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大過なく務め、済陽高穂新

の時に始まり、大震災の渦
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面に掲載）
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ても大きく紹介され、また

防ぐ一助となるものと思い

多大なご支援を戴きました。 図ると共に、全面的にカラ

に掲載）
、ゐの

数年を経て、老朽化し崩
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千葉大学医学部創立１３
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ゐのはな同窓会総会開催
平成 年度ゐのはな同窓会総会が、平成 年
月 日︵土︶午後 時より、銀座アスター
お茶の水賓館において開催された。
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を賜りました副会長の大井
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日本小児科学会より「Ｂ

ＨＢＩＧ投与は不要である。

染予防法として１９８６年

づいたものではなく、当時

の免疫応答能や安全性に基

記載である。これは新生児

ウイルス（ＨＢＶ）母子感 「生後２〜３か月に接種」の

添付文書に記されていた

褥婦・出生児の「定期健診」 あったとも思う。先達に敬

か月の追加接種が省かれ、

方式は上記方式より生後３

接種のみを行う。獨協医大

１、３か月にワクチン追加

を同時投与し、次いで生後

同を得るには必要な時間で

なと思うが、関係各位の賛

やされた時間は長すぎたか

認められた。これまでに費

ｖの生後

人 事 異 動
教授

（滋賀医大・平

譲

腫瘍病理学
池原

病院

東邦大学医療センター佐倉

）

他大学教授

熊野 浩太郎（平
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）

内科

豊根 知明（昭

整形外科学

東京女子医科大学八千代医

療センター

真村 瑞子（平 ）

分子病理学

東京医科大学

高梨 潤一（昭 ）

） 小児科

）

産業技術総合研究所より

一美
（信州大・昭

ゐのはな同窓会賞受賞候補者募集要項

同講師より

野呂瀬

感染生体防御学

准教授

6

第二一回（二〇一六年度）ゐのはな同窓会賞の受賞候補者を左記により
募集いたします。
一、受賞対象者
①社会貢献賞 本会員で、医療活動の顕著な業績により、社会に高い
貢献をした個人またはグループ。
②功労賞
医学および広く文化の各領域において、千葉大学およ
び千葉大学ゐのはな同窓会に多大の貢献をした者。
二、表彰
①社会貢献賞 （三件以内） 盾および賞金（総額三十万円以内）を贈
呈します。
②功労賞
（一件以内） 盾および賞金十万円を贈呈します。
三、応募方法
所定の申請用紙により、二〇一五年十二月一日から二〇一六年一月
三十一日までに申請して下さい。
四、受賞者の決定
選考委員、常任理事会の議を経て、会長が行います。
審査結果は二〇一六年五月中頃までに各申請者に通知すると共に、
ゐのはな同窓会報に掲載します
五、問い合わせおよび申請用紙請求先
千葉大学医学部内、ゐのはな同窓会事務室
申請用紙は同窓会ホームページよりダウンロードすること
が出来ます。
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祝
春の叙勲

謹（昭 ）

理事、評議員をはじめとす
る同窓会員の皆様、また常

進（昭 ）

容と選考基準の見直しも行

に支えとなっていただいた
青木

われました。
最近の若手会員を中心と
事務方の皆様に心より御礼
嶺井

旭日大綬章

した今後の改革に向けた検
申し上げ退任の挨拶とさせ

）

討も進み、済陽高穂新会長
ていただきます。

祥人（昭

のもと、同窓会がさらなる

三木

瑞宝中綬章

）

実は必ずしもその通りには

型肝炎ワクチンの添付文書

以降厚生省方式が広く実施

の厚生省方式に沿ったもの

意を払い、関係各位に感謝
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唐澤

発展、飛躍を遂げますこと
末筆ですが、あらためま

（昭和医専・昭

展開しなかった。その為に

改訂についての要望」書が

霧消する筈であったが、事

予想もしなかった高率な

（ ）
であれば児への
HBeAg

「ドロップアウト」問題が浮

日）
、その中

厚労大臣宛に出され（２０
で、
「国際的に広く採用され

１１年９月

ている接種スケジュールに

さて、稲葉らが１９８４

上してきたのである。
年より開発してきた、
「千葉

変更することを要望いたし」

されてきた。同時期に開発

内、即ち分娩・出生後１か

しながら発表させて戴く。
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を確信しております。
して、長年ご指導、ご協力

ゐのはな同窓会総会
特別講 演

﹁Ｂ型肝炎ウイルス母子感染
対策の推移と更なる工夫﹂

大方式」はＨＢＶ母子感染

とある。私たちが今まで主

（昭 ）

の「自然史」と「新生児の

之

免疫応答能」に関する治験

葉
それに伴うキャリア母の労

張してきたことが全て記さ
日の「未承認薬検討会議」

された千葉大方式は児キャ

である。これは、その二年

月で全てが完了する方式で

時間内の使用が

リア化阻止率、有害事象発

後に出された米国ＣＤＣ方

（ rHBv
）
recombinant HBv

生率において厚生省方式に

て、ヒトＨＢＩＧ及びＨＢ

時間内にＨＢＩＧ筋注と （厚労省、堀田知光座長）に

（ ）であれば出生後
HBeAg

れている。更に、昨年３月

憲
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に基づいた独自の方式であ
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る。 そ の 骨 子 は、 妊 婦

減する方式である。
千葉大方式の溢路は当時
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＋
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47

同等であり、更に通院回数、 式（１９８８）により雲散

わが国におけるＢ型肝炎

24

特 別 講 演 （2）
人事異動
報
会
窓
同
な
は
の
ゐ
第 170 号

就 任

挨 拶

歳以上の後

期高齢者が人口の５分の１

２５年には、

千葉大学医学部附属病院

振り返り、質の改善を心が

折しも千葉大学は、文部

版という世界標準の教科書

カリキュラムガイド多職種

界保健機関）は、患者安全

２０１１年にＷＨＯ（世

医療安全分野でも何らかの

とになっておりますので、

化を牽引する役目を担うこ

育研究とともにグローバル

選定され、世界レベルの教

ローバル大学創成支援』に

けなければならないのです。 科学省による『スーパーグ

を公にして、医療安全が学

発信が出来るよう精進した

医療安全管理部 教授

が国でも医療安全に関する

問としてはじめて体系化さ

いと考えております。医療

を占めるようになると言わ

制度設計が急ピッチで進め

れました。本ガイドの日本

安全は一言で言えば組織管

事しておりましたが、厚生

血管呼吸器外科の臨床に従

萎縮してしまうような事態

働いている現場の医療者が

その一方、善意を持って

デル事業にも立ち上げ当初

続いており、診療関連死モ

かという課題は連綿として

長を務められた第

回日本

すが、横須賀收先生が大会

すべく活動を続けておりま

ます。私は本ガイドを普及

ができるようになっており

ージから無料ダウンロード

の医学教育学講座ホームペ

りますが、同窓会の皆さま

じます。新設の部門ではあ

できるよう努力したいと存

本学出身者が医療界を牽引

環に本領域も加えて頂き、

です。本学の人材育成の一

とって必須のスキルの一つ

理であり、今後の医療者に

複数の慢性疾患を抱える患

労働省のシンクタンクであ

にはご指導とご鞭撻賜りた

博 （新潟大・昭 ）

者を地域や在宅で見守る医

られ、私はその裏方として

語版は、私が東京医科大学

る国立医療・病院管理研究

医学教育学会大会の教育セ

孝

療と重症化した難治性の患

関わって参りました。また

に奉職中に翻訳し、同大学

馬

者を治療する病院での高度

医療事故をどのように原因

相

先進医療が求められます。

究明して再発防止に繋げる

れています。高齢社会では、

本学の卒業生は、全員が「健

裕 （昭 ）

県保健婦助産婦専門学院と
康づくりのプロ」としてい

衛短から保医大へと同窓

称が変更されました。衛短、 教育を行っています。

千葉県医療技術大学校と名

の先生方が学長を務められ

ミナーでも、ご紹介させて

年４月１日付けで

医技大からの歴史を辿ると

に陥りかねないことは、臨

学（衛短）と千葉県医療技

年）に千葉県立衛生短期大

け、国際化にも対応できる

専門的知識と技術を身につ

観と豊かな人間性、優れた

本学の使命は、
「高い倫理

に貢献できる人材の育成に

長生きできる社会づくり」

の基本政策である「健康で

します。これからも千葉県

継承されていることを実感

療への貢献」が保医大にも

管理部准教授、２００９年

部附属病院医療の質・安全

００５年に名古屋大学医学

となりました。その後、２

機に本領域を専攻すること

され、公募採用されたのを

う主任研究官ポストが新設

年 月に医療安全研究を行

させられた医療安全管理者

して、暗然とした気持ちに

程度しかない診療録を発見

おります。ただしメモ書き

が私の任務であると考えて

うにならないようにするの

政策が単なる締め付けのよ

ないことであり、こうした

する私にとっても看過でき

じています。

いただきまして、ご縁を感

く、よろしくお願い申し上

年間心臓

術大学校（医技大）が整備・
人材の育成と保健・医療の

努めます。本学は開学して

に東京医科大学医療安全管

私は、卒後約

統合されて誕生した医療系

政策課題に関する実践的研

７年と未だ発展途上にある

は数知れないでしょう。か

に、教職員が一丸となって

着任いたしました。

４月１日より山浦晶前学長
保医大までに 年以上の道

床医をバックグラウンドと

作業療法学科の新設に伴い、 身に付けて卒業できるよう

の後任として千葉県立保健

所（現保健医療科学院）医

の４年制大学です。衛短は

究により県民の健康づくり

大学で、取組むべき課題が

理学講座主任教授に就任い

から参画しております。

医療大学（保医大）第二代

療政策研究部に、２００１

昭和 年（１９８１年）に

に貢献する」ことです。こ

多々あります。その課題解

ります。

開学した看護学科（第一、

の基本理念のもとに、優秀

決に向けて千葉大学医学部、 たしました。

のでした。現代医療では私

年（２００９

第二）、栄養学科、歯科衛生

な看護職、管理栄養士、歯

たちプロフェッショナルは

教授

す。皆様から頂きましたご

して改めて御礼申し上げま

た。この場を拝借いたしま

いや激励の言葉を頂きまし

たくさんの先生方からお祝

佐 粧 孝

運動器疼痛疾患学

千葉大学予防医学センター

げます。

学科からなる短期大学で、

科衛生士、理学療法士、作

医療安全は世界中でほぼ

仕事をしてお応えできるよ

の発展に貢献できるような

厚意には、自身が千葉大学

平成 年４月１日をもち

うにいたしたいと考えてい

説明責任を果たさなければ

まして千葉大学予防医学セ

る次第です。

ンター教授を拝命いたしま

史 が あ り、１ ９ ９ ９ 年 に

久 （平元）

千葉県としては初めての県

同時期に注目されてきた歴
ル（プロ）」を育成します。
我が国は高齢化が急速に

（米 なりません。医療の結果は
Institute Of Medicine
国医学院）が To Err Is Hu- 昔も今もこれからも不確実
（人は過つもの）とい なものでありますが、私た
man

ちは提供した医療を「自ら」 した。就任に際しまして、

27
う報告書を出してから、我

つて医療とは施せば良いも

立大学です。初代学長が長

同窓会の諸先生方のご支援、

）、 山 浦 晶 先 生

幸いです。

ご指導を今後とも承れれば

佐藤壹三先生（昭 ）、澤田
勤也先生（昭 ）、野口照義
先 生（ 昭

（昭 ）と同窓の諸先輩が学

年後の２０
10

進んでいます。団塊の世代
が 歳になる
75

21

24

28

年（１９８７年）に千葉

づくりのプロフェッショナ

業療法士、すなわち保健・

45

20

医療専門職としての「健康

30

井和行先生（昭 ）、その後

21

32

長を務められました。昭和
62

10

医大は平成

てきたことで、千葉大学医

政

千葉県衛生専門学院が統合
ずれの医療にも対応できる

27

学部の伝統である「地域医

邊

されて千葉県看護大学校が
基本的な実践力をしっかり

平成

開設され、平成２年（１９

57

９０年）に理学療法学科、

千葉県立保健医療大学学長
田

75

のりを歩んできたことにな

年（２０１５年）

49

学長を拝命致しました。保

平成
27

56

40
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外科を牽引するリーダーで

先生は当時の日本の膝関節
とができるようになりまし

きるような仕事を進めるこ
と化学療法を中心に医師と

当時）から肺癌の画像診断

ん剤耐性に関与する遺伝子

イクロアレイを用いた抗が

はな同窓会の先生方には今

にしたいと存じます。ゐの

ろしくお願い申し上げます。

後ともご指導ご鞭撻の程よ

私は平成元年に千葉大学

発現の研究を行う機会を得

医学部を卒業し、守屋秀繁
して薫陶を受けました。ま

あり、非常にアクティビテ
た。これらの仕事は現在進

先生が主宰されていた整形

た守屋先生がお持ちの機転
へ異動となりました。予防

このたび予防医学センター

科の准教授を２年間務め、

臨床腫瘍学の教科書を読み

新入院があるたびに

和大学医学部腫瘍内科学教

癌、乳癌、非ホジキンリン

人科癌、消化器癌、泌尿器

ーテーションしたときには、 部滝口裕一教授のご指導の

授）率いる化学療法科にロ

パ腫および原発不明癌など

葉大学在職中は、臨床腫瘍

平成 年から３年間の千

も有数な免疫学研究の拠点

た。同センターは国際的に

念する機会をいただきまし

横須賀

する環境に身を置くことが

として当時の免疫学を牽引

できました。そこで免疫細

し、私も国内外の一流研究

ゐのはな同窓会の諸先生

胞の活性化シグナルユニッ

の診断・治療を経験しまし

には初めてご挨拶申し上げ

ト「マイクロクラスター」

た。その後千葉県がんセン

DeVita 下、頭頸部癌、皮膚癌、婦

専攻の核となります。近々、 うなふりをして患者さんに

主任教授

力、人を引きつける力には
医学センターは平成 年開

耽り、前日に仕入れた知識

かせて頂くこととなりまし
大学院生を募集するホーム

免疫学分野

常に驚かされ続けました。

をあたかも自分の経験のよ

東京医科大学

ました。

ィーの高い先生でしたので、 行形でもあります。
た、佐々木康綱先生（現昭

外科学教室に入局いたしま
大変刺激を受けました。ま

院で大勢の同期と賑やかに
結局は守屋先生が退任なさ
講予定の千葉大学大学院医

た。守屋先生は今では私に

名です。１年間、大学病

初期研修時代を過ごしまし

学薬学府先進予防医学共同

私は平成 年から整形外

した。同期で入局したのは

た。私自身は人の中に埋も
れるまで 数年、一緒に働

地よく感じることもあり、
とって父親的存在ともいえ

忠 （平 ）

れていることのほうが居心
多くの同僚と共に過ごせた

ます。本学平成５年卒業の

者の方々と協力的に仕事を
のご指導で悪性中皮腫細胞

横須賀忠と申します。本年

ターで田川雅敏先生（研究

株を用いたペメトレキセド

所がん治療開発部長、昭 ）
問）からお誘いを受け、国

耐性遺伝子について研究を

すでに募集定員を超えるほ （現日本臨床腫瘍学会特別顧

平成９年に西條長宏先生

説明していました。

時間は大変に良い思い出と
ページが立ち上がりますが、

年に整形外科学教

立がんセンター中央病院呼

平成

る方です。

２年間の関連病院での研修
どの勢いがあります。３名

吸器内科に異動しました。

室は高橋和久教授が主催す
の師が私を育ててくださっ

を経て大学院に入学いたし
た御恩を肝に銘じ、新たに

東京医科大学免疫学分野主 「Ｔ細胞シグナルを可視化す

４月１日付けをもちまして、 を発見するに至り、現在も

る教室となりました。高橋

）からは病院組織

続け、山口武人先生（副院

教授からは業績を上げるよ

長、昭

ました。大学院では高次機

そこでの主要研究テーマは

能制御研究センター・免疫

局所進行肺癌に対する化学

お尻を叩かれたおかげで、

ていきたいと考えておりま

機能分野の谷口克先生に師

うにと叱咤激励されました。 得た活動の場で恩返しをし

事いたしました。谷口先生

における倫理について教え

誌面をお借りし、同窓の先

次機能解明に挑んでおりま

的な見地から、免疫系の高

くださった先生は元より、

す。免疫学研究を指導して

外科医から突然研究者にな

私は本学卒業後、当時故

山口豊教授が主宰しておら

対しても快く送り出してく

施設外科に入局し、９年間、 るという無謀な申し入れに

れました千葉大学肺癌研究

ださった呼吸器外科前教授

生にご報告申し上げます。

任教授を拝命いたしました。 る」という独創的かつ先端
を受けました。
年に

放射線療法で、今までにⅢ

す。

筑波大学は、昭和

した。医学医療系と附属病

呼吸器外科医としての臨床

東京教育大学の移転を契機

院の設立に当たっては多く

研鑚を積みました。大学院

藤澤武彦先生、現教授吉野

ん剤の導入、化学放射線療

に交互交代療法、新規抗が

期非小細胞肺癌患者を対象

膝関節外科の進歩に寄与で

筑波大学医学医療系

を用いた高線量化学放射線

のゐのはな同窓会の先生方

一郎先生、また当時から臓

3D-CRT に総合大学として発足しま
療法などの臨床試験を行い

のご尽力があり、今も膠原

入学を機に、旧高次機能研

平成４年には国立がんセン

法後の地固め療法、

ました。現在は限局型小細

究所遺伝子制御学講座の齊

夫 （平元）

胞肺癌に対する化学放射線

）

病・リウマチ・アレルギー

郁

誠に身に余る光栄でありま

内科住田孝之教授（昭

臨床腫瘍学 教授

関

すとともに、大変身の引き

療法に引き続くＣＯＤＥ療

ター東病院の呼吸器科第１

た理化学研究所免疫・アレ

克先生が設立にご尽力され

年、免疫学教室前教授谷口

一郎先生には大変感謝して

だけた呼吸器内科教授巽浩

的な学問体系をご教示いた

１００周年を迎え、副都心

東京医科大学は来年創立

おります。

して免疫学の基礎研究に専

ーの発足と共に、研究者と

ルギー科学総合研究センタ

器別研究を前提とした包括

法とＡＰ療法のランダム化

波大学に赴任し、臨床腫瘍

期レジデントになり、西脇

先生方との信頼関係も大切

藤隆教授に師事し、平成

私は平成元年に千葉大学
教授（当時）の主宰する呼

医学部を卒業し、栗山喬之

締まる思いでございます。

根

からは分子生物学的な研究
を学ぶことができました。

手法や科学的な物事の見方
多面的に物事を考えること
は、その後のあらゆる場面
で大きな助けとなっており
ます。谷口先生の教室に４
年間在籍させて頂きました
後に学位を取得し、整形外
科医として本格的にスター

48

54
第Ⅱ相試験（ JCOG study と 整 形 外 科 山 崎 正 志 教 授
）を施行中です。また （ 昭 ） が 活 躍 さ れ て い ま
1011
中央病院在籍中に Univer- す。私は臨床腫瘍学や腫瘍
sity of Texas Southwest 内科の在り方を模索してい
ern Medical Center at Dal かなければなりません。ま
に留学し、 John D. Minna た、地域の診療所や病院の
las
教授の指導の下、ＤＮＡマ

14

トを切ることとなりました。
進むべき道として選択し
ましたのは膝関節外科でし

学教室と診療科としての腫

吸器内科に入局しました。

の勤務を経て、大学へ戻る

瘍内科を立ち上げる任を仰

年４月１日付で筑

こととなりました。守屋教

平成

授から直接ご指導頂けるよ

せつかることになりました。 裕先生（呼吸器内科部長、

たが、関連病院での１年間

5

25

うになったわけです。守屋

58

20
なっております。引き続き

28

23

56

54

10
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にある大学病院の建て替え
など記念事業に向けた取り
組みで活気に湧いておりま
す。東京医学専門学校（東

上げます。

帝京大学医学部附属病院

す。

月より現在に至っておりま

内科・脳外科はもちろんで

りました。整形外科・神経

のの認知度の向上と必要性

えません。リハビリそのも

部に位置し、敷地は約 万

になります。千葉市の東南

帝京大学リハビリ科は同

極的に術前からのリハビリ

科、形成外科などからも積

すが、呼吸器外科、泌尿器

思いますし、加えて女性医

若者が増えているようにも

から、リハビリ医を目指す

あり閑静な環境です。

㎡（東京ドームの２・６倍）

ハビリ部教授に就任され、

て欲しいと言ってもなかな

うになったのが始まりです。 い内にリハビリ依頼を出し

独立した診療業務を行うよ

か周知されていない急性期

前の元気な時、あるいは早

依頼が出るようになり、術

が、当科でも転倒予防や骨

大変微力ではございます

おります。

活動していきたいと思って

少しでも増えるよう色々と

に興味を持って下さる方が

師の増加に伴い、リハビリ

のほか、内科系では結核を

含む腎疾患の総合的な治療

の連携による透析・移植を

泌尿器科、病理診断科、等

院は、内科、小児科、外科、

提供しています。千葉東病

がその特性に応じた医療を

病院では、それぞれの病院

全国に１４３あるＮＨＯ

年にリ

大整形外科に着任された岩

昭和

病院が多い中、帝京大学は

折予防などに積極的に取り

倉博光先生が昭和

式に開設され、岩倉教授が

周術期でのリハビリの取り

含む呼吸器疾患、糖尿病・

リハビリテーション科 教授

なり、以降東大の大学院に

初代教授に、平成２年から

組みに積極的で就任早々驚

内分泌代謝疾患、アレルギ

京医科大学の前身）の創立

進み研究生活を開始しまし

年か

組んでいき、帝京大学リハ

史 （平４）

た。後縦靱帯骨化症の研究

三上真弘教授、平成

ビリ科の特色を出していき

直

大学の前身）を同盟退学し

だけではなく、骨・軟骨代

らは栢森良二教授に引き継

いています。

の利の良さから入学して来

私は、平成４年（１９９

おりました。しかし臨床も

いて基礎研究生活を送って

形成作用のメカニズムにつ

ないよう邁進して参りたい

りますので、その名に恥じ

歴史のあるリハビリ科であ

ているところです。伝統と

医師が足りないとの話が絶

のリハビリ病院に聞いても

す。

よろしくお願い申し上げま

（神経内科）
、重症心身障害

では対応が困難な神経難病

います。また他の設立主体

成外科などの診療を行って

たいと考えておりますので、 ー・膠原病・リウマチを、

方

た学生４５０人が、理想と

謝の研究が東大整形外科は

現在、専門医の数で割る

緒

する学びの場を自らの手で

得意でしたので、骨代謝に

がれ、私で４代目になりま

と圧倒的に医師が足りない

には、学校側と対立し、日

作り上げた、という劇的な

関連した分子生物学も面白

名の理学療法士と７名の

す。現在５名のリハビリ医、

本医学専門学校（日本医科

歴史秘話がございます。ま

くなり、骨代謝学、なかで

年にリハビリ科が正

た、昨今の医学部人気と地

も骨芽細胞を中心とした研

る学生の質も急上昇し、建

２年）に千葉大学医学部を

捨てがたく、当時の教授に

と思っております。

外科系では肝胆膵・消化器

しております。狭い運動場
卒業致しましたが、学生時

相談した上で、リハビリを

つで、４２７床（収容可能

外科、整形外科、眼科、形

で夜の９時までタイトなス
代に競技スキーで下腿骨折

兼ねて東大リハビリ科に平

おりますが、急性期病院で

病床３７８床）を有してい

今後とも同窓会の皆様のご

ケジュールを廻しながら部
を受傷した事が縁で整形外

成

のリハビリ対応である性質

ます。平成

指導、ご支援のほど、何卒

活動に励む彼らの掛け声は
科を志すようになり、卒業

なりました。最初はリハビ

上リハビリ科としての病床

のは、リハビリ医と救急医

ビルの谷間で反響し、私の
と同時に東京大学医学部整

リ科に移って脳梗塞など脳

は持っておりません。主に

では、重症心身障害児（者）、

と言われており、実際どこ

学生時代のゐのはな山を懐

形外科に入局し、研修を開

疾患を診るたび、慣れない

神経難病等の在宅療養患者

リに対応すべく日々奮闘し

古させます。高層ビルの向

始しました。その後いくつ

診療をしておりましたが、

概ね週６、

合し、国立千葉東病院とし

山岸文雄先生（現名誉院長） 人千葉療養所が母体）が統

の支援のための一時的入院

究を進めていくようになり、 作業療法士で急性期リハビ

こうには今だ高きゐのはな

かの関連病院を回って、整

リハビリ医療に足を踏み入

それを日々適応も含めて振

て発足。翌４月に独立行政

特に副甲状腺ホルモンの骨

山があることを思い出しな

形外科医として研鑽してお

れて以降、リハビリ医療の

り分けておりますが、最近

の後任として千葉東病院院

法人国立病院機構千葉東病

リハビリ）科教授に就任致

がら、純粋な彼ら学生の教

りました。脊椎外科に興味

必要性や、まだまだやるべ

では、周術期早期にリハビ

長を拝命致しました。当院

院に移行し、今年が

しました。

育を行うと同時に、生命科

があり、東大の脊髄診にも

き事の多さ、可能性を多く

リを行って退院を目指すと

は千葉県に４つある国立病

学生は自由な雰囲気の中で

学の核心に迫れるようなサ

所属しながら脊椎手術に明

秘めた分野であることに惹

いう流れになっており、帝

院機構（ＮＨＯ）病院の一

新 井 公

トの基幹病院としての機能

を果たしています。

床、重

中心に（高度）急性期機能

ており、地域医療連携室を

リハビリの依頼に対応して

床、慢性

病床機能としては、急性

期 床、回復期

期２３０床（結核

佐倉病院（明治７年創設の

心１２０床含む）で運用し

東京鎮台佐倉営所病院が母

病院と連携を深めてまいり

年３月に国立
件ほどあり、

他科からのリハビリ依頼が

ます。紹介率は ％、逆紹

介率は

％です。在宅医療

60

に積極的に取り組んでおり、

80

院（昭和

年目

年創設の傷痍軍
年４月１日より、

55

12

体）と国立療養所千葉東病
平成

に対して、セーフティネッ

イエンスを、また臨床応用

け暮れていた時、当時、東

かれ、リハビリ医を目指す

京大学でも多くの科からリ

（独法）
国立病院機構
院長

に繋がるイノベーティブな

大では後縦靱帯骨化症の原

ようになり、東大でリハビ

ハビリ依頼が出るようにな

千葉東病院

研究を展開できるよう誠心

因遺伝子の解析が始まって

リ医としての研鑽を積んだ

27

各科での入院患者さんの

努力して参りたいと思いま

おり、３００人ほどのサン

後に、縁あって平成 年７

98

25

50

人 （金沢大・昭 ）

す。ご報告させていただき

プルを集めたところでその

16

13

70

年より就任することと

ました御礼と共に、これか

解析をしようということに

文武両道の学生生活を謳歌

年７月１日付けに

て帝京大学医学部附属病院

平成

12

学の精神「自主自学」の下、 リハビリテーション（以下

52
20

57

らの同窓の諸先生のご指導

23

26

ご鞭撻を心よりお願い申し

26

20
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急性増悪時にいつでも対応
資本としての医療を守り、

していますが、社会的共通
もに疾病構造も変化し、現

なっております。時代とと

まいりたいと思います。

守るべく誠心誠意努力して

はありますが、地域医療を

ころです。もとより微力で

とも引き続きご指導、ご支

申し上げるとともに、今後

この場をお借りしてお礼を

県内でも教少ない児童精神

の受入を行う精神科、また

身体疾患を持つ精神科患者

協力をいただいております。 髄移植数を誇る血液内科、

す。持続可能な形で医療を

できる体制を整えています。 提供するためには健全な経
た生活習慣病の患者さんが

科病床などを有しており、

次世代に伝えてまいります。 在は高血圧・糖尿病といっ

これらの特色を生かして千

院改革プランを実行中であ

現在、第３期千葉市立病

と思っております。

葉市民の皆様に貢献したい

援をいただきますようお願

営が必要です。医療を取り

な同窓会の諸先生方からは

い申し上げます。

巻く状況は日々厳しさを増

以前より温かいお言葉、ご

このような中で、ゐのは

現在の当院はいすみ市・

多くを占めております。
大多喜町・御宿町の１市２
町よりなる組合立の病院で
す。構成市町は千葉県内で

千葉市立

地域の一つであり、医療面

も多くの市民に提供する」

明 （旭川医大・昭 ）

病院長

また難病支援センター、療

俊

いすみ医療センター

国保国吉病院組合

育指導室を活用して種々の
相談に対応しています。
当院の特長の一つに臨床
研究部の併設が挙げられま
す。ＮＨＯのスケールメリ
ットを活かした多施設共同

伴
ぼす役割の研究にて学位を

でもそのニーズに合わせた

ために職員一丸となって頑

のもと「市民が必要とする

安全、安心な医療を一人で

甲状腺の臨床・研究が私の

ご鞭撻のほどよろしくお願

おいては今後ともご指導、

ゐのはな同窓会の皆様に

いすみ医療センター病院長

内分泌代謝科に勤務、さら

当院の特徴である急性期病

り、齋藤康病院事業管理者

取得いたしました。その後

年間国吉病院（現いすみ医

院長

度契約額約１・５億円）の
米国国立衛生研究所の

療センター）に勤務し、大

青葉病院

ほか、マウス、ラット、イ
先生の研究室へ留学し、甲

張っております。

も最も少子高齢化の進んだ

ヌなどを用いた動物実験、

状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ） 棟・療養病棟・介護老健施

学にて内分泌学の臨床及び

研究、各種治験（平成 年

細胞や遺伝子を扱う分子生

設そして訪問診療を有機的

恭 平 （昭 ）

物学的基礎研究を行ってい
受容体の構造に関する研究

Kohn 対応が求められております。

ます。ＮＨＯ病院の中で常
にトップクラスの業績を維

ります。しかし医師不足の

持し成果を国民に還元して

生涯のテーマとなっており

慢性的な常勤医師不足・看

院も例外ではありません。

たゐのはな同窓会の皆様に

これまでお世話になりまし

い、青葉病院に移りました。

病院長に就任いたしました。 葉病院への移転、開院に伴

持ちまして、千葉市立青葉

青葉病院では平成

年より

マネージメントを行い、ま

１期生が研修を始めており

内分泌研究室に入り、代謝・

当時田村泰先生の主宰する

はじめとする感染症の診療

されました。当時は結核を

すみ市（旧夷隅町）に開設

の研修後大学の教室に戻り、 保組合立国吉病院としてい

学附属病院、国立柏病院で

が主体であったと聞いてお

看護師の確保が最重要課題

しております。今後も医師・

を受け、日常の診療を維持

院から専門医師の派遣支援

ー・亀田総合病院・塩田病

の千葉県循環器病センタ

から４年まで米国ノースカ

と学位を取得し、平成元年

平井愛山先生のご指導のも

吉田尚教授、田村泰先生、

病院です。今年の

台と市民の救急医療を担う

急車受入台数が約４０００

内分泌研究室に入りました。 域中核病院であり、年間救

君津中央病院で研修を積み、

新救急棟も完成予定であり、

青葉病院は、千葉市の地

月には

できるものと思っておりま

い申し上げます。

ます。
平成７年よりいすみ医療

護師不足が続いております

年に旧千葉市立病

を拝命いたしました。ゐの

センターの前身である国保

が、近年その傾向は特に顕

に平成

はな同窓会の諸先生方には

国吉病院へ勤務、平成９年

慎んでご挨拶申し上げます。 内科部長として内科全体の

深刻な外房地区にあって当

質の高い医療を継続する

より姫野雄司前院長の下で

著となっており、以前から

年に青

私は昭和 年に旭川医科

副院長として働いてまいり

院に異動し、平成

大学医学部を卒業し、当時

ました。

学医学部を卒業し、第２内

ます。その他、当院主催の

内分泌の臨床の研鑽を積む

ります。平成 年に新病院

育に尽力しました。

腎疾患研修会や摂食機能向

と同時に基礎的研究をさせ

への移転に伴い名称を「い

胞増殖と

14時20分から（予定）

います。
日頃よりご指導いただき心

育）が欠かせません。千葉
の千葉大学医学部第二内科

科（現在の細胞治療内科学） 期研修医、後期研修医の教

上研修会は毎年全国から多

ていただきました。平井愛

どのような対策で地域医療

（千葉大学西千葉キャンパス）

より感謝申し上げます。

県のＮＨＯ４病院では本年
学教室（故吉田尚教授）に

私は、昭和 年に千葉大

度から初期臨床研修プログ

大学医学部・東邦大学医療

に入局後、千葉大学病院、

ご支援いただいている千葉

ラムとして４病院連合臨床

センター佐倉病院・日本医

た臨床研修委員長として初

いすみ医療センターは昭

科大学に加え、最近は近隣

経済学者の宇沢弘文先生

山先生指導の下、コレステ

さらに充実した医療を提供

研修プログラムを立ち上げ、 入局いたしました。千葉大

年に国吉町外５ヶ村国

は、
「ヒポクラテスの誓いの

ロライナ大学に留学し、細

数の参加があります。

もと医療を行ったとき、医

すみ医療センター」と改め、 であることは間違いなく、

す。その他、県内有数の骨

について研究
PI3K
を行いました。帰国後、１

10
を守るかを模索していると

日時：平成27年11月21日（土）

15

18

ロールの細胞内転送蛋白の

21

48

千葉大学校友会総会のお知らせ

14

学的最適性と経済的最適性

和

57

の両立は可能か？」という
難しい問いを出されていま

92

場所：千葉大学けやき会館大ホール

ためには、臨床・研究のほ

年４月１日付けを
27

かに、医療従事者の育成（教

平成

研究を続けました。その後

山 本

57

平成７年より君津中央病院

年４月１日付けで

58

の実践がますます重要とな

平成
27

を行いました。これが縁で、 に結ぶ、地域包括型の医療

26
一つである sterol carrier 一般病床 床、感染病床４
proteinの2動脈硬化におよ 床、療養病床 床の構成と

24
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近況報 告

東京大学医科学研究所
先端医療研究センター

年にＴＲ・

等製造、研究倫理、利益相

産権、非臨床試験、医薬品

係を築いていければと思っ

ており、今後益々の協力関

来る機会を与えてくださっ

になり、平成

「医療安全」にも携わること

反管理、個人情報保護等関

私は平成元年に千葉大学
治験センターと医療安全管

ております。

しております。
医学部を卒業後、第一内科

連する項目は年々増加する

の報告につきましてゐのは

最後になりますが、今回

理部に分離されるまで医療

な同窓会事務局にご連絡の

局し、内科ローテート研修、 安全業務も担当しておりま

附属病院は臨床研究中核病

労をとっていただきました

一方です。千葉大学医学部

（当時、大藤正雄教授）に入

院に指定されており、医科

加藤直也先生（昭和

先端医療開発推進分野 教授
現在支援を行っているシ

研同様シーズ開発に力をい

した。

れておられます。臨床試験

旧第一内科先輩、現医科研

栃木県厚生連石橋総合病院
ーズには、再生医療、腫瘍

先端ゲノム医学分野）に深

勤務を経て第一内科血液グ
溶解ウイルス療法、遺伝子

部長の花岡教授は彼が研修

孝 （平元）
ループで血液疾患診療に携

医としてローテートしてき

文
わりました。平成６年から

治療、核酸医薬等新規のも

村
は 講 座 制 で は な く、 そ の

のが多く、参考とするべき

E-mail：geka1@hirosaki-u.ac.jp

長
時々のテーマに合わせて研
は医科研の病態薬理研究部

及び分化に関する基礎研究

年卒

究者を招聘し、研究者の退

を行い、平成８年からは千

弘前大学大学院医学研究科胸部心臓血管外科

官等によりその研究室は閉 （当時、浅野茂隆教授）で血

医薬品・医療機器等の開発
葉大学保健管理センター

〒036-8562 青森県弘前市在府町5

謝いたします。

対象候補（シーズ）を大学

問い合わせ先

た時に私がオーベンであっ

同窓の先生方、本来なら
等のアカデミアに求めるよ

として勤務いたしました。

うになっており、国は基礎 （当時、長尾啓一教授）助手

品局（ＦＤＡ）に留学いた

http://www.setsunan-t.com/sip_project/sys/forum_fukushima/

た関係もあり、千葉大学に

ば就任の挨拶として報告さ

この間、臨床研究への興味

しました。ＦＤＡでは抗が

申 込 方 法：WEB にて事前申し込みをお願いします。

資料が乏しい状況で苦労が

せていただくべきところ、
研究から承認あるいは医療

から東京大学生物統計学教

て、シーズの発掘と開発支

ん剤部で医系審査官として

費：無料

耐えません。また、知的財

私の怠惰にて時間が経過し
技術としての定着までの全

援を積極的に進めておりま

治験や承認の審査業務を担

中越大震災での病院被災経験

液診療とレチノイドと白血

ましたゆえ、近況報告とな
過程を通じた支援を行う拠

病研究所として設立され、

す。シーズ開発支援には各

当するとともに、抗がん剤

東日本大震災での病院被災経験

鎖となるプロジェクト型の

りましたことをまずはお詫

本郷、駒場、柏キャンパス

種法規・規制と実際の現場

第一相試験デザイン検討と

東日本大震災での福島県の経験

運用を行っています。近年、 病細胞のレセプターの機能

び申しあげます。

室（当時、大橋靖雄教授）
に出入りしていましたが、

点形成を進めています。医

とは別に港区白金台に位置

との調和を進めるレギュラ

抗がん剤承認根拠解析のプ

災害医療フォーラム in 福島
病院からの全患者避難：経験から学ぶ

61

Fax 0172-37-8340

Tel 0172-39-5074

福田幾夫

鵜飼卓先生
兵庫県災害医療センター顧問
総合討論・司会

私が勤務いたします東京

しています。がん、感染症

トリーサイエンスが必要と

ロジェクトに参加し、審査

師：（予定、演題名未定）

大学医科学研究所（医科研） 科研はトランスレーショナ

等の難治性疾患を対象とし

なります。これを推進しシ

学の後、医科研に戻り、帰

講

年より米国食品医薬

た最先端の研究と医療を進

ーズ開発を促進することを

国後間もなく先端医療開発

所：ザ・セレクトン福島西館３階「安達太良」

平成

めることを目的として附属

月に教授を拝命いたしまし

を安全に進めるために設立
場

ルリサーチ推進の拠点とし

病院を有する我が国最大規

資料等を取り纏める機会に

た。また、治験とトランス

された医療安全管理部の所

恵まれました。２年半の留

目的に先端医療開発推進分

医科研には旧第一内科血液

レーショナルリサーチ実施

属となりました。名称通り

田村圭子先生ハリケーンサンディでのニューヨーク市の避難
新潟大学

佐藤和美先生
小千谷病院元看護部長

阪神淡路大震災の火災からの病院避難経験
高橋玲比古先生
高橋病院

石木幹人先生
陸前高田病院

横山斉先生
福島県立医科大学

福田幾夫先生
弘前大学
司会

模の生命科学研究所として

グループの先生方を始め、

支援と管理を目的とするＴ

の位置づけとなっています。 野が設置され、平成 年

多くの先生が勤務されたこ

Ｒ・治験センター長を兼務

時：平成27年11月29日（日）13：30〜16：30

は、北里柴三郎により伝染

26
日

10

とがあり昔から深い関係が

12

あります。医科研の研究室

象：医療関係者

対

加
参

23
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ゐのはな同窓会各地区会長挨拶
信州ゐのはな会 長 を 引 き 受 け て

ました。それまで木曽地域
は電車で通過することはあ
っても、立ち寄ったことも、
住んだこともなく、知人も
友人もいない全く初めての
地でした。院長として赴任
したこともあって、地域の

智 仁 （昭 ）

北陸ゐのはな同窓会の
会長を引き継ぎました
北陸ゐのはな同窓会
新会長 浜 崎

に千葉大が入っていたこと

もあり、千葉大から来られ

た教授クラスの先生方（前

記の片山先生、辻先生の他

に、窪田靖夫先生、寺澤捷

年先生）のすごい活躍は目

を見張るものでした。
赴任後最初の数年は同窓

開いても６〜７名というこ

をたどり、一時は同窓会を

葉大出身者数が減少の一途

その後世代が変わり、千
会を開くと、以前より富山

助けて頂きました。

にいらっしゃったすばらし

病院に挨拶周りをしたので
一人、松本地域で一人、同

ともありました。ただ、医

井上駿一教授（昭 ）のも

たが、脊椎外科を専攻し、

分化してはおりませんでし

の整形外科は今ほどに専門

なぬくもりがこみ上げてき

会いした時は素直にほのか

ともない方々でしたが、お

までお付き合いしていたこ

り仰せつかり、少々慌てて

会の会長役を辻陽雄先生よ

先日、北陸ゐのはな同窓

した。当時の会員には富山

が、それは賑やかなもので

や宴会場で開催するのです

宴会となり、富山の温泉宿

性が徐々に集まるようにな

強い千葉大出身者、特に女

から、看護学では圧倒的に

学部看護学科ができたこと

すが、その時、木曽地域で
窓の先輩の先生にお会いす

い先生方を含め 人以上の

斉 （昭 ）

間のインターンの後、整形
ることができました。それ

坂

外科に入局しました。当時

「長野縣猪鼻会」と称され

私は昭和 年卒で、１年

46

とで

信州ゐのはな会
新会長 宮
42

ていた昭和 年ごろ、松本

30

42

脊椎も関節も手の外科も外

至るまで、ゐのはなの台地

が、学生時代から社会人に

ることができました。これ

た。大学での診療と異なり、 感が漂い、安心して会話す

親に会った時のような安堵

ていた実家に帰ってきて両

ましたし、長い間留守にし

だと理解しています。

とかでそのようになったの

のですが、順番とか、住所

うな小物が出る番ではない

き継がれており、小生のよ

山喬先生のあと辻先生が引

います。それまでは、故片

創設する際の幹事校４大学

りました。さらに、大学を

っしゃり、非常に活気があ

性豊かな強者が何人もいら

より富山大学）創生期の個

医科薬科大学（２００５年

前列：星山圭鉱（昭 ）
、辻

写真右から

に努力致します。

きが戻るよう、小生もさら

のと思われます。往時の輝

り、今後も増加していくも

年間研鑚に励みまし

のことを思い出しました。
傷も全て一人でこなさなけ

で知らず知らずに紡がれて

た。そして、昭和 年長野

当時の長野縣猪鼻会は毎年
ればならないのでストレス

で元会長である百瀬孝男先

開催されており、活発に活
が大きかったのですが、手

へ来たのは

年で、今は聖
隷佐倉市民病院と変わりま
院から移ってきました。富

じてお互いの意思疎通を図

誌の発刊など情報交換を通

常に心強く思いました。ま

先生、舘﨑慎一郎先生）
、非

生が二名もおり（今田屋章

でした。何と、小生の同級

陽雄（昭 ）
、

）
、田村

夫（昭 ）
、加

大看）、稲葉英

ともみ（千葉

大看）、長谷川

須賀子（千葉

（昭

後列：山田均

顕（平４）

（昭

）
、小宮

）
、浜崎智仁

布施秀樹（昭

33

県立須坂病院に就職しまし

動されていたことを窺い知

いた、目には見えない大切

山で驚いたのは、地方都市

な絆なのだろうかと思い至
先輩の先生方が築きあげ

とはいえ、かなりの規模の

り親睦を深めることで、何

平成 年内藤威先生（昭 ）

51

生（昭 ）にお会いした時

ることができました。また
の外傷、特に切断指の再接

てきた「信州ゐのはな会」

ゐのはな同窓会があること

時までも若々しさを維持し

た、元第二内科教授の熊谷

44

46

小生が富山医科薬科大学

百瀬先生は玄人はだしの

アスパラを切りそろえる器

も世の流れと同様高齢化の

したが、当時の国立佐倉病

械で指先を切断）再接合に

波が及んでおりますが、会

りました。

成功した時は、大学時代に

子どもの切断指（収穫した

「手品師」でもありました 。 着 で は 、 小 さ な ２ 〜 ３ 歳 の
その後、昭和 年に熊谷信

マイクロサージャリーを身

夫先生（昭 ）が会長に就
きにわたり会の維持・発展

任され、平成 年までの長
に尽力され、平成 年に会

こうして、自ら選んで就

朗先生が副学長・病院長を

の名称は「信州ゐのはな会」 につけていた自分に感謝し

職した須坂病院で定年まで

絆を守っていきたいと思っ

に改称されました。その後、 ました。
が会長に就任されましたが

ています。

年、県の指令で県立木曽

務められており、いろいろ

働くつもりでしたが、平成
病院に転勤することになり

北陸ゐのはな同窓会と布施秀樹教授の退官記念の会（3月20日）

57

体調を崩され、今年３月私

48

48

）

藤 智 規（ 平

54

12

24

が会長職を引き継ぐことに

24

なりました。

15

13

63

28

83

6
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は
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受章の挨拶
旭日大綬章

ＭＡＴはＪＭＡＴとともに
各地で目を見張る活躍を重

すでに医療財源も逼迫する
事態となっていました。

師会病院の移転新築、救急

ら私が退任してから、様々

昭和

年の本土渡航時、昭

和 年の帰沖時はパスポー

和 年５月に日本復帰とな

トを要しましたが、翌年昭

告示病院として発足のため、 な軋轢から同病院は安房地

域医療センターとなりまし

民会議、医道審議会、他の

ゐのはな同窓会会員である

され、今回の受章に至った

藤正雄教授、稲垣義明教授、 ８年間在位したことも評価

私の要請に応じ、当時の大

と思われます。

会議長として平成

せて、千葉県医師会代議員

診療を開始しました。イン

病院に脳神経外科を開設し、

国・県並びに地域からの多

審議会、委員会に参画しま

奥井勝二教授の全面的な御

今後は、今回の受章の対

このような事態の打開に

した。以上が今日までのあ

援助により、内科・外科の

象にもなった学校保健の分

ターン、レジデントは院内

年に司法保護司を拝命し更

取り組みました。平成４年

年春、地元の社団

に墨田区医師会長を拝命し

昭和

も旭日大綬章受章の栄に浴
ました。区防災会議、保健

旭日双光章

旭日双光章を受章して

この栄誉は、今日の医療

目指す都医師会事業の重要

政策提言を行い、具現化を

の推進に取り組みました。

旭日双光章を拝受致しまし

このたびの春の叙勲で、

制の問題点（１１９番通報

安房郡市の救急医療提供体

努め、特に平成元年

月実
施された第一回千葉県医療

分以内に医療機関に

実態調査で明らかになった、

から

当時沖縄県に脳神経外科

済となりました。

はなく、昭和 年 月に救

急患者が最も多い県立中部

から高い評価を戴きました。 おりますので、今後も宜し

てず不安感を抱きながら続

ておらず、診断に自信が持

まだＣＴ、ＭＲＩは普及し

くご指導ご鞭撻お願い申し

実践に尽力したいと考えて

あげます。

名態勢で発足出来、内外
関係した皆様に衷心より感

市で開業しました。しかし、

ＣＴ、ＭＲＩを導入し浦添

指す診療を行うため念願の

でした。その後、自分の目

けた５年間の診療は不自由
謝申し上げます（残念なが

旭日双光章

叙勲によせて

その頃から現在も悩まされ

医師、看護師、薬剤師、放

ていることが人材不足です。

射線技師、理学療法士、介

進 （昭 ）

は叙勲に値する事をした記

嶺 井

憶はなく、日常の診療を続

で人材不足で、医療人材の

けただけだという思いです。 護士等ほとんど全ての分野

年４月、沖縄県の

現在、高齢社会を迎え、

養成について行政の見通し

昭和

私は救急医療から高齢者の

復帰前で米軍の統治下であ

を補充すべく琉球政府派遣

医療やリハビリに仕事をシ

は充分ではないように思い

の国費留学生として、私は

フトし、年金が今後厳しく

ます。
双光章を受章させて頂き、

千葉大学医学部に入学しま

ったドル経済時代に、第二

これまで育てて下さった千

した。そして、牧豊筑波大

次世界大戦で失われた人材

葉大学医学部はじめ、お世

なりつつあるので経済の事

年春の叙勲に旭日
・８％）に着目

・４％で県下最低、千葉

話になった方々に心から感

も勉強し、将来に備えてお

平成

し、安房医師会長、安房地

学元教授の薫陶を受け昭和

第二解剖学教室に研究生と

年、日本大学にご縁が有り

京マラソン組織委員会など

議会、社会福祉審議会、東

講師）のご指導を戴きまし

し、高見澤裕吉先生（当時

て、その改善策を盛り込ん

県平均は

域保健医療協議会会長とし

謝申し上げます。

年９月日本脳神経外科認

ります。そして、これから

定医として帰沖しました。

収容されるまでの割合が

りパスポートは不要で円経

て政策提言、実現していく

らましですが、ここに改め

常勤医の倍増。学生時代か

に住込んで夜間の急患に対

ねています。今後も医師会

大な補助金獲得に奔走。又、 たが、救急医療は堅持）
。併

ことが最重要な責務と考え

て、掉尾となりますが長年

らの友人である守屋秀繁教

野で、県医師会及び安房医

取り組み、国の社会保障国

ました。

ご支援、ご指導頂いた各位

師会学校保健委員として、

は医学医療の専門団体とし

生保護事業に参加しました。 会長に就任しました。当時

に、深く感謝申し上げ、千

授、伊藤晴夫教授の強力な

しました。５月８日家内を
所運営協議会等に参画しま

木

界において臨床、教育、研

性を痛感しました。平成５

た。千葉大学を昭和 年に

青

修、研究、医政などに日夜

年日本医師会生涯教育委員

月千葉大学産科婦人科教室

年から

は全国的に高難度の医療を

御支援による、整形外科・

人 （昭 ）

担う医師が意欲を失い、地

葉大学医学部関係各位、ゐ

応してくれました。当時は

祥

域の医療が後退し、医療崩

子供たちの健康教育とその

伴って皇居に参内し、宮殿
した。東京都医師会の地域

心血を注がれる全ての方々

会、産業保健委員会、社会

年４月に東京都医

委員会などに参画しました。 ターンを経て、昭和 年４
平成

11

澤

法人墨田区医師会の理事に

壊、医療危機などと言われ、 のはな同窓会の皆様の限り

泌尿器科の新設で、常勤医

旭日大綬章を受章して
唐

招聘され、感染症対策、大

ない盛栄を祈念致します。

松の間の親授式において、
医療推進委員会委員に就任

平成 年４月に日本医師

規模事故・災害対策、環境
社会問題化しました。また

天皇陛下、御自ら旭日大綬

の御顕彰であることを肝に

卒業、国府台病院でのイン

安房医療圏の医師会役員と

昭和 年から平成 年迄、

開業しました。

謹 （昭 ）

問題、公衆衛生事業などに

章を賜り、安倍内閣総理大
法人東京都医師会の理事に

臣より勲記を拝受しました。 しました。平成７年、社団
次いで大綬章を佩用し、天

32

46

47

今回の受章は全く思いが

た。千葉県立佐原病院を最

して入学しました。昭和

46

14

けないことで、これまで私

策定し、老朽化した安房医

に参画しました。またＡＥ

師会長を拝命し、都医療審 （ 御 園 生 雄 三 教 授 ） に 入 局

して地域医療の充実向上に

銘じております。

保険研究委員会、日医年金

千葉大学医学部を昭和
年に卒業後、社会福祉法人
同愛記念病院内科に研修目

10

だ安房地域保健医療計画を

82
後に、昭和 年安房郡丸山

的で赴任しました。昭和

30

38

18

町（現南房総市）に帰り、

46

55

36

37

20

平成 年４月 日図らず

43

自然災害に対応する東京Ｄ
年日本大学兼任講師を、

44

27

36

29

皇陛下に拝謁いたしました。 就任し、東京都と医療行政

14

49
15

43
48
52
57

32

55

27

年秋医学博士の学位を頂き、 Ｄの設置推進と重大事故や
54
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は微力ながら今までお世話
になった方々に恩返しいた

瑞宝小綬章

鳥

したい所存です。
定年に伴い、先生と共に当

が、昭和 年、久保教授の
定年まで、病院機能の拡充

た。そして平成

自由にあふれ、芸術的環境

た。研究室は優れた同僚と

職を得て６年半過ごしまし

新興再興感染症の勃発と時

年在籍しました。入所後、

で応募、免疫部長として長

生命医科学研究センター

０１３年より改組後の統合

を続ける幸運に恵まれ、２

年３月の

時計画の進む千葉市立海浜 （全国の小児専門総合 病院

診連携、オープンシステム、 の叙勲の栄に浴する事がで

は、その建設理念である病

に移りました。海浜病院で

立のため大学を辞し千葉市

和院長、昭 ）の小児科設

病院（昭和 年開院、村上

実した 年を送り、この度

２年）等々、個人的にも充

担当、総務担当理事など各

日本小児科学会理事（広報

の責任遺伝子の同定を目指

えて帰国。Ｂリンパ球分化

の

り自由な研究をして良いと

代でしたが、谷口克先生よ

で初めて機能評価に合格）
、 は身近にあり忘れがたい時

化からワクチンの基礎であ

自身の研究もＢリンパ球分

成果の積み重ねに苦労し、

転換し、研究部の舵取りと

ＤＣを念頭に置いた運営に

体医薬の開発研究を行って

血病の治療を目的とした抗

ダーとして、急性骨髄性白

薬抗体基盤ユニットのリー

ーディネーターとともに創

羽

これこそ皆様のご指導・

ガン化増殖させるが高温度

し、低温度で幼若Ｂ細胞を

が何度かありましたが、社

しました。他所ヘのお誘い

る免疫記憶の研究にシフト

いをしてから何十年後、原

血病で亡くなられ無念の思

います。多くの若い方が白

きました。

で脱腫瘍化、再分化を許容

代の要請から、研究所はＣ （小安重夫センター長）でコ

公開カンファレンス（現在

瑞宝小綬章を受章して

診療科を支えて下さった千
まで２３０回）の基礎づく

ご支援の賜物と心より感謝

長として外来診療に従事し、

挙を頂いて転任いたしまし

美仁男教授（昭 ）のご推

日々過ごしております。

申すまでもなくこども病

担う事になり、その時に与

特別講演のお仕事の一部を

学会にて吉田先生のなさる

国立感染症研究所（感染研）

たちと研究を行っています。 先生の大学院生となり卒業、

所で研究室を持ち、若い人

現在幸いにも理化学研究

いる西ドイツケルン大学附

の免疫学に惹かれ多田富雄

進みました。しかし黎明期

だいた吉倉廣先生のお勧め

ルス研究手技をご教授いた

レクターとして７年間研究

記憶研究室のグループディ

坪井 秀一

昭

寄附者ご芳名

新ゐのはな同窓会館

点に戻りました。

申し上げる次第です。

をいただき希望に燃
oﬀer

葉大学の各教室、さらには

剛 （昭 ）

東京女子医科大学・昭和大
応しきれなかった幾つかの

現在は、千葉市稲毛区の

する温度感受性
会に必要とされる感染研の
Abelson
変 業務はやりがいがありまし
Murine Leukemia virus

事の途上、こども病院の診

た。

部門につきご支援頂きまし

異株を初めて獲得し、研究

定年退官後、理化学研究

翆明会山王病院（谷嶋つね

開始の弾みとなりました。
病児との関わりを大切に

院長、昭

玉医大小児科教授として栄

）が埼

昭和 年に開院して
転され、私はその後任に新

京高校の後輩、昭

局のご推挙を受け、本年春
年目の、ひとで言うと思春

〜

療部長佐々木望君（都立文

）にて小児科部

所免疫アレルギーセンター

期の前半にあたる成熟過程
の良い時期に院長職にあっ

ました。５月
た事は、私にとりまして幸

瑞宝小綬章

忠 （昭 ）

院は、小児専門の総合病院

えられたテーマ「小児のＩ

から叙勲推薦のお話があっ

叙勲を受けて
利

に一度とありがたくお受け

し、躊躇しましたが、一生

森

において勲記・勲章の伝達

学を卒業し、インターンを

室では、吉田亮講師（元千

いたしました。

として特殊で高度な小児医

ｇＧ代謝」が私の学位論文

竹

を受けたのち皇居豊明殿に
年に千葉大

終えて翌 年、久保政次教

私は、昭和

事由は、平成 〜 年の５

賜りました。受章の最大の
年間、私が千葉県こども病
）の小児科学教室

は偏に、当時の千葉県こど

ルギー研究班に所属し、２

葉大学学長、昭

事であると思います。これ （大学院）に進みました。教
も病院の医療職・事務職ほ

私は卒業後、研修医とし
て白血病治療に携わり、病

療を提供する事が最大の使

になりました。小児科学教

気の本態を知ろうと基礎に

命であります。その目的の

属遺伝学研究所で研究員の

教授が率
Klaus Rajewsky

ため千葉大学小児科学教室

た時には、自分の年に驚愕

保教授会頭の東日本小児科

年後に千葉市で行われた久

）のアレ

か全職員の地道な努力に支
えられて得た充実の５年間

46

室では 年間過ごしました

の賜物です。

23

は勿論、こどもの外科系諸

13

生研究所）へはレトロウイ （谷ロ克センター長）で免疫

感染研（当時国立予防衛

11

35

いでした。

33

日、厚労省

41

た。これらを考えるとき、

副院長としてそれらの仕

りに邁進しました。

16

学ほか千葉大学では充分対

17

52

32 58

の叙勲で瑞宝小綬章を賜り

15

この度、私は千葉県病院

38

11

授（昭

38

院長を大過なく勤め終えた

39

13

16

39

63

おいて天皇陛下のご拝謁を

12

11
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会
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は
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受 同
定

謙 （昭 ）

に関心を持ち、また実力が
ある人は研究の道を選ぶと

田邦男著「ガン回廊の炎（講

背景・内容については、柳

窓会賞功労賞をいただく光

このたびは、ゐのはな同

ました。衛生行政は一言で

行政の道を選ぶことになり

授のお奨めがあって、衛生

ら、卒業時に柳澤利喜雄教

究会に在籍したことなどか

私は学生時代に社会医学研

可欠です。大学や医師会な

いくうえで、行政の力は不

その成果を社会に適用して

べて組織的大規模な研究と

精神神経疾患にしても、す

器疾患などの生活習慣病や

も、さらには、がんや循環

どの難治性疾患対策にして

に詳述されています。また、 深い疑問を抱きました。

開業医になっていた私に

数のご意見を伺うという対

たって意見交換ができまし

当事者の方々と長時間にわ

た。東京・練馬での講演は、

トリソミ

ーの乳児が在宅に移行する

多発奇形を伴う

総合病院から連絡が来ます。 会では、会の前日から障害

の自立障害者が主催の講演

柳田邦男著「ガン回廊の朝 【２０１１年の トリソミー】 話型になりました。宮崎市
（ 講 談 社・１ ９ ７ ９ 年 第 ９
刷）
」には、市川平三郎先生

ので、地元の主治医になっ

永

正 訓 （昭 ）

両親は愛情深く我が子に

接していましたが、重度障

市民グループの立ち上げに

つながりました。

つかの障害児の家庭も訪問

し、さらに、その他のいく

私は自宅への訪問をくり返

をはかりかねていました。

要があります。受容の道の

児の受容について考える必

性を論じるためには、障害

加速しています。その倫理

障害胎児の生命の選別が

害児を授かったことの意味 【現在】

して、障害児を受容するこ

解し、命の多様性をどう尊

りとはいかなるものかを理

重していくかは、医療従事

との意味を突き詰めていき

ました。

者に限らず、誰にとっても

松

松永クリニック小児科・小児外科
院長

会と交流を持つことになり

その乳児は予期に反して

【２０１３年の運命の子】

極めて大切なことです。

ます。
研修医の時に、腹壁破裂

【１９８８年の腹壁破裂】

成長を見せるようになり、

かの大学の教壇に立つこと

やがて２歳になります。母 【未来】

です。一般教養を学ぶ若い

の新生児の治療に加わりま

てくれた」と誇らしげに語

学生を相手に「命と倫理の

した。根治手術の終了後、
千葉大学医学部を卒業後、 しようとしませんでした。

ってくれました。短命の定

夢があります。それは、
奇形の子は育てられないと

めにある子を授かった意味

ふたたび教官となってどこ
いうのが理由でした。私に

親は、
「この子は幸せの意味
小児外科教室に入局し、

とって、生命倫理について

を教えるために生まれて来
学生諸君の取材を受ける機

年間にわたって約１８００

家族はその赤ちゃんを受容

から─」ということでした。 ２００人を超える医師であ

人の子どもに外科治療をお

具体化をはかるというよう

し財政当局を説得し事業の

いもかけない名誉なことで、 を発掘し、政治にアピール

ａｎａ２００４〜２００５』 人の小児がんの家族と共に 【１９９３年の食道閉鎖】

取材した結果を『Ｉｎｏｈ

こないました。また２０３

新生児科からの要請で、

きた記録を本として上梓し

なったのです。その子が生

瞬間に私は立ち会うことと

考えるきっかけとなります。 を、母親なりに理解できた

が来ることを願っています。

気持ちがあり、そうした日

授業」をしてみたいという

ただただありがとうござい

食道閉鎖の赤ちゃんに食

ましたという一言につきま

歳の時に大病を

闘病し多くのことを学びま

２００６年に開業医となり

お一人、松本晴樹君（平 ） 患い退職を余儀なくされ、
は現在、厚生労働省医政局

賞を頂き、この本をきっか

小学館ノンフィクション大

は術後一カ月で亡くなり、

になります。その赤ちゃん

療は一切しないという方針

演会は、市民の皆様から多

て頂きました。これらの講

講座に呼ばれて講演をさせ

５つの勉強会や市民公開

流】

した。後日、染色体検査で 【２ ０ １ ４ 年 の 市 民 と の 交
トリソミーと診断され、
はまだこれからという環境

けに大小さまざまな市民の

短命であるという理由で治
にあります。大学全体とし

回

ました。
「運命の子・トリソ
プはサムス大佐（医師、後

て、また個々の医療人とし

ミー」という作品で第
に准将）で、日本の衛生分

全国の大学の中でも千葉

で頑張っておられます。

ました。

したが、
合国軍の占領下で厚生省の

年、敗戦により連

な仕事をしております。

技術行政が大きく飛躍しま

昭和

す。今回の受賞は公衆衛生
事に光をあてていただいた

特に衛生行政の分野での仕
ことで、私のみならず、こ

した。

18

18
野における技術行政の改革

ＧＨＱの関係部局のトッ

の分野で仕事をしている同
僚諸君にとっても大変好ま
しいことであると思うもの
医学部を卒業すると臨床

です。

20

道・食道吻合をおこないま

という冊子にまとめておら

19
れます。その時の取材者の

私にとってはまったく思

会がありました。学生諸君

【はじめに】

て欲しいという依頼でした。 生命の尊厳と倫理を考える

二重造影法の研究』につい
ご関心のある方は両方

て詳述されています。

象に残っている仕事である （昭 ）チームによる『Ｘ線

私が在職中に担当し、印

思います。

いただけるとありがたいと

に大きな力を発揮しました。 て、衛生行政に目を向けて
日本側のカウンターパート
は勝俣稔（「日本公衆衛生の
父」として位置づけられた）
を中心とする技官集団でし
た。日本の衛生行政の専門 「対がん カ年総合戦略」の
性が低いことを指摘して、
談社・１９９２年第

栄に浴し、同窓の皆様、特
云えば、広い意味での保健

どの専門機能との連携は当

刷）
」 共々お読みください。

大改革を進め、衛生３局の

に選考に当られたご関係の
医療全般にかかる行政の分

社会貢献賞

トップに医師を据えるよう
例えば結核にしても、そ

にしたのです。
の他の感染症にしても、筋

皆様のご厚意に心から感謝
野です。中央で云えば現厚

然のことです。

いうことが一般である中で、 ジストロフィーやＡＬＳな

表彰の銘は「多岐にわた
生労働省がその中心で、今

13

13

が、各研究室などを回って

申し上げます。

日では約 以上の大学から

23

る行政官がその分野で課題

２００４年ころ、本学の

る課題解決型の公衆衛生活

北

て
31

動の実践─衛生行政の現場

名誉会長

せ

の道を選ぶ、あるいは研究

㈶日本公衆衛生協会

川

に 会
40

62

よ 賞
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各地ゐのはな会
だより
松戸 ゐ の は な 会

院医学研究院小児病態学教

レルギー防止の観点からも、 大・ 昭
スギ花粉によるアレルギー

より大切であると感じた。
性鼻炎の舌下免疫療法の治

授の下条直樹先生をお招き
し、
「アレルギー疾患につい
験が進行中とのこと、おお

ての最近の話題 ─食物ア
レルギーを中心に─」と題
座長を林こどもクリニック

下条直樹教授は本学部卒

する講演をして頂きました。 いに期待したい。
平成 年度松戸ゐのはな
院長の林龍哉先生にお願い
しました。

日

年３月

）
、岩

）
、 堂 垂 伸 治（ 昭

の未来では、世界最高水準

が多かった。また大学病院

熱意が伝わってきた。それ

の大学病院を目指している

）
、山口卓秀（昭
）
、小

井直路（昭 ）
、木村亮（昭
）
、宮本茂樹（昭

地域医療体制の再編構想に

とともに付け加えて頂いた
対して、当地域としての要

森功夫（昭 ）
、渡辺寛（昭
）
、上瀧邦雄

）
、鈴木一広（平４）
、藤

望、意見が出された。懇親

塚 光 慶（ 昭
）
、石島秀

君津中央病院名誉院長の唐
）の乾杯
で和やかに行われた。最後

（小野和則） 木清一先生（昭

）
、青木俊郎

もたくさん参加して頂き、

紀（昭 ）
、島田薫（昭 ）
、 会は、研修医や若い医師に

業翌年の昭和 年４月より （山梨医大・昭

）

１年間、松戸市立病院小児
はストレート研修のため小 （昭



想がありま

のような感

名前が知られていました。

の多くのスタッフにそのお

さくなお人柄のためか院内

と思われますが、先生の気

市の東京ベイプラザホテル

平成

 ゐのはな同窓会

昭

前列：土屋俊一（金沢大・

場を持った。
写真右から
）
、田中正（昭

）
、青
柳博（昭 ）、福山悦男（昭
）
、山

組もうと思

向きに取り

いてより前

期医療などが、より充実す

成人医療・救急医療・周産

とり、小児医療だけでなく

と本学部とが一層の連携を

ターを擁する松戸市立病院

会６名退会７名）
、執行部人

報告、会員の動向報告（入

があった。事業報告、会計

から挨拶があり、続いて三

大・昭 ）、三枝奈芳紀（信

２列目：木村博昭（滋賀医

葉県ゐのはな会の現況報告 （昭

枝一雄先生（昭

州 大・ 昭

ず会長の松清央先生（昭 ） （昭

田中弘一（昭 ）、片海七郎
）

）より千 （東邦大・昭

）
、田中寿一

いでいただき、
『加齢の眼疾

れている山本修一教授にお

で病院長としてもご活躍さ

講演会には眼科学の教授

平３）
、海保隆（昭

３列目：河木潤（島根医大・

龍太郎

修（東海大・昭 ）、鮎澤溶

４列目：孫莉玲（平３）、浅

、李元浩（昭
介（昭 ）
、山内大輔、秋葉 （昭 ）

一（北里大・平元）
、山本健

海 紀 子（ 平 ７）、 山 田 慎 一

）
、須

患と千葉大学病院の将来構

山美紀（順天大・平 ）
、北

）
、平田貴（昭

想』との御講演を頂いた。

昭

）
、竹内 （昭 ）、山口敏広（北里大・

）
、 永 嶌 薫（ 昭
）
、岡陽一（昭

参加者も加齢に伴う眼疾患

村 伸 哉（ 平 元 ）
、 加 藤 大 介 （平９）、渡部良夫（昭

）、植村研一（昭 ）
、下
とした排便

き、きちん

之（ 昭

条直樹教授（昭 ）
、塩川喜
習慣をつけ

）、 武 井 孝 達（ 昭
）、小野和則（昭 ）

）
、

古谷雄三（昭 ）、山田博之

、
）
、若 （平７）、清水弘則（平４）

）

）
、畦元亮作

後列：藤村尚代（山梨医大・

の話には身につまされる方

58

藤 義 夫（ 昭

便性を整え

平 ８）、 澁 谷 潔（ 富 山 医 薬

ることを聞

ることがア

事の承認がなされた。

28

会 は、 平 成

児科の病棟と外来にいらっ

田 代 淳（ 昭

の知見について理解しやす
しゃる時間が大半であった

した。経皮
先生の学生時代を知る硬式

で地区同窓会の年次総会が

は木更津の街に繰り出し夜

感作による

開催された。当地区は１０

更けまで飲み明かし交歓の

食物アレル

庭球部の仲間からは意外な

日木更津

ギーのある

年５月

ことを知り、 裏話も披露され、楽しく和

）
、三枝一雄（昭

本修一教授（昭 ）
、松清央

った。アレ

ることを期待したいと思い

名の出席をみた。ま

ルギーの背

ます。

回は

景因子とし

写真右から

千葉県下随一の小児セン

やかな懇親会になりました。 ３名の会員を数えるが、今

て腸内細菌

前列：小野元子（昭 ）
、林

）
、

叢の関与が

）
、唐木清一（昭

大きいと考

龍哉（昭 ）、小林伸行（昭

58

乳児の湿疹

49

32

49

58

57

（土）聖徳大学 号館 階セ

57
51

科で研修されました。当時

ラン・スパンカ）にて開催
員からは次

く解説をしていただき、会

アレルギーに関する最近

されました。千葉大学大学

60

えられてい

のケアにつ

51

26

レネ（懇親会は 階レスト

60
57
41

君津木更津

28

57

43

36

56

43
44

永嶌（学部生）

最後列：飯島雄太（平 ）、

柴田裕輔（平 ）
、諏訪部信

27

一（ 平 ３）
、 柳 澤 真 司（ 昭

）、戸ケ崎賢太郎（平 ）



（岡陽一）

27

59

53

63

34

51

27

54 62

57

57

43
61
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43

27

47

26

61
60

63
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27
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13

55

54

55

61
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60
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40 42

61

56

11 57

41
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ス

爾久 会 （ 昭

会
）

年１回開催している同級
会は、快晴の平成 年６月
日、飯田橋のホテルメト

況の報告などで２時間半の

となり、各人が懐古談や現

出席（ご夫人２名を含む）

前列：鈴木日出和、福島通

写真右から

なりました。

生で、来年もまた会おうと

学女医第一号の窪田叔子先

ットの大下弘が活躍し、映

赤バットの川上哲治、青バ

あったように思います。

んびりとしたものと様々で

試験も至極厳しいもの、の

ルで開催されました。現存

正午から有楽町の帝国ホテ

友が鬼籍に入っています。

は、半数を超える

名の級

周年で

後日、幹事会で具体的に検

が多く、その方向に沿って

けでも集まりたいとの希望

れからも、有志の人たちだ

てみればやはり楽しく、こ

られていましたが、集まっ

五五会を閉じることも考え

谷昭幸、村瀬靖、後藤澄夫、

新井多喜男、中島和彦、伊

高橋康、浅見敦、秋元駿一、

後列：加濃正明、藤山嘉信、

中野政雄、吉原一郎

俊雄、滝口光雄、滝口夫人、

伊藤夫人、伊藤敏夫、永野

名だったのが、

楽しいひとときをおくりま

画も全盛期を迎えていまし

写真右から

討することとなりました。

俊二、小林富久

清水良平、志村昭光、横田
名のうち出席者は

名、夫人同伴３名でした。

今年も、６月 日（日）

社会面では、プロ野球で （消息不明は２名）

した。
夫、富岡正光、島﨑淳、窪

来られなかった 名から
雄、東振栄

近況をいただいたのですが、 田叔子、野ロ晃平、佐野迪
後列：中野夫人、若菜夫人、 祭でグランプリを獲得した

会員

遠方のかたはべつとして、

に亡くなった淺利行男君の

５５年卒だから五五会とそ

ました。

再現し、また卒業後の長い

恩師や学生時代の皆の姿を

（藤山嘉信）

前列：野本和男、永野夫人、
ご冥福を祈って黙祷を捧げ

のままに名付けたのですが、 健康長寿の難しさを共感し

その後は、千葉、東京を

短く、２次会を予定してい

会の前には 周年を機に



開会に先立ち、この１年間

１９５５年の卒業の頃に

ました。乾杯のあと和やか

のがこの年です。

た。
「羅生門」がベニス映画

足腰の不自由のためが目に
宗春

和田房治、佐藤忠夫、中山

締めくくりは千葉医科大

つき、残念でした。

なると、テレビをはじめ電

参加しました。

学 当 時、 校 門 の 両 側 に は

当時ゴーゴーダンスが流行

また、今回は、記念写真
集を発行し、これは加濃君

中心に、時には級友のいる

五五会の歩みを写真で辿っ

が苦労して集めた遠い昔の

地方にも出かけて毎年継続

してきました。また 周年、 たものです。
誌を発行し、最近では、会

たのが、当日ホテル内は盛

盛況の２時間は余りにも
ていましたが、一方基礎講

況で何処も場所がとれず、

周年で

りました。

の開催にあわせて近況報告

周年の時

を掲載した会報も配布して
は年々増して、

座の方は、多くが戦災後の

点で物故者

粗末な木造の教室でした。
夫々独特の風貌、風格をも

50

ロポリタンエドモンドにお
いて開催しました。 名の

化製品の普及が世の中の生

に会食が進みましたが、昼

＊中島哲二先生は撮影後に

（島﨑淳） 活を大きく変えていきまし

人が多くなりました。恒例

た。
「もはや戦後ではない」 間のアルコールは辞退する
が流行語になったのは翌年

い話題は余り無く、やはり

の近況報告では、お目出度
卒業後、１９６８年にな

です。

自らの病気、体の衰えにつ

）

いての体験が多いようで、
台も半ば、一病息災どこ

夫々千葉大学医学部と千葉

ろか多病を抱えて、お互い

医科大学の看板がかかって

り、コント

号もテレビを

いました。戦後６年、未だ

賑わしていたのが思い出さ

新制度の第一回生です。入

名が参加しました。１９

って、第１回の集まりを東

私達は１９５１年（昭和

五五会（昭
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56 60
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60

30
名、

っておられました。講義も

10

29
27

14

47

れます。

80

連合軍の占領下にあり、こ
コ講和条約が調印され、翌
年やっと独立となったそん
かつて東洋一といわれた

な時代です。

周年には結構立派な記念

30

やむなくそのまま解散とな

大学附属病院は威容を誇っ

55

教授方の多くが東大出身で、 います。しかし歳月の重み

50

21

32

年）に医学部に入学した、 京・柴又の川甚で開催し、

30

の年の９月サンフランシス

30

26
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前列：遠藤毅、計見一雄、

下武広、河野守正、滝沢和

徹蔵、塚田正男、林學、山

彦、伊藤晴夫、深尾立、上

塚田夫人、重松夫人、山下

夫、永山恵美子、川西恭子、 原朗、万本盛三、鈴木守、

明美、本村八惠子、冨岡玖

大塚夫人、高根夫人、万本

点でもあれば、また熱く燃
思い出の場所でもあり、半

夫人、碓井夫人、大塚嘉則

ことをあらためて痛感した

世紀前の青春の旧時を追懐

木内政寛、高根健、三浦夫

次第である。文末になるが、 えた東医体開催時の様々な
休日にもかかわらず最後ま

人

規模にびっくりする。事務

でお世話頂いたゐのはな同
しました。

の方に案内され外来棟と東

窓会事務局の清水さんほか

内の見学を行ったが、天候

上階から変貌した千葉市内
の皆さんに厚く感謝申し上

もよく、連絡道路を始めと

カメラにおさめる入も多い。 を眺め、再び会場に戻る。
げたい。

）

多くの新設の建物や設備に

さんご 会 （ 昭

混じって、医学部研究棟の

する構内の桜も七分咲きで、 病棟の見学をし、 階の最

現在の医学部研究棟の古い

れた冨岡容子さんが遺影と

中列：谷嶋つね、成田静子、 た。一方で、明るいニュー

決断するに至る葛藤の一部

すが、ご本人からは受章を

宝重光章受章があったので

佐藤甫夫、海保允

名誉教授）の叙勲を記念し、 後列：佐伯陳哉、高橋徹、

永田一郎君（防衛医科大学

藤村眞示、神田敬、増田善

名でし

当日の参加者は、人生の
伴侶７名を含め、

たが、各自の近況の紹介で
は、病の克服談もあれば、
現在闘病中の話もあり、ち
ょっと笑えない物忘れのエ

食に耐え、授業をサボって

いているという。戦後の粗

ており、約半数は週五日働

らかの医療関係の仕事をし

席者の全員が元気で現在何

は幹事一任と決定した。出

が幹事となり、時期、場所

次回は村田光範、鈴木茂君

しい中、静かな佇まいを見

クラスにとって、新緑の眩

東医体開催を体験した我が

時に安保闘争、学三時には

道路を散策しました。学一

跡地から記念講堂前、連絡

その合間には、旧同窓会館

属病院外来棟の見学をし、

れたゐのはな同窓会館と附

日（土）午後は、新築さ

での開催が決定しました。

年は鈴木君らの尽力で群馬

戻り解散となりました。来

にうな重を食し、千葉駅に

忠敬記念会館見学後、昼食

スで香取市に移動し、伊能

は成田山公園の散策後、バ

新勝寺参拝や少し元気な者

翌

日（日）は、成田山

要さを再認識しました。

者一同、健やかな日常の重

は、部活にいそしむ日々を

せている現看護学部教室の

送ったエネルギーが卒後

年目の今も現役を続けるさ

17

（崎
により途中退席）
 山樹）

後列：崎山樹、飯田義信、 （村上信乃、今野貞夫は都合

生前のパネル写真での参加

場を移しての懇親会には、

懐かしい風景も残っており、 写真右から

重松秀一、碓井貞仁、三浦

感懐ひとしきりであった。

本会開催約３週前に逝去さ

クラスであり、なかには卒
１時より幹事、三橋稔君

子、増田善昭）

加え、早退した堀江武君）
後初めて大学を訪れたとい
の開会の辞に始まり、嶋田

ということになり、その前

である。昨年とはすこし趣
う人もいて、現在の医学部

前列：三橋稔、佐藤重明、

向を変え、医学部構内の桜
附属病院の各棟、さらに昨

で各自がご冥福を祈りまし

を見ながら久闊を温めるべ

裕君（千葉大学名誉教授）
、 舘野翠、嶋田裕、横山孝一、 スに、昨秋の鈴木守君の瑞

た。開会に先立ち医学部構

昭、永田一郎、草刈隆

（ 本 会 報 前 号１６９号 に 既

ビールで祝杯を挙げた後、

の両日、

）

（増田善昭） 報）が披瀝されました。

参旧会（昭



宴会に移る。三橋君より差
し入れの日本酒、ビールに
のどを潤しながら、みどり
寿司の出前料理に舌つづみ

、

34

回）を開催しました。 ピソード等が相次ぎ、参加

年ぶりに千葉での参旧会

去る５月

39
17

をうつ。それぞれの近況報
告、雑談にふける間に予定
の時間はあっという間に過
ぎ、桜を背景に同窓会館の

16

写真右から

51

辺りは、国会へのデモの起

テラスで記念写真を撮影し、 （第

10

16

28

貞永嘉久

く３月 日（日）開催され
年五月竣工なった外来棟の

学生時代を思い出しながら

は習志野市、千葉市合同の
建物で臨床講義、臨床実習
田の字の建物、旧精神科病

平成 年の「さんご会」
主催で昨年に引き続き医学

棟、七天王塚、野球揚など

成田ヒルトンホテルに会

部同窓会館で行われた。出
からインターン、各医局で

（ 幹 事： 三 橋 稔、 成 田 静

医師としての教育を受けた

35

席者は 名（写真の氏名に

27

18

11

んご会の原点になっている

55
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院総務課職員の方が早々に

にも拘らず、我々の為に病

所の附属病院玄関を日曜日

雨模様であったが、集合場

時を懐かしんでいた。しか

関の階段を昇り降りし、往

を進めた。一部級友達は玄

玄関へと同級生の一団は歩

雰囲気を保っている旧病院

案内で、相変わらず重厚な

一内科新井誠人医局長のご

館（旧病院）の後側から、

授のご高配により医学部本

け、医学部長・横須賀收教

開の桜のアーチをくぐり抜

開の連絡道路でお花見。満

市医師会長と、黒田内科ク

てくれた黒田健昭元印旛郡

ての連絡を一手に引き受け

開けたのも、案内状等すべ

さんろく会が順調に楽しく

つつ帰途についた。今回も

拶でお互いに別れを惜しみ

雄元川鉄病院長の閉会の挨

楽しかった一日は、関幸

順調に進行した。

のもと、会食と歓談で会は

見川中央病院長）の名司会

ドとなった。前嶋清（元小

の合唱で一挙にお祝いムー

原正明、桧

人、宮代道子、松本

谷合明、福山悦男、藤塚夫

木光、岡田信道、野本一夫、

）

校見学、連絡道路のお花見、 開けて下さったので、先ず

し、何故か新同窓会館につ

リニックスタッフのお蔭で

さんろ く 会 （ 昭

は新外来棟の見学。写真の

いては、外観を見るだけで

感謝、感謝である。尚、次

36

入学
名（内、夫人参加４名）

で開催した。あいにくの小

司、前嶋清、松本一曉）

青木謹、関幸雄、長谷川修

松本一曉、近藤省三、青木

前列：吉井逸郎、諏訪部博、

三列目：山⻆博、藤塚立夫、

幸子、加藤昌義

（青木謹）

嶋夫人

、栗

ように明るく広々とした空

いいと、そのまま用意され

35

山輝男、前

周年をテーマに、平
間に級友達の評判は上々だ

たタクシーで会場の京成ミ

回さんろく会は、小池宏之

27

60

今年のさんろく会は、母

成 年４月５日（日）、総勢
った。写真撮影後、桜が満

ラマーレヘ向かった。思え

ば私たちの 年前の入試は、 君の幹事で、越後湯沢温泉
の紅葉の時期（来年）を考
（幹事：加藤昌義、黒田健

えている。
昭、近藤省三、齋藤利隆、

学制改革で６年制医学部が
せいか、記録的な入試志望

発足して初めての事だった
者のため競争率は、 ・３
倍。その難関を突破した戦

着いて間もなく、３月に急

会場の京成ミラマーレに
死した現役の清泉女学院大

謹、前嶋清、黒田健昭、齋

人、中田義隆、三宅伊豫子、
田部井夫人、野尻雅美、副
島訓子、小野沢君夫、長谷
葉グループを代表して青木

横山健郎、関幸雄、塚原重

川修司、鈴木伸典、長谷川
が挨拶。前回幹事長だった

ーベン第九の「歓喜のうた」 雄、田部井徹、谷口滋、鈴

吉井逸郎君の指揮でベート

続いて、今回の幹事団千

黙祷を捧げた。

村田忠雄君の冥福を祈り、

元県立リハビリセンター長

精神保健研究所名誉所長）
、 二列目：小池宏之、塚原夫

神・神経医療研究センター、 藤利隆、加藤喜市

学学長吉川武彦君（国立精

写真右から

友達は、今や 歳前後。

36

連絡道路の桜並木

附属病院新外来棟

60
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遠方ということもあって一

初めて沖縄での開催であり、

覇市のホテルで行われた。

日（土）、午後６時半から那

けたりゴルフに興じたり、

の雨であったが観光に出か

開きになった。翌日は生憎

伊藤君が幹事と決まってお

いる事を実感した。来年は

だ皆が一線医療で活躍して

した程であったが、まだま

私はお開きの宣言を３回も

いつ果てるともなく続き、

安野憲一、竹中正治、木村

中列：早乙女勇、矢加部茂、 灘岡壽英、野村馨、山本義

大内美南、徳久剛史

前列：坂庭操、片桐博子、

称について提案がありまし

さげました。

摘があり改めて黙とうをさ

（昭 ）が逝去されたとの指

で前回以後に渡辺良友君

め」などを指名したうえで

泊二日のゆったりした日程

それぞれに思い出を作って

た。すなわち、会の名称が

午後１時 分から幹事（伊

であった。例年は６月の初

帰られたと思う。なお、福

長すぎて使いにくいことと、

秀樹、大橋教良

旬に開かれるが、沖縄では

田君は帰宅して元気を取り

「 年卒」の文言に違和感を

後列：南昌平、秋葉哲生、

その頃は梅雨の時期であり、

戻されていた。

白熱した議論が交わされて、 写真右から

さらに台風シーズンや猛暑

写真右から

覚える声もあり、故山下道

）

等を考慮して４月の開催に

隆君が作って皆が読んでい

ちよに 会 （ 昭

なった。学会などと重なっ

前列：安田耕作、忍頂寺紀

たクラス会誌「三本の指」

今年のちよに会は４月

たせいか残念ながら参加者

彰、関三千代、比嘉英麿、

説明で始まり、さっそく西

を行いましたが、そのあと

（坂庭操） 野（郡）さんの音頭で乾杯

にちなんで「三本の指の会」



次に浅井君から本会の名

栃木の福田君は病を押して

にしてはどうかというもの

日に東京

席者全員の近況報告となっ

ングに取り組んでいる森田

はゴルフを控えてサイクリ

な語り口の忍頂寺君、最近

参加者は

働いている同窓生が多く、

土曜日開催のため、現役で

で乾杯をして会が始まり、

うで、全員で黙祷をした後

て来て感じる処があったよ

の激戦地の南部戦跡を回っ

にも再び海外へ出かけると

いるそうでクラス会の翌日

門馬君は今も海外を旅して

女史の方々の静かな心境報

安を話していると、伊藤君

が今後の我が国の医療の不

ばったり級友に出会った話、 の話があり、関君と中島君

告と続き、伊藤君が旅先で

や安田君達も議論に加わっ

究に取り組んでいる安田君

君、日々の診療を通して研

部の動向が紹介され、旧病

ました。現在の病院、医学

した。



年３月

日春分の

とその級友の同窓会）
平成

指の会」といった提案もあ

りましたが、結局「三本の

指の会」が多数の賛成で採

択されました。

この後くじを引き当てた

菅野君、小出義雄君、坪井

やや減少したものの遠くは

会場での開催で、前回より

ちょうど２年ぶりの同じ

き受けてくれましたが、会

てあった菅野君が、快く引

かじめ機材の準備を依頼し

きました。記念撮影はあら

ッフェ形式で行われました。 君、弓削君のスピーチが続

北海道からの唐澤（里見）

場の中央にブッフェのため
院や医学部の移転、改修な

る京成ホテルミラマーレ６

が京成千葉中央駅に接続す

回と同様にくじ引きで「乾

会になりました。受付で前

ばならず大変でした。

上に三脚をセットしなけれ

あり、菅野君はテーブルの

の大きな島状のテーブルが

さん、秋田県からの桜庭君

どが出席者の重大な関心事

杯」
「スピーチ１〜４」
「中締

年卒とその級友の同窓会」 など出席 名のにぎやかな

日に「千葉大学医学部昭和

本の指会」あるいは「三本

馬公経

（比嘉英麿）

年５月

─ クラス会
平成



後列：中島克巳、伊藤達雄、

テルの部屋で点滴治療等を

さんと医師のお嬢さんにホ
受ける事になり、参加者全
員でホテルの部屋に見舞い
に行った。会場に戻って開
催前に福田君を除いて参加

た。相変わらず豪放磊落な

の学士会館で開催しました。

行われ、その後でいよいよ

更科君から始まって３名の

和やかな雰囲気の中で食事

（千葉大学医学部昭和 年卒

来てくれたが、ホテルに着

一

川上義、梅田透、川口英昭、 藤、有田）の挨拶と、次第

30

いても体調が勝れず、心配

は

44

49

でした。これについて「三

49

階ローズルームに於いてブ

徳久学長の挨拶で開会し

会が進んで行き、しばし歓

となりました。

名にとどまりま

た。初めに、安田君が沖縄

「ちよに会」の開催となっ

者全員の記念写真の撮影が

23
て、和気あいあいの中にも

21

18
の事であった。いつも静か

42

27

48

27

談の後で何時ものように出

49

42

更科廣實、森田清、関隆郎

三本の指の会

能勢晴美、森田喜崇子、門

11

人と少なく、その中で

42

して付き添って来られた奥

13

ク ラ ス 会 （16）
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会
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の
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万比古、保坂泰昭、土佐純
最新の医療を安心して受け

ことにほっとしながらも、

に発行し、教授インタビュ

君からは、入学当時定期的

んでしたが、３〜４年後、

なだれ込み、話は尽きませ

二列目：森明子、山﨑俊司、

小宮山伸之、和田佑一

写真右から
一、佐藤茂樹、入江澄子、

最前列：小出義雄、唐澤直

郎、片桐誠、五月女直樹、

最後列：小浜知美、弓削一

の夢溢れる構想についても

らは、これからの亥鼻地区

マーレに移動し、山本君か

その後、京成ホテルミラ

石神博昭、奥村俊子、長谷

舘野純生、高原善治、山口

任した山本修一君、現在千

催で、昨年附属病院長に就

です。今年は第３回目の開

が集まるのが「五二八会」

鼻で共に医学を学んだ仲間

年に卒業、そんな時代に亥

齢的に、各病院、あるいは

聞くことができました。年

元気で楽しい話をたくさん

この掟のおかげで、皆から

ということになっています。

は、
「病気自慢はご法度」
、

た経験があり、以後の会で

間が足りなくなってしまっ

ンした附属病院の新しい外

会に先立ち、昨年オープ

色々な近況を聞くことが出

さ を 保 っ て い る 話 な ど、

の時間を作り、まだまだ若

たし、忙しい中にも、趣味

一、近藤克則、中郡聡夫、

桑原洋一、佐藤好範

（
 佐藤好範、西村元伸）

年入学・平成４年

目の同窓会が、平成 年６

平成ゼロヨン会。その２回

発足した、千葉大学医学部

も参加していただけるよう

度が異なってしまった方々

図らずも入学年度、卒業年

卒業の学年ではあるものの、

昭和

平成ゼロヨン会
（平成４）



和幸、横内敬二

男、丸山浩、井合洋、田島

最後列：後藤茂正、森田昌

大多数の参加者が２次会に

77

次期幹事は長谷川君と、
西山（藤原）さんが引き受

裕一

長門義宣、中島弘道、大谷

三列目：加藤雄一、星野和

地直樹、山下純男、今田進、

した。

彦、日野剛、森聖二郎、星

多くの仲間が還暦を迎える

てもらいました。ワープロ

写真右から

誠一郎、野本実、鈴木俊英、

ーなどを掲載していた瓦版

子、遠藤富士乗、坪井秀一、 武藤高明、小林裕夫、伊藤

がない時代の手書きの原稿

前列：中村貢、岩立康男、

られる環境が、どんどん整

けてくださることになり、
西野薫、田邊政裕、野村恭

であり、そんな時代もあっ

中川宏治、剣持敬、山本修

景山雄介、西村元伸、滝口

子、西山眞理子、衣川直子、 ３列目：桜庭庸悦、大塚裕、 こんな病院で働いてみたか

たと若い頃を思い出させて

頃に再会しようと、次回の

話の輪が尽きない中、午後
った、患者になるならこん

もらいました。そのまま、

開催を決めて解散となりま

３時半過ぎに長谷川君の中

などといった感想が多数聞

２列目：河田誠、木村道雄、 川純、増村道雄、佐藤武幸、 な病院に通院してみたい、

菅野治重

かれました。

備されていることに驚き、 （ Ｍ新聞）のコピーを配っ

締めのあいさつで、元気で
青柳博、北野慎一郎、有田

国明、安東昌夫

再会することを期して別れ
正明

を惜しみつつ散会しました。 酒巻建夫、小出博義、斉藤

英明、浅井隆善、入江氏康

益々発展していきそうで、

（
 有田正明、伊藤国明） 説 明 し て も ら い、 母 校 が

卒業生として、誇らしい気
持ちにさせてもらえました。
のち、参加者の近況報告が

しばし昔話で盛り上がった
始まりました。第１回目の

）

ピンクレディがカルメン

五二八会（昭

を歌っていた昭和 年に

葉大に在籍して頑張ってい

医師会で責任のある仕事を

を延々する者が続出して時

入学、または東京ディズニ 「五二八会」では、持病の話

る、岩立康男君、近藤克則

ーランドが開園した昭和

君、滝口裕一君の音頭で開

している話、子供が研修医

来棟の見学会が催されまし

来ました。また、星野和彦

になっている話もありまし

た。我々が実習した病棟「に

ました。

催が決まり、 人が集まり

58
し棟」がまだ使われている

月 日に有楽町の国際フォ

27

58
52

61

ーラムにて行われました。

この会の発起人である、千

葉大学フロンティア医工学

センター准教授、川平洋君

の開会の挨拶と、千葉大学

安全管理機構講師、潤間（渡

辺）励子さんの乾杯の掛け

声で、 名の級友と稲葉（生

を加えた 名で、会が始ま

月）元子さんのご令嬢１名

37

りました。懇親の後、会を

38

34

20

77
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（17） ク ラ ス 会

ク ラ ス 会 （18）

自己紹介・教室紹介をそれ

表をしていただきました。

北大学の比較についての発

東京医科大学と韓国国立慶

発表を、真村瑞子さんには

整形外科の違いに関しての

前列：高瀬一嘉、池田雄次、

写真右から

ければ有難いです。

級生の皆様にご了承いただ

事後報告となりますが、同

附させていただきました。

部を、ゐのはな同窓会へ寄

梅田 開

十三周年亥鼻祭開催のお知らせ

亥鼻祭実行委員会委員長

医学部四年

度は前回好評だった生坂先

ぞれ面白おかしくそして熱

生をお招きして総合診療に

って頂いております。今年

に会場は大いに盛り上がり、 太郎、真村瑞子、渡邉博幸、 月１日（日）の二日間に渡

ついて、地域の方向けにお

来たる 月 日（土）
、

り、本年度も亥鼻祭を開催

潤間（渡辺）励子、熊野浩

する運びとなりました。亥

く語るプレゼンテーション
緒方直史、川平洋、山本正

話ししていただく予定です。

二、相庭温臣

これらはほんの一例ですが、

さて、本年度の亥鼻祭の

ければと存じております。

鼻祭とは千葉大学亥鼻キャ

おります。医療系キャンパ

元子、獅子原（藤田）薫子、 三学部が共同して実施して

テーマは “

ンパスにおいて行われてお

スという特徴を活かして、

今年度は十三周年目、とい

須藤英文、中澤（石川）伸

山崎健也

医療系らしい企画や趣向を

ィーを記念品として贈呈し、 ２列目：太田詔、中澤健、

熊野浩太郎君は次回以降に

３列目：遠藤恒宏、篠藤浩

凝らし行っております。

３名ともご満悦のご様子で

発表と記念品贈呈というこ

一、白石博一、山本雅史、

き、学園祭が成長するとと

是非とも当日ご来場いただ

ととなりました。その後、

小泉健一、鈴木一広、櫻井

もに学園祭に参加している

き、様々な企画を周って頂

参加した級友全員の挨拶が

学生一人一人も成長できる

ります医療系大学祭で、医

行われ、それぞれ仕事での

骨密度測定、実際の豚の臓

最後列：伊藤雄一、亀高尚、 という企画では血圧測定や

健一、木村真二郎

器に触れて身体についての

学部・看護学部・薬学部の

苦労話や趣味での自慢話に

川名浩一郎、矢島利高、冨

子、三田（寺本）奈津子、

花が咲きました。
「同級生同

田和宏、井上淳、谷嶋隆之

した。また、世話人の失態

士なんだから、吉報があれ

会
窓
同
な
は

例えば〝身体ふしぎ発見〟 をあらゆる意味で超えてい

うことで今までの十二年間

”です。
beyond

ば何でも褒め称えよう！」
「２０１５もてぎＥＮＪＯＹ

ようにしようという意味合

教授

いを込めました。この十二

内科学 兼任教授）

理解を深められるようにな

盛り上げるべく世話人手書

っております。また〝看護

き（！）の垂れ幕をバック

変換の仕方、車いすを実際

身近な手洗いの仕方や体位

ことができました。この場

とで継続して開催してくる

保護者の方々のご理解のも

方々を始め、地域の方々や

（高瀬一嘉） のすすめ〟という企画では、 年 間、 亥 鼻 祭 は 同 窓 会 の

に用いてその使い方につい

を借りて深く感謝申し上げ

ミニ耐久レース」で３位に

て学べます。さらに千葉大

ます。今年度も皆様との出

熊野浩太郎君

学を志している受験生に向

会いや関わりを築いていけ

に、４人の教授就任お祝い

けて、受験相談を通じ亥鼻

る大学祭を亥鼻生全員で創

入賞した、太田詔君にも控

キャンパスの生活について

（東 邦大学医療センター佐

興味を持ってもらう企画も

り上げる事ができるように

の発表が行われました。
渡邉博幸君
育研究センター 治療社

（千 葉大学社会精神保健教
会復帰支援研究部門 特
任教授）
緒方直史君
（帝 京大学医学部リハビリ

頑張りますので、ご来場を

心からお待ちしております。

実施しておりますし、医療
味で盛り上がりました。ま

5

33

お詫びして訂正させていた
だきます。

では医療者の方に講演を行

系有名人講演会という企画



服部祐爾、加藤佳瑞紀、杉

で発注に間に合わなかった、 澤井まゆみ、稲葉（生月）

３名には花束と千葉大学校

11

章入りのクリスタルトロフ

31

田達哉

韓国国立慶北大学

10

倉病院 内科 臨床教授） えめなトロフィーを記念品 お詫びと訂正
１６９号
会場が国際フォーラムか として贈呈いたしました。
頁
つ発表者が教授陣というこ
２次会は新東京ビル地下 人事異動
ともあり、学会発表のごと のワインバーに場所を移し、 教授
くスライドを事前に準備し 静かな落ち着いた雰囲気の 予防医学センター
佐粧 隆久→佐粧 孝久
たプレゼンテーションです。 バーにもかかわらずシャン
頁
渡邉博幸君には専門のうつ パン飲み放題のため些か飲
平
成 年度医学部入学者
萩野 智大→荻野 智大
ての発表を、緒方直史君に

た今回の同窓会の残金の一

みすぎるほど飲み、別の意

真村瑞子さん

はリハビリテーション科と

病に関してユーモアを交え

（東 京医科大学分子病理学

テーション科 教授）

27

の

との精神で、自動車レース

報
ゐ
第 170 号

追

悼
れ後進の指導に当たられま

され、数々の業績を挙げら

の

年もの間、教室を主宰

平成５年に退任されるまで

た。

一丸となって尽力されまし

にもゐのはな会員ともども

唐澤祥人日本医師会長実現

ま共々クリニックの運営に

からのご指導を賜り、奥さ

て毎週出勤され、大所高所

継いだ後は、特別顧問とし

きっ かわ たけ ひこ

吉川武彦君を偲んで

隆 （昭 ）

消化吸収学会や肝臓学会東

社会保険山梨病院がその運

年に東京女子医大消化器

先生とのご縁は私が昭和

僚、優れた医局員に恵まれ、

き先輩、また友情溢れる同

時に遡りますが、昭和 年、 夫、中山恒明先生などの良

病センター外科に入局した

すばらしい人生を送られま

先生は名尾良憲、貫洞一

致しております。

お力添えを頂き心より感謝

昨年 月のクラス会には

ました。しかし夕食の際に

精力的な活動に目を見張り

があります。当地での彼の

していた彼を訪問したこと

のころ、医学部創設に尽力

いましたのも懐かしい思い

水府流の平泳ぎを彼から習

中 田 義

部会、平成４年には日本消

営全般を消化器病センター

した。そして母校とゐのは

出席し元気だったと聞いて

ふと漏らした「ここにいる

した。学会でも平成２年、

化器病学会教育講演会など

に依頼されてから、私も外

な同窓会を愛し、また東京

日の

小幡裕先生のご逝去を悼む

を主催し、平成３年から３

科要員として１年間出張、

女子医大と消化器病センタ

訃報「吉川武彦氏（清泉女

いたのに、今年３月

授・前東京ゐのはな会長の

東京女子医科大学名誉教

明教授が創立された消化器

ました。昭和 年に中山恒

ンター内科講師に着任され

難関解明への多大な貢献を

症の免疫学的検討』などの

植適応基準』、『門脈圧亢進

瘍マーカー』、『ＰＢＣ肝移

親しくさせて戴いたのがは

府・裏春日の巷間で痛飲し、

当り、夕暮れ時となると甲

緒に協力体制で日夜診療に

春死なん』西行法師を地で

『願わくば 桜のもとに

す。

しをもって激励されたので

みて、大変驚きました。今

不全のため死去。 歳」を

日心

経医療研究センター精神保

子大学学長、国立精神・神

２０１１年秋、卒後 周

想いが伝わってきました。

苦労の一端と館山の海への

ことがあるんだ」の一言に

小魚が無性に食べたくなる

と、イワシやアジのような

彼が琉球大学の学生部長

小幡裕先生が 歳をもって
病センターでは、当時内科

回、追悼文の依頼を受け、

を経て、昭和 年に先輩で

先生は医学部卒業後第一

捧げられました。

導に深甚なる感謝の言葉を

穂 （昭 ）

年間、難病中の難病である

小幡先生も助教授の身であ

ーの事を常に心にかけて、

高

食道静脈瘤を対象とした

りながら、他内科講師の先

我々後進の者に暖かい眼差

陽

特定疾患研究班の班長も務

内科に入局、都立豊島病院 『門脈血行異常症』の厚生省

生たちと３カ月交代の出張

旅立たれました。先生は京

行かれました。ゐのはな会

健研究所名誉所長）

都府宮津のお生まれで、旧

の重鎮を失って我々は迷え

郷里舞鶴中学での同級生の

３名が弔辞を読まれ、まず

理研究班である東研究室で

た。その方面では、病態生

目指して嘱望されたのでし

やかに営まれた告別式では、 実質臓器の分野での研究を

日にお通夜、同

浜野恭一、御子柴幸男先生

躍されており、肝臓などの

の大家・竹本忠良先生が活

医大二外科教授）に引き継

野恭一専務理事（東京女子

足跡を残され、これは故浜

大の発展、舵取りに大きな

頭の後を受けて東京女子医

山恒明、榊原什先生の両巨

事に就任されてからは、中

年東京女子医大理

病センターでは『済陽君、

先生のお陰でした。消化器

術を経験できたのも、小幡

外科の出番で、数多くの手

め内科診断が下ると直ちに

し、また小人数の医局のた

吸虫症）などの解説を拝聴

までした。天上でゆっくり

先生、これまでご苦労さ

す。

たならと、無念の気持ちで

お酒をたしなむことができ

ばらく、御一緒に語らい、

る羊となりました。もうし

る彼の一端でもお伝え出来

深くしましたので、私の知

の足跡に改めて触れ感銘を

武彦さんお別れ会」で、彼

さらに、５月９日の「吉川

した仲間という縁もあり、

で、かつ同じ精神科へ入局

多数出たので、弔い合戦と

君。闘争仲間から自殺者が

最後の脈を取ったのは〇〇

を担ぎ、わが方の医務班へ。

智子さんとは知らずに彼女

国会へのデモは精勤。樺美

はと悩みましたが、同級生 「 年安保の年が最終学年、

他に相応しい人がいるので

ばかりに自殺研究を始めて

た近藤台五郎先生や内視鏡

方が幼少時代の思い出を、

お 休 み に な る と 同 時 に、

日深夜にも及ぶ議論、そし

特に東京女子医大での活躍

生共々楽しく参加させてい

小幡先生

ください。

ればと思い、筆をとりまし

た。

ただき、会合準備のお手伝

年祝賀会に寄せた一文に

年・・以下略。」文末に、

「熟れたるをよしとして柿ひ

とつもぐ 游子」とありま

さようなら

の橋頭堡として努力されま

した。千葉大学医学部の俳

た肝炎研究のために、台湾、 した。

学生時代、吉川君は夏に

句の会︹やはぎ︺に属し、

が青春の友情やエピソード

なると千葉県館山で水泳に

游子と号していたことを、

19

して微力を尽くしている次
20

15

のあとを受けて会長に就か

（西台クリニック院長）

明け暮れていると聞いてい

最近の三枝一雄先生（昭 ）

34

50

54

年以降小幡先生の後任と

ました。ある夏の一日館山

いなどをするうちに、平成

の海岸で、同級生と一緒に

東京ゐのはな会において

第でした。また私が平成

は平成 年、貫洞一夫先生

年に西台クリニックを引き

インドネシア、エジプトま

昭和 年消化器内科教授、 れ、在任４年間に洗練され

でにも調査旅行をされまし

昭和 年同主任教授に就任、 た感覚で会員を牽引され、

を、最後に小幡先生の消化

学名誉教授が先生の数々の

器病センター内科後継者で

50

ご偉業を述べ、永年のご指

た。

大宮市医師会長（中山外科） て当時解明されていなかっ

同級生であった井上幸万前

日にしめ

21

ある林直諒東京女子医科大

60

50

33

年のご卒業でした。３月

次いで旧制浦和高等学校か

我々をいつまでもお見守り

学医学部に進まれ、昭和

21

79
くれ』とのことで、浜野先

63

40

がれました。千葉勢の東京、 東京ゐのはな会に出て来て

20 28

ら千葉大学医学部卒業まで （共に昭和 年卒）たちと連

昭和

じまりです。山梨の風土病

49

45
である〝地方病〟
（日本住血

済

められました。また肝炎・

をされ、外科・内科殆ど一

ゐのはな同窓会長

肝硬変・肝がんを中心とし

出です。

ある名尾良憲先生が東京女
た幅広い研究は『肝がん腫

36

る際、ご一緒に消化器病セ

10

14

本年、平成 年３月 日、 子医大客員教授に就任され

45
されております。

27

44

教授として東大より来られ

14

制浦和高等学校から千葉大

27

87
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からの葉書で知りました。
そのクラス会で吉川君と

精神保健福祉白書とありま
す。

医学センターには病原性真

０２年に日本菌学会教育文

に日本医真菌学会賞、２０

独特なスタイルの軽妙なエ

菌が集積され、国内では唯

ッセイをものされ、
「カビ博

し、菌種を調べ、白癬、皮

スの診断を確立されました。 研究する拠点に育て上げ、

士奮闘記」で講談社出版文

膚カンジダ症、スポロトリ

種々の菌種を用いて分子系

化賞科学出版賞を受賞され

宮治誠先生を偲んで

統・分類学、同定、分子疫

一のＢＳＬ３の真菌を保存、 化賞を受賞。また、先生は

同時にカンジダの病原性と

学研究へと導きました。先

コーシス、クロモミコーシ

発芽管形成能の関係、慢性

彼は２０１２年春に瑞宝
中綬章を受章しています。

粘膜皮膚カンジダ症（ＣＭ

生は国際交流にも力を注ぎ、 ました。

久しぶりに長話をしました。
彼は多くの職場を変わった
その挨拶の一部を紹介しま
部で病原真菌の研究を一人

特に中国、ブラジルからは

子 （昭 ）

す。
「この度の褒章が、国立

ＣＣ）における液性抗体の

和

と述懐していましたが、や
の研究所所長を務めたから
で始めたのですか、とお尋

の鈴木次郎教授に「君はバ

医学部卒業間際に整形外科

性免疫能不全とＣＭＣＣの

低下など後に先天的な細胞

け入れ、病原真菌・放線菌

多くの研究者、留学生を受

るという当初目的は２００

研究に邁進し、臨床医にな

大学院修了後も医真菌学

村

るべきことは一貫している

ねした所、宮治先生いわく、 著明な上昇、副甲状腺機能

認知症高齢者の地域生活支

西

ことに強い印象を受けまし
というのではなく精神障害

援への関わりを誉めていた

内の御自宅で開業を果たさ

知的あるいは精神的障害の

れました。学者としては先

ある人達への「肩をいから

に伴い病原真菌・放線菌の

３年３月停年退官後に先延

保存事業は世界的に見ても

ばしされましたが、川崎市
後はアスペルギルス症、ク

の共同研究を遂行し、多く

リプトコックス症、深在性

の人材を育てました。それ

動部の学生は卒業後よく勉

見性あるパイオニアとして

関係を示す先駆け的な研究

宮治誠先生（千葉大学名

強して伸びる者がいる、君

有数な規模となりました。

をされました。大学院修了

誉教授、元真菌医学研究セ

皮膚真菌症における細胞性

ドミントンばかりやってい

ンター長）は２０１５年３

も頑張りなさい」と言われ

て勉強をしなかったが、運

日発行ゐのはな同窓会報第
月８日に 歳で永眠されま

だいたものならば有り難く

１６１号より）ここに彼の

お受けしたいと思った次第

ょう。彼の活動の範囲は、
姿勢が集約されていると思

せないノーマライゼーショ

精神病院の改革、現場で働
います。

ン」に向けての地域生活支

く職員への教育・指導・相

で す。」
（２ ０ １ ２ 年 ９ 月

談、対象となる人たちに具

援の実践という事なのでし

それは彼のいうところの、 者のみならず知的障害者や

た。

40

う事、さらには法の整備へ

体的に手を差し伸べるとい
教授（昭 ）、宮代（旧姓浜

関係で出席した佐藤壹三元

当日は、千葉大学精神科

ターンを経て同大学大学院

部卒業、日本鋼管病院イン

６３年３月に千葉大学医学

れ、川崎高校を卒業。１９

年４月６日に川崎市に生ま

した。宮治先生は１９３７

学部では単位を落とさぬ程 （ＣＤＣ）に文部省長期在外

と思ったからだそうです。

ると言えば大学院に受かる

ないカビ（真菌）を専攻す

皮膚科で誰も手をつけてい

たこと、もう一つは千葉大

米国の疾病管理センター

９７９年９月から１年間、

かにされました。先生は１

スの実験感染によって明ら

免疫能の役割をヌードマウ

ンターへの改組後の２年間

９９７年の真菌医学研究セ

年時限の前後各４年間、１

物研究センターの新設、

性研究所廃止から真核微生

その間１９８７年に生物活

り切られました。

シップと情ある調整力で乗

てはたいへんな御苦労をさ

研究に励まれ、組織人とし

部皮膚科助手、国立習志野

医学研究科を修了し、医学

研究をすると決心、学位を

で、大学院時代は一所懸命

度の勉強しかしなかったの

による感染症の研究に着手

レベル（ＢＳＬ）３の真菌

性の強いバイオセイフティ

研究員として滞在され、毒

職を務められ、１９８９年

真菌学会編集委員長など要

日本菌学会会長、日本医

を務められました。

１９９９年までセンター長

村）道子さん（昭 ）、小野

病院皮膚科医長、千葉大学

取得した後は臨床に戻り、

されました。ちなみに、こ

ています。このことは、参

腐敗研究所助手、生物活性

開業するつもりであったそ

幸雄君（昭 ）、熊田正義君

「梅の香を纏ひ 卒然と

研究所助教授を歴任後、１

所で病原真菌の研究をされ

代の前半２年間は腐敗研究

おらず、表在性真菌症は発

真菌の培養検査はなされて

当時の千葉大皮膚科では

菌症と総称したのは宮治先

は常在しないので、輸入真

土病として発生し、日本に

川君を偲びました。

吉川武彦君は千葉大学医

流、国立精研・厚労省、知

別れの会」での水泳の水府 （昭 ）と共にありし日の吉
的障害者育成会の各関係者

游子去る」 これは「やは

うです。

学部の誇るべき先達の一人

れらの感染症は海外では風

など多くの人達のスピーチ

９７７年に同研究所教授に

害のある人にも当たり前の

昇任されました。大学院時

ぎ会」の句友で１年後輩の

旅の楽しみを〟を目的に国

て限られていたので、全国

生です。当時はＢＳＬ３と

から重症真菌症の診断相談

日和見真菌の専門家は極め
定されず、特に深在性皮膚

を受け、分離株の種同定を

疹部の苛性カリ包埋標本の

真菌症の診断は病名すら特

引き受けました。生物活性

顕微鏡観察に止め菌種は特
たが、主任教授の藤原喜久

定が困難でした。宮治先生

ました。所属は食品細菌を

夫先生の御理解のもと、深

は先ず、真菌症の疑いがあ

専門とする腐敗研究部でし

在性皮膚真菌症の原因菌の

研究所から改組された真菌

です。私の拙文でその一端

研究を始めました。なぜ、

れば、片端から培養検査を

でもお汲み取り頂ければあ

腐敗細菌を専攻とする研究

内外の青年の旅に 年以上
同行していたことも知り驚

りがたく存じます。

当日の資料によると、著
書は１７９、かかわった白
書は精神薄弱者問題白書、
発達障害白書、厚生白書、

最後に瑞宝中綬章を受章

された事を謹んで報告し、

合掌

心から御冥福をお祈り申し

上げます。



同窓会員のご逝去に際し、
弔文の掲載をご希望される方
は、同窓会本部へ原稿をお送
り下さい。

小野幸雄君の献句です。

10

からも活動の幅の広さが伺

37

れましたが、強いリーダー

の尽力までと多岐にわたっ

77

11

加者４００人を越える「お

36

21

えました。中でも、
〝知的障

38

嘆を新たにしました。

30
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心臓超音波を中心に、質の

画像診断グループでは、

みは年間約２００件と、こ

２５０件、デバイス植え込

レーションの件数は年間約

ています。カテーテルアブ

イス治療、薬物治療を行っ

型除細動器等を用いたデバ

ペースメーカー・植え込み

性の心筋再生・保護促進機

を用いた移植医療や、内因

注目し、種々の細胞ソース

てトップクラスに入ります。 胞で近年話題の再生医療に

ちらも国立大学病院におい

療の開発を目指しています。 当科をローテートした研修

構の解明による心筋再生治

薬開発、さらにはｉＰＳ細

不全の病態解明や新規治療

基礎研究グループでは心

論文報告も行っています。

における多数の研究発表や

も行っており、国際学会等

ループは数多くの臨床研究

また、これらの各臨床グ

医の多くが日本循環器学会

評です。さらに、当科では

部分も多く学べると大変好

般の研修が可能で手技的な

したが、循環器内科業務全

は病棟業務に偏重しがちで

これにより従来の初期研修

主要循環器検査を１週間単

可能です。冠動脈カテーテ

は、選択分野の研究に専念

年〜約１年間の病棟研修後

えます。大学院生はこの半

鑽を積み、専門医取得に備

傍ら、自らの専門分野の研

局員は病棟症例を担当する

前中は毎日心エコー研修で、 研修医や病棟実習中の学生

位で研修します。例えば、

環器専門医に必要な全ての

午後は病棟勤務となります。 の指導を行います。若手医

心エコー担当の週では、午

分野のトレーニングが可能

発表することも薦めており、 ル治療、不整脈治療等、循

初期研修医に積極的に学会

で、さらには大学病院でし

で病棟症例を担当し、初期

教官クラスの指導医がペア

高度・最先端の臨床を、研

を達成すべく、臨床担当は

域医療から最先端研究まで〟

当科は前述のように〝地

活躍が可能です。

臨床技術の習得や学会での

択可能であり、多様な形で

配り、希望の勤務体系が選

については医局全体が気を

や育児などと業務との両立

ています。女性医師の出産

学会の評議員として活躍し

らに現役の女性教官が主要

外留学中、留学経験者、さ

から数多く在籍し、現在海

当科には女性医師が以前

院に帰局した若手医局員と、 指導にあたっています。

研修プログラム

高いＲＩも数多く行ってい

地方会で症例報告を行って

究担当は最先端の研究を行

教授

髙

小

当科は〝地域医療から最

循環器内科の特徴

岡

存在します。当科の中核を

林

千葉大学大学院医学研究院
循環器内科学

助教

千葉大学医学部附属病院
循環器内科

循環器内科

ます。さらには施行可能施

こうした基礎研究を広く臨

か経験できない、再生治療

之 （平 ）

設が限られる心臓をターゲ

床応用につなげるべく、前

などの高度先進治療を担う

浩

に加え、ＣＴは現在第２世

なす冠動脈疾患治療部では、 ットにしたＰＥＴやＭＲＩ

います。本年３月に開催さ

夫 （昭 ）

主に急性心筋梗塞症などの

れた千葉大学医学部附属病

欣

先端研究まで〟をモットー

トランスレーショナルリサ

代の３２０列ＣＴを導入し、 述の血管再生治療のような

を専門としています。小林

心不全領域では、近年補

生の研究内容は世界一流の

基礎研究グループの大学院

の先生が最優秀賞を受賞さ

非侵襲的な冠動脈評価を行

虚血性心疾患を対象とした

欣夫教授就任後に同検査・

み、従来は救命が難しかっ

治療件数は飛躍的に増加し、 助人工心臓の臨床応用が進

に掲載されており、その業

年目）は、都内・千葉県内

績は国内外で高く評価され、 た場合（卒後３年〜４・５

医の育成に努めております。 心臓カテーテル検査・治療
この目標を達成するため、

た重症心不全の治療が注目

関連施設での循環器内科医

っています。このため、
〝臨

医学部の役割とされる臨
平成 年度の経皮的冠動脈

されております。当科の臨

多くの学会等で受賞もして

床を主にやりたい〟
、
〝研究

床・研究・教育の３つの分
形成術件数は３９０件と国

床心不全グループでは、心

います。

こともできます。大学病院

野を個々の適性に合わせて
立大学病院ではトップクラ

臓外科と協力して、心移植

にはこうした各領域のエキ

分業し、いずれかのエキス
スに入ります。同部門スタ

治療を見据えた県内でも屈

当科症例を報告した研修医

パートとなるべく個々の力

ッフは国内外からライブデ

を尊重し、多様性に富むの

ーチも盛んに行っています。 院全体の研修報告会では、

を最大限集中できる体制を

モンストレーションを依頼

平成 年４月より当科で

が当科の特徴です。教官の

当科における研修プラン

の進学や海外・国内留学な

す。その後は、博士課程へ

としての専門研修を行いま

または各自希望の関連病院

大学院修了後の進路は、

ページにも詳細に記載して

学に残りさらに研鑽を積む、 につきましては当科ホーム

や国内施設へ留学する、大

いますので、そちらもぜひ

す。さらなる当科関連情報

来的にも多くの関連施設か

整脈疾患に対するカテーテ

不整脈グループでは、不

の治療実績があります。

べ１２０名をこえる数多く

っており、当科では既にの

心臓カテーテルの４種類の

各種画像診断（ＣＴ・核医

究生）となります。大学病

学等）
、不整脈・運動負荷、 葉大学附属病院の医員（研

院へ進学しない場合は、千

経験を活かして大学院生の

ングを積み、帰国後はその

世界屈指の施設でトレーニ

ご参照頂ければと考えます。

海外施設（最近では Cardio- ら勤務内容を理解した上で
vascular Research Foun- 勤務先を選択できるため、
や Stanford
大学等） 就職選択の幅を確保できま
dation

どのコースが選択可能です。 に就職するなど本人の意思

をしたい〟など、個人の希

整えています。臨床担当は

指の質の高い内科的管理を

は初期研修プログラムの大

多くは大学院へ進学後、各

多くは海外留学を経験して

望に沿った様々なキャリア

大学病院の使命である高

血管再生治療については、

界的にも認められています。 行っております。

されるなど、その技術は世

閉塞性動脈硬化症などの重

自希望のテーマに応じて、

おり、各専門領域における

スパートが存在し、その指

度・最先端医療を中心に行

周辺施設からは通常のカテ

床検査研修を半日ずつ行う

症の下肢虚血性疾患に対し、 改革を行い、病棟研修と臨

前述の各臨床ないし研究グ

導を受けることができるの

い、研究担当が最先端の研

ーテル治療では対処が困難

厚生労働省から高度先進医

ことを原則としました。臨

プランを提供できます。将

究を全世界に発信し、教育

な慢性完全閉塞病変を有す

床検査研修では、心エコー、 ループに所属します。大学

は大きなメリットです。

担当が学生・研修医の教育

る症例なども数多くご紹介

療として認可された末梢血

臨床研修終了後に入局し

を充実させており、世界ト

単核球細胞の移植治療を行

科学雑誌（
れました。
Nature,
Nature
等）
Med, Nature Cell Biol

ップクラスの教室を形成す

頂き、良好な治療成績をあ

動脈疾患治療部、不整脈、

ルアブレーション治療や、

げています。

画像診断、心不全、血管再

臨床担当については、冠

べく日々努力しています。

っています。

に、個性豊かな循環器内科

14

63

生治療の５つのグループが

23

25
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紀

彰 （昭 ）

谷光史郎（平

７）
、蓮江文男（平９）
、神

）
、整形外科：大塚誠（平

に各１箇所の研修協力病院
脳神経外科：須田純夫（昭

年）
、藤田久子（平

）
、片

山恵里（平 ）
、眼科：浅海
）、 麻 酔

紀子（平７）
、耳鼻咽喉科：
枝 川 久 美 子（ 平

科：山岸頌子（平 ）
、村松

史（ 平 ４）、 松 戸 裕 治（ 平

、山本雅
作成しています。必修、選 （昭 、医務局長）

央（平 ）
、糸井瑞恵（平

平敷好一郎（平９）
、新井未

療科：北村伸哉（平成元）
、
）
、大村拓

今本拓郎（平 ）
、小野里優
希（ 平

）、 加 藤 央 隼（ 平

）、平 （平 ）
、柴田裕輔（平 ）
、

志 村 麗（ 平

）、 髙 橋 侑 里

27

山本寛人（平 ）
、飯島雄太

研修医だより

後期研修に臨んで

一 （平 ）

）
、西井開（平

千葉大学医学部附属病院

アレルギー・膠原病内科

末 廣 健

というだけでなくその臨床

症状も多彩であり、同じ疾

患であったとしても１例ご

とにその症状は異なります。

私がこれまで研修を行った

病院でも多くの症例を経験

大学病院ではさらに多くの、

することができましたが、

を卒業し、松戸市立病院で

そして初発の症例が集まっ

膠原病内科で１年半の後期

横浜労災病院リウマチ科・

ずですが、再発性多発軟骨

学病院に勤務して１年足ら

附属病院アレルギー・膠原

れまで経験することのなか

ェット病の初発例など、こ

れています）や神経ベーチ

４００～５００人と推定さ

炎（日本における患者数は、

月より千葉大学医学部

病内科でシニアレジデント

った疾患や病態に触れるこ

とができています。

内科を選択した主な理由の

私がアレルギー・膠原病

たちの扱う膠原病は有病率

１つは、全身を診ることが

また、単に症例数が少ない

膠原病自体もそれぞれ多彩

と稀な疾患がほとんどです。 できるという点にあります。

が数万から数十万人に１人

にあると考えています。私

いってもその症例の豊富さ

大学病院の魅力はなんと

として勤務しています。

年

臨床研修を行い、２０１４

た後、同病院内科で１年間、 ていると感じています。大

２年間初期臨床研修を行っ

私は平成 年に千葉大学

）

）
、 （平 ）
、戸ヶ崎賢太郎（平

）
、 細 川 郁（ 平

）
、正田純平（平

沢 累（ 平

26

）
、山田英幸（平成

27

27

27

加え２次医療圏内と北海道
を整備中）、地域保健（保健
、副院長）
、 岡 陽 一（ 昭
）
、呼

隆宏（平 ）
、救急・集中治

）
、奥山翼（平成

、副院長）
、田島洋佑（平

）
、

所）に関し協力施設を整備
しています。
当院の千葉大学医学部卒
業者は 名で以下の通りで

吸器外科：飯田智彦（平４）
、 大 谷 俊 介（ 平

６）、関根泰（平８）
、芳生

27

26

26

26

国保直営 総 合 病 院

君津中央病院
木

病院長・千葉大学臨床教授

鈴
き掛けのプログラムを続け
す。

）、総合診療科：寺田
和彦（平 ）
、放射線科：平

（平

心臓血管外科：須藤義夫（昭

田貴（昭 ）、大佐和分院眼

）
、

豊田行英（平

）
、小

）
、池内博紀（平

択必修、選択科目の全般の

療しています。

）、吉田有（平３）
、大部
誠道（平７）、藤本竜也（平

26

24

、臨
）
、 科：佐々木幸三（平６）

診療にあたっています。地
診療科選択や研修順序につ
旭志（平 ）、外池範正（平

３

）、近藤孝行（平 ）
、泉

23

26

25

23

緩和医療科：鈴木紀彰（昭
、病院長）、神経内科：藤

沼好克（平 ）、片桐明（平

児外科：大野幸恵（平

域の基幹病院として、救命
き可能な限り調整しテイラ
）、橋本理（平 ）
、内分

泌代謝科：石橋亮一（平 ）
、
）、寒竹政司（平 ）
、松

呼吸器内科：篠﨑俊秀（昭

冠動脈疾患、脳血管障害を
急医療研修の充実を図って

水美有紀（平 ）、小児科：

４

13

君津中央病院は千葉県木

個々の研修医のニーズ

ます。

ム構成は以下の特徴を持ち

更津市にある公立病院です。 ています。当院のプログラ
病床数６６１床、 科あま
りの外来を運営し、医師・
歯科医師が１２０名在籍し、 １
）、 循 環 器 科： 氷 見 寿 治

救急センター（３次救急、
ーメイド研修をめざしてい

に合わせたカリキュラムを

ドクターヘリ事業拠点病
ます。

約 名の初期研修医と共に

院 ）、 小 児 救 急 医 療 拠 点 病
２

）、宮坂悠惟果（平 ）
、

はじめとする救急診療に対

います。地域医療として本

諏訪部信一（平３）
、木下香

門、すなわち精神科（２箇

）、 川 口 留 以
）、形成外科：重原岳

田 泰 幸（ 平

）、 有 川 理 紗（ 平

18

、
）
、 床研修医：伊藤祐輝（平 ）

院、地域周産期母子医療セ
導医による充実した研修を

産婦人科：小林治（昭

ンター、地域がん診療拠点

豊富な症例と多数の指

病院、第二種感染症指定医

山亘（平 ）、鹿野幸平（平

応し、連日８系統の当直体

院より規模の小さい分院な

）、髙田展行（平 ）
、
新生児科：大曽根義輝（昭

による旧制度の臨床研修施

所の研修協力病院）、腎臓内

）、 藤 田 真 祐 子

）、富田美佳（平９）
、佐々

設指定病院に始まり、現行

科（研修協力病院を整備中）
、 （平

）、外科：海保隆（昭

木 恒（ 平

の制度となってからは、現

雄（ 昭

22

22

23

24

実施しています。平成 年
度は一日平均入院数５５０

制を敷き他にオンコールシ

どの勤務や、本院での研修

、企業長）、畦元亮作（昭

消化器内科：福山悦男（昭

ス テ ム を 採 用 ）、 が ん 治 療

プライマリーケア、救

（初期診療から終末期医療ま

科の副直および週末のＥＲ （平

科、新生児科、小児科診療） 当直の実施および選択科目
としての総合診療科の研修

在まで当院独自のプログラ

地域医療（富津市の分院に

）、柳澤真司（昭 ）
、中

ムの他、千葉大学とのたす

本院のみで賄えない部 （平

を行っています。

14

27

18
22

療機関などの認定、指定を
受けています。当院の重点

19

24

で）、および周産期医療（産

医療分野は救急医療（外傷、 名、外来数１１００名を診

24

14

18

60

22

79

22 25

20
17 56 52

55

40

当院の初期研修は医師法

24

16

26

50
16
14
57
24
58 36

14

62

57

10

51 17

15

13

22

11

58

です。

11

21

22

26
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59 17

26
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協力を得て診断、治療を行

る入院もあります。各科の

や感染症などの合併症によ

熱など診断に苦慮する症例

な症状を呈しますし、不明

ともあり、恵まれた環境に

場で相談させていただくこ

話になる場面が多く、その

腎臓内科や皮膚科にはお世

病棟になっています。特に

膠原病というとなんとな

うことが重要となりますが、 あると思います。
大学病院ではそれぞれの科

学 内 情 報
ゐのはな同窓会支援
第 回 亥鼻キャンパス留学生交流会

の留学生も多く見受けられ、

恒例行事となりました「亥

の言葉を頂いた後、ダンス

間にも、織田成人教授（医

囲気となりました．歓談の

年度は、自国の正装で参加

アレルギー・膠原病内科
貢献してくれることを期待

学部）
・

教授（薬学部）
・岡田忍教授

や、留学生からの感謝の言

（看護学部）からのご挨拶

者・グランドフェロー）の

名誉教授（本交流会の創設

昨年度より、亥鼻地区の

交流会は、
「ゐのはな同窓

葉も披露されました。

会館」の広々としたホール

崎章子講師、菅波晃子助教）
、
学務係（医学部・加藤美由
紀氏、薬学部・渡邊美雪氏、
山本弦氏、看護学部・山田
眞規子氏）
、インターナショ
ナルサポートデスク（渋谷
圭美氏）が協力し合いなが
ら実施し、お陰様で無事に
交流会を終えることができ
ました．これも一重に、ゐ
のはな同窓会・薬学部後援
会・看護学部同窓会からの
多大なるご支援とダンスサ
ークル「舞部」
（顧問・田中
裕二准教授）によるご協力
の賜物と思っております．

学生たちにとって、年に一

ました．留学生の出身国は、 日本という異国で暮らす留
中国・タイ・台湾・バング
ラデシュ・インドネシア・
ネパール・ミャンマー・マ
レーシア・イラン・アメリ
カ・インド・ジンバブエで
あり、お国訛りならぬお国

部）
・宮崎美砂子教授（看護

らしい華やかな雰
Festival

言葉（自国語）での話に花

学部）
・見城悌治准教授（国

が咲いていました．また今

れがちですが、それ以上に
亥鼻キャンパスに集う留学

際教育センター）から挨拶

晃 子
裕
幸太郎

大学病院での研修は得るも
生・教職員等の交流を深め

生 命 情 報 科 学 菅波
田村
横手

コンサルトを通じて自分自
のが多くあります。１人で
るために創設され、毎年の

細胞治療内科学

身の知識もブラッシュアッ
も多くの後輩が膠原病に興

が高い専門性を有しており、 く難しいという印象を持た

プができていると感じてい
味を持ち、千葉県の医療に

では卒業後５～６年目に大

サークル「舞部」によるオ

Mahmood Ashfaq

鼻キャンパス留学生交流

します。ベッド数は 床で
入局者は毎年２～３人なの
で、１人あたり５～８人程
度の患者を受け持つことに

51

なります。そこに初期研修

1

1

留学生担当教員（戸井田敏

1

1

彦教授、田村裕准教授、野

アメリカ

インド

乾杯のかけ声により、料理

1

1

をはさんでの歓談が始まり

1

1

に於きまして、白澤浩教授

マレーシア

イラン

（医学部）の開会の辞に続

2

の先生や他科からのローテ
行っています。少人数のた

30

ートの先生が加わり診療を
め年度ごとにそれぞれ特徴
が出やすいようですが、受
け持ち患者の決定やある程
度の検査スケジュールなど

ゐのはな同窓会
への寄付


四一七会（昭 ）

1
1
ジンバブエ

2
2
インドネシア

3
2
1
台湾

は病棟担当医がおこなって
おり、診療における自由度
は比較的高いのではないか
と思います。医局の雰囲気
も良く、日常診療において

薬学部

2
7
19
23
計

2
1

2

1
ネパール

ミャンマー

3
2
1
バングラディッシュ

4
4
タイ

2
9
19
中国

悩みや疑問は尽きませんが、

医学部
出身国

八万二千円
一万円

平成ゼロヨン会（平 ）



ありがとうございました。

会： International Student ープニングセレモニーで幕
Festival in Inohana Cam- を開けました。
」を開催しました。
記念撮影の後、木村定雄
pus

しています。

17

計
その他
看護学部

133（51）
3（2）
42（19）

36（7）
52（23）
計

26
1

24（5）
1（0）
10（3）

6（0）
7（2）

平成27年度総会において
選出された名誉会員

学病院での病棟業務を担当

年７月 日（金）
、 き、 石 橋 正 己 教 授（ 薬 学

ます。

平成

10

27
83（46）
24（16）

2（2）
28（21）

29（7）

計
その他
看護学部
薬学部

教員
（うち外国籍）

8
17
その他

とても相談しやすい環境に
あります。また、アレルギ
ー・膠原病内科の病棟は東
棟９階にあり、腎臓内科や
皮膚科、形成外科との混合

4

医学部

学生（うち外国籍）

47

参加者集計
第10回亥鼻キャンパス留学生交流会

氏（昭29）
氏（昭43）
氏（昭49）
氏（昭50）
昭彦
信明
政裕
文夫
米本
古山
田邊
野村
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（23） 研修医だより

度の、心安らぐひと時とな

ったことを祈念いたします。

年

深澤

嘉樹

課外活動団体だより
亥鼻空手道部
医学部
ご指導をいただいています。 をあげることはできており

葉大学教育学部教授）から

習として藤田幸雄先生（千

手道同好会とともに合同練

ました。夏には西千葉の空

の面白さを学ぶことができ

のような相手との駆け引き

団体ともにめざましい成績

会では団体戦にフルメンバ

東日本医科学生総合体育大

になることばかりでした。

にありがとうございます。

たものの、残念ながら個人、 のは皆様のおかげです。誠

ーで参加できるようになっ

空手道部役員

まれた環境で練習ができる

私たちが現在このような恵

を借りてお礼申し上げます。

Ｂ・ＯＧの先生方にこの場

主将

楽満紳大郎

最後に空手道部を設立、

右田修介

存続させてくださったＯ

ません。今後部員一同より

だき、月、金曜日は部員同
的な練習方法は普段の練習

一層鍛錬に励むつもりです。 副将

士で精進しています。遠藤
とは異なりますが体育学に

リズムを使ったステップ練

はじめに、空手道部の沿
師範の指導からは空手の

習や音楽をかけつづけた動

革について簡単に説明しま
種々の動きに多くの工夫が

岡野公亮

す。１９５８年に発足した

ラスでしか

お目にかか

れない稀有

な病理標本

が数多く展

示されてい

る。貴重な

実物病理標

本を保存展

がある。ヘンリー８世が外

ら 歩 い て５分 ほ ど 南 に は

り、それぞれの病名の由来

であるガイ病院関係者であ

めする。特にその教育病院

学専門教育上重要である。

示することは、日本でも医

科医組合と床屋協会を統合

ともなっているトーマス・

駅か
Holborn

し、１５４０年に床屋︲外

アジソン、トーマス・ホジ

一方地下鉄

科医組合が結成されたこと

キン、リチャード・ブライ

医学史施設は豊富である。

何ら並ぶこともなく入国で

スロー空港とは全く異なり

ートに降り立ったが、ヒー

らロンドンシティーエアポ

３月にはアムステルダムか

つもながら閉口する。今年

港の入国審査の行列にはい

く子もだまるヒースロー空

時間前後だが、泣

ドンの聖バーソロミュー病

ドンは英国首都だけあって、 る。なおハーヴェイはロン

きたことには驚いた。ロン

院で医学を学び、イタリア

先生方には必見の施設であ

されており、循環器を志す

ーヴェイ関連の品々が展示

ている。２階の回廊にはハ

の面々の肖像画が架けられ

には英国で活躍した内科医

り過ぎると１階ホール壁面

展示された玄関ロビーを通

アム・ハーヴェイの胸像が

公園南東部にある。ウィリ

は医療関係者なら入れるウ

この中にある。なお３階に

バーンの巨人症骨格標本も

て作成されたチャールズ・

いる。本人の意思を無視し

のハンター博物館になって

援助して収集管理され現在

膨大な解剖標本も、政府が

ョン・ハンターの収集した

られている。また外科医ジ

リスター卿の肖像画が架け

最も目立つ中央には外科医

ョン・スノーのコレラ井戸

験室跡、ソーホー地区内ジ

マリー病院内フレミング実

ス病院手術講堂、セント・

博物館、旧セント・トーマ

博物館内ウェルカム医史学

介できないが、他にも科学

紙面の関係で詳しくは紹

本 醫 事 新 報 2013, No4651,
）に紹介した。
p76-78

ある。その一部は拙著（日

ル病理標本は一見の価値が

肖像画が掛けられているが、 トンらが報告したオリジナ

に面し 同 様 の 意 味 で は、 Kingʼs
Lincolnʼs Inn Fields
て 王 立 外 科 医 協 会（
のゴードン
T
h e College London
） 病理博物館への訪問もお勧
Royal College of Surgeons

に始まる。１階大ホール周

克生 （昭 ）

Regent 囲には歴代の英国外科医の

以下筆者自体訪問した施設

跡、ケンジントン公園内ジ

れているが、日本ではアト

の実習や口答試験に利用さ

の都市である。

ある。 London University ェンナー銅像など、ロンド
医学生の解剖や病理 ンは医学史上見どころ満載
College

のパドヴァに留学している。 ェルカム解剖病理博物館が
王立内科医協会
（
The
Royal 聖バーソロミュー病院にも
）
は地 ハーヴェイも含め医学史関
College of Physicians
下鉄 Great Portland Street 連の展示物を一般開放した

の一部を簡単に紹介する。

世の狩猟場であった

杉田

会計

空手同好会を前身とし、１
裏付けされており大変勉強

│ロンドン│

欧州医学史巡り

会員から

なされていることや、組手

2

９６２年に正式に空手道部
として設立されました。と
ころが１９６９年に部員数
の減少に伴い活動休止とな
ってしまいました。その後
１９７５年に空手道部とし
て再建され一時期部員不足
に悩まされる時期もありま

ロンドンへは日本から直

聖バーソロミュー病院博物館内の
ウィリアム・ハーヴェイ胸像

博物館がある（写真）
。

行便で

54
駅北に位置し、ヘンリー８

12

したが２０１５年６月現在、
名で

空手道部は医学部 名、薬
構成されており、少しずつ

日に遠藤正行師範からいた

は和道流空手の指導を水曜

紹介いたします。空手道部

次に最近の活動について

うになりました。

もに日ごろの練習に励むよ

学生など様々な人たちとと

空手道部や、千葉大学の留

同好会、青葉看護専門学校

ただけでなく西千葉空手道

２、３年の間で部員が増え

儀していたのですが、ここ

体戦に出場する人数さえ難

を増しています。以前は団

ではありますがにぎやかさ

学部３名、あわせて

11

14

課外活動団体だより （24）
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） 著

同窓会員著書の紹介
済陽高穂
（昭
新世紀版

養生訓

Towards a Paradigm Shift in
Cholesterol Treatment

係はいかなる地域でも成立

しかも他の臓器の約 倍も

ステロールを合成している。 ユニークな出版社である。

のコレステロールがつまっ

渡するとの契約書も存在し

わさなかった。著作権を譲

度も書類による契約書を交

全 て、 紳 士 協 定 な の だ。

なければ、口約束すらない。

ている。スタチンで精神神

がない。

各章には

がつい
Abstract

経系の副作用が出ないわけ

今に至るまで、とうとう一

する。
他にも、家族性高コレス

A Re-Examination of the Cholesterol Issue テロール血症（ＦＨ）が全
in Japan
てを解く鍵であること、そ
のＦＨが心筋梗塞を起こす
のは、コレステロールのせ

社
版
出

ているため、そこだけでも

Tomohito Hamazaki, Harumi Okuyama, Yoichi
Ogushi and Rokuro Hama

お読み頂ければ、内容が理

社のおかげで、大変
Karger
いではなく、別の原因があ

（７月に

解できるようになっている。 頂いた。ただ感謝。

河出書房新社 定 価 一 、 三 〇 〇 円 （ 税 別 ）

ること（凝固系の亢進、あ

この徹底的調査は、何らか

たようですが、果たしてそ

昨年より講演料、取材協力

無縁である。筆頭著者は、

ることなどを示した。実際、 いはいかなる利益相反とも

新の情報では１７，
０００と

したとのこと。さらに、最

ス・ダウンロード数を記録

中で今までの最高アクセ

社より連
Karger
社の論文
Karger

貴重な別世界を体験させて
るいはＬＤＬを十分利用で

絡があり、

S. Karger AG

きないため血管が栄養不足

の思想や団体の思惑、ある

）

ことなどあり得ないと覚悟

を起こすなど）が問題であ

智仁（昭

この本（実際は雑誌の増

していた。ところが最後の

浜崎

うなのか？さらに、長寿食
刊 号 の 形 を と っ て い る。

鈴木 信夫（昭 ）

を探しあてたとあるが、ど

ヘテロのＦＨで心筋梗塞を

費等すら辞退している。

のようにしてそのような結

起こす人と起こさない人で

社の
Ann Nutr Metabol 2015;66 段階になって、 Karger
）は日本 役員がこの本の重要さを認
Suppl）：
4 1-116

はコレステロール値に差は

論に至ったのか？一方、食 （

した。新刊の本一冊分が最

識し、破格の

と
free access

でのコレステロール治療の

ます。それは、日本の医学

るもう一点を紹介しておき

さて、本書で強調してい

会のガイドラインを精査す

０１２年度版の動脈硬化学

は、かなりの覚悟が必要だ

はあり得ない。しかも、製

となることなど、常識的に

プのＦＨでは、コレステロ

果などではない。ホモタイ

脈疾患による死亡率もさら
に高いからだ。
動脈硬化学会のガイドラ
インについては、粘り強く

欧米の出版社から学術関

るいはＬＤＬ

ば、総コレステロール（あ

は、一つの疫学調査を除け

味方だということ。日本で

重大なスタチンの問題点も

を読んで頂ければと思う。

文献については、是非本書

会が参考文献として挙げた

数見つかった。動脈硬化学

論文の中に不合理な点が多

うスイスの出版社はとても

となりました。
）

なり、桁違いのアクセス数

根本がいかに怪しいかを、

そのような疑問に対する答
教育における栄養学の構築

る形で述べたもので、 Free 薬会社を敵に回す可能性が
となっている。 Free 大きい内容の本を出版する
access
とは、著作権は出版 となると、中堅の医学関連
access
社）が持ってい 出版社の Karger
社として
Karger

精密に調査した。ガイドラ
インに出てくる重要な日本

連の本を執筆依頼された場

ール）が高い方が、総死亡

とい
Karger

事以外の生活様式について

えとして、好例となる書の
です。栄養学イコール代謝

るが、出版費用は出版社が

社（

ったはずである。

合、ほぼ例外なく原稿料も

率は低い。この関係は、コ

レステロールは敵ではなく、 の研究を詳細に調べると、

印税も入らない。そこで、

記載した。スタチンは血液

最後に、この

事細かに啓示しているが、

ようです。外科医としてス
学そのもののみと誤解され

すべて負担する方法で、現

free access ない。しかもこれは天井効

タートし、その道の経験か
がちですが、その誤解は、

在はやりの著者が出版費用

初からまるまる

ら、栄養・食事の果たす効
本書により、一気に晴れる

を負担する

本が出版されるときは広く

脳は外界からコレステロー

ど重症な参加者を除くため、 脳関門を通過するのである。

レステロールが低下するほ

ルを実質上もらわない唯一

本文等：http://www.karger.com/Article/Pdf/381654

医学部を卒業し医師とし

10

目次等：http://www.karger.com/Article/Pdf/381653

その根拠は何か？等々です。 主に日本での疫学調査と２

能に絶大な活力のあること

こと間違いなしです。その

世に出回るように、安く売

最初の数年の死亡者を除い

PDF ファイル入手先

ール値がさらに高く、冠動

を見出し、本書に至ってい

上で、医学・医療の現場に

ってくれることを願うこと

ても成り立つ。世界的には

と
open access

＊

るのです。
「 世紀版の生活

は異なる。

内容は、一言でいえばコ

留意点と指針」を目指した

おいて、今一度、医師とし
ての人生に栄養を与えてみ
るというのは、いかがでし
ょうか。

になる。この本も２万円前

老齢者で見る限り、この関

コ
- レステロ

後するはずだったようで、

の臓器で、自分自身でコレ
先生方が気軽に中身を覗く

http://www.karger.com/Journal/Issue/266692

ての道を歩んだ先には、一

47

指南書として完成させたの
です。
みてください。すると、次
から次へと興味が湧いてく
るではありませんか。まず
考えさせることは、書名で
す。何故、貝原益軒著「養
生訓」と同じか？健康長寿
の源が、食を含む生活のス
タイルにあることを見抜い

＊ Free access：

体、何があるのでしょうか。

46

45

では、本書を手にとって
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大場敏明
（昭

）
、高杉春代

著

ともに歩む認知症医療とケア
現代書林 定価

役を担うべきであること、
そして「もの忘れ外来」の

開設、認知症の人が「行っ
一、三〇〇円（税別）
てみたくなる介護事業所」
克則（昭 ） の運営、患者さんの「自分
試みを事例も含め紹介して

史づくり」など、具体的な

近藤

クリニックふれあい早稲田

済陽高穂
（昭

）著

早わかりＤＶＤブック
今あるガンが消えていく食事
マキノ出版
定価一、四五〇円（税別）

く捉えられていることが多

近年、県の農業総合研究

を中核とし、９種類もの幅

いが、若年の障害者や家族

センターで開発された「お

いる。地域包括ケアの対象

や居宅介護支援事業所、デ
介護者まで視野に入れた本

た人たちにとって、千葉の

おまさり」という大粒の落

は高齢者、或いは医療と狭

イサービス、高齢者グルー
来の「地域包括ケア」を展

食べ物というと、落花生く

花生がある。さほどうまく

広い事業を展開しているの

プホームあたりまで展開し

らいしか思い浮かばないら

はない。千葉県でよりも静

千葉の食べ物

ている医療法人なら、さほ
みである。共著者である介

ど珍しくない時代になった。 開している先進的な取り組

しい。筆者も生まれ育ちと

雑 文 雑 談

認知症高齢者の数は２０

護統括・教育部長の高杉春

も、東京の山の手ではある

びわは生産量では長崎に

祖とされている。

ここで酪農を開始した。日

本酪農発祥の地である。現

鋸南で採れるびわは、国内

及にあたっている。今も白

れ、乳牛の改良と酪農の普

譲るが、富浦、富山、館山、 在は県の乳牛試験場が置か

トップブランドの房州びわ

牛を飼育している。

ものである。この地方で栽

種を、ダイヤモンドポーク

では純粋種のヨークシャー

武地方に集中している。県

養豚は、香取・海匝・山

として知られている。大粒

培がはじめられたのは、宝

という名称で売り出してい

で肉厚、甘味も強い良質の

暦元年（１７５１）といわ

金印」と

るが、江戸時代の日本でも

したジビエ料理が話題にな

近年野生の鳥獣を食材と

る。

れている。

年度）だが、銚子のアム

メロンは全国８位（平成

いうブランド名で出荷され

スメロンは「甘

肉食はされていた。
『江戸繁

喜の道の駅で猪丼を提供し

かもしかなどである。大多

かけてが、主要産地である。 狐・兎・かわうそ・狼・熊・

盛記』によると、猪・鹿・

松戸市に「二十世紀が丘」

日本梨は東葛から印旛に

ている。

という地区がある。二十世

史 （昭 ）

１２年の時点で全国に約４
しかし、それらに加えて小
代氏による認知症ケアや若

出 猛

６２万人、今後 年間で１・
規模多機能型居宅介護事業
年性認知症・家族の会など

石

５倍に増え、２０２５年に
所、障害福祉相談支援セン

岡県でポピュラーなようで

ある。

は７００万人を超えると厚
ター、地域活動支援センタ

ある。静岡県民のなかに、

千葉県は、花・苗木・畜

が。

静岡で改良された品種と思

たん鍋よりも食べ易かった。

の活動、家族と地域と「と

っている人がいた。

土気のホキ美術館の近くに

ナー、認知症ケア』、第４章

医療だけでなく、予防か 『認知症医療の重要なパート

改めて敬服した。認知症介

きた取り組みの徹底ぶりに

知症ケアの領域で展開して

場氏が本領を発揮して、認

西瓜・とうもろこし・びわ・

町奉行所与力の給地である

の魚問屋の忰青木昆陽の建

７１６〜１７３５）
、日本橋

代から江戸時代にかけて馬

丸山町の嶺岡には、平安時

乳牛５位である。南房総市

苗木・洋蘭（切花）がある。 言に従い、飢饉対策として、 国２位、豚３位、生乳４位、

ししとう・空豆・街路樹の

京成幕張駅の近くには昆陽

産県となっている品目には、 幕張村で試作に成功した。

牧が設けられていた。享保

である。

ものが良質で知られている。 ッシーという新種が人気の

包含し、住み慣れた地域で 『家族と地域と「ともに歩む

護研究・研修東京センター

マッシュルーム・白瓜・花

神社があり、道路をはさん

に 気 づ い た 大 場 敏 明 氏 が 「その人らしい生活と人生」

もに歩むケア」から学ぶこ

産などを含めた農産物の産

ようである。梨の木の寿命

ていた。値段も高くなく結
出額で、北海道・茨城に次

が来ているのと、後継者難

あるイタリア料理店では猪

構美味である。東京の両国
いで全国第３位である（平

土質が良くないと良いもの

のステーキを出している。

紀という品種はここで誕生

評者は、研修医時代に大

成 年度）
。ねぎ・大根・日

が育たないということであ

のために廃業する梨農家が

産地を聞いたら大多喜とい

した。現在も品種改良が行

場氏の薫陶を受け、その長

本梨・ほうれん草・枝豆・

増えている。西瓜は富里の

ケア」が、患者さんを輝か

長、本間昭先生も推薦して

で向かいに「甘藷試作の地」 年間に将軍徳川吉宗が、オ

とも多い。

期的な視点と計画の実現に

蕪・さやいんげん・春菊・

る。

スイカロードレースが有名

プロローグ『患者さんの
を支えて』に始まり、第１

向けた徹底的な粘り強さに

千葉県と薩摩芋の関係は

年も前

章『「認知症急増時代」医療

敬服した一人である。本書

落花生・なばな・パセリは

由緒がある。享保年間（１

なる。そのことに

の主役は「かかりつけ医」

全国一である。２位に挙げ

橋近くにある、江戸時代か

本の認知症問題を解決する

「われわれ町医者こそが、日

に』、第２章『「地域包括ケ

を手にして、評者が研究の

られるのが、薩摩芋・人参・

せる』の４章からなる。そ

いる。今後、認知症に関わ

のストック・金魚草・ひま

ランダから白牛を輸入して、

千葉県は農業大国である。

うことであった。

ら続くという猪料理屋のぼ

鍵を握っている」という思

年間に大

われているが、近年はフナ

いに駆られ、認知症ケアに

ア時代」かかりつけ医が取

道に転じた後の

の生活を支える「地域包括

の中では認知症ケアには医

わり・ペゴニア・きんせん

の碑がある。昆陽は蘭学の

酪農関係では、鶏卵が全

ケアシステム」の整備が今

療だけでなく、介護サービ

る多くの人に手にとって欲

ら生活支援、介護などまで

後の課題となっている。そ

しい本である。

か・水仙・アイリスなどが

他にも全国的に主要な生

れを 年間の実践を通じ、

スや家族会など多様な資源

15

は、すでに形にしてきた。

ともに、かかりつけ医も要

大場氏が理事長を務める医

24

15

療法人アカシア会（三郷市） が必要であること、それと

15

蕪は東庄町（香取郡）の

取り組んできた先進的活動

り組む認知症医療』、第３章

ー、就労移行支援事業所ま

よそから千葉に移って来

歳以上の高齢者のうち５

52

生労働省は推計している。

だ。訪問看護ステーション

45

を紹介した本である。

で展開している。

16

58

〜６人に１人と、認知症は

21

48

10

まさにコモンディジーズと

65

著 書 紹 介 （26）
雑文雑談
報
会
窓
同
な
は
の
ゐ
第 170 号

鼻奨学会会報第 号を１２

ころです。５月１日付猪之
一方、四角枠で囲んだお

届け出が必要となります。

に皆様のお手元へも配送し

同窓会報第１６９号ととも

５００部発行し、ゐのはな

を放棄した中で、本財団が

おける多くの団体が公益化

もなっております。日本に

得控除が叶えられることと

知らせのように寄附金の所

猪之鼻奨学会は平成 年

時：平成


日

日

所：東京
 ステーション

時より

場

コンファレンス

伊藤晴夫（会長）

出席者：

会と併催）に推薦する旨提

案され、承認された。

会委員の名前を会務分担表

についての説明があり総務

また、総務会のメンバー

回のゐのはな同窓会報は４

⑶平成 年度決算

た。

者は黒木春郎理事に依頼し

部の将来検討委員会の責任

月 日に編集委員会が開催

年５月

に明記することとし、事業

され、平成

行予定であることが報告さ

れた。

２．協議事項

⑴名誉会員の推薦について

決算報告

幡野雅彦理事より資料に

黒木春郎

小野田昌一

伊藤達雄

税所宏光（参与）

白澤理事より役員交代に

⑵役員選出について

会に諮ることが承認された。 会４１７会より８２，００

名の推薦者を候補として総

支部より２名、大学より２

ＰＯ法人医師研修支援ネッ

基づき以下の通り説明があ

白澤浩理事より、資料に

白澤 浩

ついて資料に基づき①会

トワークより１年間の広告

基づき説明された。名誉会

岡本和久

田邊政裕

掲載依頼があり予算を超え

光（会計監事）

日発

年度 第１回常任理事会議事要旨抜粋

ました。さらに、奨学金の
公益財団として生き残るこ

大井利夫（副会長）

平成

貸与を６月に１名、また７
ととした所以は、ここにあ

済陽高穂（副会長）

篤志の力を支える公益化

月に５名の研究者へ助成金

るといっても過言ではない

鈴木信夫（副会長）

年４月

年６月末までに、監督官庁
を支払いました。

かもしれません。どうかこ

田中

（水）

である千葉県へ提出する必
このような事業や本財団

の控除方式をご活用くださ

夫 （昭 ）

要があります。特に、会計
の運営に諸税が課せられる
い。

信

４月１日、公益財団となり
面では厳密な会計上の法規
ことを避けられるのが、公

木

ました。千葉大学の教官な
に基づく帳簿を必須とする
益財団化の意義でもありま

鈴

どにより運営される公益財
ため、千葉県と高橋会計事

猪之鼻奨学会

団としては、唯一のもので
務所による指導を仰いでお

会長

す。では、この公益化とい

公益財団法人

うことは、どのような意味

加部恒雄

幡野雅彦

長：済陽高穂、②副会長：

一般

宍倉正胤

青木

守

吉川広和、鈴木信夫、吉原

寄附金として 年卒クラス

収入については、

鈴木

林田和也

俊雄、 会計監事：田中光、 た。 雑入は３年に１度発

った。

角田隆文

吉原俊雄

秋葉哲生、

員推薦に関する内規に則り

す。もちろん、そのための

花輪孝雄

中田義隆

０ 円 の 寄 附 が あ っ た。

会報の広告掲載収入がＮ

行するゐのはな同窓会名簿

支出については、 人件

伊藤晴夫会長の挨拶の後、 に一任した。理事について

補の先生等からご挨拶をい

会議に先立ち、新理事候

る事とし、新会長、副会長

葉県ゐのはな会から選出す

利参与の後任については千

され、承認された。大濱博

度は見送った。 ＩＴ広報

希望がなかったために今年

への図書寄贈は学生からの

送ったため余剰。 雄翔寮

費はフルタイムの雇用を見

）

人よりの寄附８２，０００

円を支出の一部に充当。

平成 年度の決算報告が了

）
、 事等の支払い等が説明され、

）
、 建設資金については外構工

）

静 岡： 忍 頂 寺 紀 彰

栃木：﨑尾秀彰（昭

②

③

ただいた。

関連事業費には一般寄附個

）、

は、

（昭 ）、鈴木昭一（昭

④

同会長が座長となり議事が
進められた。
議題

信州：栗田純夫（昭

大学：三木隆司（昭

を候補者として理事会（総

承された。

26

１．報告事項
鈴木信夫副会長より、次

⑴広報編集関係

63 59 44 43

ります。
諸手続きが必要です。役員、

吉川広和

清水俊行

①

①

謹

定款の変更など法務局への

﨑尾秀彰

47

への広告掲載料があった。

参与：大井利

忍頂寺紀彰

③

②

（敬称略） して総会に推薦する旨提案

④

茨城：中田義隆（昭



③

②

を持つのでしょうか。

26

12

27

18

夫、税所宏光、を候補者と

猪之鼻奨学会は、医学及び薬学の研究を奨励することを目的として、研
究事績の優秀な者に研究費の補助、そして学資の欠乏を告げた学生に学
資の貸与を行ないます。これらの事業を遂行するために、どうか皆さま
のご支援・ご協力を宜しくお願い申し上げます。
一口5,000円ですが、ご都合により何口でも結構です。
なお、その年に支出した特定寄附金の合計額より２千円差し引いた額
が年間所得から控除されます。
（控除できる特定寄附金は、その年の総所
得金額等の40パーセント相当額が限度額になります。）
今後とも、皆様方の一層のご指導ご支援を賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。
ご寄附にご賛同いただける方は下記口座にお振込みください。
千葉銀行
本店営業部
口座番号
397281
口座名
公益財団法人猪之鼻奨学会 会長 鈴木信夫

その上で、平成 年度事

1）

27

27

高橋宏和

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
銀行の払込票を送付させていただきます。

15

19

中村眞人

理事・評議員一同
公益財団法人猪之鼻奨学会

業も順調に展開していると

貸借対照表及びその附属明細書
損益計算書及びその附属明細書
事業報告及びその附属明細書
監査報告（及び会計監査報告）
収支相償の計算（５０%を繰り入れる場合）
当該事業年度末日における公益目的取得財
財産目録
産残額
公益目的事業について
当該事業年度中の公益目的増減差額の明細
事業報告等に係る提出書
滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書
運営組織及び事業活動の状況の概要等について 控除対象財産
公益目的事業比率の算定総括表
遊休財産額の保有制限の判定
公益目的事業比率算定に係る計算書
情報開示の適正性
公益目的保有財産配賦計算書
監督上の処分等の一覧
理事、監事及び評議員に対する報酬等の支 他の団体の意思決定に関与することができ
給の基準を記載した書類
る財産保有の有無
各事業に関連する費用額の配賦計算表（役
員報酬・給料手当）

16

①

42

36

⑤④③

47

ご寄付のお願いと寄付金の所得控除のお知らせ

まず、表をご覧ください。

法人の基本情報及び組織について
組織（財団用）
役員等名簿
役員等名簿（閲覧用）
事業の一覧

27

24

実は表中の様々な書類を毎

【表】 千葉県定期提出書類：事業報告申請書類一覧

第 170 号
報
会
窓
同
な
は
の
ゐ
（27） 議 事 要 旨

は外構工事等未執行分とし
体的にしていくことが提案

ーなどの事業計画を更に具
本年度の入学生、卒業生よ

込書について説明があった。 からの要望がなかったため

⑸平成 年度予算案につい

承認された。

大濱博利氏・大井利夫氏・

夫氏・吉原俊雄氏、参与：

体の準備金として１２０万
正式名称を検討すること、

された。拡大した委員会の
し、ゐのはな同窓会員とし

り入会申込書の提出を依頼

連事業費は動画の掲載が多

ていないこと、ＩＴ広報関

明があった。収入について

目について以下のとおり説

②理事

が承認された。

本年度は図書の寄贈を行っ

て１千万円を計上。 東医
円を計上。

ての自覚を促すようにした。 かったために予算を超えて

は、ほぼ前年と同じである

田邊理事より参考資料に

った。

中光氏・秋葉哲生氏の役員

田中光監事より、監査報

監査報告

認された。

１，０００万円の移管を計

会館の外構工事費等として

減額、同窓会基金より同窓

が、会報関連の広告収入を

事選出が承認された。

田純夫氏、三木隆司氏の理

木昭一氏、﨑尾秀彰氏、栗

義隆氏、忍頂寺紀彰氏、鈴

幡野理事より、各予算項

会則第 条に則り、中田

告があり決算案が承認され

中田義隆氏、忍頂寺紀彰氏、

を理事会併催としたうえで、

会則第８条に則り、総会

③常任理事

増額、白衣式のＤＶＤ制作

会報会誌印刷費・郵送費を

代を増額すること、雄翔寮

年度事業計画につ

上した。支出については、
た。
いて

⑷平成

①鈴木副会長より、会報発

﨑尾秀彰氏、栗田純夫氏、

年度の各会議開催や各

三木隆司氏の常任理事選出

成

税所宏光氏、会計監事：田

果、会計処理が適正である
その委員会の活動費や権限

年度の決算報告が承

いること等の報告があり、

づき功労賞、社会貢献賞の
よりゐのはな同窓会入会申

日

支援を本年度は行わず、新

④評議員

行、各地区ゐのはな会への

支援することとした。留学

が承認された。

支部との交流等について報

生交流会については他学部

⑺その他

が承認された。
助成、ＩＴ広報関連事業、

からの支援もあり今年度か

たに国際交流支援費を設け

同窓会員の組織の充実等に

ら減額すること、ＩＴ広報

学生が海外へ留学する際に
同副会長より、同窓会賞

ついて説明があった。

支援、各地区ゐのはな会と

の授与、同窓会報の発行、

②ゐのはな同窓会館二期工

・亥鼻祭実行委員の学生よ

ことが報告された。総会後

お茶の水賓館にて開催する

なり、まず物故者に黙祷を

浩理事の司会により開会と

内容について以下のとおり

幡野雅彦理事より、決算

⑶平成

検討していくことが述べら

資金計画案について今後も

金を計上すること等が説明

積立金として東医体の準備

あった。

り、亥鼻祭への支援依頼が

り説明があり、二期工事案、 えているため増額すること、 り亥鼻祭について説明があ

れた。

⑹役員の選出について

認された。

され、平成

決算報告

年度決算について

金の項目、会報関連の広告

捧げた。伊藤会長の挨拶の

説明があった。収入につい

③白澤理事より東医体代表

伊藤会長の辞により、閉

して挨拶いただいた。

・済陽高穂氏より新会長と

後、同会長が議長に選出さ

ては、会費収入、事業収入

年度予算が承
はほぼ予算どおりであるが、 主管について説明があり、

任期（２年）満了に伴う新

事

れ議事が進められた。

に千葉大学医学部附属病院

等を行う予定であることに

いのため１千万円を取崩す。 のはな同窓会特別賞の表彰
支出については、 会報・

体の代表主管を務めること

千葉大学大学院医学研究
ること、平成

報告

千葉大学大学院医学研究

①会長・副会長・参与・会

り、会長：済陽高穂氏、副

修一氏より千葉大学大学院

学医学部附属病院長 山本

中山俊憲氏、千葉大

会長：吉川広和氏・鈴木信

会則第８、９、

計監事

院長

会となった。
雑収入では３年に１度発行

院・医学部附属病院の現況
の予算に東医体準備金とし

らの支援もあるため減額。

条に則

白澤理事より、現役員の
白澤理事より、内規に基

⑴名誉会員の推薦について

役員の選出について会則等

年ぶりに東医

また、ゐのはな同窓会総会

の説明があった。
はほぼ予定通り執行されて

て計上していること等が説

会報広告収入が増額となり、 千葉大学が

は昨年より毎年６月第２土

となり、ゐのはな同窓会員

会誌印刷費、郵送費を増額。 ついて説明され承認された。 議
白衣式はＤＶＤ制作代負

に資金援助のため寄附を募

曜日の開催と決められてい

の名簿の広告掲載による収
ることが再確認された。

づき推挙された４名につい

援に代わり、国際交流支援

て説明があり、承認された。 入があった。支出について

を新たに予算に計上。 留

いるが、会報印刷費、郵送

明された。

年度同窓会
費が頁数の増加により予算

面に掲載）

を超えていること、大学学
庶務部報告

⑵年次活動について（報告
事項）

（
宏和氏より資料に基づき説

ＩＴ・広報関連事業費は

将来検討委員会委員高橋
明があった。メールマガジ

事奨励の雄翔寮支援は学生

学生交流支援費は他学部か

数年にわたり予算を超えて

1）

以上の事業計画について
鈴木信夫副会長より、平

⑻将来検討委員会

36

27

担のため増額。 雄翔寮支

26

ンの送付、ＨＰ作成、バナ

14

④

いるため増額。 建設資金

23

①

③

⑥

27

長から病院の現況報告、ゐ

事業部報告

同窓サポートプロジェクト

関連事業費は数年予算を超

会則 条に則り、評議員
等について報告された。

事について田邊政裕理事よ

本部間との交流、研究教育

年度 ゐのはな同窓会総会議事要旨
年６月

て

旨、資料のとおり報告され
⑹ゐのはな同窓会賞選考結
平成

た。
ゐのはな同窓会名簿にも学

候補者についての説明があ

田邊理事より、資料に基

き事業計画が説明された。
った。推挙された候補者に

平成

めていくこと等の説明があ

生会員を掲載するように進

果

田邊政裕理事より、ゐのは
ついて選考委員会にて検討

白澤理事より資料に基づ

な同窓会館二期工事の資金
した結果、功労賞に北川定

日

12

告された。

27

⑷平成 年度事業計画

計画について説明があり、
謙氏（昭 ）、社会貢献賞に
者として推薦された旨の報
時：平成
（土） 時より

の水賓館

所：銀座アスターお茶

26
2）

掲載分は予算額を減額。②

伊藤晴夫会長の辞、白澤

委任状：５６８名

出席者： 名

場

13

今後も継続して検討するこ
松永正訓氏（昭 ）が候補

て同窓会からの支援、また
告があり、承認された。

料に基づき、平成 年度ゐ
ゐのはな会の担当で平成

27

ととした。白澤理事より第
回東医体資金援助につい

ＯＢにも寄附依頼をするこ

のはな同窓会総会は、東京

済陽高穂副会長より、資

とが説明され、了承された。 ⑺総会議題等について
幡野理事より資料に基づ

年６月

27

1）

15

⑸平成 年度予算
き、平成 年度の予算につ
いて以下の通り説明があり
日に銀座アスター

承認された。

27

26

2）

62

27

16

31

13

基金より外構工事等の支払

収入については、 寄附
①

59

27

27

27

⑼その他

についても検討することと

27

した。

⑦

会計監査

田中光監事より監査の結

2）
59
②
⑤

議 事 要 旨 （28）
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支出の部

43,305,512

決算額（円）
19,973,000
5,754,434
9,723
1,102,000
13,363,261
1,434,192
3,153,823
44,790,433

対予算額（円）
─27,000
254,434
─10,277
202,000
─16,636,739
1,414,192

款項目
総 務 費（註3）
事 業 費（註4）
法人税等
予 備 費
積 立 金
次期繰越金
支出合計

予算額（円）
12,800,000
43,620,000
1,400,000
1,673,823
100,000

決算額（円）
9,615,244
26,515,577
1,294,100
0
100,000
7,265,512
44,790,433

対予算額（円）
─3,184,756
─17,104,423
─105,900
─1,673,823
0
7,265,512
─14,803,390

27年度予算
5,500,000
10,000,000

26年度予算
5,500,000
30,000,000

3,200,000
7,000,000
2,600,000
5,200,000
550,000
200,000
400,000
800,000
600,000

3,200,000
7,000,000
2,600,000
5,000,000
550,000
200,000
400,000
800,000
500,000
100,000

59,593,823

─14,803,390

註1〜4：収入、支出の主要細目等
収入の部

款
（註1） 事業収入
（註2） 同窓会基金より取り崩し

支出の部

（註3） 総 務 費
（註4） 事 業 費

（註5） 積 立 金

会員総合補償制度集金事務費
基金より同窓会館建設費に充当
会議費
人件費
その他
会報・会誌
学事奨励 ・ゐのはな賞
・ゐのはな美術展
・猪之鼻奨学会
各種助成 ・附属図書館
・白衣式
・雄翔寮図書
・国際交流支援
・留学生
・白菊会
・支部
・同窓サポートプロジェクト
・IT 関連事業費
同窓会館建設費
その他
東医体準備金

いのはな通信メーリングリスト
平成20年度以降の医学部卒業生

100,000
100,000
200,000
3,400,000
600,000
1,200,000
10,000,000
670,000
1,200,000

200,000
200,000
3,400,000
600000
1,000,000
30,000,000
670,000

登録のご案内

平成23年 4 月以降に附属病院にて初期研修を開始された方へ

千葉大学医学部附属病院総合医療教育研修センターでは、千葉大学大学院医学研究院・医学部附属病院からの情報を確
実に皆さんにお知らせするために、いのはな通信メーリングリストを構築・運用しています。
いのはな通信メーリングリストでは、各診療科からの医局説明会、後期研修医の募集、各種勉強会、セミナーの案内が
掲載される等、積極的な利用がされています。登録可能な方々は、平成20年度以降の医学部卒業生、平成23年 4 月以降に
附属病院にて初期研修を開始された方々となっております。新たに登録を希望される方や登録アドレスの変更の場合は、
氏名、現職、卒業・初期研修開始年度とともに、メールアドレス（携帯電話のメールアドレス可）を下記連絡先までご通
知ください。なお、お送りいただいた情報は個人情報となりますので、千葉大学医学部附属病院総合医療教育研修センタ
ー教育・研修データ管理部門（IR 部門）で管理し、上記の目的以外には使用いたしません。また、各科の先生方で新たに
配信を希望される場合は、別途その旨 IR 部門までお問い合わせください。
連絡先
千葉大学医学部附属病院総合医療教育研修センター教育・研修データ管理部門（IR 部門）
電話：043-226-2699 内線6199
E-mail：leonvelasco@chiba-u.jp（担当：ベラスコ・レオン）

を過ごし、閉会となった。

予算額（円）
12,800,000
24,020,000
1,400,000
3,785,512
100,000
1,200,000

予算額（円）
20,000,000
5,500,000
20,000
900,000
30,000,000
20,000
3,153,823
59,593,823

地区ゐのはな会会長等から

款項目
総 務 費（註3）
事 業 費（註4）
法人税等
予 備 費
積 立 金
東医体準備金（註5）
次期繰越金
支出合計

款項目
会 費 等
事業収入（註1）
他会計より受入
寄 付 金
基金より取崩し（註2）
雑 収 入
前年度繰越金受入
収入合計

ご挨拶を頂いた。歓談の時

収入の部

医学研究院・医学部附属病

予算額（円）
20,000,000
5,500,000
20,000
500,000
10,000,000
20,000
36,040,000
7,265,512
43,305,512

院の現況についてご報告い

平成26年度決算報告

款項目
会 費 等
事業収入（註1）
他会計より受入
寄 付 金
基金より取崩し（註2）
雑 収 入
（当期収入計）
前年度繰越金受入
収入合計

ただいた。

ゐのはな同窓会賞表彰式

田邊理事の司会により、

功労賞（北川定謙氏）社会

貢献賞（松永正訓氏）の表

彰式が行われた。伊藤会長

より表彰盾と副賞が授与さ

れた。

ゐのはな同窓会受賞者挨拶

功労賞受賞者 北川定謙

氏、社会貢献賞受賞者 松

支出の部

会

永正訓氏が挨拶された。

平成27年度予算
収入の部

窓
ゐのはな同窓会特別賞表彰

済陽副会長より、故黒山

宏志氏への長年にわたる支

援を顕彰し、藤塚光慶氏、

黒田重史氏、住吉徹是氏に

の
感謝状と記念品が授与され

伊藤会長の司会により、

記念講演

稲葉憲之氏（獨協医科大学

長）が「Ｂ型肝炎ウイルス

母子感染対策の推移と更な

る工夫」と題して講演され

た。

済陽副会長の司会により

懇親会

開会された。伊藤会長の挨

拶に続き、田中光氏の乾杯

ご発声、叙勲者、名誉会員、

ゐ
た。
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オンライン会報 （30）

報

オンライン会報案内
http://www.inohana.jp/online/index.html
インターネット上の情報版、オンライン会報もご覧ください。ヤフーやグーグルなどからは、以下の総合目次をトップ項目
として閲覧可能です。

オンライン会報

総合目次

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。

・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

・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

求人・求職欄では、会員所属病院あるいは会員経営の病院における医師の募集を広告しております。

■求人・求職

■病院紹介欄での掲載動画も併せてご覧ください

▼

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

医者の将来は、最初の10
年間できまる
高橋

誠（社会保険船橋

中央病院・病院長）
［2009.5.27掲載］

［2015.02.10掲載］

▼

地域包括医療（ケア）を継承し、更に
発展させる役割を担って
国保匝瑳市民病院
（写真左より）
事業管理者・病院長 菊地紀夫
事務局長 山内保則
内科科長 海野広道
独立行政法人国立病院機構千葉医療センター
研修医 八木久子
医師募集内容（PDF13KB）

■同窓会欄での掲載動画も併せてご覧ください
ゐのはな同窓会報『ゐの
はな』学生編集長時代の
想い出
菊地紀夫（昭和49年卒）
［2013.8.19掲載］

WEB サイト

［2013.8.7掲載］

▼

▼

医療・介護を通じて「あんしん」と
「まごころ」を届けます
東京さくら病院
管理者・院長 東海林 豊
事務長 氏 建人
・東京さくら病院
WEB サイト
医師募集内容（PDF60KB）
・東京さくらメディカルケアセンター
WEB サイト

医師募集内容（PDF66KB）
［2014.10.16掲載］

おしらせ
同窓会員が千葉県内で経営する
病院・医院・診療所については、
オンライン会報および千葉日報と
の両メディアでの連動による紹介
が可能です。
詳細につきましては、同窓会事務
局までお問合せ下さい。
Tel：043-202-3750
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オンライン会報では会員が経営する医院・診療所の紹介もしております。

■同窓会員経営の病院・医院・診療所の紹介
NEW

思春期医療の発展をめざして

循環器内科を活気づける薬学力

船橋ベイサイド小児科

ひらのメディカルクリニック
院長

平野智久

院長

佐藤武幸

［2015.5.20掲載］

［2015.6.17掲載］

＊ Mac/ スマホ対応＊

＊ Mac/ スマホ対応＊

オンライン会報で掲載された千葉県内の医院・診療所については、千葉日報紙でも紹介されます。

千葉日報

平成27年6月19日号より転載──安田敏行先生（昭52）

頼りになります
名称

街のお医者さん（千葉日報紙掲載）
院長等

タイトル

掲載年月日

1

神経内科津田沼

服部孝道所長（昭42）

身近な疾患、時間かけ問診

2012.9.10

2

さくさべ坂通り診療所

大岩孝司院長（昭47）

がんのホームドクター

2012.10.13

3

社会保険船橋中央病院

高橋誠院長（昭46）

4C 軸に地域医療支える

2012.11.23

4

うたせメディカルクリニック

渡辺滋院長（昭47）

循環器疾患はおまかせ

2013.2.26

5

船橋市立医療センター

高原善治院長（昭49）

高度急性期医療に特化

2013.3.14

6

あきば伝統医学クリニック

秋葉哲生院長（昭50）

漢方治療の専門医院

2013.6.7

三枝一雄理事長（昭32）

人間愛を基盤に診療

2013.6.17

山森秀夫院長（昭47）

高度専門医療と救急医療

2013.6.21

7
8

（医社）
三友会三枝病院
済生会習志野病院

9

（医社）
豊心会中野内科クリニック

中野義澄院長（昭45）

神経難病患者を在宅診療

2013.7.6

10

（医社）
嗣業の会外房こどもクリニック

黒木春郎院長（昭59）

発達途上の悩みも対応・支援

2013.8.20

11

（医社）
蘭綬会佐野医院

佐野千寿子院長（昭50）

病児保育で働く母親を支援

2013.9.7

12

（医社）
以仁会稲毛サティクリニック

河内文雄院長（昭50）

医療現場に、たゆまぬ改革を

2013.10.10

13

（医社）
緑星会どうたれ内科診療所

堂垂伸治院長（昭60）

患者にやさしい街づくりを

2013.10.31

浅野誠院長（昭48）

臨床医療40年の経験と知識を生かす

2015.2.12

14

桜並木診療医院

＊本企画は、原則ゐのはな同窓会 HP オンライン会報に公開後、千葉日報に掲載される記事です。

第 170 号

ゐ

金武

容子（昭 ）

禧之（昭 ）

や

富夫（専 ）

冨岡

く

石井

良彦（昭 ）

お

薬丸比呂志（昭

渡辺

み

）

増田

秋山

佐藤

茂（専

正則（ 東京歯大・昭 ）

精治（昭 ）

吉崎

卓見（昭

智則（専 ）

岡崎

蓉子（昭 ）

）

）

ある医学部本館や多くの建物が深い緑

とする附属病院のビル群に、さらに趣

月にオープンした外来診療棟をはじめ

が終了したゐのはな記念講堂、本年７

昨年竣工したゐのはな同窓会館、改修

００坪におよぶ亥鼻キャンパスでは、

暑さの毎日でした。とはいえ８０，０

今夏は猛暑日が続き、うだるような

が実感されます。受章のご挨拶では、

まなところで大変ご活躍されているの

挨拶をみますと、同窓会会員がさまざ

します。大学学長や教授への就任のご

を引き続きどうぞよろしくお願いいた

実現されました。済陽先生には本会報

的カラー化、オンライン会報の充実を

会報の内容充実にお力を注がれ、全面

き継がれました。伊藤先生には本同窓

同窓会報の内容を充実すべく力を尽く

これからも編集委員一同、ゐのはな

とを希望しております。

やクラス会活動がさらに活発となるこ

うな機会を生かし、各地のゐのはな会

り記載させていただきました。このよ

者のカラー写真とお名前をできるかぎ

な会だより、クラス会の報告では出席

らしく感じております。各地のゐのは

いただいており、編集委員一同大変誇

）

旭日大綬章の唐澤祥人先生、旭日双光

高橋和久（昭

の中に建ち並び、落ち着いた美しい景

観を呈しております。

記

して参ります。同窓会会員の皆様には、

後

記事のご投稿、同窓会報に関する率直

集

章の青木謹先生、嶺井進先生、瑞宝小

36 35

40

編

綬章の鳥羽剛先生、竹森利忠先生より

惠一（ 信州大・昭 ）

お手元にゐのはな同窓会報第１７０

なご提言等をいただければ幸いでござ

三橋 麗子（ 横浜市大・昭 ）

土屋

号をお届けいたしましたが、今回も充

ご寄稿を戴きました。皆様のご業績の

います。

弘之（ 兵庫医大・昭 ）

証であり、心よりお慶び申し上げます。

霞

実した内容となりました。４期８年間

とくに青木先生にはゐのはな同窓会報

）

西沢英三郎（昭 ）

松永 千秋（昭 ）

喬一（ 慈恵医大・昭 ）

立原

早船

節雄（ 信州大・昭 ）
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例
有茎空腸を用いて再々建した食道癌術後挙上結腸壊死の1例
天海博之 河野世章 阿久津泰典 上里昌也 星野 敢 松原久裕
乳腺基質産生癌にびまん性浸潤像を示す管状癌を伴った1例
松崎弘志 清水辰一郎 唐司則之 吉原ちさと 佐塚哲太郎
金田陽子 小林拓史 横山将也 大塚亮太 栁原章寿
吉岡隆文 山本悠司 佐藤やよい 宮崎彰成
夏目俊之 田中 元 丸山尚嗣 宮澤幸正
直腸原発リンパ上皮腫様癌の1切除例
佐塚哲太郎 菅本祐司 福長 徹 田﨑健太郎 太田拓実
竹下修由 浦濱竜馬 會田直弘 浅井 陽 石岡茂樹
江口正信 木村正幸 松原久裕
上行結腸への直接浸潤を伴う原発性虫垂癌の1例
豊住武司 大平 学 宮内英聡 上里昌也 藤城 健
石井清香 浦濱竜馬 水藤 広 星野 敢 松原久裕
話
題
ドイツ・ベルリンにおける千葉大学グローバル化拠点形成に向けて
森 千里 柏原 誠 戸髙恵美子 鈴木 都 中岡宏子
学
会
第1232回千葉医学会例会・千葉大学大学院医学研究院
先端応用外科学平成23年度例会
第1302回千葉医学会例会・第14回呼吸器内科例会（第28回呼吸器内科同門会）
第1303回千葉医学会例会・第32回神経内科教室例会
OAP 要旨
脊椎カリエス後高度後弯変形に対し pedicle subtraction osteotomy による
矯正手術治療を行った1例
鈴木雅博 折田純久 西能 健 稲毛一秀 久保田剛 志賀康浩
山内かづ代 江口 和 青木保親 中村順一 井上 玄 宮城正行
佐久間詳浩 及川泰宏 中田幸夫 豊根知明 高橋和久 大鳥精司
編集後記
金田篤志
CHIBA MEDICAL JOURNAL Open Access Paper
Case Report
Successful surgical correction of post-tubercular kyphosis by pedicle subtraction
osteotomy: a case report
Masahiro Suzuki, Sumihisa Orita, Takeshi Sainoh, Kazuhide Inage, Go Kubota
Yasuhiro Shiga, Kazuyo Yamauchi, Yawara Eguchi, Yasuchika Aoki
Junichi Nakamura, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Yoshihiro Sakuma
Yasuhiro Oikawa, Yukio Nakata,Tomoaki Toyone
Kazuhisa Takahashi and Seiji Ohtori
第91回千葉医学会学術大会
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知之（昭 ）

良雄（専 ）

力武

藤江

耕士（昭 ）

利夫（昭 ）

永野

片山

一夫（昭 ）

友彦（ 日本医大・昭 ）

にわたり同窓会長をお務めになりまし

土屋

た伊藤晴夫先生（昭 ）が退任され、

青洋（昭
の編集委員のお一人として日頃ご指導
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野際 英雄（昭 ）
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洋（ 日本大医・昭 ）
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東京女医専・昭

尚（昭
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山上美枝子（

横地

鈴木 静夫（専 ）

）

帝国女医専・昭

弘（専 ）

賢二（専 ）

宮本 みち（

工藤 興一（昭

漆原

塙
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の

最終講義
近未来医療
─医療情報学が医生物学を造る・超高齢社会時代の
医療パラダイムシフト─
高林克日己
精子と卵子の出会いのために
─基礎研究から不妊症診断と治療への挑戦─
年森清隆
心筋イオンチャネルと不整脈の研究
中谷晴昭
私の歩んだ道─新しき検査診断学を求めて
野村文夫
原
著
千葉県における認知行動療法の実態：質問紙調査
原口 正 清水栄司 中里道子 小堀 修 伊豫雅臣
学
会
第1292回千葉医学会例会・第4回臨床研修報告会
第1299回千葉医学会例会・総合安全衛生管理機構
研究発表プログラム（第3回桜美会）
雑
報
がん治療における実地診療と臨床試験の間
関根郁夫 飯笹俊彦 鍋谷圭宏 永瀬浩喜 山口武人
OAP 要旨
ステロイド性大腿骨頭壊死症の MRI に関するシステマティックリビュー
─30年の進歩─
中村順一 大鳥精司 折田純久 宮本周一 輪湖 靖 三浦道明 高橋和久
編集後記
小林欣夫
CHIBA MEDICAL JOURNAL Open Access Paper
Review Article
Systematic review of magnetic resonance imaging in corticosteroid-associated
osteonecrosis of the femoral head：30 years of advances
Junichi Nakamura, Seiji Ohtori, Sumihisa Orita, Shuichi Miyamoto
Yasushi Wako, Michiaki Miura and Kazuhisa Takahashi

