、北沢栄次、菊池友充、

はじめに昨年に逝去した

い な

彦、大崎逸朗、榎本貴夫、
岡信男、尾形実

寺田夏樹君、土屋聖二君を

よ

陽はまさにつるべ落としの
猪股弘明、稲葉憲之、伊藤
三列目：広瀬彰、塩田敬、

四一 七 会 （ 昭
ごとし。またたくまに訪れ
文憲、石川詔雄、旭俊臣、
西野卓、西川哲男、鍋嶋誠

引き続き、二次会にも同

た黄昏の中、近い再会を契
浅野誠

名が参集 （松戸地区）の大須英夫君が

京日比谷公園内の松本楼に
り散会となりました。

晩秋の 月
て７年ぶりの四一七会が開
名で、紅葉の中の松本楼は

催されました。参加者は
昭和 年代の激動期に学生

璧の間に記念撮影を行った。 人や家族の趣味・自慢話な

肌寒い春雨の中、

らば４年毎、オリンピック

分まで開催した。本来な

また、途中でこれまで住

門山の関東大学（インカレ）

急遽の開催決定であったが、



林春幸

（門山周文）

茂樹、内藤仁、南波美伸、

最後列：尾世川正明、宮本

文

康夫、丹羽公一郎、門山周

大山欣昭、檜山幸孝、平井

セレスター・ラマドーザー、

夫、松谷正一、柳沢孝夫、

四列目：小野純一、大須英

夫、縄田泰史

村健二、児島孝行、山本和

人、武田憲夫、塚本剛、川

秋田徹、宇津木誠、永楽清

三列目：寺野隆、安藤研、

久、中村千里、森偉久夫

松健祐、菅井桂雄、高橋和

博、小野和則、坂本薫、小

二列目：由佐俊和、西本良

元子、森（河端）順子

田（古藤）裕子、小野（泉）

田中（佐久間）晶子、伊古

知子、山森（福富）真紀、

山崎（角田）広子、白幡真

前列：山門（久我）悦子、

写真右から
この後、開会挨拶を本学整

久、松川正明、牧野定夫
（長尾啓一）

年）

を東京千代田区紀尾井町の

面もしばしばありましたが、

生
Johns Hopkins Univ.
帰国に合わせて菅井桂雄、

居不詳であった玄千享君が

ヨット部同期の青山学院卒

門山周文が幹事となった。

逝去されたことが報告され、

のホテル勤務の古屋さんに
の二次会の手配等で大変お

は広い会場の確保、その後

締めの挨拶は多忙を極め

世話になった。感謝申し上

念しました。
る横浜労災病院院長の西川

どの興味深い話もあり、医

最後列：若山芳彦、力武知

森田敏和君が持参したド

ました。



五一会（昭和

の乾杯の発声で開宴となり、

ホテル・ニューオータニ（東
京）
・ガーデンコート「アリ

皆それぞれ社会に貢献して

年の開催ではあるが、今回

時

エスの間」で

きた自負を推し測ることが

理学教授の白幡真知子君の

30

あらためて黙祷し冥福を祈

ウンし始めたようです。

多くはペースを少しずつダ

は

15

できる話でした。ますます

13

多忙という者もいましたが、

時から

告致しました。昔のあの彼

51

からこんな話が？という場

会本会

しばし昔に返って歓談。そ

年３月１日、やや

の後、 人全員が近況を報

平成

51

イツ学生歌ＣＤをＢＧＭと
して気分が高揚したところ
で、鈴木信夫君からゐのは
な同窓会の近況を報告して
もらいました。ついで獨協

村上光右、宮路太、松島保

之、山森秀夫、森田敏和、

43

47

時代を送った我々に対しさ

27

30

まざまな出来事を想起させ

40

11

医科大学学長、稲葉憲之君

27

40

40
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学問に寄り添 う 篤 志 の 力
わずかに増加してきており

ます。また、１００万円以

上の高額な寄附金もいただ

いております（詳しくは、

をご覧ください）
。そのよう

19

別途本会報に同封してあり

な活発な篤志の力がさらに

猪之鼻奨学会

支援、
（２）医学・薬学の学

拡大することを願う次第で

公益財団法人

生、あるいは、医学・薬学

す。是非とも、支援費や貸

47
ます猪之鼻奨学会報第 号

ゐのはな同窓会報の読者

系大学院所属の学生に対す

与金の増額と件数を増やし

信夫 （昭 ）

諸氏におかれましては、公

る奨学金の貸与、という具

鈴木

益財団法人猪之鼻奨学会の

合です。最近は、毎年度、

30

会長

存在をご存知でしょうか。

徒を数多く輩出することに、

インターネット上、オンラ

本財団が少しでもお役に立

たいものです。その上で、

いては１名について 万円

ちたいものです。皆様のお

医学・薬学の将来を担う学

を準備してきました。毎年

万円にて５名、
（２）にお

項目をクリックすると、本

度の使用可能な金額は、お

イン会報のトップページに （１）においては１名あたり

財団のホームページをご覧

30

あるオンライン書庫という

いただけます。そのホーム

力添えをお願い申し上げま

す。
（なお、寄附行為につい

よそ１００万円〜１５０万

ては、公益財団であること

円です。

から、税制上の優遇措置を

ページで記載されている歴

幸いにして、公益財団化

史を読むと、いかに多くの

した２年前より、本財団へ

または、事務局にご連絡いただければ、振込手数料
が無料のゆうちょ銀行の払い込み票を送付させて
いただきます。
《事務局》
〒２６０-８６７０
千葉市中央区亥鼻１─８─１（千葉大学医学部内）
Tel ＆ Fax ０４３─２２６─２５０９
E-mail ishougakukai@chiba-u.jp

諸先生方に支えられて管

鈴木信夫

理・運営がなされてきたか

会長

窓

受けることができます。
）

千葉銀行 本店営業部
口座番号
３３９７２８１
口座名
公益財団法人猪之鼻奨学会

同

の寄附金をいただく件数が

ご寄付にご賛同いただける方は

下記口座にお振込みください。

な
をうかがい知ることができ

の

ます。

公益財団たる基本財産は十

分存在すると言えます。た

だし、あくまでも公益財団

を保証する基本財産であり、

日々の運営に使えるもので

はありません。また、その

基本財産に基づく金利上の

収益は、最近の低金利政策

により、運営上ほとんど役

に立ちません。では、どう

するかです。

財団の事業は、次の２つ

が主です。
（１）医学・薬学

における学術上の研究費の

ゐ

さて、現在の猪之鼻奨学

学

会の状況はどうでしょうか。

（23） 奨

研究助成金の交付実績（最近3年間）
所属
平成26年度
千葉大学医学部附属病院
順天堂大学院医学研究科
環境医学研究所

研究領域

氏名

研究課題

医療薬学

髙塚

博一

環境医学

冨永

光俊

千葉大学医学部附属病院

整形外科

山口

智志

千葉大学医学部附属病院

地域医療

土井

俊祐

千葉大学大学院薬学研究院

薬品物理化学

鈴木

優章

千葉大学大学院医学研究院

分子腫瘍学

田中

健史

千葉大学医学部附属病院

整形外科

古谷

丈雄

千葉大学大学院医学研究院

耳鼻咽喉科

木下

崇

順天堂大学院医学研究科

環境医学

川崎

広明

千葉大学大学院薬学研究院

生物系薬学

東

恭平

千葉大学大学院医学研究院

分化制御学

谷口

俊文

千葉大学大学院医学研究院

脳神経外科

八巻

智洋

千葉大学大学院薬学研究院

薬化学

根本

哲宏

平成25年度

平成24年度

苺状血管腫に対するチモロールゲルの製剤学的検討とその有用性
アトピー性皮膚炎における難治性かゆみの発症機序の解明と治療
応用─後根神経節細胞とグリア細胞の相互作用の観点から─
超音波エラストグラフィーによる、アキレス腱断裂後の治癒過程
の定量的評価法の確立
在宅医療にかかる需要の将来設計と可視化ツールの開発
画像診断や光線力学療法を目指したスピロ共役型近赤外吸収・発
光素子の開発
大腸側方発育型腫瘍（lateral spreading tumor: LST）から示唆し
うる腫瘍発育形態に関与するマイクロ RNA およびそのターゲッ
ト遺伝子の同定
老化に伴う脊髄脆弱性・易損性の分子病態解明
癌転移モデルマウスを用いた癌転移抑制型マイクロ RNA の抗腫
瘍効果の解析
14－3－3タンパク質の酸化ストレス依存性機能障害による神経疾
患病態形成機構の解明
天然物由来新規コンドロイチン硫酸の構造決定及び免疫調節機構
の解明
Follicular HelperT 細胞と B 細胞の抗体産生における相互作用と
メカニズムの解明
新鮮ヒト手術検体より作成するガン幹細胞モデルを用いた Myc.
p53関連遺伝子に関する腫瘍悪性化機序研究
医薬化学研究への応用が期待される縮環性有機分子の効率合成法
の開発

猪之鼻奨学会ホームページ
へのアクセス方法

ここをクリック
してください

研修プログラム
精神神経科

けることが可能です。当科

様々な知識や技術を身に着

す。詳細は当科のホームペ

ので、安心して研修できま

グラムを作成しております

情を勘案しながら研修プロ
と思います。

で、アクセスして頂ければ （

ージに記載してありますの

初療、重症多発外傷から、

心血管系、中枢神経系ある

富に経験し、その診断、治

いは消化器系などの重症症

療について専門医から集中

例あるいは急性期症例を豊

卒後臨床研修は、まさに

的かつ多面的に学ぶことが

急活動を千葉大学救急部と

このような施設の特色を活

必ずしも適切ではないとい

とであり、研修施設として

論的には標準以下というこ

標準を目指す医療機関は理

が求められておりますが、

で、世界標準の医療の実践

同様となっています。一方

可能となり、精神科研修も

から様々な病院での研修が

初期研修制度が始まって

されております。さらに千

トレーニングコースが設立

療法では千葉認知行動療法

などがあります。認知行動

ン・サターンプロジェクト

業にもなった千葉クロザピ

ができ、また国のモデル事

世界で最初に開発すること

過感受性精神病の治療法を

その成果として、ドパミン

取り組んできております。

は 、５年前からそれらに

習得プログラムへの参加者

なっております。診療技術

ュするというプログラムに

療の知識・技術をブラッシ

を行いながら自身の精神医

ントとして若手医師の指導

て大学に戻りチーフレジデ

る連携病院での研修、そし

１年程度の研修、特色のあ

になれるように、大学での

修は最高レベルの精神科医

ようにしています。後期研

な知識や技術が習得できる

症頭部外傷、急性腹症等の

大動脈疾患、多発外傷、重

が救急医療に特化した形で

中治療科等各分野の専門医

科、形成外科、麻酔科、集

外科、消化器外科、整形外

外科、神経内科、心臓血管

ります。循環器科、脳神経

ンターで創立から

年にな

る独立型の三次救命救急セ

は、千葉県全域を対象とす

千葉県救急医療センター

系の医師も含めて総力をあ

傷の初期治療などでは内科

務し、重症心疾患、脳卒中、 ことが特長で、特に多発外

３６５日、 時間体制で勤

もう一つ力をいれている

げて救命に努めています。

が、各科の協力体制が良い

ます。常勤医は約 名です

等が約９００件行われてい

テーテル治療、内視鏡治療

が入院し、緊急の手術、カ

００人の重症救急患者さん

からの直送で、年間約２０

数が救急隊やドクターヘリ

療施設からの紹介転院、半

患者さんの半数は他の医

かして、種々の救急疾患の

研修施設としての認定を活

学会からの

も可能です。

度な管理まで勉強すること

的心肺補助装置）などの高

できます。また、集中治療

うことになります。ところ
葉大学社会精神保健教育研

には希望の期間に希望する

重症救急患者の治療にあた

のが災害医療で、自然災害

室においては、呼吸・循環

で、近年精神医療は大きく
究センターを設置し、精神

技術をチーフレジデント相

っています。また、県内唯

のみならず、多重衝突事故・

すなわち、初期研修にお

変化しており、精神医療へ
鑑定や司法精神医療の研修

当として習得していただき

一の高度救命救急センター

爆発・テロ・化学災害等の

いては千葉県立病院群とし

かしたものです。

共同して行っています。

）方式の救
Doctor Pick Up

ヘリを活用したＤＰＵ

ではそれらを基盤に初期研

千葉県救急医療センター

修、後期研修、診療技術習
得プログラムの三種類の研
修プログラムを設けていま
す。初期研修では「せん妄

病院長・千葉大学医学部臨床教授

のニーズも多様化してきて
や研究、また神経科学や地

ます。また後期研修修了者

として広範囲熱傷、指肢切

雅臣 （昭 ）

千葉大学大学院医学研究院精神医学

伊豫
への初期対応」を中心に他

います。それに迅速に対応
域精神医療の研究を行って

には千葉大学精神神経科ベ

断、急性中毒等の特殊救急

科の専門医になっても有用

できるのは標準を超えた精
おります。附属病院にはこ

ーシック修了書、チーフレ

を初めとする全身管理から、

神医療機関であり、将来の

どものこころ診療部を設置

ジデント修了者には千葉大

て、２から３ヶ月の救急研

精神医療を担う精神科医の

し、児童精神科医の育成や

繁樹 （昭 ）

後期研修はそのようなとこ

児童精神医学の発展にも力

人的災害にも対応可能な災
害医療センターをめざして

当科ではこのように先進

を実践する仲間として受け

な大学の出身者を同じ理念

侵襲医療を救命救急医療に

的あるいは先進的医療、低

１００床で、各分野の専門

にのぼりますが、平成

リの受入も年間約１００件

出動しました。ドクターヘ

後期研修では

修を受け持っておりますし、 血液浄化やＰＣＰＳ（経皮

ろで行われるべきと思いま

疾病患者の救命救急医療も

おり、ＤＭＡＴ（災害医療

教育を行っています。日本

的な精神医療を長く実施し

からは千葉市消防局の消防

24

14

本姿勢としています。

す。

行っています。

派遣チーム）も４隊編成が

さんに最善の医療を提供し、 齢社会に向けてせん妄の予

病床は、集中治療室（Ｉ

防や治療に取り組むととも

ＣＵ、ＣＣＵ、ＢＣＵ）が

に、神経内科とともに千葉

大学院進学者や海外留学者

将来さらに良い医療を提供

ではここ数年、向精神薬の

積極的に応用することを基

年

単剤化や認知行動療法が注

てきて体制も充実しており、 入れており、また個々の事

床、一般病床が

も多く、留学には同門会か

出来るように努力する」こ

ら支援する体制が整ってお

可能で、東日本大震災にも
ります。なお、当科には様々

40
床の計

の運営も行っております。

とを理念に日々診療や研究、 市認知症疾患医療センター

24

35

80

私たちは「目の前の患者

精神神経科アドバンスト修

小林

54

了書を授与しております。

教授
59

を入れております。また高

14

目されていますが、当科で

20
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本学出身もしくは派遣の
医師は、循環器内科：石橋
巌（昭 、副病院長）、酒井
芳昭（岡山大・平２）、松野
公紀（平３）、佐野雅則（平
７）、山岡智樹（平 ）、宮
山 友 明（ 平

）、 木 下 康 亮

（金沢医大・平 ）、橋本理
（平 ）、脳神経外科：小林

研修医だより

いただきました。ローテー
トにおいて半強制的に決ま

千葉県職員人事異動

研修１年目は市中病院で外

科の特徴と言えます。後期

場を設けてくださるのも当

山武健康福祉センター長



田邊

保健医療大学長

るのではなく、話し合いの

来を、大学病院では主治医

）

（千葉大学医学部）

政裕
（昭 ）

千葉大学医学部附属病院

後期研修体験談
糖尿病・代謝・内分泌内科

大野由記子
（東北大・昭

真依子 （平 ）

繁樹（昭 、病院長）、宮田
に、将来専攻する科を明確

えています。初期研修の間

ができます。いきなり主治

はの専門疾患まで診ること

な病気から大学病院ならで

診療部長

武内

救急医療センター

病院局

ます。病棟業務では一般的 （安房健康福祉センター長）

昭宏（昭 ）、山内利宏（慈
に決めている友人もいまし

医として患者さんを任され



田

として病棟業務を受け持ち

永

恵医大・平８、）、松浦威一
たが、私の場合は内科にし

最初は緊張したのですが、

きてくださり、とても相談

星岡

こども病院

裕之（昭

）

）

副病院長
（医療局長）

潤（昭

）

医療局長
（診療部長）
岩井

恭幸（昭

）

診療部長
（小児外科部長）
東本

敏
（昭 ）

健康福祉部技監

渡邉

がんセンター診療部長

沖本 由理
（昭 ）

こども病院副病院長

高柳 正樹
（金沢大・昭

千葉市職員人事異動

恭平（昭 ）

青葉病院

山本

正純（昭 ）

院長
（内科統括部長）

村上

達弥（昭 ）

副院長
（診療局長）

岡野

（獨協医大・昭 ）

伸昭

（泌尿器科統括部長）

診療局長



志鎌



地域 連 携 室 長（ 循 環 器 内

克彦（群馬大・昭 ）

科統括部長）

安藤

医療 安 全 室 長（ 外 科 統 括

部長）

正（昭 ）

千葉市職員より退職



） 田中

救急医療センター診療部長

沖本 光典
（昭 ）

）

修
（新潟大・平 ）

循環器病センター

永野

主任医長
（医長）

孝典
（平７）

佐原病院

西森

主任医長
（新採）

晶
（昭 ）

千葉県職員より退職

山浦

愛山
（昭 ）

保健医療大学長

平井

病院局理事

光世
（日本大・昭

大島 龍男
（昭 ）

健康福祉部技監

（胸腹部治療科部長） 高地

しやすい環境にあります。

重康（昭 ）、山口聖一（福
井 医 大・ 平 ２）、 藤 田 久 徳

）

郎（愛媛大・平 ）、木島裕
ようという以外はあまり明

重康
（昭

介（香川大・平 ）、伊東大

雄之（平７）

そんな中、予防医学であり

また、質問に対して喜んで

主任医長
（新採）

当間

大学院の先生方や指導医の

長期間患者さんに寄り添っ

答えてくださる先生が多く、 青墳

までとても悩んでいました。 先生方がよく病棟に尋ねて

確には決まっておらず、秋
この度、ゐのはな同窓会
誌に体験談を寄稿すること

ていく糖尿病・代謝疾患や

夜遅くまで引き止めてしま
近年は入局者が増えてき

こども病院血液・腫瘍科部長

61

60

祐（平 ）、神経内科：古口

となりました。一体験談と

理論的に考えることのでき

ったこともありました。

徳雄（昭 ）、鈴木浩司（札
幌医大・平９）、心臓血管外
して気軽に読んでいただけ

る内分泌疾患に魅力を感じ

業し、同年４月より東京都

ていますが、半分は千葉大

明（昭

科：沖本光典（昭 ）、武内
ますと幸いです。私は、平

たことと、とても教育的な

）、 嶋 村 文 彦

医局の雰囲気、そして何よ

成

年３月に千葉大学を卒

井 秀 泰（ 昭

りも医局員を育てようとい

秀匡（平９）

小児外科部長
（主任医長）

（主任医長）

57

54

55

（市立青葉病院長）

49

（弘前大・平５）、外科：向
立墨東病院で２年間の初期
研修を行いました。平成

学以外の出身者であり、大

寛（平 ）、菅野真彦（和歌

（昭 ）、整形外科：井上雅

う愛情溢れる横手教授に惹

）、 形 成 外

年４月より千葉大学医学部

山 県 医 大・ 平

主任医長
（新採）

ません。女性も多く、ライ

落合
後期研修は、同じ旧第２

がんセンター

かれて、入局を決めました。 学間の垣根はまったくあり

新行内雅斗
（平５）

附属病院の糖尿病・代謝・

フイベントに応じて柔軟に

内分泌内科に入局し、大学

対応してくださるので、色

）、 麻 酔 科： 荒 木 雅 彦

内科であるアレルギー膠原

科：村田八千穂（九州大・

病内科や、腎臓内科でも有

（主任医長）
美彦（平３）

文子

緩和医療科部長

坂下



藤川

e-mail：info@inohana.jp

平

病院および近郊の千葉東病

志となる後輩が１人でも増

院にて研修しました。千葉

えてくれることを願ってお

平８）、山岸頌子（平 ）、

うことができました。私の

ります。私自身も、千葉県

力也

主任医長
（新採）
主任医長
（医長）

中村

電 話 （043）202-3750

（昭 ）、稲葉晋（秋田大・

場合は、１年のうちで４ヶ

の医療に少しでも貢献でき

呼吸器内科部長

学生の時から指導を熱心に

月間は大学病院の糖尿病・

んな選択ができる環境にあ

していただける科として有

代謝・内分泌内科で研修を

るように、精進していこう

ります。今後、私たちの同

名でした。学生でも参加で

行い、２ヶ月間は同院アレ

と思います。

名な国立病院機構千葉東病

きる研究会を年に数回行っ

ルギー膠原病内科、半年間

院でも希望により研修を行

ており、深い知識に触れる

は千葉東病院で研修させて

大学医学部附属病院の糖尿

ことができ、とても刺激的

病・代謝・内分泌内科は、

で何度か出席したことを覚

FAX （043）202-3753

11

49

一報ください。

49
56

40

50

60

24

長谷川誠（平 ）の 名で

る研修医を歓迎します。

ゐのはな同窓会の意欲あ

す。（平成 年３月現在）

29 22

50

13



23

50

がございましたら当会にもご

24
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53
59

18 10

50
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60

56
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学 内 情 報

日
（金） 於 記念講堂

ゐのはな同窓会支援

白衣式祝辞
年１月

皆様方、すなわちご家族の
皆様からも多額のご寄付を
頂きました。あらためて厚
く御礼申し上げます。記念
誌の刊行に加え、千葉大学
医学部理念の言語化も立派
なものが出来上がりました。
事業の中核である新ゐのは
な同窓会館には千葉医学会、

ことは大きな喜びでありま

な事業に対して支援出来る

部・看護学部など他学部の

に利用されています。薬学

生・教職員など多くの方々

っています。この会館は学

平成
ゐのはな同総会会長

白衣式に臨まれた学生の
す。特に、千葉大学医学部
方も使用しています。合宿

猪之鼻奨学会の事務室も入

皆さん、誠にお目出とうご
の歴史、伝統と理念を表す

夫 （昭 ）

ざいます。ご家族の皆様の
ロゴの入った立派な白衣を
所もある同窓会館は、サー

晴

お喜び・期待も大きいと思

クル活動など学生の種々の

藤

います。また、教職員の皆
皆さんに贈ることが出来る

伊

様には、日頃のご指導に対

く、教職員・先輩達との交

活動に必須であるだけでな
流を通じた人間形成の場と

ことを大変誇りに思ってい
古くより云い伝えられてい

ます。このロゴは医学部で

皆さんは４年間の基礎的
ました「獅胆鷹目行うに女

して深く感謝致します。
な勉強を終えて、これから
は、

なることにも大いに期待を

8,258名
91.2％

として
Student doctor

的に活用されることを願っ

合格者
合格率

寄せています。是非、積極
ています。

全国

手を以てす」を図案化した
のはな同窓会の学生会員で

4,409名
91.8％

ものです。皆さんは既にゐ
すので積極的に同窓会活動

ゐのはな同窓会報に加えて、 とお願いの言葉を述べさせ

合格者
合格率

の生活が始まる訳です。こ
けれど

の言葉は
ではある
student
であるという
doctor

良 い 言 葉 だ と 思 い ま す。

オンライン会報の充実に力

以上、簡単ですがお祝い

誇りを持って卒業までの２

を入れております。若い学

に参加して下さい。最近は

年間、医学の本質に触れ、

生会員の皆さんの、この会

であるという自覚と
Doctor

また高い医療技術の吸収に

報を通じての積極的な参加

て参りました医学部創立１

て戴きました。

努めて下さい。千葉大学医

を期待しています。
千葉大学医学部は創立後

学部はスタッフの質だけで

１４１年が経過しました。

なく医療設備でも本邦最高
水準だと思います。この恵

３５年記念事業も一応終了

国立

考

参

まれた環境で大いに勉学に
さて、ゐのはな同窓会は

しました。このための募金

努めて頂きたいと思います。 同窓会が中心となって行っ
この白衣式には発足当初よ

104名
（新卒者

39

り積極的な支援を致してお

受 験 者

30
に関しましては、後援会の

平成27年3月18日（水）

100％）

98.1％
合格率

合 格 者 1 02名 合格率
（新卒者 98名

98名）

合格発表

27

ります。このように有意義

試 験 日 平
 成27年2月7日
（土）
・8日（日）
9日
（月）

鳥瞰図

千葉大学医学部附属病院

第109回医師国家試験成績

   学 内 情 報 （26）
報
会
窓
同
な
の

は
ゐ
第 169 号

人数も以前と比べるとか

てくれました。

なり多く、部員同士の仲の

ＯＢ・ＯＧとの親睦を深め

よさにも自信がある部活で

ています。

新歓には特に力を入れて

す。バレーをすることだけ

らないような、より良き部

いて、初心者の人でも簡単

にとどまらず、心から信頼

活となるようにこれからも

になじめるバレーという競

し合える友ができる場とし

してみて、準硬には偉大な

技を生かし、新入生を交え

ての部活をこれからも大切

先輩が多数いらっしゃり、

てバレーボール大会をした

にしていきたいと思います

野球場に建設される可能性

り、バスツアーや動物園な

ので、今後とも男子バレー

があるため、この先亥鼻野

ど様々なイベントを通して

ボール部への変わらぬご指

精進していきます。

新入生との仲を深めていま

主務 医学部４年

男子バレーボール部

す。２０１４年度も男子部

導ご鞭撻のほど、よろしく

名、マネージャー

真治
薬リーグ、新人戦、そして

お願いいたします。

名で本村英明主将のもと、 間８大会ほどに参加してい

岸本

１年を締めくくる東日本医

人の１

伝統ある誇り高い部活と深

と、より一層思うようにな

千葉大学医学部男子バレ

年生（プレーヤー５人、マ

には男女合わせて

球場が使えなくなってしま

りながらも、野球場が無く

ーボール部は、プレーヤー

科学生総合体育大会など年

く思いました。先輩方に劣

のため残念ながら東医体に
なるのはさみしいと感じる

名の

うという恐れが生じていま
す。いつ野球場が無くなっ
ても後悔しないように精一

度が低いかもしれませんが、 は人数不足で参加すること
次第です。

杯部員一同練習に励みたい

はできませんが、春秋の医

極

科リーグ戦では現在Ⅰ部リ

桑原

医学部の野球では硬式野球
ーグで、昨年の春は準優勝

医学部３年

課外活動団体だより
準硬式野球部
主将

よりもメジャーです。使う
という結果を修めています。 克日己部長が医学部附属病

特徴です。チームの運営や

ありアットホームなことが

る部員も多く、思いやりが

に丁寧に教えることのでき

チームの雰囲気は、初心者

激のある練習をしています。

数ながら切磋琢磨し日々刺

間で互いに協力し合い、少

く、医薬看の学部が違う仲

ます。若い学年の部員が多

場にて精力的に活動してい

月水金の授業後に亥鼻野球

人で、毎週

季以降はチームの熟成をメ

プトレーニングを行い、春

にした個々人の基礎力アッ

冬季はフットワークを中心

ルに取り組んでいます。練

強くするためにバレーボー

だと週４日、日々チームを

と週３日、公式戦シーズン

で練習しています。通常だ

を借りて、主に亥鼻体育館

西千葉キャンパスの体育館

こうと思います。

よう、日々練習に励んでい

大会ではいい成績が残せる

に照準を合わせているので、 チームとなり、まだ課題は

習の内容としては、１年の

また、年間の部活の行事

秋は新チームの構成を練り、 山積みですが、これからの

締めくくりを８月の東医体

としては、男女バレー部合

は６位でした。夏を経て新

は第３位、医歯薬リーグで

位、秋季関東医科リーグで

医科学生総合体育大会で４

は、２０１４年度の東日本

最近の公式戦成績として

す。

ながら練習に励んでおりま

して、他校との交流を深め

戦、春季・秋季関東医科リ

る大会は、春季・秋季四校

１年を通して参加してい

などを行っていて、部員と

す追い出しコンパ（１月）

会（ 月）、卒業生を追い出

医体後の夏旅行（８月）
、納

12

準硬式野球というと知名

球は、内側は硬球と同じな
話は変わりますが、高林

のですが外側はゴムででき

時

ネージャー７人）が入部し

院の副院長としての職務を

は 時

日は

ます。また、３月には筑波

全うされ、退官式が３月に

大学との合同合宿、今年度

しかし、現在の医学部棟
行われました。ＯＢ周りを

活動しています。毎週月曜

の耐震基準に不備があり、

ています。
それに代わる新医学部棟が

から順天堂大学や自治医科

準硬式野球部は医学部７

分から、木曜日のみ

新歓活動も積極的に部員同

インにした練習をしていま

ーグ、春季・秋季関東医歯

同の新歓コンパ（５月）
、東

士で話し、チーム全体で考

時

30

えることもあり、部員各々

大学などとの合宿もありま

分から、火曜日

人、薬学部８人、看護学部
１人の選手と、５人のマネ

16

45

30

す。

ージャーの計

10

分から、木曜日は

32 22
18

18

が意見を発信し、野球をす
る以外にも様々な事を学び
ながら成長していける部活
現在医学部の選手が７人

です。

12

21
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差する白鯨社は、普段は他

の「アート」
。この二つが交

医学の「アート」と芸術

提供してくださっている生

末筆ながら、活動場所を

ますが、油絵、水彩画、漫

活動のご指導のほど、宜し

ります。今後とも芸術創作

げられたらと思っています。 守って頂き大変感謝してお

画や文学、書道にも幅を広

くお願いいたします。

生には、当部活を温かく見

を鑑賞してくださる瀧口先

替え歌を通して、好き嫌い

は〝食育〟を採用し、劇や

し、保健教育の内容として

いぐるみ病院の活動を実施

千葉大学附属幼稚園にてぬ

ある亥鼻保育所、９月には

ような作品を製作しており
ます。
の部活と兼部している人も

化学教室の方々、日々作品

亥鼻総 合 美 術 部
②（画：髙野）喫茶店の紙
多く、白鯨「社」の割に社

白鯨社
ナプキンに点描し続けて早
訓もなく、各々が自由に活

沙唯
１ 年。「 絵 の １ つ １ つ が 物

髙野
語」をモットーに、ちょっ

医学部４年
にはシャガールの水彩画、
と奇妙な世界のちょっと奇

副社長
白鯨社は創社１００年近
夏には雄大な自然に佇む彫

なく食事をし、バランスよ

い歴史を誇る亥鼻総合美術

く栄養を取ることの大切さ

を伝えました。 月の亥鼻

療支援を必要とする子ども

待を含む、社会的支援や医

クルとして製作しました。

べるアトラクションをサー

能について楽しみながら学

回は体の主に消化器系の機

千葉ぬいぐるみ病院

穂、中原中也、星

千葉ぬいぐるみ病院は、

と家族について」をテーマ

１月には新規ぬいぐるみ病

スト・現代美術・日本画に

に猫に傘の街並み、

現在（２０１５年２月時）

に、児童相談所に勤務して

院実施先として、西千葉に

通じた部員で構成されてい

日香前副社長が名前だけの
大好きです。

医学部６年生の永久保冴香

いる花田あゆみさんと、発

妙なワンシーンを描いてい

存在と化していた白鯨社を
③（画：斎藤有紀

さんが設立されたサークル

達障害児の看護を専門とし

ます。シャガール、稲垣足

バーを中心に活動していま
２０１２年に復興し、今で
専務）硝子のよう

です。小児分野における公

山本麻琴前社長・髙山明

刻群に触れてきました。

動しています。現在はイラ

部です。隆盛と衰退を繰り

す。
は亥鼻祭のポスターやパー
な繊細な風景は、

衆衛生の向上を目的として

返し、現在５人の幹部メン

活動内容は、日々の創作
カーデザイン・外部展覧会
若い方に人気です。

さて、せっかくの機会な

い頃に心に描いた

ワンシーンは、幼

あるように、子どもたちが

ぐるみ病院〟という名前に

保健教育を行ったり、
〝ぬい

は、絵本や劇などを通して

あゆみさんか

を 行 い、 花 田

先生の講演会

鞭をとられている市原真穂

い、大変ご好評をいただき

いぐるみ病院は出展し、今

祭においても、例年同様ぬ

活動。気ままに集まり、お
への出展・ＳＮＳを通じた
編み物のように展

ある翠幼稚園でも活動を行

真大

互いの作品に感化されなが
創作活動など実力派社員を

千葉科学大学看護学部で教

新

ら自分の個性を磨いていま
もとにアクティブに活動し

おり、具体的な活動として

ので、手短になってしまい

風景とどこか似て

医学部４年

す。秋には亥鼻祭にてグル
開される心優しい

だきました。また、年に二

いるのかもしれま

代表

ープ展を行い、たくさんの
ています。

回ほど日本の美術館を巡る
させていただ

ますが個々人の作品を紹介

２

１

方に作品と触れ合っていた

11

旅をしています。今年の春

若い女性の方

細密画は主に

を盛り込んだ

なストーリー

ァンタジック

将也社長）フ

のない歌のような

動かない活劇・声

文字のない小説・

ず聴覚や嗅覚も刺
激される芸術は、 ３

感。視覚のみなら

点が生み出す躍動

息遣いや、一つの

一本の筆が運ぶ

取り除き、ぬいぐるみの診

対する子供たちの恐怖感を

では、医療機関・医療者に

す。このロールプレイング

ロールプレイングを行いま

者の役として、模擬診察の

みを診察し治療を行う医療

らは病気を抱えたぬいぐる

の子ども〟と見立て、学生

疾患を患った〝彼ら彼女ら

連れてきたぬいぐるみを、

ができました。

話を伺うこと

例を踏まえて

から多くの事

客観的な視点

専門家の持つ

先 生 か ら は、

つ い て、 市 原

に伴う心情に

る現実とそれ

からこそわか

き合っている

らは現場で向

せん。

に人気です。

ものです。目だけ

察・治療を通して子どもた

きます。

花や猫、動物

ちが自分自身の体と健康に

①（画：吉元

やどこか懐か

える作品を創れな

ま た、８ 月 に

しい風景など、 でなく、心にも訴
鋭い観察眼を

は亥鼻キャン

パスの近くに

関心を持つことが期待され
日々精進しており

去年の５月には「児童虐

ています。
そしてどこか

ます。

通して細かに、 いかと、社員一同
心温かくなる

亥鼻保育所にて模擬診察中
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であり、またかけがえのな

えるのは非常に貴重な機会

ぬいぐるみ病院という活
い経験です。元気な子供た

ました。
動は千葉大学以外でも行わ

雑 文 雑 談

戦争後疲弊していた鹿児島

狭い山道を登っていくと、 プレベルに引き上げ、西南
左手は急峻な斜面である。

後には、一宮町の町民か

山頂は比較的広い平坦地で、 県を活性化させた。

ら請われて一宮町の町長も

史 （昭 ）

広常の館があった主郭の跡

猛

と考えられている。文久２

出

高藤山
石

では、常胤と共に頼朝の父

ちからエネルギーを貰いつ
つ、それらを糧として私た
外房線の上総一宮駅から

れており、最近ではそうい
った他大学のぬいぐるみ病
歩いて数分、国道１２８号

勤めた。ここでも農業・畜

ちもしっかりと意義のある

産の振興、耕地整理、別荘

活動を行っていきたいと考

ひ さあきら

院サークルの活動を見学あ

藩々主加納久 徴 が、広常の

るいは協力するという試み

の誘致、海水浴場の設置、

た まさ き

事蹟を記して建立させた

ＯＧの皆様方には、今後と
がある。上総権介広常の事

拝殿の向かいに一基の石碑

後から斬り付けられて暗殺

席していた梶原景時に、背

双六大会に出席した際、同

いが、上総国の一宮である。 ２）

は戦国時代のものである。

確認されているが、これら

切りがそれぞれ七ヵ所ずつ

高藤山には、現在郭と堀

いる。

一宮町の城山に分骨されて

９１９）２月卒。享年 歳。

績をあげた。大正８年（１

広常は、寿永２年（１１８ 「高藤山古蹟碑」がある。

も千葉ぬいぐるみ病院の活
蹟を記したものである。広

された。

一宮女学校の開設などの実

線に面して玉前神社がある。 源頼義に従って参戦した。
規模はそれほど大きくはな

いっそう活動の盛り上がり
動が長く続きますよう、暖
常は、平安時代末から鎌倉

末尾になりますが、ＯＢ・

えております。

を見せております。
かく見守っていただければ
時代初期にかけての、上総

か ず さ

学生時代から小児の健康
と思います。どうぞよろし

も、頼朝が広常の強大な軍

の礼をとらなかったためと

ない。傲慢で、頼朝に下馬

暗殺の理由は明らかでは

村、伊勢に ヵ村の計

両総に ヵ村、上野に３ヵ

本貫地となった。料所は、

が成立した。以後加納氏の

れ、一宮藩（１万３千石）

宮町に加納氏の陣屋がおか

文政９年（１８２６）一

いた。

民政に尽力した殿様たちが

元佐倉藩々主堀田正倫など、

の県立佐倉高校を設立した、

民へ農業指導を行い、現在

明治の千葉県には、地元

月、頼朝が主催した

とその医療に関心を持ち、
くお願い致します。
上総氏は良文系平氏の一

事力を警戒したためとも言

頭 ・講武所総裁・奏者番・

程下った場所に、標高

80

年（１８９４）鹿児島県

ま さと も

支族で、千葉氏と同様に平

われている。広常の嫡男良

おお ばん

二 代 藩 主 久 徴 は、 大 番

若年寄などの幕府の要職を

の大豪族である。

忠常（上総介）の子孫にあ

村であった。
頼朝は後に、広常が頼朝

四代藩主久宜は、明治に
入って、岩手県師範学校初
の高藤山がある。広常の居

知事に就任。農会の設立、

「開業されている」もしくは「開業される」先生方には、「会員総合補償
制度」だけでなくこちらも必要です。詳しくは㈱パイオニアまでご連絡
下さい。

こうずけ

たる。忠常の嫡子常将が初

常が自害したために、上総

の祈願成就と東国泰平を願

歴任した。文久３年（１８

の討伐にあたっている。

代校長・大審院検事・貴族

もとに、一族三百騎を率い

館があったとされている山

鉄道の敷設、港の近代化な

地震休業補償

ヵ

めて千葉を称したとされて
重の嫡男が常胤である。上

６３）の九十九里騒動に際

がしら

総氏は、常重の弟常家を祖

って、玉前神社に冑一領を

しては、幕命により真忠組
知り、暗殺を後悔したとい

しんでん

として、代々上総の国の権

造営を約束していたことを

奉納し、神田の寄進と神殿

われている。

治承４年（１１８０）
、伊

介に任ぜられている。
豆で平氏打倒の兵を挙げた

ひさよし

が、石橋山の合戦に破れて

ｍ
て最初に参陣した豪族が、

である。すぐ西は睦沢町に

くだ

玉前神社から南西に２㎞

千葉介常胤である。２万の

隣接している。非常に判り

安房に逃れてきた源頼朝の

大軍を率いて遅れて合流し

して、就学率を全国のトッ

て小学校の授業料を無料化

27

たかとうさん

た広常を、頼朝はなかなか

辛い場所で、
「高藤山城址」 どを行い、また全国で初め

院議員などを勤めた。明治

許そうとはしなかったとい

登り口は判らない。

～まさかの休業への備え～

34
という案内板がなければ、

広常は保元の乱（１１５

東京海上日動が提供する超ビジネス保険の

15

16

われている。

＜連絡先＞
㈱パイオニア 電話：0120-36-8442

氏は絶家となった。

74

12

いるが、その三代あとの常

かずさごんのすけひろつね

仲間と共に学習し、
〝自分た

は行われ始めており、なお

も、千葉ぬいぐるみ病院で

、当時の一宮
６）
・平治の乱（１１５９） 年（１８６２）

52

ちに何ができるのか〟を考

亥鼻保育所にて食育の劇
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克生 （昭 ）
ルカルルⅤ世として利用さ

たが、現在はグランドホテ

歩いて４、５分の所にあっ

もウトレヒト大学本館から

お旧ウトレヒト陸軍医学校

医が教鞭をとっている。な

５校は幕末維新にオランダ

６」と呼ぶが、千葉以外の

日本の地方医科大学を「旧

さい。

動を是非体験してみてくだ

イブル的書籍を手にした感

ったが、近代日本医学のバ

イズの意外と小さな本であ

ることができる。Ｂ５判サ

頼しておけば手に取って見

が保管され、あらかじめ依

語訳「ターヘルアナトミア」

おります。今年度はスペイ

史巡りを毎年秋に企画して

べるようになっているとと

並べて展示され科学史が学

器具、化学器具が時代別に

ては、大学と関係ある医療

努力している。博物館とし

地域に開かれた大学として

たギルド的外科医とラテン

として徒弟制度で養成され

者である。それまでは職人

ウトレヒト陸軍医学校出身

で唯一の軍医学校であった

の中で 名は当時オランダ

医師が来日しているが、そ

代までに 名のオランダ人

第91回千葉医学会学術大会

参加手続き及び費用は不要

会員から
欧州医 学 史 巡 り

杉田
示物が親子で見学できる博

─ウトレヒト ─

オランダの首都アムステ

ウトレヒト大学

ン医学史の旅を計画中です

なおゐのはな同窓会オン

ャンパスにある大学図書館

が、ご関心のある方はオン

ライン会報では、欧州医学

の教官で、その後ウトレヒ
を訪問されることをお勧め

ライン会報「国際交流」欄

れている（写真）。なおウト

ト大学教授となったドンデ
します。大イヴェント会場

をご覧ください。

レヒトを訪問された際は、

市がある。スペインからの
ルスの眼科書なども展示さ
たる近代建築物にも圧倒さ

ウトレヒト陸軍軍医学校

物館である。

オランダ独立戦争（１５６
れている。来日したオラン
れるが、そこにはオランダ

もに、ヒトや他の動物の解

語を介して大学教育を受け

千葉大学医学部内）

分ぐら

８─１６４８）の最中、北
ダ医として有名なボードイ

い南下した所にウトレヒト

部７州が団結しウトレヒト
ンは、先輩のドンデルスと
鏡を改良した。その検眼鏡

剖標本などが臓器別に展示

た学者的内科医が併存した。

金田篤志先生

多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております

ルダムから列車で

条約が１５７９年に結ばれ

を、ポンぺが１８６１年日

されている。骨格標本（〝シ

それらを融合させた医学が、

E-mail：info@c-med.org URL：http://www.c-med.org

キ
de Uithof

たのが、現在のウトレヒト
そこから７、８分歩いた

大学本館内のホールである。 共同でヘルムホルツの検眼
所に、ウトレヒト大学博物

ャム双生児〟、水頭症、くる

当時ヨーロッパ各地の陸軍

ポンペ以降、１８８０年

病他多数）、「うしの心臓」

軍医学校で初めて教えられ

FAX：043-202-3757

TEL：043-202-3755

本に持参している。

と称された人の肥大心臓、

ちなみに大正年間に官立

長：瀧

館がある。親子連れで科学

皮膚結核などの写真、こど

始めた。

座

千葉市中央区亥鼻1-8-1

問合せ：千葉医学会（〒260-8670

教授）

遺伝子生化学

教授）

分子腫瘍学

先生（千葉大学大学院医学研究院
先生（千葉大学大学院医学研究院

志
樹

篤
正

者：金

正道先生

長：野

実験コースも開かれており

もの全身Ｘ線像（１９２６
年撮影）など日本では一般

旧ウトレヒト陸軍医学校の建物

橘

名誉教授／千葉大学医学部附属病院
マススペクトロメトリー検査診断学部門 客員教授）

座

村

者：橘

田
口

演

名誉教授）

先生（千葉大学
先生（千葉大学

道
夫

正
文

演
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の単科医科大学に昇格した

「ゲノムとエピゲノム─その異常と癌─」

招待講演

「一生化学者の歩み─実験研究の指針を求めて─」
特別講演

30

公開されないと思われる展

時：平成27年7月30日（木曜日）16：10より
場：ゐのはな記念講堂
日
会

14

10

会 員 か ら （30）
報
会
窓
同
な
の

は
ゐ
第 169 号

（31） 卒 後 研 修 先

ゐ

の

は

な

同

窓

会

報

第 169 号

平 成 27 年 卒 業 生 の 卒 後 研 修 先
千葉大学医学部附属病院では、卒後研修プログラムとして、５種類（総合重点、専門重点、学究重
点、産婦人科、小児科）を用意している。１年目に大学病院、２年目に協力病院で研修する方式（総
合重点プログラム）
、１年目に協力病院、２年目に大学病院で研修する方式（専門重点プログラム）、
１年目・２年目共に大学病院で研修する方式（学究重点プログラム）
、その他である。
さらに、２年間の卒後臨床研修修了後は、卒後臨床研修と連携した各診療科のシニアレジデント
（後期研修）プログラムにより、専門医取得を目標とした研修をシームレスに受けることができる。
研修先プログラム

２ 年目

人数

千葉大学医学部附属病院

3

東京都済生会中央病院

東京都済生会中央病院

東京都済生会中央病院

2

千葉大学医学部附属病院Ⅰ 千葉大学医学部附属病院 千葉市立青葉病院

1

武蔵野赤十字病院

武蔵野赤十字病院

武蔵野赤十字病院

2

千葉大学医学部附属病院Ⅰ 千葉市立青葉病院

千葉大学医学部附属病院

1

横浜労災病院

横浜労災病院

横浜労災病院

2

千葉大学医学部附属病院Ⅰ 千葉市立海浜病院

千葉大学医学部附属病院

1

名古屋掖済会病院

名古屋掖済会病院

名古屋掖済会病院

2

千葉大学医学部附属病院Ⅰ 千葉労災病院

千葉大学医学部附属病院

1

千葉中央メディカルセンター 千葉中央メディカルセンター 千葉中央メディカルセンター

1

千葉大学医学部附属病院Ⅱ 東京都立墨東病院

千葉大学医学部附属病院

2

津田沼中央総合病院

津田沼中央総合病院

津田沼中央総合病院

1

千葉大学医学部附属病院Ⅱ 君津中央病院

千葉大学医学部附属病院

1

国立病院機構東京
医療センター【一般】

国立病院機構東京
医療センター

国立病院機構東京
医療センター

1

千葉大学医学部附属病院Ⅲ 聖隷横浜病院

千葉大学医学部附属病院

1

国立国際医療研究
センター病院内科系

国立国際医療研究センター 国立国際医療研究センター

1

東京大学医学部附属病院A 東京大学医学部附属病院 東京大学医学部附属病院

2

国立国際医療研究
センター病院外科系

国立国際医療研究センター 国立国際医療研究センター

1

東京大学医学部附属病院B 焼津市立総合病院

1

東京警察病院

東京警察病院

1

東京大学医学部附属病院B 東京大学医学部附属病院 東芝病院

1

日本赤十字社医療センター
日本赤十字社医療センター 日本赤十字社医療センター
小児科

1

東京医科歯科大学
医学部附属病院

東京医科歯科大学
医学部附属病院

東京医科歯科大学
医学部附属病院

1

日本赤十字社医療センター
日本赤十字社医療センター 日本赤十字社医療センター
内科

1

東京女子医科大学病院

東京女子医科大学病院

東京女子医科大学病院

1

東京都立多摩総合
医療センター

東京都立多摩総合
医療センター

東京都立多摩総合
医療センター

1

東京女子医科大学
八千代医療センター

東京女子医大科学
八千代医療センター

東京女子医科大学
八千代医療センター

1

東京都立松沢病院

東京都立松沢病院

東京都立松沢病院

1

船橋市立医療センター

船橋市立医療センター

船橋市立医療センター

7

東京都災害医療センター

東京都災害医療センター

東京都災害医療センター

1

千葉県済生会習志野病院

千葉県済生会習志野病院

千葉県済生会習志野病院

5

公立昭和病院

公立昭和病院

公立昭和病院

1

国保君津中央病院群

国保君津中央病院

国保君津中央病院

5

虎の門病院産婦人科

虎の門病院

虎の門病院

1

国立病院機構千葉
医療センター

国立病院機構千葉
医療センター

国立病院機構千葉
医療センター

3

東京都豊島病院

東京都豊島病院

東京都豊島病院

1

成田赤十字病院

成田赤十字病院

成田赤十字病院

3

荻窪病院

荻窪病院

荻窪病院

1

千葉市立青葉病院

千葉市立青葉病院

千葉市立青葉病院

3

横浜市立みなと赤十字病院 横浜市立みなと赤十字病院 横浜市立みなと赤十字病院

1

千葉労災病院

千葉労災病院

千葉労災病院

3

さいたま赤十字病院

さいたま赤十字病院

さいたま赤十字病院

1

千葉メディカルセンター

千葉メディカルセンター

千葉メディカルセンター

3

川口市立医療センター

川口市立医療センター

川口市立医療センター

1

松戸市立病院

松戸市立病院

松戸市立病院

3

戸田中央総合病院

戸田中央総合病院

戸田中央総合病院

1

国保旭中央病院総合

国保旭中央病院

国保旭中央病院

3

豊川市民病院

豊川市民病院

豊川市民病院

1

国立国際医療研究
センター国府台病院

国立国際医療研究
センター国府台病院

国立国際医療研究
センター国府台病院

2

諏訪中央病院

諏訪中央病院

諏訪中央病院

1

成田赤十字病院
小児科コース

成田赤十字病院

成田赤十字病院

2

佐久総合病院

佐久総合病院

東京ベイ・浦安市川
医療センター

東京ベイ・浦安市川
医療センター

東京ベイ・浦安市川
医療センター

2

十和田市立中央病院

十和田市立中央病院

東京逓信病院

東京逓信病院

東京逓信病院

2

千葉大学医学部附属病院Ⅰ

１ 年目
国立病院機構千葉
医療センター

東京大学医学部附属病院

研修先プログラム

１ 年目

２ 年目

東京警察病院

人数

1
十和田市立中央病院

1

白澤理事より、資料に基

窓会の入会案内が同封され

続き時の書類にゐのはな同

いて説明があり大学入学手

白澤理事より、資料につ

あったこと、支出について

簿の広告掲載による収入が

度発行のゐのはな同窓会名

おりであること、３年に１

について会費収入は例年ど

間決算報告があった。収入

頼し、内諾を得ていること

憲之獨協医科大学学長に依

の水賓館とし、講演は稲葉

催場所は銀座アスターお茶

担当は東京ゐのはな会、開

され、済陽高穂副会長より

（水）

時より

所：東京ステーション

コンファレンス

済陽高穂（副会長）

大井利夫（副会長）

伊藤晴夫（会長）

出席者：

場

⑷入会登録について

づきメモリアルウォール建

っていることが報告された。 会報・会誌の印刷費は頁数

るようになり入会率が上が

が多かったために予算を超

ことが了承された。

設計画について説明があっ

えたこと、ＩＴ広報関連事

て説明があり承認された。

⑶メモリアルウォール建設

と、同窓会館設立事業では、 吉原俊雄理事が委員長を務
た。建設資金についての寄

入会登録については卒業時

業費が予算を超えたこと等

向上を目標とすることが説

める将来検討委員会を中心

に正会員として登録しても

について報告があった。

明された。

に法人化を視野にいれるこ

らい、同窓会員の自覚を促

年度 第２回常任理事会議事要旨抜粋

建設費用の支払いは終わっ
附方法（名前を冠する個人

すようにすることが提案さ

大井利夫副会長より平成

平成

たが、建設に関する他の支

寄附）について、建造物の

れた。将来検討委員会には、 寄附、各講座・医局からの

とも検討することが承認さ

名称について検討すること

⑵広報編集関係

ては今回の提言に基づき、

平成

について

出、竣工式のＤＶＤ代・ゐ
活性化委員会のメンバーを

れ、了承された。

討議の結果、今後につい

のはな同窓会館掲載の建設
始めとした委員の参加をつ
が了承された。

号分の支払いが終わったこ

雑誌別刷り代・卒業アルバ
のり委員数を拡大して検討

年 月 日

ムデジタル化等の支出があ
を進めていく事が了承され
た。
２．協議事項

時：平成

年２月

日

田邊理事より資料により

⑶役員交代について

平成 年度の新理事につい

５月 日を予定しているこ

ゐのはな同窓会報の発行は

鈴木信夫副会長より次回

長・副会長に検討を一任さ

回の常任理事会にて現会

年度の役員選出について前

山本修一氏から千葉大学卒

千葉大学医学部附属病院長

報告された。

どおり集まっていることが

伊藤晴夫会長の挨拶の後、 とが報告され、原稿は例年

長は吉川広和氏（昭 ）
、鈴

は済陽高穂氏（昭 ）
、副会

れた事の説明があり、会長

受診の際の対応について、

基づき、以下の行事予定が

田邊政裕理事より資料に

州ゐのはな会）退任のため

された。内藤威常任理事（信

あり総会に諮ることが承認

吉原俊雄

小野田昌一

岩倉弘毅

ことが説明された。その後、

連絡あれば対応可能である

事が進められた。
議題
１．報告事項

年２月

⑷平成 年度予算編成

日（水）
、 推薦を依頼することとした。

日（水）

日（木）

平成
 年４月

平成

催）

（水
 曜、 木 曜、 交 互 の 開

年５月、９月、平

平成 年６月 日（土）

総会

会報発行

平成


成 年１月

⑴予算執行状況（中間報告） 同窓会賞決定

日（水）

⑵平成 年度総会について

平成 年４月
幡野雅彦理事より資料に

⑴により開催日程が承認

について

53

日

ったことが報告された。

時：平成

⑵広報編集関係
鈴木信夫副会長より、同
窓会報１６８号は 月末に

日

が報告された。

鈴木信夫（副会長）
田中 光（会計監事）
⑴役員会務分担について

時より

医学部本館改築について等

信州ゐのはな会に常任理事

発送予定であることが報告

（木）
場

木信夫現副会長（昭 ）
、吉
伊藤晴夫（会長）

承認された。

岩倉弘毅
白澤理事より、資料に基
づき会務分担について説明

原俊雄氏（昭 ）の推薦が

の新会長、埼玉ゐのはな会

大井利夫（副会長）

常任理事会

された。

２．協議事項

会長・吉川広和氏、茨城ゐ

の説明があり、附属病院の

⑶ゐのはな同窓会活性化の

⑴平成 年度行事予定

秋葉哲生理事より、資料

のはな会会長・中田義隆氏、

受診については病院事務に

小野田昌一

業生の進路について、同窓

に基づきゐのはな同窓会活

済陽高穂（副会長）

黒木春郎

税所宏光（参与）
青木 謹
岡本和久
加部恒雄

所：東京ステーション

の先生方に対する附属病院

性化委員の提案について説

鈴木信夫（副会長）

コンファレンス５０３Ｂ室

吉川広和

静岡ゐのはな会会長・忍頂

忍頂寺紀彰

出席者：

中田義隆

寺紀彰氏から挨拶をいただ

豊
明があった。２０２３年（千

て更に検討することとなっ

森

葉大学医学部が旧千葉医専

た。また、クラス会時の附

 （敬称略 ）

光（会計監事）

秋葉哲生（会計監事）

青木

同窓会員であるメリットを

昌

月

田中

同会長が座長となり議事が

岡本和久

税所宏光（参与）
員改選の来年度の人事につ

坂田早苗

をさらに活性化させるため、 理事承認が了承された。役
いては、会長・副会長に検

鈴木

進められた。

ゐのはな同窓会としての行

黒木春郎

角田隆文
感じにくい事等から低下し

謹

動計画の提言であること。

宍倉正胤

忍頂寺紀彰

議題

討を依頼し、２月の常任理

田邊政裕

幡野雅彦理事より資料に

について

森

木下

（敬称略）

吉原俊雄

年度の中

もとづき、平成

額して 万円とすること、

助成金はＤＶＤ制作代を増

いて説明があった。白衣式

昨年の予算と異なる点につ

幡野理事より資料により

27

万円とすること、ＩＴ

等が説明され了承された。

１２０万円に増額すること

数年の予算オーバーのため

広報関連事業費については

て

部からの支援もあり減額し

留学生交流会の支援は他学

60

伊藤会長が座長となって議
事会で役員候補を提案する

中田義隆

花輪孝雄

東京ゐのはな会となってお



守

若手の同窓意識が、新臨床

ことが了承された。

吉川広和

は、候補日の第２土曜日６
めに、同窓意識の向上・ブ

り、開催場所等を一任する

13

15

１．報告事項

⑴予算執行状況（中間報告） 研修制度による外部要因や

⑵総会開催日程について

豊

ており、その結果、同窓会

平成 年度の総会開催日

幡野雅彦

基づき 年度の中間決算に

ついて説明された。収入は、 の求心力・資金力が低下し

月

日と決定した。担当は

ほぼ予定どおりであること、 ている。同窓会活性化のた
支出では、会報会誌に関し

ランド力の向上・資金力の

10

10

11

15

27

28 19 27

27 27

27

27

27

属病院見学については事前

いた。忍頂寺紀彰氏、中田

があった。地区ゐのはな会

27

27

義隆氏の来年度の総会での

ための提言

12

を迎える）までに千葉大学

白澤 浩

12

12

花輪孝雄

27

11

伊藤晴夫会長の挨拶の後、 設置から数えて１００周年

宍倉正胤

45

47 40

26

18

12

26

て会報年３回発行のうち２

26

13

28

幡野雅彦

年度 第３回常任理事会議事要旨抜粋

秋葉哲生（会計監事）

26
18
26
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決定することとした。

会長が受賞者と相談のうえ

応じて出席することが承認

るいは委員会からの要望に

応じて理事会からの要請あ

オブザーバーとして必要に

の委員の出席については、

認された。⑶常任理事会へ

討委員会」とすることが承

榎並

海野

上田

伊藤

伊藤

井関

石川

新居

秋山

智大

真由

航

奏

豪志

聖

康彦

志帆

健人

茉利

和眞

倫人

任理事、評議員の関係性等

今後の課題として支部、常
岸田

川本

洋介

小茅生直輝

黒坂

槻

英司

浩輝

夏輝

上條恵莉子

鈴木

須澤

隆

綾友

瞳

佑樹
辻本

田中
慈瑛

芳樹

正仁

雨宮

紬希

池

南学
豪崇

寛

西村
聡紀

善太

美羽
二瓶

照屋

伊藤
貴登
花山

富沢

伊藤
尚也

綾香

井上
安俐

石木田修平

浦上

裕介

易

和暁

直輝

堀越
耕平

原

松田
稔矢

翔太

元
松田

大澤
岡本
敦彦
松山

慎吾

小澤
綾乃

弘高

越智
湧斗

大輝

菱川

柿元

宮川久弥恵

水野

龍一

福島

片山
崇伸

桜子

健人

金谷
康貴

村蕃

大八木宏樹

川田

村田

八木はるか

暢行

柳澤真理恵

圭冴
悠貴

雄大

山野辺博基

菊池

泰生

横山

玲

岸野
児玉

薫

悠斗

亮太

迫

玲紋

良沢

森

佐宗

渡邉

小出倫太郎

佐藤

雅貴

塩川茉以子
篠原

純

和佳

平成

年度 大学院入学者
原甫

［小児内科学］青木孝浩、池

悠太 ［環境労働衛生学］小倉康平 ［整形外科学］菅野真彦、真

■博士課程

友香 ［ 公 衆 衛 生 学 ］ 横 田 千 尋、

［整形外科学］金勤東
塚本

［放射線治療学］横岡由姫

［分子病態解析学］

［細胞治療内科学］笠原千尋

姚ヤク

、
GUZHANUER AILIKEN

［診断病理学］太田昌幸

■修士課程

［免疫制御学］高野淳一朗

花草

新田

難波

周平 ［和漢診療学］龍興一

直久

恵
山本慶子

拓、田中望未、佐々木茜、

隆宏、日下部裕子、飯野陽

悠斗 ［ 認 知 行 動 生 理 学 ］ 吉 田 斎 ［腫瘍内科学］石川賢太郎、 ［分子ウイルス学］馬雪

颯志

子、熊谷将志、林三千恵、

柄澤智史

［救急集中治療学］高橋希、 子、林佑太

WIN NWENAN

［疾患生命医学］小林茉結

中嶋隆裕

［ 環 境 生 命 医 学 ］ 川 波 亜 紀 ［免疫発生学］小久保幸太、

子、金赫玲、志賀里美、中

田中紀子、寺内萌、服部昌

［臨床感染症学］大口弥里

広、中村瑞代、松下雅司

北村充広、三浦道明、秋本 ［公衆衛生学］井添由香子、 ［ 分 子 腫 瘍 生 物 学 ］ 小 形 武

崎藍、縄田健斗、瓦井裕也、 島諒太

筒井
陽菜

THIHA KYAW

時友

中曽根広拓 ［呼吸器内科学］山岸一貴、 浩二、井上雅寛、吉野謙輔

濱木

荒木謙太郎

野義和
美、

［精神医科学］岡東歩美

［感染免疫学］伴万里江

［公衆衛生学］今井正太郎、

北村優

石神智行、明杖直樹、前田 ［病原細菌制御学］竹内裕紀 ［免疫制御学］神久予

［代謝生理学］西本航

［ 認 知 行 動 生 理 学 ］ 岡 本 洋 ［微生物資源学］宍戸絵里香

原田
美柚

米田理葉

深谷

三輪秀樹、鈴木健一、木下 ［耳鼻咽喉科学］中川拓也、 美

藤﨑綾衣子

太郎
光生 ［脳神経外科学］奥山翼

前田紘一郎 ［眼科学］秋葉龍太朗
松田

光浩

孟 ［分子ウイルス学］堀田千恵

亮輔

［心臓血管外科学］乾友彦

英、畑敦

［呼吸器病態外科学］豊田行

松田晋太朗 ［神経内科学］大谷龍平、仲 ［放射線医学］和田武
丸島
溝口
宮﨑

井隆之、山本賢志
大 ［小児外科学］秦佳孝

美里

岡則智、和賀井翔、廣嶋一

［臨床分子生物学］林文彦、

亮、仲野美代

村瀬摩希子 ［泌尿器科学］杉浦正洋、新 ［ 循 環 病 態 医 科 学 ］ 木 下 康
室伏
森本

燿平 ［ 細 胞 治 療 内 科 学 ］ 髙 石 浩

大塚亮太、天海博之、髙橋

人、武藤靖英、横山将也、

哉、永塚啓太郎

司、栗田憲市、林愛子、加

八木

山﨑美智子

藤尚也、一色佑介、熊谷仁、 ［ 先 端 応 用 外 科 学 ］ 澤 田 尚
昇讃

有未子、荒澤孝裕、渡邊裕

田村愛

湯田夏奈子
李

子、杉浦謙典、芦澤陽介、

祐亮 ［ 臓 器 制 御 外 科 学 ］ 中 川 綾

樹

六田

升田貴仁、金美玲

康博

［分子腫瘍生物学］ ALAGA
、
RSWAMY KOKILADEVI
齋藤慈、 Nguyen Thi Thanh
、 Zhong Boya
、吉澤
Thao

［分子病態解析学］北村浩一 ［医療行政学］鷹見明奈
詢也

志村

康嵩

川真実

香、徐琳琳

鈴木

［遺伝子制御学］福田匡志

［生殖機能病態学］佐藤明日
鈴木

大輝
一真

高橋
田中

［免疫発生学］菅野敏生、根

下野

27

竹内彼野音



























医学部入学者

表彰することとなり、表彰

された。⑷中長期的な方針
大塚

光陽

を検討する事、学生時代か

小松
奈緒

りずっと面倒をみていた卓

大尚

年度

の副賞等については済陽副

として法人化、組織改変⑸

萩野

て同窓会ＨＰでバナー作成、 大山

短期的・具体的な提案とし

小田
哲也

ら同窓会の活動に参加でき

佐粧

恭平

球部の当時の主将、同級生

角田

司



































⑸将来検討委員会

ＷＥＢ同窓会等の提案が説
小原

平成

明された。今後、将来検討
春日憲太郎

るような企画立案を検討す

佐藤

明音

等を同窓会にて表彰する事

高橋

健太

27

吉原俊雄理事より、⑴将来
検討委員会委員 名につい
て説明があり承認された。

委員会にて検討を重ね、具

⑵委員会の名称は「将来検

体的な方策等を常任理事会

ること等が提案された。

佐野

夕貴

千葉大学卓球部合宿中の
志田

修平

に提言する事とした。また、 加藤

事故により学生時代に全身

星騎

⑹表彰について

麻痺となり、その後、寝た

下田

きりの方が最近逝去された。 柴田
事故後から 年近くにわた

が承認された。ゐのはな同

多田

同窓会館と桜

14

窓会特別賞として総会にて

50
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   オンライン会報 （34）

オンライン会報案内
http://www.inohana.jp/online/index.html
インターネットサイトであるオンライン会報では、病院紹介、ゐのはな同窓会員が経営する病院・医院・診療所の
紹介をしております。千葉県内での経営の場合、千葉日報への掲載も連動させております。オンライン会報での紹介
をご希望の会員の先生は、ゐのはな同窓会本部へお申し出ください。なお、開院・開所を目指している先生方にお役
にたつ情報を盛り込むようにもしております。
一方、求人・求職では、医師募集欄も掲載しております。募集広告の掲載をご希望の会員は、ご寄稿も含めてご活
用ください。また、ゐのはな同窓会員が執筆した書籍の紹介もしております。著者へのインタビューを加えることに
より、書籍の内容をより深く理解できるように、配慮しております。すでに、発刊済みの書籍がある会員で、オンラ
イン会報での紹介をご希望の先生は、ゐのはな同窓会本部へお問い合わせください。
本紙面では、以上の番組例をオンライン会報のトップページなどより転載してお示しします。どうぞ、ヤフーやグ
ーグルなどから、オンライン会報と検索して各番組の動画をご覧ください。

オンライン会報

Windows で動画をご覧になる場合は Internet Explorer を推奨します。
Macintosh で動画をご覧になる場合はプラグインソフト「Flip4Mac」をインストールしてください。
>> ダウンロード
>> インストール方法
ただし「＊ Mac/ スマホ対応＊」があるものは、プラグイン無しでご覧になれます。

総合目次

・病院紹介
・求人・求職
・同窓会員経営の病院・医院・診療所の紹介
・生涯学習講座
・インタビュー
・国際交流
・都道府県医師対策
求人・求職の一覧はこちら

▼

■求人・求職

・オンライン書庫
・話題
・同窓会
・クラス会・他大学等
・キャンパス便り
・「ほっとひといき」ちば通信（千葉日報）
・協賛企業からのお知らせ

NEW
地域と知に未来を紡ぐ
独立行政法人地域医療機能推進機構
船橋中央病院
院長

髙橋

誠

▼

医師募集内容（PDF55KB）
WEB サイト

［2015.02.10掲載］

千葉日報

平成27年2月12日号より転載──浅野誠先生（昭48）

オンライン会報の取材編
集に貢献して頂ける先生を
募集しております。参画可
能な先生は、取材や編集作
業などについての詳細を同
窓会本部までお問い合わせ
ください。

（35） オンライン会報   

ゐ

の

は

な

同

窓

会

報

■同窓会会員経営の病院・医院・診療所の紹介

電子カルテを活用しての

地域の「かかりつけ医」役割

医院経営

を目指して

のむら耳鼻咽喉科

すぎおかクリニック

・オーダーメード・サプリメント
・医師としての立位置を決めてから開院
・プラス思考で、安心領域の殻を突破る

野村

知弘

・独自システムを付加して医療業務改革

映像を見る
映像を見る

▼

・「小回り」が利く心臓・血管専門医

▼

院長

充爾

映像を見る

映像を見る

・受付から会計、レセプト印刷

映像を見る

映像を見る

▼

杉岡

▼ ▼ ▼ ▼

院長

第 169 号

［2014.7.25掲載］

WEB サイト

［2014.12.16掲載］

＊ Mac/ スマホ対応＊

＊ Mac/ スマホ対応＊

開業のいきさつと電子カルテ

診療業務改革は、電子カルテ

導入の経緯

の導入で促進 !!

本千葉小児科

みうらクリニック

院長

理事長

安田敏行

［2014.7.25掲載］

三浦正義

［2013.12.24掲載］

＊ Mac/ スマホ対応＊

＊ Mac/ スマホ対応＊

■話題

■インタビュー
開業医向け電子カルテの

クリニック設計に携わる

最新情報

設計事務所の機能と役割

伊藤賢司

関根

裕司

（有限会社アルボス代表取締役）

（南光台伊藤クリニック院長）
［2013.11.11掲載］
＊ Mac/ スマホ対応＊

▼

1．医療を知らずして設計なし
映像を見る

2．設計事務所のコンサルティング機能
▼

■オンライン書庫
【書籍】
掲載書籍をご覧になりたい方は同窓会本部へご連絡ください。
1. 会員著書

映像を見る

3．設計事例
・サークル・ウオールに生命力を込める
▼

新島内科クリニック映像を見る
映像を見る

・中待合スペースを充実
▼

西荻クリニック映像を見る
映像を見る

・天井高さを生かしたふたつのユニークな
診療室
前立腺がんと健康長寿に関する著書の紹介

［2014.7.30掲載］
＊ Mac/ スマホ対応＊

映像を見る
映像を見る

映像を見る

4．開院事業収支計画のフィジビリティスタディ
▼

・イラストでわかる前立腺がん

▼ ▼

・前立腺がん予防法

たけぶちファミリークリニック
▼

伊藤晴夫（千葉大学名誉教授）

映像を見る

［2014.11.14掲載］
＊ Mac/ スマホ対応＊

第 169 号

ゐ

は

お

兒嶋喜八郎（昭

同

原

窓

会

編 集 後 記 （36）

報
2015年2月

著

死因・身元調査法に基づく解剖の実施状況について
石原憲治

や

症

武市尚子

池谷

肝硬変の2例

）

20

吉田謙一

岩瀬博太郎

本島柳司

中村

話

本島悌司

岸本

充

太田

宇野

隆

中谷行雄

聡

Ⅳ

杉田克生

池田黎太郎

頭頸部扁平上皮癌におけるマイクロ RNA の関わり

木下

崇

海外だより

）

Neglected Environmental Disease への取り組み─ WHO 本部からの手紙─
戸髙恵美子

吉川

村田

武彦（昭 ）

忠雄（昭 ）

福島県医大・昭

）

健二（

誠（昭

和人（昭 ）

）

玉田 輝己（ 日本大理・昭 ）

Emory 大学留学記
学

立石順久

会
第1271回千葉医学会例会・千葉大学大学院医学研究院
消化器・腎臓内科学（旧第一内科）例会
第1289回千葉医学会例会・第30回千葉泌尿器科同門会学術集会

OAP 要旨

36 36

川崎病の遺伝的背景の解明

尾内善広

編集後記

松江弘之

CHIBA MEDICAL JOURNAL Open Access Paper

）

36 36

The Chiba Medical Society Award（2014）
Identiﬁcation of susceptibility genes for Kawasaki disease

ゐのはな会総会が縁で編集委員

での仕事に参加して約１年です。

年近く経ってる自

大学や研究における具体的な縁が

切れてすでに

分としては、どこか異次元の世界

にいるような気持ちであり、この

編集後記に当番として回ってきた
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