ほ

ます。

援なども大きな眼目であり

の１９１７年に『安全、有

医会がおおよそ１００年前

時的、公平』の６項目に定

効、患者中心、効率的、適
めております。

年余りに

遡る、小泉医療構造改革や

これはすでに
国立大学独立法人化の余

られ、創立１３５周年事業

会を強力に牽引してまとめ

ためにご尽力いただき同窓

にわたりゐのはな同窓会の

伊藤晴夫前会長には長年

新卒業生祝賀に加えて卒業

の若手優秀研究者の表彰、

の協力や各種研究会などで

参入を目指して、亥鼻祭へ

若手・中堅同窓生の積極的

ます。また学生会員も含む

致すことになるやに思われ

心よりお慶び申し上げます。 生諸氏への浄財のお願いを

意向をお聞きしながら同窓

が、ゐのはな会各支部のご

大変心苦しいのであります

政的負担を伴いますので、

ます。これには多少とも財

ール」設置を計画しており

するべく「メモリアルウォ

業績を整理して一堂に展示

門での、これまでの歴史的

礎医学教室ならびに臨床部

の必要性も考慮されるため、

育手法などへの側面的支援

や国際的基準に準拠した教

けですが、医学部学生支援

学部が的確に対応されるわ

す。これらの問題点には医

短いことが指摘されていま

動型授業で臨床実習時限の

日本の医学教育制度では受

の影響を受けやすく、特に

につき米国主導型国際基準

問題や医療レベルや質など

労働省といえども医学教育

す。また文部科学省や厚生

もあるやに思われるからで

広く討議・懇談する必要性

治・経済的諸問題などを幅

いる医療人への社会的、政

はな同窓会員が生業として

営上の課題、大多数のゐの

を祈念致しております

ならびにますますのご発展

おります。

集まりであることを願って

を、終世抱き続ける仲間の

の何物にも代えがたい友情

の誼（よしみ）
・同門の縁』

医学部で共に働いた『同窓

いは他大学出身といえども

活動で青春を謳歌し、ある

にゐのはな台に学びクラブ

医療を推進し、また若き日

国際的に評価される医学・

え『世界がスタンダード』

者中心で、患者の期待に応

世紀での進歩したかつ患

）

である「新ゐのはな同窓会

年会員顕彰などを計画し

敢えて支部長レベルの懇談

（昭

館」の完成、記念誌の発刊

ております。その他旧病院

たか

と素晴らしい実績を挙げら

本 館（ 現 医 学 部 ）
・遺構保

医療と健康問題は、食糧・

の必要性を感じたものです。

高 穂

れ敬服いたしております。

存、医学部が推進する『未

よう

年 頭 の 挨 拶
わた

本当にご苦労さまでした。

来医療治療学・人材養成事

わがゐのはな同窓会員が、

そして次なる課題を未熟者

視点がますます必要とされ

波・影響による、医学部運

の小生に託されいささか逡

病』などに対する『治療学

業』や

るように思われ、ＴＰＰの

ざいます。

巡もありますが、ゐのはな

推進』などへの側面的協力

明けましてお目出度うご

済 陽

みなさま健やかに新たな

ゐのはな同窓会長

る年を迎えられましたこと

会員諸兄姉のご協力を戴き

が挙げられます。
間連携強化・連合ゐのはな

そしてゐのはな会各支部

医療レベルを保っていただ

ることなく、的確な教育と

千葉大学医学部も遅れをと

影響も懸念される中、わが

栄養問題同様、今後世界的

ながら、責を全うできれば

同窓会の活性化、発展への

会開催などの計画、医学部

くよう希望するものです。

本年のみなさまのご健勝

）

）

）

本年もよろしくお願い申
し上げます

祝 褒章・叙勲

啓一（昭

年 春の褒章
長尾

藍綬褒章

平成



功（昭

平成 年 秋の叙勲
吉井

旭日双光章



平成 年 秋の褒章
石川 広己（昭

藍綬褒章

のご案内

脳神経外科学
佐伯 直勝 教授
日時 平成 年２月９日（火）午後３時
場所 医学部附属病院ガーネットホール（大講堂）
演題 脳神経外科学の進歩│その軌跡と展望│

最

整形外科学
高橋 和久 教授
日時 平成 年２月 日（火）午後３時
場所 ゐのはな記念講堂
演題 千葉大学整形外科学教室│学問の系譜│

形成外科学
佐藤 兼重 教授
日時 平成 年２月 日（木）午後 時
場所 医学部附属病院ガーネットホール（大講堂）
演題 頭蓋
 顔面変形の外科手術に挑んだ 年
│形態異常に心を病む成人からこどもまで

消化器・腎臓内科学
横須賀 收 教授
日時 平成 年３月３日（木）午後３時
場所 医学部附属病院ガーネットホール（大講堂）
演題 肝疾患診療のこれまで・これから

～



～

臓器制御外科学
宮崎
勝 教授
日時 平成 年３月 日（木）午後３時
場所 医学部附属病院ガーネットホール（大講堂）
演題 肝胆膵外科を歩んだ外科医を振り返って
の追求│
│ Surgeon's Professionalism

学内情報 
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世紀における『難

と考えております。

展望を述べてみたいと思い

ならびに各種医学会、医療
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年頭にあたり、ゐのはな
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会長就任挨拶
ゐのはな同窓会長

済

陽

高

穂 （昭 ）

をめざすことになります。
同窓会会員のための活動推
進（各支部間の連携など）
などが挙げられます。幸い

受章の挨拶
藍綬褒章

藍綬褒章受章のご報告

わめて重要で、私も随所で

生学的見地からの指導がき

り返さないためには産業衛

ます。このような被害を繰

も大きな問題となっており

おり、今しばらく人々の健

と多岐に亘る業務を行って

して複数企業の派遣産業医

ック、呼吸器疾患診療、そ

所でも、健康診断、人間ド

ております。この新たな場

葉大学医学部の益々の隆盛

吉川廣和、鈴木信夫、吉原

と同窓の皆様の一層のご活

康保持増進に貢献できるよ

俊雄の錚々たる先生方が副

そのことにより今回の受章

り、各所で求められるまま

予防対策・教育、さらには

会長としてご尽力いただく

の栄を賜った次第です。じ

融通無碍に仕事をして参り

健康管理に携わって参りま

抜本的手術法や早期がん診
ことになりました。山積す

ん肺は不可逆性職業病で、

躍を心より祈念しつつ、ご

啓 一 （昭 ）

断法を開発したりして国際
るゐのはな同窓会の課題を

昔の粉じん作業が後年にな

月からは

尾

この度伊藤晴夫前会長の
的評価をうけた先輩諸氏な
一つ一つ丁寧に分析して、

ましたが、本年

長

後を受け、ゐのはな同窓会
ど枚挙にいとまがないほど
その具体的解決や方向性を

りじわじわと健康を害して

績が示されるよう願うとこ

かつて昭和 年に、６年

てこられたゐのはな同窓会

営々として努力され、築い

先生などの歴代会長方が

生、渡辺武先生、伊藤晴夫

されております。医療は人

まざまな課題が浮き彫りに

れる反面、医療現場でのさ

の目覚ましさに剋目させら

現今の医学・医療の進歩

持とを忘れず、千葉大学医

同窓生一同、その誇りと矜

たとのことです。ゐのはな

隔てた横浜からも遠望され

鼻台に聳え立ち、東京湾を

大学病院（現医学部）は亥

間の歳月をかけて完成した

での教育・研究・診療、そ

療、本学医学部呼吸器内科

研修、一般病院での内科診

医学部を卒業し、内科臨床

私は昭和

賜りました。

により、藍綬褒章の栄誉を

医会委員を務めてきたこと

多年厚生労働省じん肺診査

年から大学本部

多く輩出してきました。困

究者や熱意ある臨床医を数

医学部は歴史的に優秀な研

て大きいと言えます。わが

して、その担う役割は極め

る有為の人材の育成機関と

として、また医療界におけ

での医学・医療のリーダー

揚と敷衍にあるわけですが、 う望んでおります。皆様方

睦の推進ならびに医道の高

同窓会の目的は、会員親

な支援に努める所存です。

てゐのはな同窓会も側面的

であり、その目的に向かっ

医師の育成をも望むところ

齎し、また斯界に貢献する

療界に治療学などの成果を

門と手を携えて、医学・医

医学部基礎教室が臨床部

を世に示すことができるよ

取り戻し、千葉医学の存在

ものです。医療への信頼を

療が推進されることを望む

る素晴らしい医学教育と医

の論理でなく、万人が認め

要件」です。医療者側のみ

外科医会が定めた「医療の

６項目は１９１７年に米国

効率的、適時的、公平』の

労働省でのじん肺行政の一

培ってきた学識により厚生

在まで計

て

工業大学にて特任教授とし

しましたが、引き続き東京

平成

管理に従事して参りました。

生・職員の健康管理、安全

安全衛生管理機構にて学

年間、安全管理、衛生
管理の任を努めました。
年から現
年間は、自身が

その間、平成

であり、近年は石綿吸入に

クリニックにお世話になっ

念財団ポートスクエア柏戸

ご縁があり（一財）柏戸記

報告とさせていただきます。

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。
医学
②功労賞
 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。
（一
②功労賞
 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。

ゐのはな同窓会賞受賞候補者募集要項

よる遅発性呼吸器悪性腫瘍

最後になりましたが、千

長の役を仰せつかりました
で す。『 世 界 が ス タ ン ダ ー

くるというやっかいなもの

う尽力する所存です。

昭和 年卒業の済陽高穂で
ド』これらの方々の努力で
見出して、医学部へ貢献で

１００年余の歴史と伝統
ろです。

であり、身の引き締まる思

ぎ見られることを願うもの

な行為です。『国民（患者） 学部が今一度、全国から仰

が人を癒す、まさに人間的

です。

難な医学研究や難病の診断

のご理解とご協力を切にお

端をも担わせていただき、

7

医学部卒業後、前記の通

す。浅学非才の未熟者であ

きればと考えております。

した。

りますが、どうぞよろしく
培われた伝統を烏有に帰す

を有し、名尾良憲先生、井

いであります。また、新同
の期待に応える医療、受療

年春の褒章にて、

ることなく、素晴らしい業

出源四郎先生、長澤仁一先

窓会館建設など確固たる業
者が満足する診療』が具現

年に千葉大学

績を挙げてこられたことに

や治療に目覚ましい実績を

具体的な同窓会としての事

願いする次第です。

年に本学を定年退任

挙げ、独創的な研究を推進

業計画を立案してその達成

『安全、有効、患者中心、 の保健管理センター・総合

して平成

衷心より敬服し、感謝して
されるよう望むところです。

47
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千葉大学医学部は、日本

おります。
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第 171 号

就 任
昭和大学医学部
知

明 （昭 ）

挨 拶

根

整形外科学講座 教授

豊

は、私が平成５年に赴任し
之鼻奨学会から２年分の学

５年生の時には財団法人猪
元気？

歩いていましても、
「どう、 ９３年の年明けに、磯野教

学部一筋で診療、研究を行

サーフィンのボードを入手

当時、親に内緒でウインド

すので、これからも何卒よ

きつづき精進してまいりま

の様な特別な存在です。ひ

は、私にとってまさに実家

いただく事ができましたが、 「 ゐ の は な 同 窓 会 」 の 皆 様

つも暖かく迎えてくださる

ておりましたが、磯野教授

腺疾患の診療、研究を行っ

で、乳腺・甲状腺・副甲状

した。その後、手探り状態

ただき、同年帰局いたしま

するようにとのご指示をい

授より帰局して乳癌を担当

させていただきました。

なるかと考え、教授に就任

千葉大に対する御恩返しに

で培った能力を生かせれば、

をかけていただき、千葉大

今回、帝京大学から、声

わせていただきました。

くすこと」を、首から足に

「手術では妥協せず最善を尽

して、最後の学生生活を謳

ろしくお願い申し上げます。 には、大変ご迷惑をおかけ

大丈夫？」と、い

た救急・外傷のメッカ君津

至るすべての整形外科疾患
歌した少々ほろ苦い思い出

中央病院で 年間にわたり、 費相当の奨学金を貸与して

について勉強させて下さっ
もあります。

いただき、西島浩先生、大

幸手総合病院に出張させて

会保険病院、埼玉県厚生連

一年間の研修後、千葉社

後勤められるのか心細く思

せるような医局でした。今

かみあいながら意見を戦わ

に、病室の外で胸ぐらをつ

に、２０１４年に千葉大学

９年に先端応用外科准教授

お世話をいただき、２００

教授が代わられても、大変

きました。松原久裕教授に

外科科長にもさせていただ

部附属病院 乳腺・甲状腺

らは、隔年の千葉大学医学

ていただき、２００６年か

教授にも、大変ご面倒をみ

きました。その後落合武徳

として留学もさせていただ

学に文部科学省在外研究員

０００年には、テネシー大

しく見守っていただき、２

したにもかかわらず、やさ

本学の発展につくしてゆく

の名に恥じぬよう努力し、

制も整え、千葉大学医学部

充実し、ゆくゆくは研究体

今後頑張って、診療体制を

況ですが、やりがいもあり、

ている状況です。大変な状

等も含め、一から作り直し

隣の先生方へのごあいさつ

ゼロからのスタートで、近

閉鎖されていたこともあり、

退職し、１年間乳腺外来が

た。乳腺専門医が１年前に

状腺外科の担当となりまし

当しており、私が乳腺・甲

膵外科を田中邦哉教授が担

を幸田圭史教授が、肝・胆・

ンター外科は、消化管外科

帝京大学ちば総合医療セ

た真の恩師です。平成 年

川昌権先生、吉川広和先生、 医 学 部 附 属 病 院 診 療 教 授

に守屋教授の一声で赴任し

斎藤弘司先生のご指導をう （乳腺・甲状腺外科）に就任

お世話になった千葉大学医

硬式野球部に所属しており、 原教授をはじめ、いままで

進み、高齢者の腰痛の研究

昭和大学に赴任して半年

で、帝京大学ちば総合医療

け、１９８８年に帰局し、

学部同窓の諸先輩、同僚、

科学講座教授を拝命致しま

で、昭和大学医学部整形外
た。以後 年間、一貫して

痛の研究をスタートしまし

医員として大学に戻り、腰

集がなく、私は平成２年に
す。

を、 深 く 感 謝 し て お り ま

させていただけましたこと

年間脊椎外科に専念

したので、ご報告申し上げ

学講座は３年後には開講
周年を迎える、全国 大学
のなかで整形外科としては
９番目に開講した歴史と伝
統ある教室です。
私は、昭和 年に千葉大
学を卒業し、整形外科学教

澤

幸 正 （昭 ）

外科
（乳腺・甲状腺外科） 教授

宮

藤康元学長より肥満研究の

になりながら、千葉大学医

部の諸先輩方に大変お世話

このように千葉大学医学

ろしくお願い申し上げます。



面で大変お世話になり、感

ったものです。

も今後楽しみにしています。 野武士のような先生方の集

謝いたしております。１９

月１日付け

まりで、回診の最中に、治

２０１５年

療方針の意見が合わない時

磯野教授、落合教授、松

私は、学生時代は硬式庭

また、私は、学生時代に

球部に所属していました。

千葉大学では、本当に多

おります。

10

18

かくして、他大学を渡り

が経ちますが、成人脊柱変

センター外科（乳腺・甲状

故川村功先生のもとで、重

野球部の諸先輩、特に元医

後輩の先生方には大変感謝

ました帝京大学ちば総合医

手術を行い、臨床・研究に

腺外科）教授に就任いたし

症肥満の外科治療の研究を

学部長の髙橋英世先生、臓

療センターでは、和田佑一

熱心な若くエネルギーのあ

を自身のライフワークとし、 形を中心にあらゆる脊椎の

脊椎疾患の病態解明と治療

るスタッフにも囲まれ、充

ました。謹んでごあいさつ

行い、１９９１年より、シ

器制御外科（旧第一外科）

いたしております。今後と

をしなさい」とご指示いた

近年は特に「腰曲がりや首

実した日々を送っておりま

私は、１９８５年に千葉

ニア出張として、栃木県厚

もご指導、ご鞭撻のほどよ

だきましたが、井上教授は

下がり」と言われる高齢者

す。私の赴任と時同じくし

大学医学部を卒業し、同年

生連石橋総合病院で、引き

の宮崎勝教授にも大変かわ

帝京大学ちば総合医療センター

ます。昭和大学は、東京都

の脊柱変形の手術治療に積

て、ハイブリッド手術室（任

に第二外科に入局させてい

に得られます）が開設され、 を申し上げます。

意の面でのＣＴ画像が瞬時

ただきました。この年は、

いがっていただきました。

病院長のご尽力で、平成

品川区、東急線の旗の台駅

極的に取り組み、井上教授

高難度の脊椎手術において

佐藤博教授が退官され、磯

続き川村先生にご指導して

年から整形外科教授を拝命

から徒歩数分のところにあ

とかわしたお約束を守って

も、正確かつ安全な手術が

野可一教授が就任された年

残念なことにその２か月後

ります。医・歯・薬・保健

くの方々のお世話になって

学には、旗の台の本院の他

でした。当時の第二外科は、 いただきました。当時、齋

に肝臓がんのため急逝され

医療の４学部を揃えた医系

まいりました。守屋秀繁名

にも藤が丘、横浜北部、江

には必ずメールをくださる、 担保されています。昭和大

誉教授は、ここぞという時

東豊洲という３つの魅力的

し、

総合大学であり、整形外科

かい」と思える師匠です。

室に入局しました。動物性 「親父の背中はいつまでもで

な病院があり、その繋がり

10

導くださっています。田中

年、愛弟子としてご指

所存でございます。

高橋和久教授は、私の入局

25

正・前千葉市立青葉病院長

がある教室だったからです。 来

させていただきました。

機能に興味があったことに

時に文部教官になられて以

ました。翌年は大学院の募

17

12

加え、全国から患者さんが

90

60

60

いらしており、とても活気

このたび、７月 日付け
14

80

昭和 年６月に故井上駿一

30

60

教授から「来年は大学院に

62

第 171 号
報
会
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床）ですが、小児科はＮＩ

くからある顎顔面戦闘外傷

腔外科の役割も変化し、古

よる予後の正確な評価方法

測の疫学調査、治療介入に

人 事 異 動

特任教授

ＣＵ、ＧＣＵあわせ１２０

イノベーション医学

たしました。同窓の先生方

大島 淳子

からご協力賜りましたこと

ことが急務であり、幕僚監



の確立により、質の高い歯

部歯科医官、医官の助言と

准教授

科的即応態勢の構築を図る

環太平洋パートナーシップ

支援を受けながら歯科医官

バイオメディカル研究センター

への対応だけではなく、安

協定に基づき、米軍等と協

育成のための体制作りにあ

全保障的役割の一環として

院副院長）の築かれた小児

力して医療支援が行われ、

たっております。この点他

床余となる予定です。寺井

さて、八千代医療センタ
科をさらに発展させ、研究・

東南アジア諸国に歯科医官

勝前教授（千葉市立海浜病

ー小児科は、全国で 施設
教育にも尽力いたす所存で

が派遣されて、短期間に多

に感謝申し上げます。

しかない日本小児総合医療
す。下条直樹教授（千葉大

一 （昭 ）
施設であり、千葉県唯一の
学大学院医学研究院小児科

潤

小児神経疾患・代謝性疾患
集中治療医学会認定のＰＩ

梨

東京女子医科大学八千代医療センター
小児科 教授

髙
の画像診断、脳代謝の研究
ＣＵ、千葉県で２施設のみ

くの抜歯を行っております。 大学の歯学部あるいは医学

（筑波大・昭 ）

に携わりました。平成 年

部の口腔外科とは異なり、

佐藤 泰憲

本校だけの特色といえます。 グローバル臨床試験学

にはカリフォルニア大学サ

学教授）ならびに、ゐのは

従って、安全で、効率のよ

自衛隊衛生業務に貢献でき

医学研究院助教より

同特任准教授より

など、感染対策の教育も欠

医療機器の消毒、環境整備

きるよう努力してまいりま

係構築にわずかでも寄与で

本の平和、安定した国際関

講師



齋藤 武（平６）

１名

１名

１名



（北海道大・平 ）

同特任助教より

同助教より

宮澤 幸正（昭 ）

外科（乳腺・甲状腺）

帝京大学ちば総合医療センター

他大学教授

岩澤 俊一郎（平 ）

臨床腫瘍部




同講師より
かせません。

し上げます。

１名

３名

平成 年度
大学院医学薬学府
月入学者



神経内科学



１名

２名

武村 直紀

粘膜免疫学

軍事歯学用語に、歯科的

す。

小児外科学



坂本 明美（昭 ）

の総合周産期母子医療セン

い抜歯技術の習得は必須と

ンフランシスコ校放射線科

な同窓会の諸先生方のご指

なります。また、野外とい

ター（ＮＩＣＵ）を有して

導、ご支援を今後とも賜り

で小児神経放射線学の第一

たくよろしくお願い申し上

ターは平成 年

月に設立

人者である
周年を迎え、新棟が竣工

防衛医科大学校病院
秀

言葉があります。これは、

を目的とした健康管理、人
隊の任務遂行を目的として

江

駐屯地の医務室で隊員の歯

っております。歯科医官は、 派遣部隊の円滑な任務遂行

用した歯科医官の育成も担

即 応 態 勢（
O
p
e r a t i o n a l これからも皆様方のご支
隆 （岡山大歯・昭 ）
）という 援を賜りますようお願い申
Dental Readiness

歯科口腔外科 教授

横

行う上での、職業感染対策、 最重要課題として進め、日

おります。八千代医療セン

のもと研修する機会を頂き

くお認め頂きました河野陽

教授
Barkovich

て、東京女子医科大学八千
ました。心地よい環境で自

葉大学医学部を卒業いたし
一教授、留守を託した神経



分の好きな研究に明け暮れ、 予定（６月、５０１床に増

ました。学生時代は準硬式
グループの先生方に感謝を

る歯科医官の育成を教室の

代医療センター小児科教授

野球部に所属し、多くの尊
申し上げます。

う特殊環境下で歯科医療を

に就任いたしました。どう
米国文化に触れることので

敬する先輩方、後輩たちに
ルセンター小児科に転出し、

平成 年に亀田メディカ
平成

恵まれ、チームで一つのこ
とに向かう楽しさを学びま

隊員の口腔健康管理、医官

人的戦力である軍人（我が

科治療を行うだけではなく、 的戦力の確保のことで、部
のいない部隊においては部

この間、日本の小児に好発

国では自衛官）を身体的に

卒業後は故中島博徳教授

良好な状態に保ち、派遣の

小児病態学



際即応できるよう管理して



た、近年複雑に変化する国

生殖医学



循環器内科学

神経科学

（社会精神保健教育研究センター）



分子腫瘍生物学

臓器制御外科学
おくものです。口腔外科と

口腔外科疾患に関する検



際情勢の中、多国間安全保

よう、平時に、検診による

しては、若い隊員に智歯周 （千葉県がんセンター）

評価と治療介入を行うこと

障協力として周辺諸国への
す。新しい法律の制定によ

性が高まることが予想され

診・診断法の確立、発症予

が該当します。
ます。軍事歯学における口

割としての医療支援の重要

り、今後益々安全保障的役

囲炎が任務中に発症しない

務も課されております。ま

は、陸・海・空自衛隊で採

医療支援が行われておりま

２０１５年 月１日付で、 隊衛生の責任者としての任

する急性脳症の臨床研究に

２つの臨床症候群を確立い

定難病に認定）、 clinically 防衛医科大学校は、医師
mild encephalitis/enceph- である幹部自衛官を育成す
alopathy with a reversible ることが設立の目的です。
（ＭＥＲＳ） それに加え、歯科口腔外科
splenial lesion

し上げます。

が主宰される小児科学教室
小児科医としての基礎と心
構えをご指導いただきまし
た。また、準硬式野球部の
先輩でもある杉田克生先生
師事し、小児神経疾患の診

（千葉大学教育学部教授）に
療に従事いたしました。当
時はＭＲＩが臨床現場に導

年に医療費助成対象の指

に入局し、新美仁男教授に

児科に入職いたしました。

大学八千代医療センター小

年から東京女子医科

した。医療に通じる経験で
あり、私の貴重な財産であ

げます。

ぞよろしくお願い申し上げ
きた１年でした。留学を快

31

ます。私は、昭和 年に千

平成 年８月１日付けに

63

13

携わり、 Acute encephal- 防衛医科大学校病院歯科口
opathy with biphasic sei- 腔外科教授を拝命いたしま
zures and late reduced した。千葉大学在職中のご
（ＡＥＳＤ、平成 指導、ご支援に深く感謝申
diffusion

ります。

12

54

17

防衛医科大学校病院

歯科口腔外科

（岡山大歯・昭 ）

横江 秀隆



矢形 寛（金沢大・平２）

乳腺外科

埼玉医科大学総合医療センター

63

27

10

62

14

60

63

27

入され始めた時期であり、

27

10

17

26

28

10
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ゐのはな同窓会各地区会長挨拶

昌

一 （昭 ）

神奈川ゐのはな会会長就任のご挨拶
神奈川ゐのはな会
新会長 小 野 田
たときには、会員は困惑致
しました。役員の中では私
が森先生に次いで年長でし
たので、私が森先生を説得
しました。とにかく一期（３
年）でもできる範囲で会長
された神奈川ゐのはな会総
引き受けますから、という

年次から言いましても私が

をお願いしたい。その後は

会で役員交代の件が審議さ
話をしました。

平成 年７月４日に開催

れ、森豊会長（昭 ）が名

ます。金沢病院の新しい理

にならないかと模索してい

現状維持から何とか上向き

わってから低迷しており、

出席率などは研修制度が変

考えております。

前のレベルに近づけたいと

現状から研修制度が変わる

すので、知恵を出し合い、

は有能な会員が大勢おりま

幸い、神奈川ゐのはな会に

加していただけるような東

若手の同窓生が積極的に参

で私のまず思うところは、

のような印象でした。そこ

などが多く、同好の集まり

も思い出、回想録、旅行記

るのは容易ではありません。 多く、また同窓会誌の内容

方の紹介や研究会、講演会

に研修生を含む新任の先生

ものと思っております。特

も全体の活性化につながる

近隣のゐのはな会との交流

交流、イベントを創成する。

達

雄 （昭 ）

）が主催

活性化に向けてまず理事

情報および行政に携わって

医療連携のための同窓生の

理事会開催日の定例化など

③ＩＴ、Ｎｅｔの活用、④

どをくみ取っていけたらよ

業生の動向、希望、要望な

から「母校千葉大学のため

員登録に対し、会費の納入

です。現在約８００名の会

最後に会費納入率の向上

いと思います。

にお役に立ちたい」との言

率はわずか ％程度と低迷

はな同窓会員としての誇り

に魅力を感じられず、ゐの

しております。これも本会
続いて新年会、総会をは

るさを感じました。

葉をいただき、先行きの明

手理事の選任時に多くの方

です。早速実行に移し、若

②同窓会の各会務の明文化、 用していき、さらに若い卒

理事の若返り、女性の登用、 いる同窓生の情報なども活

会の刷新、具体的には、①

京ゐのはな会の活性化です。 などのお知らせなど。また

区の地区内および地区間の

事長にお願いし、当面事務

たします。

どうぞよろしくお願いい

局を置かせていただくこと
になりました。実務をパー
トの方にお願いする方向で
すが、現在の状況を維持す

藤

東京ゐのはな同窓会長を
引き継ぎました
東京ゐのはな会
新会長 伊

辻陽雄教授（昭

じめとする各種イベントな

が感じられていない証左で

した新設の富山医科薬科大
学（現富山大学医学部）整

しょうか？ 活性化、名簿

森先生に会長就任をご承

形外科に移り、平成３年に

どを、会員の参加が見込ま

づくりと合わせて、草の根

諾いただき、新体制が発足

れるように魅力的にするこ

今後の皆様のご理解ご協

して間もなく、神奈川ゐの

）が副会長に、そして私

年に東

東京女子医科大学整形外科

ら れ る 現 役 の 方 の s h o r t 運動にて改善したく思いま
などを企画し、得意 す。
speech

と。即ち多くの活躍してお

力をよろしくお願いし、就

が会長という役員会の案が

京女子医科大学八千代医療

技、特長などを共有したい

教授に就任、平成

センター院長として多くの

と思います。そして勤務医

はな会は激震に見舞われま

い病院のあり方を追求して

した。富田先生の突然のご

まいりました。同窓のあり

私は神奈川ゐのはな会の

昨年６月 日の東京ゐの

ります。また同窓会報、勤

にしていきたいと考えてお

と開業医双方向の情報を密

ます。

任の挨拶とさせていただき

千葉大学の仲間と共に新し

東京ゐのはな会は現在８

務医部会報を会員にとって

私は昭和 年卒業、最後

がたさを実感しました。
００余名の登録があり、内

メリットのある情報を記載

会長に就任いたしました伊

容は、およそ、開業：６２

すること。勤務医部会を充
千葉大学ゐのはな同窓会と

した。その後昭和 年には

同様に難問を抱えています。 学整形外科に入局いたしま

参加される方は高齢の方が

本会の新年会、総会などに

ります。しかし、これまで

加しやすくする。都内６地

いる若い同窓生の多くが参

実し、都内の病院に勤めて

混乱期にありました千葉大

生が会長退任を表明され、

組織率・会費納入率・総会

一万円

ありがとうございました。



古山 信明（昭 ）



ゐのはな同窓会
への寄附
のインターンを終了、昭和

名、となってお

藤達雄です。

沢病院におかれ、実務は病

逝去です。神奈川ゐのはな

はな会総会にて済陽高穂前

神奈川ゐのはな会は初代
昭和 年まで務められ、昭
年に就任された５代目

ざいます。

会長（昭 ）の後任として

会の事務局は富田先生の金
院の職員の方にお願いして

の津田修二先生（大 ）が

いました。森先生はこの難

承認され、私が会長に就任

誉会長に、三科孝夫理事（昭

42
０、大学勤務：１００、病

42

）が東京駅にて急逝され、 院勤務：

14 43

当時副会長であった森先生

22

18
年当時鈴木次郎教授（昭

局を見事に乗り切られまし

新会長として前向きの抱負

たが、事務局に関しては現

川ゐのはな会は富田先生を

を述べたいところですが、

年の長きにわたり会を主導

核として活動しておりまし

され、現在の形に落ち着き

たので、平成 年に富田先

在も流動的です。

22

ました。それからは、神奈

の富田裕先生（昭 ）が

和

50

が次期会長就任を固辞され

80

12

30

13

45

46
63

は

30

40

致しました。

あけましておめでとうご

33

27

の

54

43

37
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のご冥福を祈り黙とうを捧
げました。続いて清水天会

る と の 事 で し た。 今 後 の
益々のご活躍をお祈りいた

けるゐのはな同窓会員の勢
力縮小傾向は時代の趨勢で

について、またその研究手
法、麻酔科との関わりにつ
き、平明かつ的確にお話し
され、普段何気なく診療し

写真右から

長（ 昭

平３）、内田治男（昭 ）
、

松 林 巌（ 昭

）
、繁田美香

日建邦（昭 ）
、済陽高穂会 （昭 ）、栗田純夫（昭 ）、

前列：野口徹男（昭 ）
、春

59

）、 磯 野 史 朗 教 授

宮尾陽一（昭 ）
、小泉正幸

59

各地ゐのはな会
致し方の無い面もあります

続いて山博先生の乾杯、 が、いささか寂しくも残念

します。

56

などと陰口を叩かれること

懇親会は済陽先生の御発声

ご近況をお聞かせください。

次回は是非、ご参加のうえ

の春日元長野市医師会会長

すっかり貫禄を増した長老

沢 貫 一（ 昭

）
、小林敏生



行（昭 ）

（栗田純夫）

、宮坂斉（昭 ）
、柳 （北海道大・平６）、清水俊
ているＳＡＳに関し認識を （昭 ）

員の賛同で決まり、同会長

人数の聴衆を相手に、気持

世代の先生の不在が目立ち、

）

も再三、気にとめることな

で始まり（先生曰く、
「こう

（
 鶴田好孝、細田和彦）

54

54

長にご挨拶を頂き、本日御
なことです。

の新任の挨拶に始まり、つ

ち良くご講演頂き本当にあ

結局いつもの知った貌の常

（昭

く我が道歩んできた自信に

いう会でのこういう食べ物

信州ゐのはな会

34

42

欠席の諸先輩の近況につい
ご挨拶を頂きました。美味

のフランス旅行中での入院
いで当日遠路はるばる来訪

りがとうございました。両

生活を通じて成熟の果てに

連組の参加に限られてしま

満ち溢れたご講演でした。

はたまには良いんだよ」
）ア

磯野先生には、その世界

の締めで、また３年後にと
ごし、お開きとなりました。

56

てもお話しを頂きました。

新たに、また先生の論文な

のお話はとても印象的でし

されご臨席を賜った、済陽

先生を囲んで出席者一同の

定例総会は、新会長に宮

教授就任披露と記念品贈呈
た。またゐのはな同窓会常

高穂ゐのはな同窓会会長、

しい料理とワインを頂きな

を行い、先生からのご挨拶
任理事の花輪孝雄先生より

千葉大学大学院医学研究院

記念撮影を行った後に懇親

たどり着いた、がんになら

いました。今回欠席の先生

晩年の中山恒明先生の動画

ルコールと料理に囲まれて

の第一人者として睡眠時無

楽しくも懐かしい時間を過

年７月 日に信州

ロポリタン長野にて開催さ

呼吸症候群（ＳＡＳ）につ

平成

45

34

40

だより
山梨県支部
次いで昭和 年卒の大西

ど参照しつつ勉強しようと （昭 ）

を伺いました。千葉からみ
理事会のご報告があり、最

麻酔科教授の磯野史朗先生

坂斉先生の就任が参加者全

会総会が７月２日、甲府市

えた内山暁教授から始まっ
後に出席者全員の近況報告

にご講演をして頂きました。 会に移りました。見渡して

がら歓談を重ね、山先生

のホテル談露館にて開催さ

た教室の事、最近の放射線
が行われ、次回の再会を約

洋先生の山梨大学放射線科

れました。本年は諸事情に

科は診断と治療の両輪から
束し閉会となりました。

平成 年度山梨ゐのはな

より例年の６月より少し遅

なっている事、治療成績は

と例年より少々寂しくなり

名のこじ

ず、長寿の源である「健康

なども（
「人間、自然治癒力

恒例の自己紹介・近況報告

れました。当会は現在会員

いてのご高説をうかがい、
会員数・総会出席者共に減

その拠って来る病因・機序

数

少の一途を辿り、信州にお

13

ました。

＋２の

長寿の食生活習慣」につい

山口正敏（昭 ）、花輪孝雄

哲（金沢大医・平 ）
、中山

だよ」
）拝見することもで

で和気藹々と進み、最後は

）、古屋好美（昭 ）
、細

き、心地よく啓蒙された一

田和彦（昭 ）

時でした。

語って頂きました。
「眉唾」 で親睦を深める意味でも、

後列：中沢肇（昭 ）
、小林

し、ご高齢の先生方と若い

んまりした会で、以前に比

みれば

両先生には 名という少

れたためか、また急遽御欠

とても向上しており、県内
写真右から

13

15

ゐのはな会総会・学術講演

53

光由（平５）、鶴田好孝（昭

11 52

11

59

言う気にさせて頂きました。 後列：熊谷信平（山形大・

席の先生もおられ 名参加

でサイバーナイフも使用で

済陽先生には「健康・長

始めにこの一年でお亡く

寿の秘訣」と題し、生粋の

13

方も３年に一度の会ですの

天（昭 ）、大西洋（昭 ）
、 外科医が、その人生・研究
63

前列：山博（昭 ）
、清水
36

て日頃の思いを込め、熱く

39

58
名、当日参加者 名と

27

11

53

63

きる等環境も大変整ってい

27

なりになられた二名の先生
39

45

会が長野駅前のホテルメト

54

57

各地ゐのはな会 （6）
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安房 ゐ の は な 会

「波奈総本店」に移り、本
位田泰介先生（昭 ）の乾
杯の御発声で懇親会となり

最後に、この８月に逝去

懇親会が開かれ、今年は

名弱と多くの先生のご参加

年７月

日に銀座

東京ゐのはな
耳鼻科医会
平成

回東京ゐのはな耳鼻

ター駒込病院の先生方も参
加し巾広い交流の場となり
）の挨拶

ました。笠井幹事の司会と
私吉原俊雄（昭

からはじまり、神田敬先生

２丁目のホテルモントレに （昭 ）からのご挨拶、森豊
て第

回の企画は、本会の幹

科医会が開催されました。
第

先生（昭 ）による乾杯の
発声やご挨拶をいただきま
した。

から例年どおりアレルギー

豊（ 昭

卒年順に神田敬（昭 ）
、森

ですが、ゐのはな関係では

出席者は出身大学は様々
性鼻炎の治療薬と保険医療

事である笠井創先生（昭 ）

の観点からの動向について

）、笠

）
、 宮 下 久 夫（ 昭
）
、林崎勝武（昭

井創（昭 ）
、工藤典代（大

講演いただきました。女子
医科大学耳鼻咽喉科医局員

阪大・昭 ）
、吉原俊雄（昭
）、 大 谷 地 直 樹

）
、永田博史（昭
浦 巧（ 昭

）
、三

からはディレグラの使用経
験についての講演、さらに
都立がん感染症センター駒

、日野剛（昭 ）、加
込病院耳鼻咽喉科・頭頸部 （昭 ）
腫瘍外科の晝間清先生（平

藤雄一（昭 ）
、中村宏（大

杉英昭（昭 ）
、藤原剛（昭

）
、伊藤宏文（昭

）、本

阪医大・昭 ）
、持田晃（昭
い」について自身の業績と
臨床的に極めて有意義な講

）
、晝間清（平元）
、吉田
５）
、大谷聡（平７）
、留守

耕（ 平 ３）、 岩 本 容 武（ 平

演をいただき、多くの質問
があり活発な講演となりま

）
、

した。とくに晝間先生のめ

）です。
加えて女子医大医局員が

（平

牧角祥美（平 ）
、黒川友哉

）
、大多和優里（平

卓也（平７）
、小野健一（平
り組みと国内外の学会発表
や論文には参加者の皆感激
講演会の後は例年どおり

しておりました。

参加し活発な懇親会となっ

流れ大いに盛り上がった会

終了後には有志で二次会と



（吉原俊雄）

となりました。

た。

また来年の夏の開催を楽

）
、 天 野 晋（ 平

博勝（平２）
、武内重樹（北

を頂きました。ゐのはな同

しみに一旦中締めとし、会

された西川義明先生（昭 ） 里 大・ 昭

窓会の先生（千葉大、東大

懐かしい人物やエピソード

）

他に入局された方含め）
、女

を思い出し、その後もそれ
関谷信平（昭 ）、水谷正彦

３）
、渡辺啓治（昭
他に伊賀寧（聖マリ医大・

の御冥福を祈り黙祷をささ
平２）
、相正人（島根医大・

げ、閉会となりました。
写真右から

総会・講演会が、千葉大学
ぞれ話は尽きず、佐粧教授 （平元）、本位田泰介（昭 ）
、

自己紹介をしながら各人

平成 年９月 日（水）、 ました。

予防医学センター教授佐粧
も丁寧に話しに付き合って
後列：小石川比良来（昭 ）
、

（渡辺啓治） ある都立がん・感染症セン

子医大医局員、関連施設で

孝久先生（平元）をお招き
くださいました。本当に楽 （昭 ）

36

黒野隆（東海大・昭 ）
、辻



平９）が出席しました。

し、たてやま夕日海岸ホテ
しい一時を過ごすことがで

）、 佐 粧 孝 久 教 授

ルにて開催されました。総

謹（ 昭

会では会長の青木謹先生
き、次に渡辺啓治（昭 ）

れました。その後、伊賀寧

40

前列：原久彌（昭 ）
、青木

34

きました。

平成 年度安房ゐのはな会

28

（昭 ）より御挨拶をいただ
より会計報告、原久弥先生
（昭 ）より監査報告が行わ
先生（聖マリ・平２）の座
長で、佐粧教授の御講演と
なりました。
「変形性膝関節
症の早期診新‐予防可能な
疾患なのでしょうか？」と
味深い御講演でした。佐粧

題する大変分かりやすく興
教授は御自身を「膝関節外

38

28

59

59

53

元 ） か ら、
「頭位性のめま

58

科医」と称し、一般人でも
よく分かるお話から御研究
のことまで、また、青木会
長の千葉県立長狭高校の後
輩であること、御子息も千
葉大学医学部に入学された
こと、ＴＢＳテレビの 月
４日（日）の朝の「ゲンキ

35

44

57

61

19

の時間］に出演すること（先

37

37

52 52

57

52

61

53

まい患者さんへの熱心な取

63

12

生、見ましたよ！）等、ユ

38

53

59

59 58

62

19

ーモアを交えながらのお話

35

58

23

でした。終了後別室で佐粧

52

16

教授を囲んで記念撮影を行
いました。

23

34

27

27

36

34

27

16

61

10

16
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ゐのはな同窓会賞・功
労賞（今回初）

刻になり、諸君のご健勝と

平成



ゐのはな

三献の手締めにて閉会とな

来年の無事再会を祈念して、
った。

クラス会
（昭 ）

階のア

十林賢児、杉岡昌明、石山

淳一、油井真知子、安達惠

次回の相談のため

クアヘ上がり着席した途端

福士和夫君は、ＴＰＰで食
糧自給率低下が懸念される

美子、矢野靖子

一郎、伯野中彦、大原啓介、

二列目：中村嘉孝、柳沢健

福士和夫、吉川正宏、田島

分頃の小笠

にユーラユーラと大振幅、

原諸島西方沖地震（マグニ

誠

大揺れ！８時

中、青森の食糧自給率は１

チュード８・１、深さ６８

日（土）
、 ２０％だという。遅参した
松江寛人君は生ある限り、

２㎞）…日本全国が揺れた

年５月

震災・原発被曝者の検診で

ないようだが、少し疲れた

連活動家の余憤が醒めてい

混乱し深夜の帰宅となった

散会、帰途の交通機関が大

地震…に遭遇した。８時に

豊、高梨健治、土井修、油

胤、井坂誠二、瀬川襄、森

三列目：犬野孝則、宍倉正

名）の参加をえて開催しま

会員もいたとの後日談あり。 井信春

催された。参加者は会員８

後４時半より７時半まで開
にて開宴となる。今回は例

次に、加藤繁夫君の乾杯

した。

様子だった。一病息災マイ

奮ってご参加下さい。

ペースでセミ・リタイヤ医

写真右から

集合写真撮影後、幹事杉

位より寄付を受け、無事持

岡昌明の司会で開会（幹事

ち直しした。
前列：森博志、井幡宏、北

最後列：勝田貞夫、小林總

ＪＲ錦糸町駅近くの東武ホ

川定謙、上原すゞ子、志村

介、山本駿一、日浦利明、

校長として大活躍の幹事岩

題が深刻化して心の傷あと

コール依存症、家庭破壊問

日浦利明君の懐かしのメロ

ョナルツアー案内があり、

津富士屋：季眺）のオプシ

更津甚句鑑賞会（於：木更

戦争の愚かさを後世へ伝え

シュバックし、戦争体験と

で過ごした吾々は皆フラッ

され、同時期を国民学校生

学校の児童疎開の話題が出

で放映された千葉の蘇我小

今年３月ＮＨＫスペシャル

ることを祈るや切。

年は元気な顔を見せてくれ

良で不参加であったが、来

と伊東治武君が今回体調不

毎年連続出席の伊藤文雄君

て来年の再会を約して散会。

い山脈〟を全員で大合唱し

井真知子さんの指揮で〝青

ディーハモニカ独演後、油

孝則君、小林總介君、日浦



（杉岡昌明）

くる〟と切迫帰宅難民を実

夫人

フルタイムで生涯現役？を

後列：松丸信太郎、神尾鋭、 門学校開校式へ校長のため

感。

会開始以来、最小人数の集
加藤繁夫、北川夫人、小野

目指すものは少数派であっ

まりとなったが、会員の老

である。特に、今回、故志
化、物故者の増加など、止

出席）
。 名の物故会員へ黙

名、夫人３名、都合計 名
村公男君の奥様が、ご主人

写真右から

倉君から６月

年の節目

も深いようだ。全員の近況

る責任を改めて感じた。久

報告では、戦後

しぶり参加の水戸の井坂誠

倉幹事と当日受付をお手伝

二君は、婦人科検診外来の （追記）遅参した松江君、岩
みヘシフトダウンし、予定
予定地に広い太陽光発電施

君と幹事杉岡の計７名で、

した老健施設建設を断念し、 い頂いた石山淳一君、大野
設建設構想を述べていた。

前列：高井満、山根友二郎、

た。
祷を捧げ、郡山の十林賢児

看護専門学校開校式で遅

夫人、小野清四郎

参を余儀なくされ、会半ば

むを得ない事情がある。各

大震

彼の話によると３・

震災・原発事故後の子供の

日（土）木
肥満とＰＴＳＤ関連のアル

災後の復興状況については、 に駆けつけてくれた今なお

11

入枝幸三郎

師生活を送るのが多数派で、 〝天災は忘れたころにやって

テルレバント東京にて、午

ク
ラ
また、本会計が赤字とな
り、運営に苦慮していたと
少し汗ばむ初夏の夕刻に恒

現地通いを続ける、と医学

ちなみに、来年、卒後
名（遅参２

例となった帝国ホテル東京

ころ、桑原久、庵原昭一、
に於いて会員

）

17

岩倉弘毅君は江戸川看護専

29

（小野清四郎） 君の乾杯発声で開宴した。

の日ごろのお世話に対する



人、時間の経つのも忘れ、

名（不詳は江連盛臣君）。次
の三君に受章等のお祝いを
し、伝統工芸士作の江戸切
子の小カットグラスをお贈
りした。
髙澤五郎君（ 年秋）
旭日双光章
瑞宝双光章

② 神尾 鋭君（ 年秋）
③ 北川定謙君（ 年度）

歓談相尽きなかったが、定

お礼を述べたいとのことで
松丸信太郎君の司会で開

特別参加された。
会。はじめに物故者への黙
祷を捧げた。今回は、杢保
文彦君（ 年 月 日）、関
木健司君（ 年８月 日）、

光倫君（ 年２月４日）、鈴
辻輝蔵君（ 年９月５日）

報告。現在、会員 名中

務局の小野清四郎より会務

福をお祈りする。続いて事

の４君である。謹んでご冥

28

18

11

31

70

11

80

26

27

26

①

24

37

周年の例会は、総意により

30

37

最終となりますのでどうぞ

三一会（昭

27

関夫人、辻夫人、高野昇、

60

平成 年９月 日（土）、 鈴木夫人、上原すゞ子の各

31
19

12

27 27

27

27

27 26
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今年も恒例のクラス会が
会計報告があり、残預金が

で始まった。香西㐮君から

今回は加藤友衛君の司会

を重ねてきた。

４、５回、千葉で２回と会

に会食を中心として東京で

かされ、これも時代の流れ

ー場も消えて行く運命と聞

無くなり、野球場、サッカ

がっていたテニスコートが

確認、連絡道路では下に広

者のネームプレートなどを

を見学、同窓会館では寄附

医学部附属病院外来診療棟

鳥羽剛、三木亮、栗原伸夫、 若新令嬢

写真右から

覚えた。

旧大学病院と対比し感慨を

いるであろう新棟を見学、

て頂き、機能的に作られて

泉さんに診療棟内を案内し

休日にも関わらず総務課小

司、楯二郎、宮下久夫、浅

玉置哲也、木下昌、大津裕

諒、寺島市郎、村山憲太、

薗部和子、木下敏子、林直

若新政史、香西㐮、松井宣

学時には日米安保反対闘争

で学生運動が活発化し、入

ある。値上げ反対運動など

がどこも値上り始めた頃で

後列：加藤友衛、新堀夫人、 た昭和 年の入学で、学費

夫、長山忠雄

（三木亮） ていた。千葉大学でも学生

前列：尾崎賢太郎、北村温、 野尚、沖田正彦、熊田正義、 など政治運動に盛り上がっ

史が思い出される。 周年

ど、いろいろな医学部の歴

運動や医局の民主化運動な

ったり、入局すれば無給医

ット・大学立て籠もりがあ

争があり、市中病院ボイコ

経済大国へ踏み出そうとし

卒業の時はインターン闘

でもカーキチが多い。

奮したクラスメートには今

月４目、三井ガーデンホ
まだ残っていると聞き、幹
と一抹の寂しさを感じた。

さて、我々は、わが国が

テル千葉で開催された。遠
事の努力に感謝。昨年の仙

）

来の和歌山玉置哲也君、名
石原の会以降亡くなった金

三八会（昭

古屋松井宣夫君を含め参加

治誠君に黙祷を捧げ、在り

武禧之君、守矢和人君、宮

てもらえ、お蔭で、一般の

は腫れ物に触るように扱っ

業として同期生の浄財で

節目の同期会では、記念事



者は 名（ご夫人１名、令
嬢１名を含む。当日急遽不
参加者２名）。

治君（３月に遡って）、嶺井

年春に叙勲の栄に浴した宮

今年、昭和 年卒の我々
年を迎え、先年新

ち上げた。年間１４４万円

井君の肝煎りで浅草松葉屋
進君、鳥羽剛君、三木亮に

は卒後

ノンポリ学生にとっては自 「よんまる会奨学基金」を立

で開かれ、舞台や映像の世
拍手、同級生の皆さん方を

装なった東京ステーション

由で伸び伸びと過ごせたよ

界に入り込んだような気分
差し置いての受章に多少の

学部３年の夏には、

ホテルで去る 月 日（木） 記憶している。

し日の姿を偲んだ。また今

を味わった記憶がある。若
面映ゆさを感じた。今は最

に記念同期会を開催した。

の限られた予算であったが、

新政史君と花魁の絡みも懐
長老の沖田正彦君の挨拶と

それからの 年間、毎年二

かしい思い出。以後、忙し
乾杯の音頭に始まり、体調

き時代だった。同時に、我

さにかまけてなかなか集ま

たのは、我々の世代からと

も学生の車が多くなりだし

の波が起こり、本医学部に

に奨学金を贈り続け得たこ

る発展途上国からの留学生

人づつ、本医学部で勉学す

とは、同期生の強固な絆の

観光目的を十分に堪能させ

え、ゴルフを嗜まない組も

躍していた人達の厚意に甘

多く、各地で現役として活

やご家族を同伴される方も

だ。参加者が増え、ご夫人

光組に分かれ夫々に楽しん

１泊して翌日ゴルフ組と観

格したものである。当初は

結果発展的にクラス会に昇

年は混雑を避け箱根仙石原

とで再会を約して終了。昨

会のあり方を再検討するこ

やかなうちに、来年以降の

人事とは思えなかった。和

闘っている人など様々で他

ごした。病気を克服した人、

聞き惚れ、一時を楽しく過

の木」の透き通った歌声に

託したと言う「寂しいかし

を述べ、浅野尚君の心境を

ながらも夫々が近況や体調

に間違いはない。皆で、悦

同窓会費も納めてきたこと

医療の底支えに努め、長年

ずかしめない活躍で日本の

名をよしんば上げずとも恥

散って様々な分野で母校の

しいが、思い返せば各地に

る文言が並び少し気恥ずか

く、感謝状は些か分に過ぎ

した。記念メダルはともか

記念メダルと感謝状も頂戴

かせ、ゐのはな同窓会から

寄り集まって昔話に花を咲

も駆けつけてくれて

バル３６０やホンダＳ６０

も今となれば懐かしい。ス

上げられた、という笑い話

人としてコテンパンに絞り

その二人が悪だくみの張本

朝休講を願い出たところ、

てた特使二人が帰葉し、翌

ある。運悪くクジを引き当

こと、滝パトの病材講義が

最も厳格な滝沢延次郎教授

った。しかし、月曜には、

さに誘われ、つい一泊とな

余りの好天と高原の心地よ

日帰りドライブだったが、

行ができた。予定は日曜の

後の同期会もありそうな気

歓談していると、更に 年

出席した元気な同期生と

るので大変興味深かった。

女のキャリアがバックにあ

なったというあたりは、彼

厳しく、研究自体も難しく

がらみで資源保護の姿勢が

れたが、最近はどこも利権

用の歴史と現状」の話をさ

士に因んで、
「微生物資源応

学生理学賞受賞の大村智博

を彩った。今年ノーベル医

レクチャーがあり、記念会

村和子さんによるショート

究センター長の同期生、西

証しであり、よい思い出で

て頂いた。沖縄で３回、和

で平日に１泊の会を持った

んで頂戴した次第である。

０などユニークなメカに興

台

歌山白浜温泉、名古屋、三

が、まだまだ現役で活躍し

同窓会員の皆様に、改めて

会の半ば、元真菌医学研

島、長野、甲府、横浜、栃

ている諸氏からは不評であ

厚く御礼申し上げる。

あった。

木鬼怒川温泉、那須塩原、

った。今年は千葉で会食後、

数

山形上ノ山温泉など個人で

フルオープンした千葉大学

名全員で信州にドライブ旅

は行きにくい場所もいろい

50

名が

ろ経験させて頂いたし、他

22

が国にモータリゼーション

れず、ゴルフ愛好者達が持

卒業後最初の集まりは松

30

34

余りを揃えて、同期生

40

10

10

38

シンガポールから曽傑俊君

よんまる会
（昭 ）
卒後 周年記念
同期会報告


40

26

10
ち回りで会を開いていたが、 を崩しての欠席者を憂慮し

80 20

50

50

38
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焔が上がるが、鬼籍に入っ
吉川廣和、後藤いづみ、西

前列：角田興一、村松芳子、 郎、柳沢貫一、三好弘文、

写真右から
小澤弘侑、小野田昌一、伊
口の近くには、私達

卒の

した。実は、図書館の入り

て頂いたのは望外の喜びで

にも関わらず、見学をさせ

まったのですが、楽しく愉

ワインにすっかり酔ってし

その後、美味しいご馳走と

のは言うまでもありません。

３列目：曽野文豊、長尾龍

た物故者も 名となり、生
村和子、税所宏光、曽傑俊、 藤光政、安藤由記男、高瀬

19

の余韻をさました後、
「後姿

は二階のバーコーナーで会

を約した一次会の後、有志

次回は未定であるが、再会

後期高齢者の現実に戻る。

加藤元一、明星志貴夫

介、中村千春、小山千明、

森博通、関谷宗英、遠山敬

久、瀧澤弘隆、大本恭平、

２列目：野口眞理、中村泰

石神敏子

伊藤ルミ、崎山比早子、

廣和、税所宏光）

（角田興一、渡辺攻、吉川

渡辺攻、

晶、田中則好、妹尾素淵、

高野元昭、久満董樹、山浦

私達の同級生全員が期せず

描いた絵なのです。今回は

から参加されたヨン先生の

それが、今回ご夫妻で上海

最後列：尾崎梓、首村紀夫、 絵が飾ってあるのですが、

靖広、

してその絵を見ることが出

有志が寄贈した素晴らしい

てくれましたが、これは会

験と知識で全面的に応援し

舗のレストランが豊富な経

開催するに際し、千葉の老

ました。今回、同窓会館で

言う間に過ぎ去ってしまい

快に過ごした時間はアッと

かしい仲間との懇談をした

の場で写真を撮ったり、懐

感謝した次第です。皆でそ

来、皆、医学部側の配慮に

数少ないタクシーをかき集

手段として雨の日曜日で、

小雨のキャンパスから移動

でもありません。その上、

大いに寄与した事は言うま

をスムーズに遂行するのに

）

りと楽しんだのは言うまで

私達のクラス会員は昭和

めてくれて千葉駅や、二次

卒クラス会（昭

の幸せばかり」の都会の街

祷を捧げていると、やはり

存率は ・６％である。黙
77

に三々五々散会となった。

43

後１時半から同窓会が開催

43

年に卒業した仲間達です。 もありません。その後、午

43
した。私達の慣れ親しんだ

の新外来棟の見学を行いま

出迎えてくれて、大学病院

病院の関係者が正面玄関で

先ず、休日にも関わらず、

に訪れた母校のキャンパス

で行われました。久しぶり

日（日）に医学部同窓会館

ってしまった立原（徐）蓉

し、本年新たに物故者に成

参加されておりました。然

タイ国からパンロップ君も

らのヨン先生御夫妻の他に

たが、今回は前出の上海か

人が構内で迷った様でした。 君が乾杯の音頭を取りまし

と言う事もあり、かなりの

子さんに関しては皆あまり

沖縄から参加した堀川義文

となった９人の同級生に黙

されました。先ず、物故者

んで来た人生に誇りを持っ

を迎えます。それぞれが歩

もあと３年で、卒後

うまでもありません。私達

保とうと誓い合った事は言

て少しでも健康寿命を長く

分たち各々が健康に注意し

かったが仕方ない」後は自

らとも無く、
「本当に会いた

生の思い出話に成ると誰か

拶で懇親会が始まりました。 残念ながら逝去された同級

祷し、盛幹事長の恒例の挨

てこれからも大切に過ごし

ってくれたのです。

会会場に移動する便宜も図

神津玲子、藤塚万里子、舟

シン、和泉佳子、林雅恵、

前列：盛克己、ヨン・セー

写真右から

た。

それぞれの帰路につきまし

チ、松清央、高山直秀、鈴

パンロップ・チャルワニッ

鹿島孝、久野宗寛、北原宏、

後列：田中寿一、佐野元昭、

志、和田源司

木昭一、小山哲夫、滝川弘

文、星野聡、古山信明、鈴

来棟の見学を兼ねて 月

外来とは全く違った新感覚

知らなかったせいでかなり

木秀、竜崇正、一瀬正治、

周年

本医師会の元会長の唐澤祥

た上でより盛大にクラス会

に多くの同級生の出席を得

章、保坂忠成、中村宏、中

中列：長谷川洋機、玉井輝

彌幸

佐藤英樹、藤塚光慶、千葉

周年には更
人君の叙勲の案内があり、



そして、卒後

楽しかった同窓会ですが、

の外来で、患者さんも迷う

の人がショックを受けてお

橋満寿子、高岡邦子、栗山

事無く自分の診察を受けら

喬之、青木靖雄

れるであろうと感心致しま

て行きたいと思いました。
りました。
館に向かいました。然し、

嶋弘道、唐澤祥人、堀川義

次に、私達の同級生で日

した。その後、懐かしい連

その途中で医学部図書館に

を開催しようと誓い合って

（中村宏）

一堂、我が事の様に喜んだ

絡道路を通り、皆で同窓会

50

11

立ち寄りましたが、日曜日

50

10

今回は新築成った新病院外

43
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獅子の会（昭

）

昭和 年度卒業生同窓会

の県歌信濃の国や、青春時

オケ大会が行われ、長野県

二次会も同ホテルでカラ

級生が和気あいあいと闊歩

した。暑さにもめげず、同

下壕など印象深く思われま

象山神社、松代大本営跡地

夫人

細井湧一、百瀬玄機、内海

周年以来、ちょうど５

を開催しました。前回の卒

村康、土川秀紀、佐藤政教、 口恭利、吉永勝訓の５名）

東山都紀、吉井田美子、奥

後

雄賀多聡、亀井太美子、湯

址（海津城）、真田宝物館、 前列：奥村夫人、中林清美、 ス会（幹事は伊藤順一郎、

３年後に一回開こう」等で

５年では長すぎるので途中

に沖縄で開こう」
、
「いや、

りました。次回は「５年後

バーに席を移し二次会とな

一雄、須藤義夫、大崎達也、

氷見寿治、本多昭仁、深澤

男、栗林伸一、峯清一郎、

二列目：潮平芳樹、栗原和

諸田英夫

する姿は我々の若き良き時
内海武彦、緒方孝平、高橋

まだまだ、皆現役で診療や

五年間での物故者はなく、

雄、東山義龍、吉井與志彦、 還暦を迎えましたが、この

２列目：星山夫人、中林正

学会活動中のため、なかな

伊藤順一郎、松山泰久、吉 （原）京子

前列：米田洋子、湯口恭利、 岡 野 達 弥、 岡 龍 弘、 氷 見

写真右から

散会となりました。

のの、またの再会を約して

期日を決定できなかったも

四列目：伊藤千秋、神﨑哲

博和、松尾浩三、斎藤博明、

久木田親重、関紳一、村山

三列目：榊原誠、中島浩志、

藤田明、亀井（轟）太美子

述べられました。

代の歌でおおいに盛り上が
代を懐かしく思い出させま
容子、堀江弘、堀江夫人

か遠方在住者は参加がかな

人、橋本尚武、高橋淳、中

（獅子の会）が平成 年７月

した。午後散会となり別れ

３列目：渡辺夫人、吉田夫

実、青墳裕之、石川広己、

いませんでした。それでも、 永勝訓、雄賀多聡、土田豊

獅子の会は、近年海の日

されました。

７月

日は朝から、夏空

の下、平成 年度のＮＨＫ

の前日に毎年開かれており、 の大河ドラマ真田丸の舞台

山本健介、山本夫人、西島

忠、渡辺義郎、高橋秀禎、

４列目：窪田勝也、河崎純

りました。伊藤君と湯口君

影を行った後に、開宴とな

に合った

め集合時刻の午後６時に間

九州在住の金澤保君をはじ

年ぶりの再会で、大多数が

を惜しみつつ夫々家路につ

人、吉田操、橋揚永尚、坂

沖縄在住の潮平芳樹君・北

年前を彷彿とさせられ

きました。また元気な姿で

本建彦、間山素行、中川夫

り

再会できますように。

人、上川夫人、西島夫人

ました。

である城下町松代の歴史観
写真右から

日より 日にかけて信州

本年は小生（細井湧一）の
光巡りをしました。松代城

ました。
７月 日は梅雨が明けた

浩、田沢洋一

名でまず写真撮
最後列：星山圭鉱、佐久川
渡辺孝太郎

後、前回は体調不良で参加

れたことに深く感謝いたし

いクラス会を企画し開催さ

細井湧一君には素晴らし

らず、改めて医療技術の進

全員が医師であるにも関わ

で乾杯となりました。我々

復職した青墳裕之君の音頭

その後心臓移植を受け見事

がかなわなかったものの、

ます。あまりに突然のこと

歩を実感し、身の引き締ま

追記

年８

胃の病気のため平成
月

日に急逝されました。
心から御冥福をお祈り申し
上げます。

年７月４日（土）

）

 （百瀬玄機、西島浩）
八〇会
（昭
平成

周年のクラ

に三井ガーデンホテル千葉
において卒後

引き続き、同ホテル内の

は終了となりました。

う旨の事務局連絡で一次会

クラス会まで名簿管理を行

は経過し、雄賀多より次回

気あいあいと一次会の時間

子・趣味・再々婚自慢等和

康・療養エピソードや孫・

ーチを行いましたが、不健

前回同様各人が一分間スピ

った瞬間でした。その後、

で驚きましたが、細井君は

 （細井湧一）

輝章、﨑尾秀彰、中川邦夫、 の司会兼開会のあいさつの

47

太陽の下、中川邦夫君のホ
ームコースである、大浅間
ゴルフクラブで 人が参加
したコンペが行われ、猛暑
の中文字通りの熱戦を緒方
孝平君が制しました。
日の夜の宴会は、右記

ホテルで同伴者を含め 人
が参加し盛大に行われまし

開催に関しての発議があり、

に、平成 年度の同窓会の

させられました。中締め前

一年ごとの時の流れを感じ

躍されているようですが、

況報告では、夫々元気に活

れました。恒例の各自の近

久安宣昭君に黙祷が捧げら

り、吉田明弘君（彭栄達）、

立たれた方がたの報告があ

島浩君より、心ならずも先

た。私の開会の辞に続き西

40

幹事に星山圭鉱君が推され

27

55

松代ロイヤルホテルで開催

出身地である信州で聞かれ

30

44

16

ました。同君も快諾され新

35

19
潟県柏崎での開催の決意を

27

45

44

20

19

28

30

28

20

19

27

第 171 号
報
会
窓
同
な
の

は
ゐ
（11） ク ラ ス 会

ク ラ ス 会 （12）

昨日のことの様な感じもし （高橋）まさみ、福武敏夫、 入学後 年が過ぎましたが、 ２列目：豊田康義、山口賢

７９年（学３）アフガン侵

ーズ解散・成田開港、１９
写真右から

お元気で。

ます。では、また何年か、

２列目：細井孝之、三浦正

内）麻里

中村達雄、川野裕、道永（竹

たとの報告がありました。

制作業者への発注が終了し

た。この会の中でアルバム

卒業アルバムが未完成でし

安藤（松本）道子

俐代、阿部（山田）朝美、

持宏明、草塩公彦、松野展

一、関直人、土井茂治、倉

７８年（学２）キャンディ

した。福武敏夫さんの（最
攻、１９８０年（学４）百

義、福井博行、森石丈二、

里、道永幸治、森石丈二で

武史、遠藤弘良、丹羽（袖
長老？）、最近のご自著２冊
恵結婚、１９８１年（卒年） 前列：細井夫人、松村（安

村博敏、宇田川郁夫、植松

最後列：眞田孝裕、金澤保、 の教科書の紹介も含めた元

山）淳子
気な乾杯発声で開会になり

大渕聡己、大石嘉則、緒方

最後列：小島広成、堀江美

３列目：永嶌薫、中村広志、 前列：伊藤一茂、石塚伸子、 耕、市川千秋

和、石塚満、白鳥享、吉田
佐藤二郎、森田（石井）弘

正、小林信雄、五十嵐琢司、

写真右から

況の報告をしました。みん

三浦文彦、天野晋、古谷成

松村竜太郎、石井猛

吉川正治、中澤亨、伊丹純、 秋には発送となる予定です。 ３列目：塚本喜昭、阿部径

沖田伸也、柿沼宏明、柴橋
田）千恵子、三浦夫人、佐

トットちゃん、そういう時

な、ほど良く年をとってき

直史、清水（冲永）聡子、

代でした。懐かしいですが、 藤夫人、江沢里花子、田川

出沢明、中田好則、長谷川

宍倉（伯野）めぐみ、梅原

会も半ば、各人全員が近

ました。

浩、が参加し計 名となり

之、馬嶋正隆、椎名達也、
４列目：後藤剛貞、土屋明

敬司

開いていると思いますが、
で、本当に「元気をもらう」

ろですが、みなさん前向き

機を迎える人も多くなるこ

ション科教授に就任されま

京大学医学部リハビリテー

同期の緒方直史さんが帝

知れません（今たまたま山

だけで、次回は変わるかも

に面白半分に名乗っている

らず、これは文責者が勝手

の会の名称も決まってはお

ことでしょうか。実は、こ

への意識も高まったという

話が尽きぬ様子でした。

並みを眺めながら、新旧の

階上に場を移し、夕日の街

を偲びました。二次会は、

に黙祷をささげ、ありし日

中原利郎さんと賀陽濟さん

て お り、 近 年 逝 去 さ れ た

同期生４名がすでに他界し

た。一方、悲しいことに、

大学から三浦文彦外科准教

ー部の大渕聡己さん、帝京

されました。

任祝賀会兼同窓会」が開催

石嘉則さんが発起人となり、

した。スキー部の同期、大

ラザで「緒方直史君教授就

１９７５年（進１）ベトナ

ニクソン辞任・長嶋引退、

は、１９７４年（入前年）

年表的ですが、在学前後

厳しさにふれられていまし

の大学病院での医学教育の

時代の楽しい思い出、現在

教授のスピーチでは、学生

ら祝辞がありました。緒方

授、清水聡子眼科元教授か

発起人の大石さん、スキ

平成 年（２０１５年）

いな人もいるでしょう）。

ロッキード、１９７７年（学

め 人近くが集まりました。 ム和平、１９７６年（進２）

とに気がつきましたが、嫌

56

７月４日、京葉銀行文化プ

本五十六と同じ であるこ

60
６月 日（土）３時から有

27

楽町帝国ホテルに家族も含

27

瀧口正樹、道永（竹内）麻

幹事は、石井猛、伊丹純、

１）宇宙戦艦ヤマト、１９

た。私たちの学年は医学部

40

慈、小島博之 （
 石塚伸子）

田村雅治

他に杉原茂孝、砂田荘一、

博之、石橋巌、寺林秀隆

30

た感じで、いかにも同期会

弘、窪澤仁、道永幸治、高
（瀧口正樹）

我々の学年は在学中から、

したが）いい味を出してく

ゐのはな同窓会報に寄稿す
という言葉がピッタリでし

緒方直史君教授就任
祝賀会兼同窓会（平３）

才前後になって少し母校

るのは初めてです。みんな

10



いわゆるロートル（老頭児）



在完、川副泰成、瀧口正樹

名乗るなど（なぜか現役・

業会という意味です。我々
れていました。そろそろ転

最年少の伊丹君も入ってま

はもう 回以上クラス会を

56

組が元気で「道草の会」を

（雄賀多聡 ） ら し い 盛 り 上 が り で し た 。

）

これは 年卒業予定者卒

56

ました。
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千葉大学関連病院会議
設立総会を開催

発な議論をしていきたい旨、
あいさつがあった。来賓と
して、田畑陽一郎千葉県医
師会長、矢島鉄也千葉県病

高き志を支援する篤志の力
公益財団法人 猪之鼻奨学会

学と薬学系機関に所

属する教授各位と名

誉教授諸氏によるボ

ランティア活動を基

あるいは、医学系および薬

医学部や薬学部の学生、

付きの研究助成とは違い、

はありません。様々な条件

れております。そこ

貯金金利でまかなわ

本財産から生じる預

務上の諸経費は、基

事務職員の雇用や業

本としております。

健医療担当部長、齋藤康千

です。昨今、この種の支援

学系の大学院生の熱き志は、 受賞者には利便性が良い賞

で、皆様からの寄付

信 夫 （昭 ）

葉市病院事業管理者、済陽
世の宝と言っても過言では

では、目先の研究成果が求

木

医研修の相互の充実を図る
高穂ゐのはな同窓会長を迎

められ、数値化しての研究

鈴

ことを主目的としている。
え、ごあいさつを頂いた。

ありません。無限大の可能

会長

総会では小林欣夫副病院

性が秘められております。

院局長、古元重和千葉県保

長の進行により、オープニ
各議事については司会より



オータニ幕張において、千

説明があり、審議承認され

力関連病院長連絡会議を発

当会議は、千葉県研修協
あり、これからの医療に関

会議の目的について説明が
総会に引き続き開催され

た。

金を貸与しているのが、公

お役に立つようにと、奨学

そのような学徒に少しでも

なことをするのではなく、

ます。本賞では、そのよう

業績歴の評価がなされてい

当されるわけです。

奨学金や受賞金に充

金が、あくまでも、

の薫が諸処津々浦々に漂う

た、田村憲久衆議院議員（前

ようお願いする次第です。

するさまざまな問題に対し

以上、猪之鼻（亥鼻）に

展的に改組したもので、県

咲いている一輪の花が、い

例えば、研究者としての芽
生えの時期である方の受賞

益財団法人である猪之鼻奨

を促したいものです。

厚生労働大臣）による講演

可能な対象者については、

て既成概念に囚われず議論

従前の千葉大学所属の学生

内外の関連病院の結びつき
度についてユーモアを交え

会では、今後の社会保障制
ながら熱くご説明頂いた。

していきたい旨、あいさつ
があった。続けて徳久剛史

を強化し、相互の医療レベ
学長より、研修医を取り巻

万円、後者では１

すと、前者では１名あたり
万～

名あたり

万円です。必ず
千葉県内に他大学の医学部

名の研究者です。本賞が、

１～２名の奨学生と４～５

せん。毎年の該当者人数は、

つまでも慈しまれ、その花

ルを発展させるための協議

千葉県下の大学薬学部に在

のみという制限はなくなり、 額がどれくらいかと言いま

では、奨学金額と助成金

及び、学生臨床実習の充実
く状況の変化を踏まえて活

医学、薬学の学生とされて

が新設されますので、その

来ております。さらに、近々、 しも、充分な額ではありま

医学部生へも拡大されるこ

積している金額と人数は、

り、大正、昭和、平成とい

ととなります。したがって、 数多くの諸先輩の方々によ

莫大かもしれません。しか

う長きにわたって営々と続
一方、医学・薬学に関わ

し、各年度の受賞者数の増

猪之鼻奨学会の存在意義と

る研究に従事している研究

員と受賞金額の増額がなさ

果たすべき役割の重大性が

者については、研究助成金

れることを期したいもので

けられて来たことから、累

を付与しております。助成

深化して行く昨今です。

金の使途明細報告と一年間

なお、猪之鼻奨学会の運

す。

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

並びに初期臨床研修・専門

学会です。この支援に申請

機関が一同に会した。

93

午後 時よりホテルニュー
葉大学関連病院会議設立総
ングムービーが上映された

26

後、山本修一病院長より当

7

会が開催され、 もの医療

27

4

平成 年 月 日（日）

47

営は、千葉大学における医

鈴木信夫

会長

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

30
の研究成果の報告をいただ
くという条件が課せられて
おりますが、その他の制約

下記口座にお振込みください。

寄附金は税控除の
対象となります

ご寄附にご賛同いただける方は

60

50

籍する学生や千葉県在住の

写真右から齋藤康千葉市病院事業管理者、田村憲久衆議院議員、
徳久剛史学長、山本修一病院長
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研修プログラム

心臓血管外科
千葉大学大学院医学研究院
心臓血管外科学

だに外科らしい外科、すな
管外科に興味を持ってくれ

る千葉大学卒業生が心臓血

加

わち切ったり縫ったりとい

日本赤十字社

う手技が一番残っている領
域で、手術は大変ですが楽

成田赤十字病院
院長

しさを実感できると思いま
す。一方で、様々な人工臓
器を使った治療、移植、再

誠 （昭 ）

ることを期待しています。

藤

心臓血管外科手術は増加の

められます。それとともに

血管疾患罹患率の増加が認

会の高齢化などに伴い心臓

近年、生活の欧米化、社

葉県では唯一の植込み型補

度医療を行っています。千

補助循環を組み合わせた高

科手術に加え種々の機械的

心不全治療に関しては、外

まっています。さらに重症

特徴のある症例も大学に集

あるため、症状、生活の質

後を改善することが目的で

点です。循環器系の機能予

ことがほとんどないという

徴は悪性腫瘍が対象になる

ます。もう一つの大きな特

残された分野であると思い

治療法開発の可能性が多く

初期臨床研修医

診療科を標榜しており、

期医療体制の充実に努めて

院として、救急医療・急性

わたり、北総地域の中核病

有余年に

赤十字社に移管されたこと

修が必修となっていること

救急集中治療部３か月の研

内科６か月、外科３か月、

きました。病床数７１９床、 初期研修の特徴は一年次に

に始まり、以来

名が在籍

医師・歯科医師１４２名、

け入れております。当院の

けプログラムを２名程度受

年千葉大からの、たすき掛

おります。これに加えて毎

０％のマッチ率で推移して

郎 （大阪大 ･ 昭 ）

一途をたどっています。内
助人工心臓実施施設となっ
の改善といった手術効果が

護

科領域で行われる血管内治
ており、心臓移植認定施設

名です。最近は１０

名、小児科コース２名の

療のみが増加し心臓外科手
も数年内に取得できる見通

しています。

合計

術は減っているのではと誤

見えやすく、達成感を感じ

年に日本医療団より日本

成田赤十字病院は、昭和

解されている先生方もおら
しで、重症心不全治療セン

松 宮
生医療など先進医療に触れ

47

ターとして機能しています。 ることができると思います。

る機会も多く、新しい外科

12

れますが、学会統計では過

23

去 年間で心臓大血管手術

教授
61

です。この間に実臨床に役

行っています。大動脈瘤に

ており質の高い外科治療を

複合した手術が大半を占め

に対するメイズ手術などを

存する弁形成術、心房細動

ス術、可及的に自己弁を温

建を目指した冠動脈バイパ

内容の面でも、完全血行再

は３倍以上になりました。

おり、５年前に比べ症例数

も手術症例は年々増加して

千葉大学心臓血管外科で

多くの外科手技が機械（自

を組んでいます。他科では

験できるようカリキュラム

後半には簡単な開心術を経

の血管吻合などを習得し、

研修で、グラフト採取、種々

います。卒後３年目の後期

の機会を与えるよう努めて

科では積極的に若手に執刀

通用しなくなっており、当

のような「見て盗め」では

視されてきています。以前

の手術経験がますます重要

からも注目され、若手医師

テムは、専門医制度が社会

心臓血管外科の修練シス

新しい医療に挑戦してみま

緒に〝やりがい〟を共有し、 っています。

育をしています。我々と一

ますし、そうなれるよう教

管理に精通することになり

吸管理をはじめとする全身

練により、おのずと循環呼

たがって心臓血管外科の修

の傾向が強くなります。し

重症例になればなるほどそ

が効いてくるもので、特に

ゆる臨床医学分野の総合力

分泌、血液、感染などあら

集中治療、消化器、代謝内

また、心臓血管外科手術

救援活動や保健衛生活動等、 ですので余裕をもって希望

病院として、国内外の医療

らに、千葉県唯一の赤十字

体制を構築しています。さ

応するため、即対応できる

床有し、感染症の脅威に対

して、特定感染症病床を２

特定感染症指定医療機関と

た、全国に３箇所しかない

事業を展開しています。ま

けて、地域に密着した医療

でなく、麻酔、循環器内科、 拠点病院等多くの指定を受

成績には、外科の技術のみ

医療社会事業を積極的に行

救命救急センター及び災害

周産期母子医療センター・

床につき

ですが、病院の規模７１９

でプログラムを考える時期

将来の専門性に向けて自分

っています。２年次には、

年次に研修できる設定にな

修し、外科は希望により２

最初の３か月に小児科を研

よう配慮されています。小

困難を感じることが少ない

回程度行い、研修初期に

面的な協力を得て充実した

的に行っている施設の、全

院や近隣の在宅診療を積極

療については、多古中央病

のミーティングを頻繁に行

元、リウマチ・アレルギー

合 内 科 部 長 ）、 志 賀 孝（ 平

長）、森尾比呂志（昭 、総

泌代謝内科部長）
、青墳信之

尾哲（昭 、糖尿病・内分

を誇るだけでなく、屋根瓦 （昭

る急性期病院ですが、豊富

内 科 部 長 ）、 福 田 和 司（ 平

式指導体制が充実するよう、 脇田久（昭 、副院長）
、松

な症例、最新の医療機器等

５、第一消化器内科部長）
、

い調整しています。地域医 （ 昭

るためのストレート研修で、 研修管理委員会や研修医と

児科コースは小児科医にな

研修を行っています。

沼 桂 司（ 昭

、内科：蓮
砂岡宏和（平 ）

立つレクチャーを、早期に

対する血管ステント治療、

動吻合器など）に置き換わ

のプログラムを考えること
者数が年間２００００人を

ができます。当院は救急患
当院の初期研修プログラ

）、

）、 松 本 一 曉

）、柳澤孝夫（昭

、第一血液腫瘍科部

当院の千葉大学医学部卒

科 副 部 長 ）、 万 代 恭 史（ 平

増田真一（平５、血液腫瘍

、消化器内科副部長）
、村

名で以下のとおり

です。

業者は

山太一（平 院）
、橘香穂里

、病院長）
、中村道夫（昭 （平 、糖尿病・内分泌代謝

脳神経外科：加藤誠（昭

14

す。

慢性血栓塞栓性肺高血圧症

超え、集中治療部が活躍す

51

60

59

、第一脳神経外科部長）、 内科副部長）、仲村彩子（平

14

10
ムは、初期研修一般コース

36

24

55

56

56

21

70

名程度の研修医

に対する手術など他院では

せんか。多くの熱意あふれ

地域医療支援病院、地域

14

る中で、心臓血管外科は未

62 47

16

数は ％以上増加していま

60

30

あまり多くは経験できない

10

32
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）、古矢裕樹（平 ）、柴
中西加寿也（昭 、救急・
８、外科副部長）、坂本敏哉

千葉大プログラム、千葉県

集 中 治 療 科 部 長 ）、 奥 怜 子 （平 ）、吉住有人（平 ）
、 立病院群プログラム、千葉
県ＮＨＯ４病院プログラム

呼吸器学会、アレルギー学

糖尿病学会、透析医学会、

喜美子（平 ）。糖尿病セン

山容正（昭 、部長）
、伊藤

会、リウマチ学会、神経学

院長）
、関直人（平３、糖尿

ター：西村元伸（昭

、副

会の研修指定病院となって

ます。千葉には当院の他に、 おり、各領域の専門医を目

ー：永田真依子（平 ）
、土

病 セ ン タ ー 長 ）。 腎 セ ン タ

的に受け入れており、千葉

葉以外からの研修医も積極

も整っています。また、千

野里子（平 ）
、永吉優（平

吸器科：石川哲（平８）
、水

長）
、大矢佳寛（平

科：松村竜太郎（昭

）、 築 野 一 馬
存在し、４病院プログラム

）、多田歩未（平 ）
、 院の４つのＮＨＯの施設が

大の医局出身以外の医師と

）
。呼

、

）
。小

児科：松村千恵子（昭

）
、野口直子（平

、部

では、基幹施設の千葉医療

としています。

の交流ができることも特徴

センターを中心に各施設の

尾 﨑 航（ 平

部長）、西谷慶（平４、乳腺 （平

明（昭 、第一消化器外科

文田貴志（平 ）、伊東千尋

屋洋平（平 ）。アレルギー

栗田健郎（平 ）、眼科：宇 （平 ）、田村百合（平 ）
、 から研修医を受け入れてい

指す若手医師を受け入れて

髙靖（平 ）、外科：石井隆

おり、学会発表の支援体制

酔 科 部 長 ）、 藤 井 り か（ 平

神医療センター、下志津病

之（昭 、副院長）、清水善 （平 ）、岩崎龍太郎（平 ）
、 千葉医療センター、下総精

４）、長谷川誠（平 ）、放
射線科：岡田淳一（昭 、

外 科 部 長 ）、 清 水 公 雄（ 平

放射線科部長）、島英樹（平
３、放射線科副部長）、町田

国立病院機構

得意とする分野を研修でき

升田真依（平 ）
。外科：西

るプログラムを構築してお

最後に当院に在籍するゐ

郷健一（昭 、部長）
、丸山

）、
のはな同窓会会員の医師を

部長）
、小林雅代（平

ります。後期研修に関して

紹介します。神経内科：新

伸 （昭 ）

は、内科学会（教育関連病

（平 ）、心臓血管外科：焼
た、千葉市中央区にある病

立佐倉病院が統合してでき

国立療養所千葉東病院と国

県外からの患者を受け入れ

千葉市のみでなく、県内、

高レベルの医療を展開し、

リウマチ・アレルギー・膠

村

院）
、外科学会、整形外科学

通広（平元、部長）
、圷尚武

元

宮崎文平（平 ）

南海男（平４、放射線科副
部 長 ）、 泌 尿 器 科： 菅 原 翔
（平 ）、精神科：佐藤茂樹

千葉東病院

第二精神神経科部長）、小池

西

原病といった分野を中心に、 会、小児科学会、腎臓学会、 井公人（昭 、病院長）
、吉

副院長・千葉大学臨床教授

（昭 ）、赤田弘一（平８、
香（平 、精神神経科副部
国立病院機構（ＮＨＯ）

長）、神経内科：鈴木由利子

（平６、神経内科部長）、米
千葉東病院は、平成 年に

）、 諌 田 朋 佳

田 康 紀（ 平

（昭 ）、五十嵐俊次（昭 、 院です。２つの病院の持っ

（平 ）、小児科：眞山和徳

ています。腎臓に関しては、

高橋聡子（平 、小児科副

第 一 小 児 科 部 長 ）、 野 口 靖
きる病院として成長してき

加え、千葉の医療に貢献で

ていた機能に新たな機能を

膵腎移植）、血液浄化センタ

門医が在籍し、外科（腎、

小児科、内科に複数の腎専

ー、病理（腎病理専門）と

経、呼吸器、リウマチ・ア

糖尿病・内分泌・代謝、神

対応困難である、結核、神

す。また、一般の施設では

心施設として活躍していま

であり、内科系では、腎臓、 協力して、ＮＨＯの中で中

レルギー・膠原病を、外科

）、 森 香 子

ました。病床数は４２７床

（平２、第二小児科部長）、
部長）、小泉奈美（平 ）、
石 田 茂 誠（ 平
俊光（平２、第一耳鼻咽喉

（平 ）、耳鼻咽喉科：根本
科 部 長 ）、 大 塚 雄 一 郎（ 平

膵島）、一般・消化器外科、 いったセーフティ・ネット

７、第二耳鼻咽喉科部長）、 系では、移植（腎臓、膵臓、 経難病、重症心身障害者と
梶山由佳（平 ）、石田ちひ

提供しています。更に臨床

整形外科、形成外科、眼科、 分野でも、専門的な医療を
泌尿器科、麻酔科、そして

ろ（平 ）、産婦人科：杉田
達哉（平５、第二産婦人科

新たな情報も多く発信して

研究部が臨床研究を支援し、
人の医師が在籍して

研修体制は、初期研修で

います。
は、協力型研修施設として

（平元、臨床研究部長）
、長

谷川正行（昭 ）
、大月和宣

（平２）
、青山博道（平４）。

、部長）、勝見明（平２）
、

整形外科：後藤憲一郎（昭

田 原 正 道（ 平 ６）
。泌尿器

科：香村衡一（昭 ）
。形成

外科：千明信一（平７）
、眼

科：今井直樹（平３）
、麻酔

科：崔俊人（平９）
、放射線

）
。

科：池平博夫（昭 ）
。臨床

検査科：酒巻建夫（昭

49

）、 常 山 篤 子

58

小児科、病理、臨床研究部
で計

います。これらの診療科が
協力し合って、腎疾患、神
経難病、糖尿病、呼吸器、

24

10 56

20 56

18

52

津 禎 宏（ 平

26

部長）、金子明夏（平 ）、
林伸彦（平 ）、検査部：野

11 61

11

22

60

宮明日香（平 ）、麻酔科：
25

26

27

27

25

26

27
27

57

61

口博史（昭 ）、形成外科：

45

55

16

27

14

63 58

23

24

21

58

24

26

）、山地芳弘（平 ）、 初期臨床研修医：白川隆介
22

24

江沢里花子（昭 、第一麻 （ 平
14

23
加地竜士（平 、形成外科
14

12

56

61

23

25

16
22
18

25
21

50 23

62

10

25

63

お知らせ
ご住所・ご勤務先等に変更
がございましたら当会にも
ご一報ください。
電 話（043）202-3750
ＦＡＸ（043）202-3753
e-mail：info@inohana.jp

22

47 24

25

部長）、救急部集中治療科：

55

50 23
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研修医だより

後期研修に臨んで
江

口

紀

じました。

子 （平 ）

事し、その後は各々循環器
専門分野での手技鍛錬や研

学

生

２０１５年度
第六回

教

医学部

夏のリトリート

育

年

大野 吉史

開催報告

関東研究医養成コンソーシアム

究に勤しむのが一般的です。
ただしあくまでも一般例で
あり、その他の選択肢を希
望すれば、最大限尊重して
もらえる風土があります。
実際に現在関連病院外で研
修を積んでいる同期もおり、

今年度の関東研究医養成

を行いました。８名前後の

本学代表としては、大野吉

研究と学生生活との両立、

積極的な質問が相次ぎ、大

の質疑応答では、学生から

教員・学生混合グループで、 史が発表しました。発表後

キャリアプラン、研究の魅

いに盛り上がりました。

２日間のリトリートを通

力といったテーマについて

し、研究医を目指す学生同

議論を深め、特に学生参加

者にとっては非常に良い刺

常に充実した時間を過ごす

士の活発な議論ができ、非

２日目は、築地散策およ

激になったようでした。

の参加者にとっても、将来

コンソーシアム・夏のリト

び口頭発表が行われました。 ことができました。低学年

選択肢は無限大といってよ

築地散策では、前日のグル

いかと思います。私は現在

リトリート１日目は、ポ

吉史が本リトリートの学生

それを機に循環器内科へ

スター発表、特別講演、グ

代表を務めました。

強く惹かれるようになりま

日

リートは、千葉大学が主幹

のキャリアを考える一助と

校となり平成

えることができる一方で、

学・金沢大学・群馬大学・

本リトリートには、千葉大

表をお願いしました。ポス

の参加者全員にポスター発

トリートでは、２年生以上

イン阪急で開催されました。 行われました。今年度のリ

８分間の発表を行いました。

携わっている研究について

最大１名の学生が、自身が

期待しています。

として発展していくことを

して仲を深めたグループで、 なったものと確信していま

大学病院での病棟業務に従

年８月

事していますが、想像以上

悩んだ時にはすぐに相談で

順天堂大学・東京大学・東

ター発表前には各学生１分

す。今後も本リトリートが

器内科で女性が働き続ける
きる上級医もおり、のびの

ずつのプレゼンテーション

研究医養成に貢献できる場

ことができるのかという疑
びと診療に従事することが

北大学・北海道大学・山梨

朝の築地を楽しみました。

問がありました。しかし当

大学・横浜市立大学の教員

口頭発表では、各大学より

大学を卒業し、同年４月よ
科へ入局し先輩の女性医師

できています。また各種カ

ループディスカッションが

り東京都済生会中央病院で

ンファレンスで症例を共有

日に、品川のアワーズ

２年間の初期研修を行いま
の先生方とお会いして、循

〜

17

環器内科医としてのキャリ

に自分で治療方針などを考

27

した。平成 年４月より千

した。その一つとして循環

したが、初期研修医時代は

23

進路について非常に悩みま

ープディスカッションを通

5

千葉大学医学部附属病院
循環器内科

23

私は平成 年３月に千葉

18

本年度より千葉大学へ帰局

て計２年間研修しました。

センターと君津中央病院に

院である千葉県立循環器病

環器内科に入局し、関連病

葉大学医学部附属病院の循

のではないか、とお考えの

が女性にとって困難を伴う

これは循環器内科という科

アとプライベートとの両立

たりと日々新鮮な驚きを感

様々な治療方針が検討され

拝見することができました。 対 峙 し た り 思 い が け な い

をしなやかに実践する姿を

じています。

出会ったことのない疾患に

することで、教科書でしか

とを実感します。

規模が大きくなっているこ

参加大学が年々増えており、 では、千葉大学医学部皮膚

のリトリートを振り返ると、 が行われました。特別講演

が参加しました。これまで

および学生を合わせて

名

を実施し、その後は教員・

循環器内科へ興味を持っ

研修医の先生方にも、ぜひ

日々ですが、これからも一

まだまだ反省ばかりの

分子腫瘍学金田篤志教授、

代謝生理学三木隆司教授、

本学からの参加者は、

藤康名誉教授には「研究の

い」を、前千葉大学長の齋

の難しさ：難しいから面白

た。松岡先生の留学生活や

循環器内科医として精進し

齋藤先生の研究談を通して、

お伝えしたい点です。当科

松永雅世、林佑紀、吉村悟

に限らず、女性であること

志、４年片岡晃希、中川友

たきっかけは、学生時代に

生方と、共に働くことがで

３週間学外へ実習に行った

きるのを楽しみにしており

かけになったとの声を多く

貴、山地柚帆、３年谷口絢、 キャリアパスを考えるきっ

意味すること」をそれぞれ

当科の後期研修は、基本

坪坂歩、２年石川凜太郎、

の方から頂きました。さら

テーマにお話を頂戴しまし

的に１年間ごとに２カ所の

ます。

に、今年度は特別講演後に

粘膜免疫学坂本明美助教、

によりダイナミックに改善

関連病院で研修を積んだ後

齋藤奏、高橋満里菜、吉岡

５年大野吉史、鈴木崇浩、

していく姿を見て、純粋に

に、後期研修３年目より大

正揮、依田夏美の、教員３

ていきたいと思います。今

心が動かされました。また

学病院へ帰局します。帰局

グループディスカッション

後、志を同じくする若い先

刻々と変化していく患者さ

後半年から１年程度は大学

名で、大野

が選択の幅を狭める要因に

んの病態を心電図やその他

名および学生

はならないと思います。

の所見からロジカルに考察

病院での一般病棟業務に従

ことでした。重篤な状態で

76

来院された患者さんが治療

学研究者のキャリアアップ

科の松岡悠美助教には「医

学生を交えた積極的な議論

しています。

25

していく過程にも魅力を感
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研修医だより （16）
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ル・クラークシップ（臨床

され、医学部ではクリニカ

バル大学創成支援」に採択

部科学省「スーパーグロー

米国・ボストン小児病院（脳

理学、病理学、医学英語の （前述）の３ ─６年次医学部

留学生を１名、中国・天津

ヒ大学から放射線科へＣＣ

、このような
ログラムと自分自身のキャ （学生・２年）

聴講留学生を２名受け入れ、 学生に自大学の医学教育プ

中医薬大学から免疫学、薬

リアプランも踏まえ発表し

述 ）、 タ イ・ マ ヒ ド ン 大 学

ツ・ライプツィヒ大学（前

テーション部受入）
、ドイ

形外科、皮膚科、リハビリ

インジェ大学（麻酔科、整

ました。
「千葉大学医学部へ

たので、今後国際交流・留

国の違いを知ることができ

のカリキュラムについて各

た（教員・医師）
、医学教育

りにして頑張らねばと思っ

の英語力と活気を目の当た

、海外の学生
えたこと」をテーマに韓国・ （教員・医師）

の留学で経験したこと、考

学等において役立つと思う

ないということを感じた

り前は世界の当たり前では

グラム構築およびその準備

れます。今年度、留学プロ

ダーとしての活躍が期待さ

ローバル社会を支えるリー

価を得ており、将来的にグ

は派遣先大学からの高い評

グラムを経験した本学学生

指導しております。本プロ

テーション演習を集中的に

る次第です。

導ご協力をお願い申し上げ

ログラムへのさらなるご指

ーバル化の一翼を担う本プ

すと共に、千葉大学のグロ

こと心より感謝申し上げま

大なるご支援を賜りました

教育のため同窓会からの多

年 国際交流・ 学 生 留 学 報 告

参加型実習、以下ＣＣ）交
神経画像研究）、シャリテ医

かづ代 （平 ）

機会が設けられ感謝してい

山内

る（学生・６年）等の意見

千葉大学は平成 年度文

医学教育研究室 国際交 流 ・ 医 学 英 語 プ ロ グ ラ ム 担 当

換留学をはじめとする先導
的取組を行って参りました。 科大学（脳神経基礎研究）、 ていただきました。全員母
ーバイン校移植外科（臨床

カリフォルニア州立大学ア
ション能力を持ち自大学お

が、高い英語コミュニケー

国語は英語ではありません

および「英語による医学知

コミュニケーション能力」

での課題として、
「高い英語

ドン大学からウイルス学お

度からは新たにタイ・マヒ

見を堂々とプレゼンテーシ

学の場で経験した内容や意

を確実にクリアすることが

ョンする姿には感銘を受け （

高くなっており、客観試験

識の理解」の必要性は年々

医学部留学を推進する中

見 学 ）、 ユ タ 大 学 放 射 線 科

よび自国の歴史と医学教育

が挙げられました。

ターム制に基づくカリキュ

システムを熟知した上で留

平成 年度より導入される
ラム改革によりギャップタ
を派遣しました。平成 年

ームの導入が予定されてお （臨床見学）にも医学部学生
人材育成の取組を更に推進

ました。質疑応答も活発で

り、これまでのグローバル
し、国際社会で活躍できる
よび予防医学センターに２

が可能なプログラム）、研究

大学臨床実習との単位互換

校とのＣＣ交換留学（千葉

れまで医学部では海外協定

体となり研究や臨床実習を

生連盟）に加盟の学生が主

にもＩＦＭＳＡ（国際医学

在）。医学部プログラムの他

実績となりました（９月現

名、受入７名の交換留学の

ンテーションが印象に残っ

％がインジェ大学のプレゼ

意義であったと回答し、

後アンケートでは ％が有

５名の計 名で、セミナー

医師

思います。参加者は教員・

体診察演習等を必修授業と

た英語による医療面接・身

等）
TOEFL, USMLE step1

名短期研究留学として受け

各国医学部留学の条件とな

次世代人材を育成するため

っています。本学では平成

の留学プログラムの充実化

あり、本学の学生、教員に

入れ、平成 年度は派遣

も良い刺激となったことと

が求められております。こ

留学、臨床見学等のプログ

中心とした積極的な交流を

年度から引き続き、１年

ラムを構築し、千葉大学と

行っております。

名、学生 名、職員

の協定校である米国・イリ

次から医学部在学中の留学
をキャリアプランに含めた
英語客観試験の実施と対策、

卒業生の主宰するワシント

ため、去る平成 年５月

韓国・インジェ大学のほか、 留学生受入時期が重なった

ーマスジェファーソン大学、

日、ゐのはな同窓会館にて

韓国の医学生生活の違いが

く堂々としていた、日本と

理由として発音がとても良

たと回答しています。その

アドバンスト」では海外の

とした選択授業「医学英語・

望者（４ ─５年次）を対象

して位置づけ、臨床留学希

模擬患者を使い実践に即し

ン大学放射線科、トロント

復応用演習、症例プレゼン

語医療面接、身体診察の反

臨床実習参加を目指した英

大学呼吸器外科等と交流を
行って参りました。平成

自由記載では、日本の当た

今年度は複数大学からの

25

第３回 Chiba Global Medi- 判り易く表現されていたこ
セミナー・留 とが挙げられました。また、
cal Education
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は
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ノイ州立大学シカゴ校、ト
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学生シンポジウムを開催し
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ド イ ツでの臨床 実 習 留 学 報 告

は随所に合理化されたシス

すが、日々のカルテを記載

そのため検査結果や画像、

情報共有しておりました。

テムを垣間見ることができ
ます。例えば、日本の手術

せずに患者サマリーのみで トーマスジェファーソン大学
臨床実習留学を終えて

室の前室は一般的に１室で

実施し、嚥下障害の方には

ボトックス注射で筋緊張を

和らげていた。検査後には

患者さんの待合室に行き丁

実習内容としては、前半

いて学び、病棟では患者さ

る化学療法や臨床試験につ

にて進行癌患者さんに対す

裕大
ータベースのみで実臨床を

アメリカ合衆国フィラデル

２週間は消化器内科、後半

んの問診や身体診察を経験

宮崎

行っており、印象的でした。

フィアのトーマスジェファ

２週間は腫瘍内科での実習

した。問診・身体診察では

年
ます。手術室内での手術中

の削減が切迫した社会問題

ーソン大学（ＴＪＵ）医学

であった。消化器内科では

末期癌の患者さんに対する

千葉大学医学部

に前室の一方で次の患者の

である現代において、今後

部の消化器内科と腫瘍内科

内視鏡検査・治療と診察を

関わり方を考慮しながらの

寧に検査所見と質問に時間

患者をもう一方の前室から

安全性を確保したまま医療

にて臨床実習をさせていた

見学させていただき、全身

問診を経験し、わずかな期

諸先生方が学ばれていたの

脳腫瘍や脊髄手術も含め多

で、日々の病棟業務に追わ

臨床を学んでいます。一方

な戦力として働きながら実

Advanced medical English
で学んだ医学英語に
course
よる問診や身体診察を実践

して、改善点を見出す事を
目 的 に 臨 ん だ。 U S M L E
は米国医師国家試験
Step1
の最初の試験であり、基礎

医学分野を中心とした試験
である。基礎医学といって
も出題形式は全て症例問題
で、診断や必要な検査、治
療を問われる内容であり、
米国の医学生は基礎医学を
臨床の現場と結び付けて学
ぶことで、実践的な知識と
して身に付けている事を知
り、臨床留学で非常に役立
つ内容であった。別の角度

きた。

日から５月 日の１か月間、 より深く基礎医学を理解で

24
を取
USMLE Step1

22

を回らせていただき、外来

科では外来実習と病棟実習

が印象的であった。腫瘍内

をかけて説明している様子

運び出すことで手術間の無

の合理化を行うことは非常

だいた。この留学の応募に

麻酔下の検査ではポリープ

福田 晃史郎

でした。日本人医学生が実

駄な時間を短縮するという

に重要だと思います。今回

あたり

に対してポリペクトミーを

年

習中に採血など患者に侵襲

合理的なシステムです。ま

のドイツでの臨床実習で学

得し、日米間での治療内容

千葉大学医学部

的な医行為を行うことはま

た手術時間を短縮するため

ばせていただいたことを糧

や医師 ─患者関係、医療シ

患者サマリーを閲覧するデ

私は今年度から開始され

れです。一方、ドイツでは

に日本人脳外科医であれば

に、将来日本の医療の発展

ステムの相違点と長所・短

では２室あり
Charite

た本学初のドイツ臨床実習

や看護師がそれらを行うと

温存する小さな静脈も、視

に微力ながら貢献できれば

すが、

プログラムに参加させてい

ころをみる機会はありませ

野確保に邪魔であれば迷わ

と思います。

い日には８件も手術するた

れ外科での実習にも関わら

私は、２０１５年４月

ただき、首都ベルリンにあ

んでした。さらには上級医

ず処理していきます。この

です。 Charite
は
Charite

め、脳神経外科教室全体で

ず手術に参加できないため、

から基礎医学を学ぶことで

ました。日本の近代医学は

や抜糸などのより侵襲的な
他にも議論の余地はありま

所を理解して将来のキャリ

は年間４０００件という圧

教育機関である大学病院と

最後となりますが医療費

北里柴三郎先生や森鴎外先

処置、ＨＩＶ抗体検査を含

帰られたことは有名ですが、 を伴わずにドレーンの抜去

生方によりドイツから持ち

めた検査のオーダー、患者

ア パ ス を 考 え る 事、 ま た

かの有名な
退院時の書類作成などの病

倒的な症例数を誇ります。

しては不十分な面もあると

麻酔導入を行い、手術後の

が
への心電図や採血などの結

はじめ多くのノーベル賞受
棟業務も医学生がこなしま

を
Robert Koch

賞者も輩出しています。脳
神 経 外 科 教 室 は P e t e r す。つまり、ドイツ人医学
教授が脳血管バイ 生には日本の研修医と同様
Vajkoczy

このような恵まれた環境の

感じました。今後ドイツと

パス術で著名なだけでなく、 の権限や責任があり、立派

中で、手術見学などドイツ

ことで、両国の教育システ

人学生の臨床実習を体験さ

ムが改善されればと思いま

日本の教育制度を比較する

本実習を通して最も印象

す。

せていただきました。
的だったのが、ドイツ人医

また、ドイツの実臨床で

Japan Center director, Dr. Pohl と

るシャリテ医科大学（ Cha- 採血や静脈ラインの確保は
） で ６ 週 間 実 習 を 行 い 医学生の仕事であり、医師
rite

研究・臨床ともにヨーロッ
果説明、そして各種保険や

6

パを代表する施設であり、

6

学生が日本の研修医と同様
に仕事をしているという点

実習の合間にドイツ人学生とのコーヒーブレイク
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会

るし、慣れない環境に身を

ない。留学にはお金もかか

しい中でも技術開発や研究、 して日本にいては味わえな

たと共に、お二方ともお忙

の楽しさというものは、決

全て出して向き合っていき

が大きく異なるためこの形
たいと思った。

態をそのまま取り入れる事

いものだと私自身は感じて

間ではあったが医師 ─患者

いるし、これが留学に魅せ

間の関係性を考える機会と

次世代への指導もなされて

たが、留学を悩んでいる後

置く訳であるから少なから

は出来ないが、日本にも国

輩には、何よりも一度世界

１か月間この何にも代え

なった。

できること。各国に行く度

へ飛び込んでみることをお

られる理由なのかもしれな

なりに勉学や部活動、その

に、非常に優秀でユーモア

勧めしたい。私自身も英語

おり、ロールモデルを見つ

民皆保険があり、各医療機
、医学部学務国
Dr. Salcedo

に溢れた気の置けない友人

ができない状態で飛び込ん

けられた事でモチベーショ

関には精度の高い医療技術
際交流部門の吉原様、この
他の活動で遅れをとるリス

達と知り合うことができ、

でみて、その中で成長し、

ずストレスもかかる。更に

今回の臨床実習では、自
と患者を医療者全員で支え
留学の受け入れに関わって

今でも電話したりお互いの

留学期間中は他の人と違う

らの英語能力の低さや期間
る診療体制がある。米国の
、 Radi クもある。これらを負いな
くださった Dr. Sato
様、その他多くの がらも留学に行く意義は私
Yumiko

国に遊びに行ったりしてい

難い経験が出来たのは、医

の短さからＴＪＵの医学生
医療に認められる医師 ─患

１つは英語力を磨きたい

学教育研究室の山内先生、

と同等の実習を行う事が難
者間の強固な信頼関係の構
方々に支えられて実現した

という強い思いがあったこ

って会話し、食事に行った

いもの同士が第二言語を使

として、留学を志す同志が

いる。今しかできないこと

紙面の都合で簡潔に記し

しかったが、米国の医療の
築は、日本の制度の中でも
ものであり、心から感謝申

い。

特徴と医学教育の現場を体
実現できるものであり、私
し上げます。有難うござい

は学ぶ事ができるかもしれ

３つ目に世界中の友人が

験するという非常に貴重な
もこの深い関係性を実現で

ンにも繋がった。

体験が出来たと思う。米国
きるよう、目の前の患者に

かけがえのない経験を得て

時間を過ごしており、それ

の医療は各医師個人の人間

る。英語がネイティブでな

ないが、英語のみの環境に

増えれば幸いである。

を聞き取ってもらえるかも

も分からないし、また意味

実際に話さなければ使い方

身を置く事は非常に重要で、 り遊びに行ったりすること

なりに３点あった。

性や責任感が医師 ─患者間

と。日本国内にいても英語

亮平

ました。

小野

対して自分の持てるものを

年

の信頼関係を築き上げる要
素であるという印象が強い。

イリノイ大学
臨床留学を経験して

病院の組織としての方針は
であっても、医師がＲＮや

千葉大学医学部

あまり強くなく、大学病院
とともに
nurse practitioner

チーム間に上下関係がほと
ではあるものの、２年次に

での間に、それぞれ短期間

私は入学してからこれま

れに向けて準備の側面も含

学を掲げようと決意し、そ

６年間の目標としてこの留

早すぎて聞き取れない経験

つけることも多々あるし、

ズを自分のものとして身に

診療チームを作り、各診療
んどない、自由度の高い医
アメリカ、３年次にポルト

方々と知り合う機会を得ら

療が実践されていた。患者

メリカの University of Illi- いにも執筆の機会を頂いた
（以下ＵＩ 事から、私なりの観点で留
nois at Chicago

れること。これまでに千葉

は自ら医師を選んで直接連

学の意義、そして留学から

大学の卒業生でおられる、

や伝えたいことが伝えられ

得られるものは何かをお伝

トロント大学胸部外科の安

ないもどかしさから英語を

このシステムは医師個人に

Ｃ）へ１ヶ月間の臨床留学

えし、更に留学を迷ってい

福和弘教授や、ユタ大学放

めて様々な国に留学へ飛び

かかる負担は大きいが、よ

を経験させて頂いた。これ

る後輩の背中を後押しでき

射線科の蓑島聡教授の元で

ガル、４年次にカナダと韓

が反映され、患者にとって

だけ留学していると帰国子

ればと思い、簡潔に記させ

１週間ずつ臨床実習を経験

絡を取り、患者本人の意向

も自らの意思で決めた主治

女かと思われるかもしれな

て頂く。

させて頂いた。世界の最先

頑張ろうと思う機会も多か

医に対する期待や信頼感も

いが、私自身は帰国子女で

まず留学に当たり、全て

端を肌で感じることができ

出してみようと思ったこと

大きい。こうした医師 ─患

もなく、かつ大学入学まで

がメリットではないという

がきっかけである。今回幸

者関係があるため、診察に

海外経験はなかった。英語

事実は挙げておかねばなら

に医学留学で渡り、今回ア

かける時間を十分にとり、

で話した経験などまともに

２つ 目 に 世 界 ト ッ プ の

った。

医師と患者の信頼関係が強

なかったが、大学入学時に

り自らの医師としての能力

固なものになっていく。日

で自由に変更が可能である。 国、５年次に３回アメリカ

ＵＩＣの留学に興味を抱き、 分からない。他人のフレー

窓
本とは医療制度や保険制度

UIC にて、左からカナダ・筆者・ブラジル・ドイツの友人と

6
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医学部４年

梅田
開
だくアン

ケートを

夏期競技結果

優勝

準優勝

第3位

千葉大学医学部順位

聖マリアンナ医科大学

信州大学

東京医科大学

1回戦敗退

硬式テニス（男子）

福島県立医科大学

北里大学

慶應義塾大学

第4位

硬式テニス（女子）

横浜市立大学

秋田大学

旭川医科大学

ベスト16

ソフトテニス（男子）

岩手医科大学

旭川医科大学

群馬大学

予選リーグ敗退（5位）

ソフトテニス（女子）

秋田大学

弘前大学

群馬大学

予選リーグ敗退（4位）

硬式野球

卓球（男子）

東北大学

昭和大学

北海道大学

ベスト16

卓球（女子）

順天堂大学

秋田大学

岩手医科大学

予選リーグ敗退（3位）

バレーボール（男子）

旭川医科大学

順天堂大学

信州大学

1回戦敗退

バドミントン（男子）

旭川医科大学

札幌医科大学

岩手医科大学

1回戦敗退

バドミントン（女子）

1回戦敗退

東京女子医科大学

秋田大学

信州大学

サッカー

信州大学

東京医科大学

筑波大学

ベスト16

バスケットボール（男子）

新潟大学

群馬大学

北海道大学

1回戦敗退

バスケットボール（女子）

秋田大学

日本大学

山形大学

2回戦敗退

剣道（男子）

秋田大学

北里大学

順天堂大学・群馬大学

予選リーグ4位

空手（男子）

札幌医科大学
自治医科大学
埼玉医科大学
慶應義塾大学

なし

なし

組手2回戦敗退

弓道
水泳（男子）

東北大学

信州大学

山梨大学

入賞なし

慶應義塾大学

東北大学

信州大学

入賞ならず
入賞ならず

水泳（女子）

慶應義塾大学

東京女子医科大学

筑波大学

ヨット

日本医科大学

慶應義塾大学

千葉大学

第3位

ゴルフ（男子）

埼玉医科大学

慶應義塾大学

北海道大学

第5位

ゴルフ（女子）

北里大学

慶應義塾大学

山形大学

第12位

ラグビー

信州大学

弘前大学

順天堂大学

ベスト8

第58回 東日本医科学生総合体育大会

夏期競技結果総合ポイント

第1位

第2位

第3位

千葉大学医学部順位

慶応義塾大学

秋田大学

旭川医科大学

30位 /36校

卓球（男子）
		

ダブルスベスト8：小野亮平・藤田教寛ペア

ヨット（男子）		

第2位：西織浩信・遠藤雄二ペア

バドミントン（女子）

ベスト8：齋木彩絵

ヨット（女子）		

第2位：小川美咲・西川侑成ペア

水泳（男子）
		

100m 平泳ぎ

第2位：横山大騎

た、来場

実施した

者の方へ

ことで、

学 内 情 報

今後の亥

良かった

企画では看護学部の学生が

鼻祭をよ

点や改善

日頃の勉強の成果をまとめ

り良いも

してほし

来場者の方々に看護の現場

のにして

祭

について解説しました。来

いけるで

鼻

の開催となりました。両日

場者の方からの意見や日頃

個人個

しょう。

亥

とも晴天に恵まれ来場者は

の感謝を伝える場所として

人が企画

13

い点をあ

去年よりも多く約３０００

は、毎年行われている卒業

た。こうして亥鼻祭が続き、 も盛況でした。薬学部棟で

名の方々にご来場頂きまし

生の方々による若手医療職

や委員会

11

げていた

地域の方に愛され続けてお

の話を聞けるブースや、応

31

２０１５年度亥鼻祭実行委員長

りますのも、ゐのはな同窓

急救護体験ブースが開かれ

10

亥鼻祭は今年度で 周年

会会員の皆様をはじめとし

東日本医科学生総合体育大会

となり 月 日、 月１日

たたくさんの方々のご協力

はとても有意義なことだと

で存分に

思います。学生が地域の方

個人の力

を発揮し、結果として亥鼻

や後援会、ゐのはな同窓会

昨年度から変えた取り組

キャンパス全体で一つのも

の皆様とふれあい、私たち

ました。

みは、ごみ箱を一新し、看

のを作り上げる、そのよう

あってのことと存じており

護棟内の見回り時間を増や

な大学祭が開催されること

ます。実行委員一同、この

したことで清潔さを例年以

場をお借りして深く感謝申

上に保てたと思います。ま
が力を合わせ一つの大きな

当日の様子についてです

ものを作り上げていること

の

が、記念講堂でのステージ

上での演奏やダンスサーク

後日、ご寄附を頂きまし

をお見せできる、そんな亥

た方々への御礼状とともに

ルによる出し物、各部活ご

ふしぎ発見」という企画で

詳しい企画の内容等に関し

との出店テントで賑わいま

は超音波検査を実際に使っ

ましての報告書をお送り致

鼻祭に今後もご支援頂けれ

た実演や動物の臓器を使っ

します。今後とも亥鼻祭を

ば幸いです。

た循環器系の説明などを行

よろしくお願い致します。

し た。 ま た 看 護 棟 内 で は

い、生の医療現場を来場の

様々な企画が催され、
「身体

皆様に親しんでもらえたと

思います。「看護ノススメ」

第58回

ゐ
し上げます。
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チラシポスター

開催のお知らせ

Basic & Clinical
Clini Research Conference Basic & Clinical Research Connferencee Bassic & Clinical Research Conference

95

ちば
Conference
ちばBasic
Basic &
& Clinical
Clinical Research Conference
日

時

場

所

2 6

平成 28 年
月
日（土）13：20 〜 17：10
千葉大学医学部附属病院 3 階 講堂
千葉市中央区亥鼻 1-8-1 TEL：043-222-7171
※本研究会はスカラーシッププログラムの講義としても位置づけております。
総合司会

千葉大学医学部

5年

坂本真季子

13：20 〜 開会の辞
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

13：30 〜 講座紹介
座長 千葉大学大学院医学研究院 疾患生命医学

教授

幡野

雅彦 先生

『公衆衛生学教室における研究の紹介』
演者

千葉大学大学院医学研究院 公衆衛生学

教授

羽田

明 先生

演者

千葉大学大学院医学研究院 麻酔科学

教授

磯野

史朗 先生

『麻酔科学は、全身管理学！』

14：30 〜 学生発表
座長 東邦大学医学部整形外科学講座（佐倉）
演者

医学部
医学部
医学部
医学部
医学部

2年
2年
4年
5年
5年

中務
依田
楽満
大野
西村

准教授 中島
新 先生
千葉大医学部 5 年 鈴木 崇浩

由彦
夏美
紳大郎
吉史
公太

15：30 〜 休憩
15：40 〜 特別講演
座長 千葉大学大学院医学研究院 分子ウイルス学
教授 白澤
浩 先生

『乳がんに対するチーム医療
ー Science, Art and Humanity ー』
演者

昭和大学医学部外科学講座乳腺外科部門
教授 中村 清吾 先生

16：50 〜 表彰
千葉大学大学院医学研究院長

中山

俊憲 先生

17：00 〜 閉会の辞
千葉大学大学院医学研究院長

中山

俊憲 先生

情報交換会
時間：17：30 〜 19：00
場所：千葉大学医学部附属病院 3 階 職員学生食堂
会費：教員 1000 円、教員以外 100 円

【世話人（敬称略）】

国立大学法人 千葉大学学長
国立大学法人 千葉大学理事
千葉大学大学院医学研究院長
千葉大学医学部附属病院長
千葉労災病院院長
千葉大学大学院医学研究院 消化器・腎臓内科学教授
千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学教授
千葉大学大学院医学研究院 整形外科学教授
千葉大学大学院医学研究院 分子ウイルス学教授
千葉大学大学院医学研究院 アレルギー臨床免疫学教授
千葉大学バイオメディカル研究センター准教授

徳久 剛史
中谷 晴昭
中山 俊憲
山本 修一
河野 陽一
横須賀 收
宮崎
勝
高橋 和久
白澤
浩
中島 裕史
坂本 明美

【事務局】

千葉大学大学院医学研究院 整形外科学
電話

大鳥

精司

043−226−2117 （内線 5303、5304）

主催：千葉大学大学院医学研究院・医学部
共催：ちば Basic & Clinical Research Conference 事務局
（学生代表：高橋満里菜）、千葉医学会、ゐのはな同窓会

鈴木

崇浩

課外活動団体だより

代表

能力試験（ＯＳＣＥ）に向

年

救急サークルＣ‒ＴＡＴ
医学部
救 急 サ ー ク ル Ｃ ‒Ｔ Ａ Ｔ

ほど多くありません。病院

の講習会に加えて、亥鼻祭
ではＡＣＬＳ勉強会と協力
して、一般向けのＢＬＳ講
習も行っています。また千
葉大学の他学部生からも講

ヨット部の活動

にも活動の場を広げて、千

でなく、西千葉キャンパス

今後は亥鼻キャンパスだけ

速さを求めて練習に励む一

です。海ではストイックに

して独立した歴史ある部活

れ、後に医学部ヨット部と

育会ヨット部として設立さ

主将

遠藤 雄二

一緒のレースに参加してお

したことのある選手などが

す。

の先輩方にお礼申し上げま

ます。この場を借りて多く

来年こそは夏の大会で優

り、間近でオリンピックセ

ーラーを見ることができる

勝できるよう今後も部員一

をして、夏の大会が近づい

毛のヨットハーバーで練習

練習を指導していただいて

退された６年生の先輩方に

コーチがおらず、選手を引

私たちの部活には専任の

会

副

主

計 生嶋

将 西川

将 遠藤

ヨット部役員

光

侑成

雄二

いきたいと思います。

同、一生懸命練習に励んで

てくると大会の開催地であ

おります。また夏の大会に

日に行われた全国大会で

科学生総合体育大会と関東

み、夏に行われる東日本医

４年生と２年生でペアを組

ヨットレースの両大会で団

魅力などもあります。

る江ノ島に活動拠点を移し

なるとたくさんのＯＢの先
ヨット競技は自然を相手

生方が応援に来てください

のしっかりとした部活です。 なると言える

とは大きく異

にするという点で他の競技

ます。

から翌年６月にかけては稲

医学部 年
千葉大学医学部ヨット部

葉大学全体のＢＬＳ普及に

習会の申し込みが来ており、 は１９５１年に千葉大学体

貢献したいと考えておりま

方で、陸では部員全員が仲

部員は全員が大学からヨッ

良く楽しく過ごすメリハリ

医学生ＣＰＲ選手権大会で

先日行われた第１回全国

す。

は、８月 日の関東・甲信

でしょう。安

カルクラークシップで救急

校中５位という結果でし

医科歯科学生ヨットレース

体３位という結果になり、

を、医科歯科学生ヨットレ

較的競技人口

ます。また比

と感じており

ある点である

くやりがいの

しくまた楽し

技の非常に難

とがヨット競

せん。このこ

ければなりま

に気を配らな

天気や風、波

るためにも、

良い成績を取

ースにおいて

ためにも、レ

た。優勝は出来なかったも

の優勝を目指して、切磋琢

トを始め、５年生と３年生、 全に帆走する

のの学べたことも多く、今

磨しながら練習しています。 の些細な変化

月

部に入ったのに、目の前で

後は自分達がもっと研鑽を

越地区大会で準優勝、

倒れた人に対してＣＰＲも

積むことで、他の学生のス

ではないでしょうか。
『医学

出来ない…』そんな状況を

今年度の夏の大会では、
歴史としては２年前に発

東医体、関東医科歯科学生
足したばかりとまだまだ浅

個人でも混戦の中、東医体
今後とも頑張って参ります

４・７メートルの二人乗り

ト は４７０級 と い う 全 長

私たちが乗っているヨッ

ピックに出場

スではオリン

れる練習レー

夏前に開催さ

のメダル獲得となりました。 が少ないため、

医体の団体戦では数年ぶり

そできませんでしたが、東

位を獲得しました。優勝こ

ースでは石原・林ペアが３

崇浩

鈴木

代

杏奈

友貴
計

宮原

大之

会

務

齋藤
主

副代表 中川

表

Ｃ‒ＴＡＴ役員

ます。

ので、よろしくお願い致し

なサークルではありますが、 では西織・遠藤ペアが２位

く、メンバーも６人と小さ

思います。

改善するためにＣ‒ＴＡＴは

初めて真剣に取り組んだ、

科を回らせて頂いた際に、

実習が始まってからクリニ

は ChibaTrainingAssocia- けて、何度か心肺蘇生法（Ｃ
tionforemergencyTreat- ＰＲ）について学びますが、
の略で、顧問の織田成 その実練習する機会はそれ
ment
学研究院救急集中治療医学
教授）の下、亥鼻キャンパ

3

キルアップも目指したいと

という学生も少なくないの

22

人先生（千葉大学大学院医

5
発足しました。月平均２回

10

ス内での一次救命処置（Ｂ
ＬＳ）の普及を目的に活動
しております。主な活動内
容としては学生を対象とし
たアメリカ心臓協会（ＡＨ
Ａ）のＢＬＳコースの準備
と開催で、現在はＡＨＡ公
クターが５名在籍していま

認の学生ＢＬＳインストラ
す。他大学の
学生インスト
ラクターとも
交流・情報交
換等をしなが
ら、講習会で
受講生がより
良く学べるよ
うに試行錯誤
しておりま
千葉大学医

す。
学部では一年

ヨットです。部員は、 月

10

次や、四年次
の客観的臨床

15 17
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ラグビー部
医学部
千葉大学医学部ラグビー
部は１９７４年に設立され
た部活です。昨年と今年は
看護学部、薬学部のプレー
ヤーも入部し、現在では坂
本監督の下、プレーヤー
名、マネージャー 名で活
部活は月曜日と水曜日の

動を行っております。
夜、土曜日の午前中に行っ
ており、その他自主練とし
てグラウンドに集まる機会
もあります。部活中は全員
がラグビーに集中し、引き
締まった雰囲気の中、互い
に声をかけたり指示を出し
たりして切磋琢磨しスキル
で部活以外の時は明るく楽

を向上させています。一方
しい雰囲気で盛り上がり部
員同士の仲もよく、スイッ
チのオンとオフがはっきり
しているのも伝統的にこの

４、今年度はベスト８でし

東医体は、昨年度はベスト

年

主将

大山

秀平

格を目標としています。
ＯＢ・ＯＧ会では多くの
ＯＢ・ＯＧの方々がお越し
くださり様々な話を伺うこ
とができ、また試合を行っ
た後はアフターマッチファ
ンクションという形で対戦
相手とも交流していて、ラ
グビー部を通じて輪が広が
っていることを実感いたし
チームプレーの競技であ

ます。
るラグビーでよく使われる
言葉に、 one for all, all for

というものがあります。
one
私達の部活が監督やＯＢ・

ＯＧの方々をはじめとして
大変多くの方々の協力のお
かげで成り立っている一方
で、自分の献身的なプレー
は、ほかのプレーヤーを助
けるだけではなく、ひいて
は部員全員や応援してくだ
さる全ての方々の思いに応
えることにもつながります。
この部活は、ほかの人の
ために自分が働くことの大
切さや重要性を知ることが
でき、また様々な人に支え

員一同精進して参りますの

らに良いものになるよう部

の伝統を受け継ぎつつ、さ

る素晴らしい部活です。こ

Ｂ・ＯＧ会などがあります。 られていることが実感でき

外では新歓や通い合宿、Ｏ

薬ラグビーリーグ、それ以

合体育大会と秋の関東医歯

戦は夏の東日本医科学生総

主な活動としては、公式

部活の良いところです。

5
37

た。医歯薬リーグは現在２

で、これからもラグビー部
へのご理解、ご協力のほど

副
星大地

将、ＦＷリーダー：
務：増田峰登
務、会計：佐久間亮輔

ＢＫリーダー：伊藤聡之

副

よろしくお願いいたします。 主
将：大山秀平

ラグビー部役員
主

第16号
平成27年8月

14

部リーグに所属し、１部昇

埼玉ゐのはな会

第 171 号
報
会
窓
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地区ゐのはな会報
（23） 課外活動団体

卓球、囲碁、そして毎晩家
たし更に来年授与される人

を授与された人が４人も出

うしたと言う話だが、褒章

なりの数になる。だからど

大病院を創設した級友もか

た人がウジャウジャいる。

教授や大病院の院長を務め

ていたのではなかろうか。

際は最高の学生が群をなし

だ。私も勝手にしやがれ！

き語り「勝手にしやがれ」

のは、守矢君のピアノの弾

なる。それを救って呉れた

慌てれば慌てる程おかしく

で、まともな音が出ない。

器に馴染んでいなかったの

て手にしたヤナギサワの名

弁解がましいがその日始め

たのではあるが、大失敗。

てあった曲を私は吹き出し

ソドックスな男性４部合唱

いな曲だ。他の連中はオー

ジ、例えばプラターズみた

ーだった者としての誇りが

を恐れるからだ。第一テナ

り、音程が狂ったりする事

た。少しでも声がかすれた

含めて人前で歌う事をやめ

双光章授与おめでとう！万

ともあれ嶺井進君、旭日

音楽はシャウト系のアレン （イタリア語）

許さないのだ。

歳！万歳！万歳！

人生は変てこになっていた

がヒットしていたら私達の

あの時、ニュー・スタイル

たのだろうとも想う。もし

てしまった。それで良かっ

ックスの二番煎じに終わっ

また、県医師会に入会して

は県医師会入会と同時に、

在、県医師会未入会の先生

品の割引も応相談、と良い

宅宅配のサービス、高額商

ロイヤルサロンの利用や自

場が３時間無料になるほか、

しなくても、そごうの駐車

に致しました。お買い物を

想

内のピアノに合わせてサキ
もいる筈だ。中でも旭日双

に言えば「この馬鹿野郎共
ートの裾に掴まって歩く。

なので、何時も家内のスカ

最近は遠出する時は不安

近代的な医療施設をもつ巨

病院とホテル、そして最近

院を開業して成功。３院の

科手術を施行。後に専門病

は凄い。沖縄で始めて脳外

に疼きを覚える。

来事。ではあるが、些か心

席に戻る。隣に座る家内は

と呟きながらすごすごと自

だった。だからダーク・ダ

方にとっては、医師会入会

特に勤務医、研修医の先生

顔 し て い る。 
It s no use
そごうゴールドカードが取得できます
cryingこ
! れは２年前の出

他人の様に装って、知らん

私は、千葉県医師会の学

茂 （昭 ）

奴！」と決然として席を蹴
尤も近頃私は躁状態である
大なマンションを経営、実

術担当理事日比野久美子と

新堀

る破目に陥ったが、まあ、
が故に、
「亭主躁なら上さん
業家としての才も花開いて

守矢君との付き合いにも

随

「故郷は遠くに在りて想う
ソフォンを吹いている所為
光章を授与された嶺井進君

数年ぶりのホーム・カミング

もの」と「かなたへ、いざ
で、疲れ果てて診察中に時

それはそれとして、大いに
鬱よ」の例にもれず、完全

う少し触れておきたい。私

かも知れない。

君と帰らまし」との間合い
折居眠りしてしまう。

楽しい一日でもあった。更
な鬱なので、逆に私のベル

いる。私は密かに沖縄のベ

私がカルテットに求めた

を私の心は揺れながら、こ

に胸の内を明かせば、そう

ン・ケーシーと呼び兄事し

（!仕方ないよ、
est la vie

会金、年会費無料です。現

いても、そごう千葉店のゴ

ールドカードを持っていな

い方や、ミレニアムカード

を持っていてもゴールドで

はない方（たとえば銀カー

ドなどを保有）にもゴール

ドカードは付与されること

なく沖縄に行っては、御馳

ていたものだ。私は何度と

っていた。第一テナーは私、 窓 会 会 員 で あ り ま し た 為

た。即ち男性４部合唱をや

達はカルテットを組んでい

も一外科出身のゐのはな同

申します。実は、私の亡父

生方にとって、魅力ある会

思われます。県医師会が先

えた形にはなっていないと

の意義がはっきりと目に見

お知り合いの県医師会未入

そして、この特典を、ぜひ、

８８４）までご連絡下さい。

崎様（０４３ ─２４５ ─８

日比野 久美子

き、憧れのモノレールに乗

第二テナーは早世された田 「ゐのはな同窓会」は身近な

詳しくは千葉そごう 豊

になります。

り、葭川駅近くのビルのパ

走になったり、豆腐餻を送

千葉県医師会学術担当理事

千葉県医師会への入会を！

次回に続、請う御期待

言った外交辞令とは別に索
月４日（日）千葉駅に着


C

れとか、アップル・マンゴ

有名詞をバンバン出す。そ

他人様にも憚ることなく固

さんばかり。まあこれは仕

かり背はちじんだ爺さん婆

と赤面する想いが蟠ってい

今猶一寸甘え過ぎだった

外は皆本物のミュージシャ

尚君、バスは守矢君。私以

ーを呉れとか、その他諸々。 辺義次君、バリトンは浅野

礼を兼ねて一筆書かせてい

大変お世話になりました御

存在でした。生前、亡父が

のための講演会・研修会な

担当として医師の生涯教育

になりますよう、私も学術

とを願っております。

が県医師会に入会されるこ

き、１人でも多くの先生方

医の先生方にお伝えいただ

会の先生や、勤務医、研修

尚、県医師会は県民との

どの企画の他に、医師確保

交流プログラムを実施して

事業も行っております。こ

先生方の多くは医師会に

の度県医師会では、勤務医

ただきます。

入会率促進にむけての事業

ンだ。私はファルセットな

すでに御入会されているこ

るのは、一昨年沖縄での嶺

ととは存じますが、千葉県
アノを用意してくれと頼み

この男は今回も自作の母の

全国最下位」という不名誉

のみへ提供されていたそご

回千葉県医師会学術大会県

井君主催の 会でのことだ。 ら、かなり高い音は出るが、
地声ではＦ＃までしか高音

方ない。没有法子！（北京

は出せない。浅野君はＧ＃

おり、昨年 月３日の第

語）

今は亡き守矢和人君と私で

として、今まで、特定な方々

してこの一文は私自身の心

ピアノとサックスの合奏す

は「勤務医の医師会入会率

の旅路でもあるので、私事

ライ！

（!マレ
Apa boleh buat
ペン

る が、 文 句 あ る か ！ エ エ （タイ語）、スペイン語では

まで音がでる。マザコンの
ょうがないなあ」の意。庶

民公開プログラムには５０

Rematado以! 上どれも「し

昨年念願かなって後輩に

０名を超える方々にお集ま

りいただきました。

県医師会員であればどなた

でも、そごう千葉店のゴー

な現況をご存知でしょうか。 うゴールドカードを、千葉
医療訴訟の際の賠償保険な

ルドカードが付与されると

歳の今も音

どたくさんのメリットがあ

歌を披露した。さもないメ

るにもかかわらず、医師会

ロディだが、

階は安定しているし、高音

込んだ。さて当日、定刻に

も良く伸びる。流石に立派

遅れたので慌てて会場に入
るとスタインウェイのグラ

いう特典が提供されるよう

ろしくお願い致します。

今後とも、県医師会をよ
ンドピアノがデーンと据え

とは空気のような存在で、

民は皆溜め息付いた後、こ

年卒組は不出来と

なものだ。私はカラオケを

う呟いて、諦めながら生き
昭和

言う事になっているが、実

付けてあった。打ち合わせ

我が循環器クリニックを譲

16

り、週２回午前中外来のみ

11

38

ているのでしょう。

時代と異なって忙しくて堪
らない。ゴルフ、テニス、

38

を受け持っているが、現役

ー？

るからパーティー会場にピ

ー語） マイ

確かに、よる年波ですっ

顔、顔、面、面。

ーティー会場へ。懐かしい

10

をかなり多く書き込んでい

を偽りなくさらけ出すし、

のは何もない。だから自分

私は 歳。もう恐れるも

人生ってこんなものさ）

だが、まあいいでしょう。

トを離さずについて来る。

Pazienza ! ことづくめ……。勿論、入

の日を迎えた。結果は端的

38

漠たる想いも去来したもの

50
77

77

想 （24）
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会員から
スペイ ン

セローナはガウディーやム

聖家族聖堂」である。バル

年から「郷士会」と称し

生に恵まれ、卒業した昭和

はな同窓会のＨＰオンライ

事に励みたい。なお、ゐの

ン会報でもバルセローナや

の華麗な外観を見るだけで

マドリードの医学史関連施

も気持ちは豊かとなり、医

同期会を時に催している。

られている（写真）
。当時の

ンタネーらが才を発揮した

スペインでは、真っ当な研
療の中で、

今回のスペインの旅で、画

使用され、その後老朽化の

２００９年まで病院として

一方、サン・パウ病院は

イバル心を持ち、サグラダ・

ウディーの優れた才能にラ

ネーは、教え子であったガ

ちなみに建設したムンタ

この絵画中、医師は「科学」 がしか）の財産を持った家

慈愛」を見ることができる。 合成語であり、

する天才ピカソの「科学と

絵は描いたことがない」と

ピカソ美術館には「こども

とは、
と algo
の
hidalg
hijo
（なに
algo

の家柄であることを知った。

下級貴族、

と  cure

care

究者は自宅に研究室をつく

の有り様を考えさせられる。 建築で有名だが、ピカソや

ために閉鎖していたが、２

ファミリア聖堂が見えるこ

の

ルーニャ主義に目覚め、国

ウディーは晩年強烈なカタ

ている国である。建築家ガ

語として４言語が併用され

ア語やバスク語も含め公用

ャ語があり、憲法上ガリシ

自宅跡（ノータリアート通

て数分の所に居を構えた。

ールは、この病院から歩い

能である。研究熱心なカハ

り、入院した部屋も見学可

旧サンタ・クルー病院であ

かれて搬送されたのはこの

記のガウディーが市電に轢

き設計し建設したという。

うムンタネーの信念に基づ

は人を癒す力がある」とい

かけて建設された。
「芸術に

９０２年から１９３０年に

～１９２３）が設計し、１

イ・ムンタネー（１８５０

した。リュイス・ドメネク・

５千㎡の広大な敷地を確保

新病院を建設するべく

亥鼻では多芸多才な同級

（息子）の意とのこ
hijo

が、ゐのはな郷士としてな

にがしかの誇りを持って仕

頁

１７０号

お詫びと訂正

ある。

設を動画で紹介する予定で

る慣習があった。

０１４年から見学可能にな

の地を選んだという。いつ

修道女は「慈愛」を象徴し

とである。日々母校を思い

ダリが活躍した所でもある。 家ゴヤの母親はアラゴンの

て利用されているが、正門
った。銀行家パウ・ジルの

の時代でも、才能ある者が

至ること乏しき身ではある

医学史を巡る旅

スペインは地方ごとに
を入ると広い中庭があり、
遺言により、人口増加が著

ている。
「千葉医学」３つの

王に対しても終始カタルー
り７番地）には、
「この家で

広い庭内に散在する各病棟

（郷士）
hidalgo

「国」があると言われてお
古色蒼然とした風格のある

常に平静なる心をもつこと

克生 （昭 ）

り、カタルーニャ州都のバ

は難しいもののようである。 教え「獅胆鷹目行以女手」

ニャ語で語りかけたことは
ニューロン説を見出した」

が一瞬脳裏をかすめた。

しいバルセローナ市民の幸

サグラダ・ファミリア聖堂

せのために、市内の６病院

の正式名称は、
「罪滅ぼしの

建物である。図書館への階

クルー病院）を統合して、

の傷を指差すペストの聖人 （その一つが上記のサンタ・

有名である。今回は２０１

と説明したプレートがかけ

万

５年９月に企画した「スペ

ャ語）とは別にカタルーニ 「聖ロッコ」の像がある。上

スペイン語（カスティーリ

ルセローナも独自に歴史と

杉田

54

文化を育んでいる。言語は、 段中央部の端には、鼠径部

54

イン医学史を巡る旅」で立
ち寄ったバルセローナから、
ニューロン説で有名なラモ
ン・イ・カハールが教鞭を
とったバルセローナ大学医
学部（旧サンタ・クルー病
院）と世界遺産であるサン・
パウ病院を紹介する。
旧サンタ・クルー病院は
バルセローナの大通りと言
うべきランブラスから病院
通りに入って直近の所にあ
る。現在は市立図書館とし

14

カハール旧自宅玄関脇の壁に取り
付けられたプレート
「この家でカハールが“la teoria de la
neurona”
を見出した」と書かれている
写真

お詫びして訂正させて
いただきます。

木村道雄 ↓ 木村 純

三本の指の会 写真２列目

17
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な



オ撮りなどやっていただき
ご参加くださるようお願い

う予定です。どうぞ奮って

回展を同会場で同時期に行

10

哲男 （昭 ）

回ゐのはな 美 術 展 開 催

40

27 40

島田
41

進

昭26

①ラ・フランスと柿・栗

眞利

昭40

①平潟港

③秋

④水差しと果物

7

吉川

廣和

昭40

①五月の金色堂 A

8

川村

孝子

昭36

①パソジャビスーツのインド女性 ②ルノワール「浴女」─水彩による模写
③五月の八ヶ岳 ④レイキャビック（アイスランド）の郊外にて

9

宮下

久夫

昭38

①飛騨高山陣屋

10

橋本

英明

昭45

①ある事情

11

神山

英明

昭22

①静物

12

宮薗千代子

昭45

①スイスの思い出

27年度収入
同窓会賛助金
会員出品料 12名
合 計

200,000
360,000
560,000

27年度支出
会場費
案内状印刷・郵便・通信費等
受付・搬入出経費
合 計

432,000
49,000
90,000
571,000

③赤い家

②五月の金色堂 B

③きぬがわ

③ St アンヌと聖母子像（ダヴィンチ模写）

平成27年 ７ 月 １ 日、成田赤十字病院内に開設
しました。
センター長

 葉大学大学院医学研究院 
千
呼吸器病態外科学
千葉大学医学部附属病院 
呼吸器外科
教授 吉野 一郎
副センター長 千葉大学医学部附属病院
特任教授 澁谷 潔

（成田赤十字病院 呼吸器外科部長）

A棟 ８ 階

賞ができます。
index.html

（順不同）

千葉大学医学部附属病院
成田赤十字病院肺がん治療センターを開設

イン会報、福祉関連情報で、

http://www.inohana.jp/online/

②石のベンチ



同窓会ホームページのオンラ
ゐのはな美術展出品作品の鑑

②飛騨の街並み

②トールヴィーの海岸

席上、次回より世話人代

表を橋本英明先生にお願い

41

することに出席者全員で確

認いたしました。来年も

回ゐのはな美術展世話

申し上げます。

第

第 回ゐのはな美術展は、 が来廊され、遅くまでビデ

平成 年 月５日（月）よ

同日６時から近くの銀座

伊藤
野口

成田赤十字病院

11

ました。

5

開設場所

月 日（日）まで例年

②チューリップと果物

り

③2才の伸忠と朝の挨拶を交わす愛犬ハナ

6

②淋南の海

通り銀座ギャラリー向日葵

①航海

島田哲男、橋本英明

平 4

品

③長瀞

②鴛鴦と貝

40

10

27年度会計報告

③上海

②万里の長城

アスターで、神山英明先生、 人：宮下久夫、野口眞利、

克彦

宮下久夫先生、吉川廣和先

吉田

出品者、出品作品名は表

4

出品作品

にて開催されました。

①浦和競馬場

事務局

昭26

〒１０４─
００６１

邦夫

生、橋本英明先生、宮薗千

石井

代子先生、榎本貴夫先生、

3

の通りです。今回は 名の

①兵馬俑

先生方の参加をいただきま

昭47

東京都中央区銀座５─
９─

ギャラリー向日葵

貴夫

銀座菊正ビル２階

がら、親しく交流いたしま

ＴＥＬ：

榎本

島田哲男、７人で暮れゆく

した（伊藤進先生、石井邦

2

12

13

作
②想う

銀座再開発通りをながめな

会期中は初日から天気に

夫先生、川村孝子先生、吉

０３─
３５７３─
１６８０

① Hi ！

した。初出品は宮薗千代子

めぐまれ、最終日まで穏や

田克彦先生、野口眞利先生

昭41

先生です。

かな天気がつづき、来廊者

は残念ながら欠席されまし

卒業年

哲男

斉藤誠一

は昨年より大幅に増えまし

名

島田

会 員 か ら （26）

報

た（記帳来廊者１２３名、

氏
1

会

た）。

ゐのはな美術展

窓

昨年は 名）。来廊者はそれ

87

写真右から
前列：川村孝子、宮下久夫、神山英明、吉川廣和、島田哲男
後列：宮薗千代子、橋本英明、榎本貴夫

第40回

同

第

は
ぞれ個性豊かな作品にゆっ

30

の
くり目を通し楽しまれてい

会場は 年来全くかわら

ないビルの２階ですが、会

場をとりまくビル群の再開

発建設の真っ最中で、周辺

10

環境変化に皆驚かれていま

月 日（土）午後、会

した。

場に出品者も三々五々お集

まりになり、作品のできる

までの苦労話など親しく話

し合いました。また、 回

展ということで、同窓会ホ

ームページのオンライン会

報の取材に担当の髙木さん

40

10

ゐ
かれました。

第 171 号

）著

同窓会員著書の紹介
野尻雅美
（昭

神の重視であると言ってい
ます。ここでのカレルの精
神とは本書での「心」
（ Spiri）です。この「心」
tuality

が重要な要素なのです。
これによりカレルの言う
「人間の本質」は、私のＱＯ
Ｌ（人生の質）とほぼ同義
であると解釈できます。そ

花井透（昭 ） 著 花井俊子

句集﹁蜩の中﹂
光陽出版社

挿画・書

さとし先生のご指導もいた

生、故吉川武彦先生や村山

ていて共感出来る句が多く、

実な開業医の日々を表現し

さて「蜩の中」には、誠

賀谷凡秋先生の門下生とな

私は専門課程に入って加

に訪れたが、最近は訪れる

り、卒業まで句会「やはぎ」 うか。医局員だった頃は時

があることをご存知でしょ

と蕾や花しどみ」との句碑

秋谷があり、
「かたまりて花

ところで、わが母校に凡

ている。時々、読み返した

日々を大事にしたいと考え

と共に生活している。残る

るが、現在も日々私は患者

の制限が加えられて来てい

一枚一枚の奥様の描いた挿

だいたが全く上達しなかっ

卒業後 年以上近くで仕

チャンスもなくなった。

絵も素敵である。例えば「蜩

事して来た畏友から、立派

に属し毎月の句会や吟行が

た。その頃全国的に流行風
） 邪の様に拡大した、医局解
大塚 明彦（昭

な「句集」を送っていただ

あり、その頃、三枝一雄先

のなか山旅の終りけり」
「ひ

後押ししてくれていた人間

年卒

と日また仕事重ねて鰯雲」

研究なのです。この視点に

の同級生であり、彼が保険

いた。花井先生とは

体運動が切っ掛けとなり句

立ちますとＱＯＬ研究とは

医協会の会長時代に協会の

本書ではこのＱＯＬ論の
本来の医学研究、すなわち

講演の演者を依頼されたり、 会「やはぎ」とは疎遠にな

延長線上にＱＯＤ論を展開

医師の活動と役割も多く

させたのです。高いＱＯＬ

ＱＯＬからＱＯＤを論ず

人間研究であると言えます。

等は秀句であると考える。

生活をすることが、高いＱ

ることになりますと、後期

り、多忙な診療活動に没頭

本書は、私の研究生活の
ＯＤで逝くことにつながり

高齢者の半ばにある私の人

して現在に至っている。

後半のまとめであり、高齢
ます。また高齢者の新しい

患者さんを紹介したりされ

者の余生の生き方と死に方
死の概念を提示し、心が自

たりの関係であったが、先

について思索し提言したも

迫られました。現時点で私

立していると満足死となり、 生観と死生観を語る必要に

年の名著「人間、この未知

アレキシス・カレルは、晩

学者、ノーベル賞受賞者の

フランスの外科医で生理

ワイトアウトの状態の記載

したところ、今回はこのホ

立ち往生しています。霧が

しまい、不安と期待の中で

はすぐに深い霧に囲まれて

Ｄを語り出したところ、私

することにしました。

年）の中で、人間の医学研

のみで良しとのことです。

（
）論はしだ
QualityofLife

その一つがＱＯＤ（
なるもの」
（ 英 語 版  Man,晴れるのを待つのも一法で
Quality
）論です。そして
）
（１９３８ すが、私自身の余命と相談
ofDeath
theUnknown

Ｌを）お祈り申し上げます。

健康とご多幸を（高いＱＯ

生が俳人であったのは全く

のです。３年前にも同じ様
そうでないと孤独死になる

の思索の結果は、人生観が

いに深化していきました。

究は人間の機械論的研究で

ます。そして人間復興の条

心当たりがなかった。

な趣旨で「高齢者のＱＯＬ
と提言しました。従って、

年前よりカレルが強力に

プロモーション│人生、楽

高齢者の余生を楽しく美し 「人生、楽しく美しく」で、

書の中核になった章は再掲

しく美しく」を出版しまし

全ての深化した部分を取り

はなく人間の本質研究であ

件は、量より質、物質より精

にしました。
ところが、これだけでは

くなる句集である。

た（著書の紹介は同窓会報

出し整理し、新たな経験も

重 ね た 結 果、 私 の Ｑ Ｏ Ｌ

加えて、再び世に問うこと

同窓の先生方の益々のご

しく」です。ところがＱＯ

死生観は「余生も楽しく美

80

るべきであると力説してい

都度、バージョンアップを

くするには、
「心の自立」が

こで私の提示したＱＯＬ座

41

１６４号）。これを機に講演

標を用いての医学研究は、

41

キーワードになります。

40

依頼がいくつかあり、その

座標理論が抜けてしまうの

雅美（昭 ）
36

で、それはできないと、前

野尻

マリヨ企画出版 定 価 １ ３ ０ ０ 円 （ 税 別 ）

│高齢者のＱＯＬ︵人生の質︶
、ＱＯＤ︵死の質︶

余生も楽しく美しく

36

私の基礎理論であるＱＯＬ

41
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報
会
窓
同
な
の

は
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（27） 著 書 紹 介

雑 文 雑 談
日干ししたものである。千

特のタレにつけ込んで、天
県内最古の蔵元である。久

は寛永元年創業といわれ、

君津市久留里町の吉崎酒蔵

千葉県の生産量は全国一で、

塩の道でつながっている。

の３分の１以上を生産し、

られているが、やはり全国

この広告は医師賠償責任保険、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険、がん保険(1 年契約用)、医療保険(1 年契約用)の概要についてご紹介したものです。保険の内容はパンフレットでご確認ください。また、
ご加入に当たっては、必ず重要事項説明をよくお読みください。詳細は団体代表者の方にお渡ししてあります保険約款および協定書によりますが、ご不明な点は取扱代理店または引受保険会社へお尋ねください。
この保険契約は、下記の保険会社による共同保険契約であり（所得補償保険・団体長期障害所得補償保険・勤務医師賠償責任保険のみ）、東京海上日動火災保険が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、
契約締結時に決定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合につきましては、下記お問合せ先までご確認ください。平成 27 年 5 月作成 15-T-00776

続

地であり、市川・船橋が漁

３分の１強を占めている。

と呼称されている。大きな

２位の静岡の４倍以上であ

※パンフレット等資料のご請求やお申込みは、下記取
扱代理店まで電話またはメールにてご連絡ください。
中途加入の場合、毎月 20 日までにいただいたお申込み
につきまして、翌月 1 日が補償の開始日となります。

千葉の食べ物

留と合わせると、製成数量

場となっている。大アサリ・

２位の兵庫の倍以上である。

日本に五箇所しかない捕

物は肉厚で、殻ごと焼いた

「会員総合補償制度」のご案内

留里は名水で知られている。

は鹿児島に次いで全国２位

変わった食べ物では「ナ
白ハマグリと別称されてい

鯨基地の一つが、南房総市

だけでも美味である。

かつて利根川を大量の鮭

る。

保険期間：平成 27 年 3 月 1 日午後 4 時 ～ 平成 28 年 3 月 1 日午後 4 時 (中途加入随時受付)

葉市内では、千葉そごうの

近年食されるようになっ
である。同じ醸造食品であ

マダ」がある。ウツボの干
る。

キ・コノシロ（寿司ダネと
和田町にある。ここでは毎

千葉県の清酒製造は、寛

千葉大学ゐのはな同窓会 会員の皆様へ

食品売場と加曾利の房の駅

た貝にホンビノスガイがあ
る醤油は、生産量の上位３

史 （昭 ）

リ・アワビ・サンマ・サバ・
る。外来種である。１９９

猛

キンメダイ・ヒラメ・ブリ
８年に千葉県の幕張海岸で

社が千葉県である。二大生

出

２０１１年度海面漁業漁
がある。貝のアオヤギ（別

産地である野田と銚子は、

石

獲量の都道府県別順位をみ
名バカガイ）の名称は、産
初めて発見されたとしてい

もここまでは全国平均を上
物である。南房総市周辺以

山から伝わったといわれて

しては、シンコ・コハダの
年７・８月の２カ月間、体

永年間（１６２４～１６４

を除いてほとんど鮭は捕れ

３）に始ったとされている。 が遡上していた。現在養殖

※本制度・商品については左記お問合せ先にお尋ねください。

焼酎は、連続式・単式蒸

ると、千葉県は北海道・長

る。現在千葉県が主要な産

回っている。いかに東京湾
外では味わえないようであ

いるが、和歌山は現在生産

大きさまで）
・カタクチイワ
長 ｍ程のツチクジラ

なくなったが、千葉県が食

位以内に入っていな

シ・イセエビがあり、マイ
が捕獲されている（２００

元禄年間（１６８８～１７

材の宝庫であることには変

≪お問合せ先・取扱代理店≫

で購入できる。

崎・静岡に次いで、三重と
地であった市原市の青柳海

の魚介類が豊富であるかが

クラムチャウダー・バター

岸に由来する。

判る。高知・岩手・神奈川・
る。ウツボは、高知では刺
蒸し・ワイン蒸し・カクテ

位、しか

並んで４位である。意外な

秋田・富山などの魚がしば
身で食するということであ

い。

量の

のは東京で全国

しば紹介されているが、漁

ルなどとして好まれている

米国では重要な食用貝で、 千葉県の醤油製造は、和歌

獲量は全国平均以下である。 るが、南の方では案外食用

という。最も大きなサイズ

ワシは全国２位である。勝

３年当時）。この捕鯨は国際

０３）までに四軒が営業し

わりがない。

い。

にされているのかもしれな

２０１１年度千葉県が漁

浦漁港は、初ガツオの水揚

捕鯨委員会の管理対象外で

ていたが、安政元年（１８

獲量全国一位の魚は、スズ

量が全国一である。

あるが、水産庁が捕獲数を

５４）から急激に増加し、
９００）には２３７軒を数

対人１事故につき

みりんの生産は流山が知

千葉県庁のホールに、日

制限している。千葉県で捕

えた。しかしその後は減少

入院一日目からしっかり補償。
ご加入時に医師の診査は不要。

所得補償保険

(勤務医向け)

医師賠償責任保険

chowderclam

本最大のイセエビの標本が

鯨が始められたのは、和歌

物館分館で飼育されていた。 紀はじめといわれている。

し、現在は 軒である。蔵

年（１
和田町には、比較的安価

を補償

を補償

+

の物は英名で

展示されている。２０００

最も多かった明治

な値段で、鯨のコース料理

製成数量は全国で

位であ

安房地方特有の鯨の食べ方

る（平成 年国税庁調査）
。

がん･病気･ケガ

収入

を補償

医療事故

頭

年３月に勝浦市興津地先で

山県太地町と同じ頃、 世

同年９月に死亡したときの

を提供する店が何軒かある。 元の数は全国 位であるが、

千葉県が選定している四

が「鯨のタレ」である。独

PIONEER 株式会社パイオニア

〒297-0001 茂原市七渡 3499-2
Tel: 0120-36-8442 Fax: 0120-36-1061
http://www.pioneerltd.com/
staff@pioneerltd.com
≪引受保険会社≫
幹事：東京海上日動火災保険株式会社
医療福祉法人部 法人第一課 Tel 03-3515-4143
非幹事：三井住友海上火災保険(株), エース損害保険(株)

医療保険･がん保険

＆ 団体長期障害所得補償保険
病気やケガで働けない期間、
生活費をご家族のもとに
お届けする保険です。

支払限度額 2 億円（保険期間中 6 億円）
…月額保険料 4,300 円（Z２タイプ）
支払限度額１億円（保険期間中３億円）
…月額保険料 3,390 円（Z タイプ）

しっかりサポート

+

万一の
働けなくなった時の
万一の

10

捕獲されたもので、県立博

体長は ㎝、体重は２・３

33

12

で、先生方を

11

季の魚には、マダイ・アサ

20

39

㎏と説明にある。

36

20

３つの安心

52

13
17
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ゐのはな同窓会員の千葉大学医学部附属病院受診に際してのご案内
本院では会員の皆様が本院を受診される際の利便性を高めるために、下記のとおり受診に関する手順を
定めました。
記
受診受付優遇対象者
・同窓会の会員本人、会員の配偶者及び会員の2親等以内の親族
受診手順 （図を参照）
【初診時】
１ ．千葉大学病院総務課へ連絡（043－226－2221）
（受診診療科と調整のうえ、折り返し、来院日・来院時間をご連絡します。
）
2 ．千葉大病院（新外来棟1階総合案内）へご来院
（事務部において、受診手続き、お会計を行います。
）
【再診時】受診診療科との直接の予約となります。
受診方法
・本院を受診する他の患者と同様に紹介状を必要とします。無い場合の受診は、保険外併用療養費制度
に基づく初診に係る特別料金（5,400円）を徴収させていただきます。
※2 親等以内の親族とは、父母、義父母、子、配偶者の子、兄妹姉妹、兄弟姉妹・配偶者、義兄弟姉
妹、祖父母、義祖父母、孫をいう。

受診の手順
ゐのはな同窓会関係者
⑤診療当日、ゐのはな同窓
会関係者は総合案内より
総務課へ来院の連絡
①ゐのはな同窓会関係者から千葉大学病院総務
課へ本院受診希望の連絡

総

務

④千葉大学病院総務課からゐのはな同窓会
関係者へ受診受入の連絡

総合案内

課【043−226−2221】
⑥総務課が医事課において
受診手続きを行い受診診
療科等外来へご案内

②事務部総務課から診療科等へゐのはな同窓会
関係者の受診の要請（日程調整を含む）

診

③診療科等がゐのはな同窓会関係者の受診
受入の承諾（日程確定）

療

科

等

医 事 課
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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
千葉大学ゐのはな同窓会会則第3章目的には、
「医道の昂揚に努めること」との記載があります。その目的にかなうべく、イ
ンターネット上のオンライン会報（ヤフーやグーグルなどでこの用語で検索するとトップ項目で閲覧可能です）では、学究
活動の意義を問い直す番組を掲載しております。また、関連する新聞記事について、1〜2年間分をまとめて生涯学習講座欄
に大学・医療の姿として紹介しておりますので、ご活用ください。一方福祉・文化関連情報欄を新設しました。掲載すべき
情報がありましたら、ゐのはな同窓会本部内事務局オンライン会報担当者までお知らせください。オンライン会報が、会員
の様々なニーズに応えられるように、皆様のご協力をお願い致します。

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
・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
・福祉関連情報
・「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

学究活動に関する番組
インタビューの一覧はこちら

▲

■インタビュー

NEW

今伝えたい大学人の心

病理診断の信頼獲得とその進歩の

鈴木守（群馬大学顧問・名誉教授）

ために

聞き手

近藤福雄
（帝京大学医学部附属病院

鈴木信夫（ゐのはな同窓会副会長）

病理診断科長・病院病理部長）
聞き手

・診断基準は進歩している
・「論より証拠」で成熟させる理論

▼

・自らの学説は責任を持って検証し進歩させる

映像を見る

・大学における教養教育の本質

映像を見る

・医学部における専門教育

映像を見る
映像を見る

・医学における危機管理

▼ ▼ ▼

・病理診断には重複する領域がある

▼ ▼ ▼

鈴木信夫
（ゐのはな同窓会副会長）
映像を見る
映像を見る
映像を見る

［2015.8.21掲載］
＊ Mac/ スマホ対応＊

［2015.11.12掲載］
＊ Mac/ スマホ対応＊

■生涯学習講座
第91回千葉医学会学術大会

平成27年7月30日

特別講演

NEW
大学・医療の姿（新聞記事より）

一生化学者の歩み
−実験研究の指針を求めて−
・前編
・後編

▼ ▼

橘正道（千葉大学名誉教授）
映像を見る
映像を見る

［2015.9.15掲載］
＊ Mac/ スマホ対応＊

記事項目を31面に掲載

［2015.11.19掲載］
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福祉関連情報の一覧はこちら

▲

■福祉関連情報

ゐ

⃝リゾート情報

⃝同窓会プラン情報
NEW

㈲八ヶ岳信玄原土地

海浜幕張駅前に在る

▼

関連情報を見る
WEB サイト

ホテルザ・マンハッタンよりのお知

らせ
▼

［2015.8.21掲載］
＊ Mac/ スマホ対応＊

WEB サイト

▼

・館内一室からの遠望
映像を見る

・ホテル紹介インタビュー
▼

棒道からの甲斐駒と北岳

映像を見る

▼

・インタビュー内容
記事を読む

全景

NEW
千葉に咲く文化の華
▼

［2015.12.4掲載］

記事を読む

・収蔵作品の写真（PDF）

・割引ウェディングプラン
▼

記事を読む

・ごあいさつ（PDF）
▼

記事を読む

＊ Mac/ スマホ対応＊

・作家略歴（PDF）

▼

（PDF）

▼

・ホテル配布パンフレット類

⃝文化活動情報

記事を読む

記事を読む

［2015.12.4掲載］
チャペル

・割引パーティプラン

NEW

▼

平成27年
第40回ゐのはな美術展

記事を読む

平成27年10月5日〜11日
於銀座ギャラリー向日葵
［2015.11.17掲載］

プリマベーラ

＊ Mac/ スマホ対応＊

大学・医療の姿（〜 2015.10.31）
下記の項目について掲載してあります。

おしらせ

・教育現場

同窓会員が千葉県内で経営する

・入試

病院・医院・診療所については、オン

・製薬

ライン会報および千葉日報との両メデ

・医療事故

ィアでの連動による紹介が可能です。

・危機管理（群馬大）

詳細につきましては、同窓会事務局ま

・倫理

でお問合せ下さい。

・研修

Tel：043-202-3750

・研究
・文科省
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編 集 後 記 （32）

報

幡野 永田（専

2015年10月

著
デート中の暴力（デート DV）を防止するための e- ラーニング・コンテンツの開発
及びその有効性に関する予備的研究

話

お

溝手 専一（専 ）

惇（専 ）

山口 寅三（専 ）

山本

原

）

24 24 24 24

杉本元子

清水栄司

題
大学病院に求められている“良い医療とは何か”という問に答え得る手術をして

原

義忠（昭 ）

輝彦（昭 ）

く

矢島

明（昭 ）

頂いて

金子敏郎

海外だより

や み

國行（昭 ）

沖津啓一郎（昭

山口

勇（昭 ）

ポール・ブルッス病院
学

CentreHépato-Biliaire 留学記

細川

勇

会
第1304回千葉医学会例会・整形外科例会
第1308回千葉医学会例会・第29回千葉集中治療研究会
第1310回千葉医学会例会・第32回千葉精神科集談会

53 48 44 44 42 40 39 39 37 36

）

光博（平元）

安良岡

山本

孝平（ 鶴見大・平９）

） 古沢

倫康（昭 ）

東邦女医専・昭

島崎 大弥（ 東京医専・昭 ） 足立

範行（昭 ）

千葉医学雑誌91巻5号

26 25

32

雑

報
がん臨床におけるインフォームド・コンセントの法的側面
関根郁夫

秋月伸哉

石井

猛

永瀬浩喜

山口武人

OAP 要旨
アレンドロネートが著効した SAPHO 症候群の1例

明けましておめでとうございます。

ゐのはな同窓会会員の皆様におかれまし

ては、気持ちも新たに新年をお迎えのこと

と思います。

創立１３５周年記念事業である「新ゐの

鈴木崇根

國吉一樹

松浦佑介

柿崎

潤

助川浩士

小川泰史

小林倫子

安部

木内

上野啓介

赤坂朋代

金塚

高橋和久

玲

均

彩

編集後記

松原久裕

CHIBA MEDICAL JOURNAL Open Access Paper
Case Report
SuccessfultreatmentofSAPHOsyndromeusingalendronate-acasereport
TakaneSuzuki,KazukiKuniyoshi,YuusukeMatsuura,JunKakizaki
KoujiSukegawa,YasuhumiOgawa,TomokoKobayashi,ReiAbe
HitoshiKiuchi,KeisukeUeno,TomoyoAkasaka
AyaKanazukaandKazuhisaTakahashi

千葉医学雑誌91巻6号
症

2015年12月

例
術前診断しえた左傍十二指腸ヘルニアの1例

和城光庸

宮崎

勝

國吉一樹

高橋和久

近位手根列切除術後における橈骨手根関節の応力変化
～CT/ 有限要素解析による検討～

編
集



芝山昌貴

松浦佑介

鈴木崇根

千葉医学会奨励賞
Th17細胞分化における Sox5の役割
学

田中

繁

会
第1294回千葉医学会例会・平成26年度細胞治療内科学例会

後

第1298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

記

医養成コンソーシアム報告、亥鼻祭実行委

員長の報告、課外活動では、救急サークル

Ｃ‒ＴＡＴでの講習会や勉強会、ヨット部、

ラグビー部などでの、若い人たちのいきい

きとした様子が報告され、頼もしく感じら

れました。総じて、今回の会報は若い人た

ちのみならず、多くの先輩方の若々しい力

が感じられる会報となったと思います。

千葉を離れて研修をしている卒業生が大

学に戻ってこられて、臨床あるいは研究を

したいと思うような同窓会報を紹介できま

）

すよう、今後とも皆様のご投稿・ご協力を

横須賀收（昭

よろしくお願い申し上げます。



るにあたり、抱負を述べられておられます。 解し、積極的に学ぼうとしている姿勢を感
じました。また、研修医だより、関東研究

また、各地区のゐのはな会、各学年のクラ

ス会では多くの先生方が楽しく活躍されて

おられる御様子が報じられ、同窓の一人と

して、喜びを禁じえません。この第１７１

大変充実したものになっているものと思っ

ております。中でも、国際交流・留学生報

告では、多くの海外での交流が行われてい

る様子が伺われます。ドイツのシャリテ医

科大学や米国のトーマスジェファーソン、

イリノイ大学での学生の臨床実習留学の報

告は、将来、グローバルな視野に立つ医療

人となれるような、新たな教育への取り組

みであり、興味深く拝読いたしました。若

者たちが多種多様な連携教育の重要性を理

はな同窓会館」の設立をはじめ、これまで、 号では、多くの先生方による御投稿があり

同窓会のために大変な御尽力をされてこら

れました伊藤晴夫前会長から、この度、済

陽高穂先生がゐのはな同窓会長をひきつが

れました。済陽先生は「世界がスタンダー

ド」を進むべき道に掲げ、新たな同窓会の

活性化、発展の展望を述べられています。

また、各種の叙勲や受賞を受けられた先生

方には誠におめでとうございました。さら

に、各大学の講座責任者等に就任されまし

た同窓の先生方が、更なる活動を開始され
50

越後貫道子（

伊東

湧一（昭 ）

遠山 寅雄（専 ）

細井

晃（昭 ）

明（昭 ）

荒木

坂口

永瀬 敏行（昭 ）

輝蔵（昭 ）

鈴木 健司（昭 ）

辻

長瀬 信一（ 日本医大・昭 ） 浜名

31 31 29 29 27

の

第1311回千葉医学会例会・第32回千葉泌尿器科同門会学術集会
研究報告書
平成26年度猪之鼻奨学会研究補助金による研究報告書
OAP 要旨
急性脊髄損傷に対する顆粒球コロニー刺激因子を用いた神経保護療法
：基礎から臨床試験まで


國府田正雄



牧

古矢丈雄
聡

飯島

稲田大悟
靖

神谷光史郎

斎藤淳哉

高橋和久

編集後記

大田光俊
山崎正志
下条直樹

CHIBA MEDICAL JOURNAL Open Access Paper
The Chiba Medical Society Award（2015）
Granulocyte colony-stimulating factor-mediated neuroprotective therapy for
acutespinalcordinjury:Frombenchtobedside


MasaoKoda,TakeoFuruya,TaigoInada,KoshiroKamiya



MitsutoshiOta,SatoshiMaki,YasushiIjima,JunyaSaito



KazuhisaTakahashiandMasashiYamazaki

第八回（2016年度）千葉医学会賞および奨励賞候補者の公募について
第9回

ちば Basic ＆ ClinicalResearchConference 開催のお知らせ

91巻総目次・索引

