平成

年度

長）
、志賀隆氏（東京ベイ・

ポジウムの内容は 〜

面

懇親会では平成 年秋お

に掲載）
。
よび 年春の叙勲者を祝っ

浦安市川医療センター救急
部長）
、石川広己氏（日本医

たか

ほ

師会常任理事）によるシン

よう

た。

会長挨拶
わた

）

で、授賞式に代えて伝達式

先生は所用で欠席されるの

多大な努力が必要であろう

割を担っていくには更なる

る医師養成機関としての役

ゐのはな同窓会活動を通

と考えております。

化学療法学会の「志賀潔・

じ、母校の発展に微力を尽

とさせていただきました。

秦佐八郎記念賞」を受賞さ

くす覚悟でおります。今後

また上原すゞ子先生が日本

れ昨日神戸で授賞式が行わ

ともよろしくお願い致しま

年度）

す。

回（

れたとのことで、本日この

第

会で皆さん方へのご報告と

ご挨拶をお願いしてありま

このところ医道や医師の

（昭

資質がなおざりにされてい

穂

愛の賜物であり、また同窓

る印象があり、臨床の現場、

高

生の絆の強さを感じられる

殊にがん専門科、外科、麻

陽

素晴らしい出来事でした。

酔科など診療行為が直ちに

ゐのはな同窓会長

祈り黙祷を捧

って、物故者 名の冥福を

その後に私が会長として、

（唐澤医院、昭

ゐのはな同窓会賞

げた。済陽高

何を為すかということが一

「日本の医療における総括

的な改善活動」

唐澤祥人

て診療にあたっていただき
から説明があ

幡野雅彦理事

本年の総会は千葉県支部の

さて、同窓の先生方は各

す。よろしくお願いします。 思います。

した、昭和

方面でご活躍されておりま

範囲で厳しい指導を各方面

への修行については可能な

医師としての養成、専門医

同窓会賞伝達

などの歴代会長が皆さんと

渡辺武先生、伊藤晴夫先生

この会は長澤仁一先生、

瑞宝重光章
晶（昭

）

瑞宝小綬章

真家 雅彦（昭

横山 孝一（昭

）

）

）

）

総会開催

会長挨拶
シンポジウム

就任挨拶

人事異動
叙勲感想

最終講義
ＢＥＬＣＡ賞受賞
各地ゐのはな会

クラス会
研修プログラム

研修医だより
課外活動団体だより

学内情報
著書紹介

地区ゐのはな会報
会員から
雑文雑談
議事要旨
オンライン会報

編集後記

）

〜

〜

受賞者決定

穂会長の挨拶

患者の生死に直結する診療

功労賞

に続いて、各

科では、細心の注意を払っ
みなさんこんにちは。昨

たな方向性を考え、同窓会

たいと思います。また医学

吉原俊雄副会

長、白澤理事、 年から会長を仰せつかりま

発展のために努力したいと
り、審議承認

担当で、非常に盛り沢山の

すが、今年の同窓会『功労

千葉大学医学部が、これ

式、日本化学

共に営々努力を傾けて来ら

山浦

鈴木 伸典（昭

鈴木 淳子（昭

平成 年春の褒章

道永 麻里（昭

藍綬褒章

紙 面 紹 介

年卒の済陽で

された（議事

プログラムが用意されてお

部教育、臨床研修を含めた

面に掲

要旨

まで同様、医療の根幹であ

にお願いする次第です。
められました唐澤祥人先生

賞』は日本医師会会長を務
に決まりました。本日唐澤

ります。
はじめに、ゐのはな同窓

載）
。

会に私が感じていることを

総会に引き

療法学会「志

れた、非常に歴史と伝統の

瑞宝中綬章
）

）

）

勲

続き、平成

賀潔・秦佐八

ある会であり責任を感じて

野尻 雅美（昭

叙

述べたいと思います。

郎記念賞」受

おります。一昨年には皆さ

武者 廣隆（昭
克（昭

）

年度ゐのはな

賞の報告並び

ん方の浄財約３億円で、新

谷口

祝

に挨拶、さら

ゐのはな同窓会館が落成し

〜
〜

4

〜
〜
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〜

〜
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〜

28

年 春の叙勲

に山本修一氏

ました。これはまさに母校

2
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〜
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平成

学部附属病院

47 36 35 35
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1

つの命題でありますが、ゆ

済

ポジウムが行われた（シン

3
45

っくりと皆さんとともに新

す。

２01６

2

（千葉大学医

28

吉川広和副会長が開会の辞

21

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
６月 日
︵土︶
午後３時 分より、千葉大学医
学部附属病院ガーネットホール︵外来診療棟
３階大講堂︶
において開催された。
28

白澤浩理事の司会により、 を述べられた。会議に先立

20

議事について
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ゐのはな同窓会総会
シンポ ジ ウ ム

押しよせる高齢化、 ジェネラリ
スト活用で突破口を見いだす
│新専門 医 制 度 も 踏 ま え て │

修

一
（昭

千葉大学病院で総合診療医育成？
本

千葉大学医学部附属病院長

山
）

ムであれば総合診療医の育

ちろん、このようなシステ

このように、ヒト・モノ・

成に大学病院が深くかかわ

ができる。

大する。これにより、医療
カネ・情報を有効活用する

院と経営統合し、規模を拡
従事者では一貫した人材教
が共に成長するシステム構

のネタが増えた。

「 Chiba University Health
」
、また法螺話
Care System

ることもできるだろう。

築を真剣に考える時期に来

ことにより、グループ病院

可能となり、人事の一元化
ているように思われる。も

育やキャリアパスの構築が
による派遣機能の強化と安

東京ベイ・浦安市川医療センター救急部長

ＥＲ型救急という挑戦
医師不足対策の切り札になるか

定した身分の確保が可能に
なる。また全体を俯瞰する
企画部門と事務部門を置く
ことにより、人材集約によ
るグループ全体の成長戦略
策定が可能となり、業務の
統一・集約による効率化が

隆 （平 ）

千葉大学関連病院会議
第二回総会を開催

平成 年 月 日（土）
於 京成ホテルミラマーレ

当会議は、千葉県研修協

ルを向上させ、学生臨床実

を強化し、相互の医療レベ

内外の関連病院の結びつき

展的に改組したもので、県

最近の医療行政の動向とし

画室井上病院長補佐から、

上の取組みとして病院長企

があった。また、経営力向

生坂政臣副病院長より報告

ラムの進捗状況について、

その後、専門研修プログ

議承認された。

習の充実並びに初期臨床研

力関連病院長連絡会議を発

修・専門医研修の充実を図

療単価の向上は、経営上の

在院日数の短縮と入院診

学病院は火の車である。

公的支援の先細りなど、大

改定、消費税の補填不足、

さらに診療報酬のマイナス

り、患者情報は一元化され、

は、情報基盤の共通化によ

促進されるだろう。さらに

資金貸付により設備整備も

コスト削減も可能となる。

には物品の共同購入による

同利用や戦略的投資、さら

高める、という性格の医師

定して日々自身の専門性を

リストは取り組む分野を限

るわけでもない。スペシャ

正しいわけでも、上下があ

アの選択においてどちらが

風潮がみられるが、キャリ

クターを育てていきたい旨、 健康構想「活力ある健康長

ね、地域に根付く優秀なド

意見を交えながら議論を重

関連病院間で忌憚のないご

まる専門医制度については、

病院長から、来年４月に始

長の進行により、山本修一

総会では小林欣夫副病院

臣）から、アジアにおける

議院議員（元厚生労働副大

た講演会では、武見敬三参

れた。

き、活発な意見交換が行わ

岡課長よりご説明をいただ

ることを主目的としている。 て、千葉県医療整備課の高

緊急の課題であり、診療の

賀

効率化の必要性と相まって、 グループ病院間での入退院

会
窓
同
な
は

対応すべく医療界では対策

も様々な臨床上・社会上の

器別の専門性を高めるより

一方、ジェネラリストは臓

は司会より説明があり、審

続けて、各議事について

題して、熱心にご講演いた

寿社会の実現に向けて」と

総会に引き続き開催され

病院として、高度急性期医

が求められている。特に大

問題解決をしていくことに

だいた。
学医学部では、今までに養

やりがいを感じる医師に向
そのため、スペシャリス

成されてきた臓器別の専門

に向いていると考えられる。 挨拶があった。

医療連携の仕組み作り（特

学病院の置かれた

トとジェネラリストはそれ

いていると考えられる。
急科専門医、集中治療専門

ぞれの得意分野や、やりが

武見敬三参議院議員による
講演会

医（スペシャリスト）に加

医など、患者・家族の問題

いが異なるだけであって、

山本修一病院長の挨拶

えて、総合内科専門医、救

を地域の中で医療資源を活

米国の大規模なアカデミッ

かしてともに解決する専門

クメディカルセンターでは、

上下があるわけでもないし
ややもすると、スペシャ

対立があるわけでもない。
リストの専門性の意義や、

スペシャリストとジェネラ

医（ジェネラリスト）が求

やりがいが強調されがちな

められている。

横手幸太郎（千葉大学医学部附属病院副院長）
中村眞人（中村医院院長）
指定発言
松本晴樹（厚生労働省）

や転院の円滑化を図ること

に病病連携）は急

志

28

療を担うことが期待されて

極めて高コスト体質であり、 促進される。医療機器の共

5

おり、各診療科（総合診療

厳しい環境や総合

分化した診療を行っている。 ている。しかし大
結論を先に言えば、総合診

診療医育成への期
れまでの医療連携

療医を大々的に育成する体

という概念を超え

制など、大学病院に望むべ
大学病院で相次いだ医療

た新たなシステム

待を考えると、こ

事故を受けて、医療安全や

くもない。

ガバナンスに関する締め付

来ているのではな

けは厳しくなる一方であり、 を創造する時期に
確固とした支援体制のもと

いだろうか。
期病院や回復期病

大学病院が急性

での臨床研究の推進も強く
求められている。しかしな
がら、経営的にはもともと

座長

急激に進行する高齢化に

28

ピッチで進められ

千葉大学病院は特定機能

58

の
科も含めて）は高度に専門

13

シンポジウム （2）
報
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リストは対立するのではな
く、コラボレーションをす
ることでお互いの可能性を
高め、幸せに共存している。
千葉においてもスペシャリ
ストとジェネラリストが共

年

し自らのキャリアアップを

こで活躍できる医師を目指

程度であるが、その間にい

考えてもらいたい。

年から

かに地域医療や世の中に貢

のはせいぜい

リティーを目指すのはどう

献できるかが問題である。

ばその上の極めのスペシャ

けでなく疾病予防や様々な

か。その仕組みを用意する

若い先生方や医学生は、そ

いる。地域の医療・介護だ
公衆衛生的な活動の中心に

のが専門医制度であると思

題が持ちかけられるであろ

において臨床研究をすすめ

れた医学部のある千葉大学

っていた。その日は「かか

は全国からの受講者で賑わ

京駒込にある日本医師会館

の午前から夕方にかけて東

の学会の参加ポイントにも

うことはない。また、既存

酬でメリットがある等と言

かりつけ医になると診療報

受講したのである。特にか

本医師会は専門医制度の議

唱した「かかりつけ医」推 「かかりつけ医」の発想で日

ならない。日本医師会が提

論とは全く異なる次元でこ

であると思う。そのような

して学んできたことの実践

社会のインテリゲンチアと

な診療能力の発揮であり、

リーケアの実践や、総合的

そ、医療におけるプライマ

関連施設のスペシャリスト

病院ならびに千葉大学病院

と考える。是非、千葉大学

からコラボレーションへ」

ためのキーワードは「対立

や終末期医療等の倫理的な

会は、高齢者の医療・介護

研修を実施した。この講習

力を維持・向上するための

を提示し、実際に、その能

かりつけ医」のあるべき姿

地域住民から信頼される「か

包括ケアシステム作りが各

として地域医療計画と地域

上げられている。国の方針

介護システムの整備が取り

銘打ち、全国各地で医療・

いわゆる２０２５年問題と

少子高齢化が進んでいる。

今、日本は激しい勢いで

その上にサブスペシャルの

ラリティーを構築した上で

ではなく、きちんとジェネ

ら最後まで専門医というの

るかも知れないが、最初か

若い医師は大変迷われてい

論そのものが延期となり、

合致している。

んできたものとして極めて

マリーケア医を目指して進

千葉大学名誉教授

上 原 すゞ子 （昭 ）

埼玉医科大学小児科

志賀潔・秦佐八郎記念賞を受賞して

う。医師でバリバリ働ける

50

かかりつけ医を置いて、活

40

躍してもらいたいとの願い
である。かかりつけ医には

う。それには、患者、地域

様々な科を越えた相談や課

００名弱であったが、全国

の住民が持ち込む健康上の

己 （昭 ）

の都道府県医師会にテレビ

問題など、様々な課題を交

広

会議のネットワークで配信

川

日本医師会におけるかかりつけ
医推進の取り組み
日本医師会常任理事

石

スペシャリストとジェネ
され、６４００名の会員が

通整理する力、問題解決能

るためには公衆衛生大学院
りつけ医中央研修」の第一

の「かかりつけ医」の普及

とジェネラリスト養成にお

問題、在宅医療の実際やチ

会ではこの地域包括ケアシ

ーム医療での取り組みなど、 地で進んでいる。日本医師

構築、また、そのさらにさ

本年６月 日、 神戸国際会議場において日本化学療法学会「志賀潔・ 秦
佐八郎記念賞」 を賜り光栄に存じます。 この賞は本誌前号紹介の様に赤痢
菌発見者志賀潔・サルファ剤発明者秦佐八郎先生の業績に基づくもので、こ
の度の主題は私の生涯にわたる「小児細菌感染症の病原診断と抗菌薬治療
予防に関する研究」 です。 その内容は日本化学療法学会雑誌２０１７年１
月号に掲載予定ですし、 ある部分は２００８年本会功労賞受賞時に「小児
呼吸器感染症診療ガイドラインの作成とインフルエンザ菌ｂ型（Ｈｉｂ）ワ
クチン導入」として大要を記載させて頂きました。
小学校入学前年疫痢（劇症赤痢） に罹り奇跡的に救命された私は、 医学
部３年時から駒込病院伝染病科小張一峰先生（昭 卒。 後にＷＨＯ、 琉球
大学） の下で細菌診断を学びました。 千葉大学小児科志望でしたが「小児
科に女医はいない。 臨床と研究に厳しく到底無理」 と言われて止む無く大
学院に挑みました。 当時小児科のメインテーマに疫痢があり、 佐々木哲丸
教授と土屋與之講師のもと、 疫痢発症病因の研究指導を頂きました。 久保
政次教授に代って「呼吸器の細菌学」 を示唆されて、 私は１９６４年８月
順天堂大学小酒井望教授から臨床細菌学を学びました。呼吸器（下気道）感
染症の原因菌判定には苦心し、 下気道由来を確認した洗浄喀痰培養から原
因菌判定基準を考案し半世紀以上継承されています。
「小児呼吸器感染症診
療ガイドライン」もこれを基準に作成しました。
１９６８年来欧米のＨｉｂ研究第一人者 Dr. Sell
、 Dr. Robbins
らのもとで
研修を重ね、 Ｈｉｂ全身感染症の研究、 国際会議報告、 わが国、 千葉県の
疫学的調査を続け、 現在まで継承されてきました。 Ｈｉｂワクチンの導入
を提唱し続けて 年余、Ｈｉｂ全身感染症全例報告、血清型確認の啓発、ワ
クチン発案者 Dr. Robbins
招請などに務め、２００７年漸く導入が承認され
ました。 定期接種化後Ｈｉ
ｂ髄膜炎は千葉県はじめ皆
無になりました。 千葉大学
小児科、感染症関係の方々、
同窓の皆様のご尽力の賜で
す。 石和田稔彦先生のご支
援に感謝しております。

31

存し互いに高めあえる環境

ラリストに似た関係が臨床

力が問われている。これこ

設置が是非望まれる。臨床

進運動にこれほど熱心な参

を作り上げようとしている。

ける活発なコラボレーショ

ステム作りを「かかりつけ

らにを目指したい方がいれ

20

が望ましい。

研究と基礎研究である。千
受講した。日曜の朝から夕

研究の推進は、基礎研究の

プロフェッショナルオート

本医師会では本年４月より、 加が得られたと言うことは

回目の講習が行われた。日

ノミーの発揮として、実に

（

推進において対立を産むの
日本医師会としてかかりつ

がまだないが、政令指定都

ではなくコラボレーション
け医が中心となって地域医

）
School of Public Health
にかけてスクリーンの前で
年５月 日（日）

の可能性を広げるものと考

市に所在し、全国で認めら

えられる。

驚くべきことである。

ンが望まれる。また同様に

日本医師会の生涯教育に位

医」を中心にして、
「まち作

その点では私個人もプライ

療を担う仕組みを目指し、

公衆衛生大学院を設置し臨

置づけされた内容である。

り」運動として位置付けて

世紀に千葉大学が輝く

床研究と基礎研究のコラボ

その日、駒込の日医大講堂

今、専門医制度改変の議

レーションから世界へのエ

で受講したのは各地から３

10

55

葉大学には公衆衛生大学院

平成
22

ビデンスの発信も卒業生と

15

28

しては期待したい。

21
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教 授 就 任 挨 拶
学大学薬学部臨床医学研究

平成 年４月からは千葉科
ご鞭撻をどうぞよろしくお

ので、皆様方からのご支援、 願い申し上げます。

リフォルニア大学サンディ

ーニング半ばにＵＣＳＤ
（カ

マーカー研究（国内で初め

Ｎと効果を予測するバイオ

さらに

を

試験が行われていました。

なりました。そこではＨＩ

エゴ校）に留学することと

ゾミブが高血圧（自立神経

で、第二世代ＰＩカルフィ

では、国内第Ⅰ・Ⅱ相試験

前向き試験）を研究代表者

ての骨髄腫に関する多施設

室の教授として、主に薬学

ＲＮＡレベルで修復すべく

障害の一つと考えられる）

動脈硬化性疾患の臨床研究
研究テーマは、

に取り組んできました。
㌼

TGF-と

千葉大学大学院薬学研究院

究所のヘルディン教授のも

プサラ市ルードウック癌研

さらに、スウェーデン国ウ

いてご指導を賜りました。

学のあり方、その精神につ

基礎・臨床のみならず、科

の先生方から動脈硬化学の

教授、齋藤康教授など多く

当時の熊谷朗教授、吉田尚

進めています。

え、基礎研究・臨床研究を

対策を立てられるものと考

をさらに深く理解し、その

ることにより、動脈硬化症

胞の性質（内因）を解明す

きません。個々の血管壁細

進展をゼロにすることはで

取り除いても、その発症・

多くの危険因子（外因）を

しています。動脈硬化症は

品適正使用への貢献に関係

礎・臨床や地域医療・医薬

いずれも動脈硬化症の基

の実態の調査・研究など、

ァーマシー（多剤処方）例

ち、一人の後任となりまし

の下で働く二人の教授のう

１６年４月より、珠玖先生

連携講座に属します。２０

不可欠なことから、産学官

ミアや企業との共同研究が

指す治療開発は他のアカデ

す。

オ社が支援する寄附講座で

薬開発研究を、タカラバイ

れた珠玖洋教授の新規治療

長・血液内科教授を歴任さ

液内科出身で三重大学学

胞治療学は、名古屋大学血

三重大学遺伝子・免疫細

国立がん研究センター理事

フ堀田知光先生（今春まで

この頃、当時の研究室チー

芽球性急性転化例から採取

慢性骨髄性白血病Ｔリンパ

文としました。その傍ら、

因子として１９９７年に

輩の市川篤先生が予後不良

がん抑制遺伝子ｐ 変異
（先

で、Ｂ細胞リンパ腫検体で

に取組む当時の第二研究室

赤血球疾患・悪性リンパ腫

した。後に骨髄腫患者の生

発性骨髄腫のほうへ向きま

のを契機に、研究志向が多

た。その後、厚生労働省科

大規模多施設共同試験でし

腫３００例を対象とした、

する進行期低悪性度リンパ

濾胞性リンパ腫をはじめと

学療法による、わが国初の

モノクローナル抗体併用化

事務局を務め、その結果を

比較試験（

から 年越しでランダム化

内科に赴任。着任間もなく

併せて６年間の臨床経験後、 ０００年４月に帰国、国立

ＣＤ

白血病では、細胞表面抗原

した。また、急性リンパ性

でも臨床効果が確認されま

非小細胞肺・腎・膀胱がん

性黒色腫のみならず、今や

が脚光を浴びています。悪

制御している分子）阻害薬

イント（Ｔ細胞活性を負に

ここ数年、免疫チェックポ

いませんでした。しかし、

まで有用な治療とはされて

「がん免疫療法」は、これ

２０１０年に報告しました。 た矢先の、思ってもみない

名古屋大学第一内科に帰局、 がんセンター中央病院血液

学の手習いを始めました。

存を飛躍的に延ばすことに

って細胞株を樹立しました。 学研究の班員に指名された

した細胞を東京から持ち帰

なった初のプロテアソーム

も勉強をしたいと思ってい

あることを痛感し、是非と

の知識なくしては不可能で

今後の骨髄腫治療は免疫学

骨髄腫の国際学会に参加し、

からのご提案は、昨年６月

しました。今回の珠玖教授

隆 （昭 ）

寄附講座医薬品情報学の特

る

現在、急速な高齢化社会

長）に、
「患者さんに直接役

分をウイルス・ベクターで

辺

任教授を拝命致しました。

の研究に従事させていただ

千葉大学の先生方をはじめ、 とで増殖因子のひとつであ

ゐのはな同窓会の諸先生、

きました。スウェーデン留

の到来とともに、求められ

私は名古屋第二赤十字病

た。

立つ研究がしたい」と希望

ブの、末梢神経障害（ＰＮ） Ｔ細胞内から発現させ、さ

阻害剤（ＰＩ）ボルテゾミ

らにＴ細胞シグナルを強力

渡

多くの先生方にお世話にな

学では、新たな研究方法に

る医療・医療人は急激に変

院で初期研修を終え、国内

したところ、遺伝子治療で

に発現させた、キメラ抗原

人 （昭 ）

っておりますことを、この

ついて学ぶとともに欧州に

化しつつあります。将来の

第一例の骨髄移植を手掛け

の留学を薦められ、当時の

に早くから着目し、研究を

大で変異ｐ
Duke

場をお借りして御礼申し上

おける科学の伝統の厚みに

どのような変化にも対応で

られた平林憲行先生に出会

始めていました。また、治

哲
動脈硬化症の血管壁細胞の

げます。本講座は、国立大

ついても考えさせられまし

きる医療人を育成すること

い、血液内科を専攻しまし

齋藤英彦教授の推薦により

性質変化、精神疾患患者に

学法人千葉大学と株式会社

た。その後、国保国吉病院

は、私たちの非常に重要な

奨学金を頂き、前記細胞株

を惹起することを昨年報告

マツモトキヨシホールディ

ー）内科、成田空港検疫所

より、多様化する保険薬局 （ 現 在 の い す み 医 療 セ ン タ

ングスが高齢化社会の急速

センター国府台病院内科で

要であるとの共通認識から、 の医療職、国立精神・神経

な進展や医薬分業の推進に

臨床経験を積みながら、当

任務です。さらに、本講座

た。その後、都立駒込病院

㌼

TGF-及びその結合蛋白

と結合する

に報告）ならび
Engl J Med
に野生型ｐ

の発現解析を学位論
MDM2

N これは、抗ＣＤ

キメラ型

）の
JCOG0203

４年半の留学生活後、２

医薬品適正使用の普及、地

時の千葉大学医学部内科学

化学療法科に異動、在京中

からＰ
mRNA

受容体Ｔ細胞療法（

）
CAR-T

を標的とした抗体部

出来事でした。

域医療への貢献、医療関連

第二講座や千葉大学薬学部

の特徴である企業との共同
年に千葉大学

10

療前全血中の

20

53

遺伝子のクロ
Myb

19

を目
First-in-Man study

サービスの充実を目的に平

研究を進展させ産学連携を

私は昭和

す。
医学部を卒業後、内科学第

55

業務に対して各種対応が重

成 年に設置されたもので

医薬品情報学の上田教授の

﨑

三重大学医学系研究科

核酸医薬の研究に従事しま

部学生・大学院生の教育と

ルス研究室（室長：水谷修

した。

千葉大学大学院薬学研究院

紀先生、後の東京医科歯科

（ RNA として担い、それぞれ結果
Ｖに対する ribozyme
）の臨床遺伝子導入 を報告しました。更に最近
enzyme

大小児科教授）で分子生物

遺伝子・免疫細胞治療学 教授

二講座（現在の細胞治療内
態の解明、高齢者のポリフ

科学）に入局いたしました。 おける動脈硬化性疾患の実

61

もとで動脈硬化症の研究を

53

寄附講座医薬品情報学 特任教授

神

19

から異常

年４月１日付けで

55

に当時の国立小児病院ウイ

平成
28

続けさせていただきました。 着実に進めていく所存です

25

53
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会
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抵抗例の救援療法として、

が、移植後の再発例や治療
ています。異なったアプロ

応用などの開発も進められ
東京都老人総合研究所基礎

旭中央病院などを勤務し、
する磁気刺激療法、仙髄神

て、難治性過活動膀胱に対

ーにおける最新の診療とし

泄に関しての横割り体制に

割りの各診療科体制を、排

ます。当センターでは、縦

在同大副学長）と知遇を得

ルギー内科の福田健教授
（現

獨協医科大学呼吸器・アレ

の裏には千葉大のネットワ

く思います。また同時にこ

名まで発展し非常にうれし

タッフ８人、後期研修医１

ークを含む多くの人のご支

第二生理（現在の東京長寿

援があったことを強く思い、

ーチを適切に組合せ、より

２００４年に福田教授に

今後は私も若い人の発展に

確立した治療法になってき

誘われ、獨協医大に膠原病

ました。

診療グループを確立するた

つなげたく、努力してまい
ご鞭撻を賜りますようお願

経電気埋め込み療法、ボツ

自家脂肪幹細胞尿道注入療

い申し上げます。

医療センター）で排尿生理

以後助手、講師を経て、平

尽くさなければと感じるし

の研究も行って参りました。 リヌス毒素膀胱壁内注入術、 ります。今後ともご指導、
昭和 年に千葉大学に戻り、 前立腺術後尿失禁に対する

ェフィールド大学に客員講

生方のご助言を頂きながら、 成

だいです。

有効で安全な治療法の開発
臨床を問わず幅広い分野か

免疫治療開発に邁進したい
師として留学いたしました。

典 （昭 ）

めに同呼吸器・アレルギー

を目指しています。基礎・

珠玖教授は、２０１５年
ら、千葉大医学部卒の諸先
法などの開発を行っており

立され、長年取組まれてき
所存でおりますので、宜し

友

内科に赴任いたしました。

ています。

ンター」を三重大学内に設

「複合的がん免疫療法研究セ
年まで英国シ

たワクチン以外に、新しい
くお願い申し上げます。

年から

がん特異的抗体、エクソソ

西

を占めているかがお分かり

病院前院長）
、高林克日己先

時に、末石眞先生（下志津

機序の研究をおこなうと同

学講座としてのリウマチ・

ーができ、今回新たな内科

０１１年にリウマチセンタ

することができました。２

り、膠原病グループは発展

葉大関係者などの支援もあ

同大学学長）など多くの千

福田教授、稲葉憲之教授（現

幸い他科の協力も得られ、

に貢献できるようになりた

世界に発信し、医学の進歩

みならず、私たちの知見を

療の拠点として機能するの

木のリウマチ・膠原病の診

に成長して、獨協医大、栃

今後、大空を駆け巡るよう

ての雛の状態にあります。

私たちの教室は生まれた

いと考えています。今後と

和 宏 （昭 ）

も皆様のご支援、ご鞭撻よ

沢

膠原病内科が開設されまし

倉

科に助教授として勤務し、

た。赴任当時は私を含め２

たが、この度排泄機能とい

２名、神経内科医１名、皮

た。これまでは泌尿器科医

ンター長を兼任いたしまし

年）に千葉大学を卒業後、

す。

命いたしました倉沢和宏で

新たに獨協医科大学に開講

どり、岩本逸夫先生（旭中

た。帰国後は同研究室にも

チ・膠原病内科の教授を拝 （

された内科学教室、リウマ

央病院アレルギーセンター）

ご支援を賜りましたこと、

さまをはじめ多くの方々に

たゐのはな同窓会会員の皆

親身にご指導いただき、ま

ろしくお願いいたします。

う分野の重要性、将来性が

膚・排泄ケア認定看護師２

同第二内科（吉田尚教授）

の下で、膠原病の臨床・研

〜

認められ、公募による主任

り排尿機能障害を中心に診

正式に診療科となりました。 名、臨床検査技師１名によ

教授選が行われたうえで、

療してまいりましたが、秋

に入局し、大学病院と鹿島

年にかけ、 米国ＮＩＨ

楽しさを学びました。

センターが診療科部門とい

より外科医を迎え排便機能

労災病院での内科全般の研

人でスタートしたものがス

教授）などに膠原病の臨床

平成

命いたしました。
年より排泄機能セ

排泄機能センター主任教授

うのは奇異に思われるかも

障害の診療も行い、また婦

平成

を拝命いたしました。ゐの

しれませんが、種々の診療

人科、小児科との共同診療

病理学

教授

澤 卓 也 （筑波大・昭 ）

修の後、

年より同科の冨

膠原病に合併する間質性肺

究をおこないました。特に

このたび赴任いたしました

心より御礼申し上げます。

矢

も計画しております。

界がある」ことを学びまし

し免疫学と「日本と違う世

Experimental Immunology
）に留学
Branch, Dr. Gress

獨協医科大学

はな同窓会会員の皆様にご

科が共同で運営する必要性

排泄機能センターは、排

いう名称のままで運営する

63

ことになりました。

28

91

尿障害を中心として、種々

私は１９８３年（昭和

支援を賜りましたことを心

から、排泄機能センターと

平成 年４月１日付けで、 ある研究室で臨床・研究の

を学びました。大変活気の
28

リウマチ・膠原病内科 教授

頂けるかと存じます。平成

生（千葉大学医療情報学前

かに排尿機能が重要な位置

年に獨協医科大学泌尿器

獨協医科大学

ーム（細胞が放出する細胞

獨協医科大学病院

外小胞体）のがん治療への

教授は欧
留学先の Chapple
州泌尿器科学会の Secretary
であり、欧米ではい
General

13

年には学内教授を拝

13

排泄機能センター 教授

山
年７月に開設いたしま

した。これまでは、中央部

成

57

門として運営しておりまし

58

63

10
21
23

23

より感謝いたします。

平成 年４月１日付けで
28

の診療科の医師、コメディ

58

94

致協力して診療を行うこと

尿機能検査技師など）が一

カルスタッフ（看護師、排

昭和 年より厚生中央病院、 膀胱膣瘻などです。センタ

局いたしました。その後、

医学部泌尿器科学教室に入

医学部を卒業後、千葉大学

私は昭和 年に千葉大学

胱尿管逆流、骨盤臓器脱、

神経因性膀胱、夜尿症、膀

腺肥大症、間質性膀胱炎、

過活動膀胱、尿失禁、前立

私の専門とする疾患は、

のもと自己免疫疾患の発症

室に入りました。研究は小

れる免疫・アレルギー研究

院元内科学教授）が主宰さ

岡玖夫先生（東邦大佐倉病

機となり、千葉大学出身の

池隆夫先生（北大名誉教授） 出しました。この研究が契

あることを同僚とともに見

のシクロスポリンが有用で

炎に興味を持ち、皮膚筋炎

理学講座中谷行雄教授には

年４月より２年間、診断病

拝命いたしました。平成

獨協医科大学病理学教授を

てゐのはな同窓会の偉大さ

出身者であられ、あらため

平成 年４月１日付けで、 獨協医科大学におきまして

学長の福田健先生が千葉大

も学長の稲葉憲之先生、副

で、患者に最適の治療を提

87

供することを理念として平

58
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性化に伴う増殖フィードバ
る新たな治療戦略の創成に

悪性神経内分泌腫瘍に対す

おいて、小細胞肺癌など高

んでまいりました。順天堂

学人としてのキャリアを積

形成外科へ移り、以後、大
ます。

務めさせていただいており

年４月より主任教授として

ているのが特徴です。

性潰瘍の症例などが増加し

潰瘍に代表される足の難治

存在感を増してくるのです。

扱いであった麻酔科が、
俄然

国家試験の勉強では添え物

顎顔面外科へ移り、平成

ック機構の破綻についての
向けた研究に邁進するとと

年より順天堂大学

に感銘を受けた次第であり
解析」、「癌における血管新

その結果、人手を欲しがっ

いかと頼んで回りました。

私は昭和 年に筑波大学

を賜りますようお願い申し

くて常勤のスタッフが欲し

上げます。

いと思い、千葉大学はもち

最近の形成外科は扱う疾患

しまいゐのはな同窓会とは

また基礎医学研究を基盤に
に留学の機会を頂き私が専

が大きく変化しており乳癌

私は頭蓋顔面領域の先天

平成

ます。
生機構の解析」、「神経内分
大学では脳神経外科の先生

就任以来、バイトではな

医学専門学群を卒業後、ゐ
もに、将来の日本の病理学

の解析」などをおこなって
持ち
門としております頭蓋顎顔

ろん私が知るかぎり全国の

まいりました。医療の進歩
を実践できる研究医、リサ

面外科領域の診療技術を深

術後の乳房再建、糖尿病性

疎遠でありましたが、今後

病理学講座を主宰されてお
に伴い病理診断の重要性が
ーチマインドを持ち続ける

めることができました。こ

同窓会活動にも参加させて

られました小形岳三郎筑波
増している一方で、病理学
臨床医の育成に、情熱を持

の分野では頭蓋骨の骨延長

異常、顔面骨骨折を含む顔

大学名誉教授のもとで、病
に入局する医師は未だに少
って取り組んでいく所存で

術など新しい術式を開発し

面外傷のほか、眼瞼下垂を

理学、特に肺腫瘍病理学を
なく、また病理学研究に没
あります。ゐのはな同窓会

内外で報告し、研究では顔

対するチームを構築し、平

学び、その後も一貫して肺
頭できる時間や場所の全国
の先生方には、今後も変わ

を担う有能な病理学研究者、 方と頭蓋縫合早期癒合症に

病理学研究を推進してまい
的な減少により、病理学の
らぬご指導、ご鞭撻、ご支

麻酔科の知り合いに声をか

りました。筑波大から横浜
衰退が危惧されています。

面骨の骨形成や人工骨の研

け、人員を出してもらえな

市大への異動に際しても、
そのような状況において、
援を賜りますよう、重ねが

究などを行ってまいりまし

いただきたいと考えており

やはりゐのはな同窓会の先
このたびの獨協医科大学と
さねお願い申し上げます。

た。また再建外科としての

evidence-based medicine 成

輩である故蟹澤成好横浜市
のご縁には深く感謝いたし

役割が大学病院では重要と
考え、食道・胃外科におけ
る食道再建、耳鼻咽喉科で
の頭頸部腫瘍切除後の再建

麻酔科学

教授

田垣内

祐 吾 （平元）

く、全国各地の病院が同じ

悩みを抱えていることがわ

かりました。全国の大学病

院中、バイト麻酔科医を入

れている病院は約４割に上

るという調査もあります。

このバイト麻酔科医がま

が到底回らないのです。私

バイトを入れないとオペ室

に、週５日働くと、夜間・

本的に５時までの仕事なの

の報酬を手にする計算にな

休日対応などしなくても、

ります。そんな事情からか、

の恩師、千葉大学麻酔科学

含めても４名しかいません。 た悩みの種です。彼らは基

ペインクリニックの先生を

ているのは当院だけではな

大名誉教授に大変お世話に
ており、今後は栃木の地に

形成・口腔顎顔面外科学講座 主任教授

帝京大学ちば総合医療センター

なり、また私の叔父であり
豊先生もゐのはな同窓会の
先輩、といういきさつもあ
り、誠に勝手ながら、私は
これまで千葉大学を自分の

や乳腺科の乳房切除後の乳

りますが、マンパワー面で

平成 年４月１日付けで、 陰に陽にご支援を頂いてお

専門医を取得したあたりで

母校のようにお慕い申し上

帝京大学医学部麻酔学教授

常勤を辞め、フリーランス

常勤である我々の２ ３
~倍
切除後の再建に力を注ぎ、

は千葉大学も恵まれておら

に転じる人も多いようです。

講座の磯野史朗教授からは
肝胆膵外科の生体肝移植に

ず今以上の支援を頂くのは

房再建など外科系各科の癌
た。形成外科を志しました

おける肝動脈再建のお手伝 （帝京大学ちば総合医療セン

難しいのです。

造 （昭 ）

が、その当時本学に形成外

いもさせていただきました。 ター麻酔科科長）に昇任し

裕

今回このような形で就任挨

科がまだ設立されていなか

平成

室

拶をさせていただくことに、

ったこともあり、外に研修

小

深く感謝いたしております。

先を求め東京大学形成外科

挨拶が遅れ、誠に申し訳あ

顎顔面外科学講座主任教授

帝京大学医学部形成・口腔

林大学教授）をはじめとす

生（東京大学名誉教授、杏

せ一定の使命は果たせたも

安の地に形成外科を根付か

外科の立ち上げに携わり浦

教育でしょうか。実は目下、 度にあって病院が収益を上

ですか。やはり診療・研究・

の主な仕事は何だとお考え

皆様は、大学病院の教授

ません。現在の保険医療制

しれませんが、そうもいき

したらいいと思われるかも

身の丈にあった手術件数に

それならオペを減らして

ける一因になるのではない

の保険医療制度に風穴をあ

み出します。私などは日本

医者との間に不公平感を生

対常勤医、あるいは他科の

しかしこの厚遇はバイト医

ました。同窓会の皆様にご

私は、若い時代に研鑽し

りませんでした。

年に順天堂大学浦安

た病理診断学・人体病理形

病院形成外科・美容外科教

生物学的手法を取り入れな

のと考えております。

という病理学研究スタンス

し上げます。私は、昭和

のご支援を賜り厚く御礼申

合病院国保旭中央病院、東

帝京大学医学部形成・口腔

一教授にお声がけいただき

在当院麻酔科の常勤医は、

ト麻酔科医の手配です。現

私の最も重要な業務はバイ

には麻酔が必要ですから、

術が第一です。そして手術

げるには、何を措いても手

た仕事をしてくれればまだ

高給を取ってもきちんとし

かと心配してしまいます。
27

フを想起し、積極的に分子
がら、病理形態の裏に潜む

る多くの先生方にご指導賜

をとって研究を推進し、こ

ってきました。

年に当時の平林慎

り、東京都立駒込病院、総

れまで、
「癌細胞の腫瘍免疫

年に千葉大学を卒業しまし

京警察病院などで研修を行

逃避機構の解析」、「癌の悪

61

平成

にあたっては多くの先生方

22

疾患の本態を解明していく、 を拝命いたしました。就任

年４月１日付けで

授を拝命し、ゼロから形成

28

11

教室の門をたたきました。
平成

61
東京大学では波利井清紀先

げてまいりました。そして

帝京大学医学部

肺研病理教授であった故林

中心とした瞼の若返り手術

28

などを専門にしております。 ます。皆様のご指導ご鞭撻

10

年には米国エール大学

卒後すぐに母校を離れて

のはな同窓会の先輩であり、 泌悪性腫瘍発生メカニズム

63

態学をベースに研究モチー
28
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りたいと思います。

いることができるよう頑張
ました。看護学科、栄養学

年制大学として出発いたし

含め解決すべき問題は多い

す。施設面や人事の問題も

でおります。引き続きご指

私も全力で努力するつもり

られなかった子どもたちの

その一方でどうしても助け

ことは頭から離れません。

くせないほど多くの方々の

その多くは、急性期は乗り

お世話になったことに感謝

導ご鞭撻の程、よろしくお

しもですが、ご多分にもれ

のですが、田邊学長はスタ

願い申しあげます。

ずバイト医の実力は玉石混
科、歯科衛生学科、リハビ

ッフを激励し先頭に立って

し、そのご恩に少しでも報

おられます。及ばずながら

越えられたものの栄養の維

リテーション学科（理学療

持が困難な症例でした。そ

んなときいつも思い返され

るのは、入局して間もない

に救命されたことです。今

頃、吉田教授が八百グラム

から三十年以上も前のこと

健康科学部栄養学科 教授

千葉県立保健医療大学

法学専攻、作業療法学）か
らなり、人材育成と共に県
の健康つくり政策に反映で
きるような実践的研究を行

代わりに、自分で調べなけ

うことを理念としておりま

ればならないことは医学中

ですからまるで魔法のよう

真 （昭 ）

に換算すると全国平均より

で免疫学の手ほどきを受け、 療スタッフ数は人口あたり

時、のち名誉教授）のもと

かなり少なく、優秀なスタ

でした。それからというも

川

は声望高い外科系医師が大
また内科学の基本も教えて

央雑誌の第一巻に遡るまで

の、先生の処方内容を書き

小

健康科学部看護学科 教授

千葉県立保健医療大学

交、いつ石が来るかもわか
りません。しかし彼ら抜き
の臨床は成り立たず、非常
一方この地域で手術を必

に悩ましい問題です。
要としている患者数は大変

勢いますから、麻酔科の事
頂きました。奥田先生のご

徹底的に調べさせ、それら

私は平成元年卒で、痛み
お誘いをいただき、横須賀

ました。田邊政裕学長から

部看護学科教授を拝命致し

県立保健医療大学健康科学

本年４月１日付けで千葉

づく診断・治療システムを

研究にシフトし腎生検に基

らようやく腎臓病の診療・

始めました。平成元年頃か

肝炎モデルを用いて研究を

ったのですが、学生は皆真

当初はとまどうことも多か

に老年医学の講義で、今ま

ているのは内科学全般、更

しました。就任に際しまし

み担当していた者としては、 部栄養学科教授を拝命いた

で医学部腎臓内科の教育の

ては、同門の諸先生方をは

先生に手とり足とりきめ細

いては、高橋教授と栗山裕

道閉鎖症や小児内視鏡につ

た。研究テーマに選んだ胆

って大変な財産となりまし

ことは、その後の自分にと

首尾一貫した教育を受けた

ことを見い出させるという

こども病院で全科型栄養サ

ました。また十年前からは、

の移行を果たすことができ

ぞれ初めて在宅静脈栄養へ

と千葉県こども病院でそれ

あって兵庫県立こども病院

成を勉強し、そのおかげも

写しては電卓をたたいて組

児を完全静脈栄養でみごと

足らずの壊死性腸炎の未熟

情によって彼らの腕を振る

ッフをコンスタントに育成

の中からなにか一つ新しい

東 本 恭 幸 （昭 ）

う機会を減らしてしまって
指示もあり研究テーマは肝

することは本学の重要な責

の治療に心理学的手法を取

軌道に乗せることができ、

じめ多くの先生方からお祝

す。千葉県の看護師他の医

は痛恨です。そんなわけで、

務であります。現在担当し

り入れた故水口公信名誉教
收教授からご許可を賜り旧

いや激励のお言葉を賜り、

りました。更に磯野教授に

とが研究者としての礎とな

気の中でご指導を受けたこ

誉教授）に自由闊達な雰囲

西野卓教授（現千葉大学名

受け、大学に戻って先代の

県内外の関連病院で研修を

基礎分野の先生方にこの場

学院生の指導をいただいた

導・御協力を賜り、また大

臨床各科の先生方のご指

の間、横須賀教授をはじめ

どを千葉大学で過ごし、そ

第です。卒後 年のほとん

生の後任として赴任した次

して週１回の外来を継続し

たが、当分は非常勤講師と

らはご心配をいただきまし

ともあり、各科の先生方か

の決定がぎりぎりだったこ

拝命しておりました。移動

同じく附属病院診療教授を

生からご推薦をいただき、

す。教育面では更に田邊先

すがご協力を賜れば幸いで

ご多忙のところ真に恐縮で

ります。同窓の先生方には

内の各病院にお願いしてお

がないため、学生実習は県

した。真家雅彦先生、大沼

た小児外科に入局いたしま

世名誉教授が主宰されてい

学医学部を卒業後、高橋英

私は、昭和 年に千葉大

で厚く御礼申し上げます。

ご挨拶に先立ちまして謹ん

もに、たくさんの若い先生

術や臨床研究に携わるとと

た三十二年間、数多くの手

児外科の臨床一筋に過ごし

深く感謝しております。小

成果を手にしたことに深く

かなご指導を賜り、様々な

さらに重症心身障がい児に

かせないものとなりました。

の栄養管理にはＮＳＴが欠

をはじめとする様々な病態

医療に携わり、短腸症候群

率いて職種横断的なチーム

ポートチーム（ＮＳＴ）を

り組んでおります。

授のアプローチに感銘を受

面目で、今は手ごたえを感

師事したことで大きく成長

私は昭和 年千葉大学医

臓内科医長、平成 年には

19

ンター院長和田佑一教授の

前教授下山恵美先生、当セ

病院に出張後、腎・免疫学

科に入局致しました。関連

授が主宰されていた第一内

学部卒業後、故奥田邦雄教

合され、県内唯一の公立四

葉県立医療技術大学校が統

千葉県立衛生短期大学と千

健医療大学は平成 年４月、

さて赴任した千葉県立保

で、まずその必要性に関し

っているのは大学院の併設

大学として現在懸案とな

させていただいております。 講義を一部担当することに

各科からの対診依頼に対応

て千葉県との協議の最中で

放送大学での特定看護研修

ハウを惜しげもなく教える

となりました。様々なノウ

科学の面白さ、奥深さの虜

接ご指導いただき、小児外

はじめ錚々たる先生方に直

誉教授、吉田英生現教授を

直躬名誉教授、田邊政裕名

は常に驚かされながらも、

小児の生命力の逞しさに

しく存じます。

かでも継承できていれば嬉

分の技術や考え方を幾ばく

だくこともできました。自

方の指導にあたらせていた

というものを再認識した次

た。まさに臨床栄養の威力

合併症なく入院日数を短縮

が極めて早期に正となり、

したところ、窒素バランス

術後早期経腸栄養法を導入

21

なっております。

お力添えがなければ到底あ

研究室の若新政史講師（当

できることも見い出しまし

りえませんでした。それ以

24

外にもここには到底書き尽

す る こ と が で き 、 J o h n s を借りて心より御礼申し上
大学への留学も叶 げ ま す 。
Hopkins

平成

いました。私の教授就任は

県立保健医療大学健康科学

けて麻酔科に入局しました。 第一内科同門の松谷正一先

じております。附属の病院

月 日付けで千葉
4

年からは附属病院腎

えど天命の一部と考えて取

臓の免疫となり、マウスに

59

免疫操作によって作成した

多いのです。しかも当院に

57

たとえバイト医の手配とい

本年

1

59

34

57
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す医療から支える医療への

しており、それに伴って治

速さで超高齢化社会が進行

のどの国もが経験しえない

現在我が国では、世界中

いりたいと存じます。今後

い人材の育成に尽くしてま

からの医療にかけ替えのな

までの経験を生かしてこれ

の身ではありますが、これ

ります。まだまだ浅学菲才

ます高まるものと信じてお

管理栄養士のニーズがます

ンドン大学神経研究所・国

９９７年から約１年間、ロ

させて戴いております。１

器科先生方と一緒に仕事を

田耕作先生をはじめ、泌尿

なっております。以後、安

現在も私のライフワークに

究を薦めて戴いたことが、
輩の先生方には大変感謝し

部同窓の諸先輩、同僚、後

世話になった千葉大学医学
お願い申し上げます。

導、ご鞭撻のほどよろしく

ております。今後ともご指

科切除が唯一の根治的治療

肝胆膵領域の悪性腫瘍は外

県に医学部が新設されるに

教育に携わって参りました。 たいと考えています。千葉

膵外科領域の臨床、研究、

あたり、千葉大学医学部附

に取り組みました。その後、

による膀胱の機能的脳画像

留学する機会を得、ＰＥＴ

の

た。その後平成

年に宮崎

が研究室に入った動機でし

科の未来に魅力を感じたの

だ黎明期であった肝胆道外

生がとりまとめており、ま

ました。研究室は宮崎勝先

肝胆道系の基礎研究を始め

５研究室）の門をたたき、

た。当時の肝胆道研究室（第

邁進していきたいと考えて

療について研究及び臨床に

治療を中心とした集学的治

隆

び予後向上を目指し、外科

領域の悪性腫瘍の根治およ

てきました。今後も肝胆膵

おいてその有用性を報告し

試み、特に胆道癌の分野に

ゆるコンバージョン手術を

り根治切除を目指す、いわ

療法による腫瘍の縮小によ

除不能進行癌に対して化学

られています。こうした切

根治切除が可能な症例が限

態で発見されることも多く

法であるものの進行癌の状

ろしくお願い申し上げます。

をいただけますよう何卒よ

導、ご鞭撻、そしてご支援

先生方には、今後ともご指

存です。ゐのはな同窓会の

療の構築にも努めていく所

連携をとりながら、地域医

療機関、福祉施設などとも

属病院をはじめ、地域の医

次 （旭川医大・昭 ）

内科学神経内科 教授

榊 原
教室です。

加

年４月１日付けを

藤

て参りました。

私は、昭和 年に旭川医

消化器センター 教授

千葉大学第二内科の大先輩

もちまして、国際医療福祉

先生は臓器制御外科学の教

向けて鋭意取り組んで参り

パラダイムシフトを迎えて
とも何卒ご指導ご鞭撻のほ

第です。

います。治す医療でも支え
立神経病院（
）
Queen
Square
教授の下に
Clare Fowler

である、白井厚治先生、鈴

大学三田病院教授を拝命い

授となり、現在に至るまで

います。

国際医療福祉大学三田病院

る医療でも、その基盤とな
どお願い申し上げます。

に神経内科を設置したいと

たしました。まず初めに、

宮崎先生に師事し肝胆膵外

厚 （平元）

るのは栄養状態の維持であ
り、これからは臨床に強い

のお話があり、准教授とし

ゐのはな同窓会会員の皆様

科の臨床および研究を行っ

東邦大学医療センター佐倉病院

て２００７年に呼んでいた

をはじめ、多くの方々にご

年に、現職を拝命し、大変

り御礼申し上げます。

平成

だきました。今回、佐倉病

支援賜りましたこと、心よ

木康夫先生より、佐倉病院

科大学を卒業し、著書「神

院神経内科 年目の節目の
有り難く思っております。

年４月に成田市に医学部

国際医療福祉大学は平成

経症候学」で高名な平山惠
造教授に憧れ、すぐに千葉

その後、研究面では、消化

肝細胞癌における多剤耐

大学神経内科学教室に入局

神経内科教授を拝命致しま

療センター佐倉病院内科学

月１日付けで、東邦大学医

間もないＭＲＩ・さらに病

律神経・ＣＴ・導入されて

に、神経症候と生理学・自

をめざして頑張っておりま

十分に確立していなかった、 地域で頼りになる神経内科

理を検討し、当時治療法が

す。平成 年に服部先生が

イオマーカー、疾患修飾治

管自律神経、神経難病のバ

松戸市立病院、大網白里町

伝統を伝え、若手を育成し、 在の臓器制御外科学）に入

療の試みとテーマを広げ、

立国保郡南病院（現大網白

学医学部第一外科学教室
（現

授が主宰されていた千葉大

を卒業後、当時奥井勝二教

サーチフェローとして米国

平成 年から約３年間、リ

する研究で学位を取得し、

性遺伝子

ともに約

られれば、東北薬科大学と

います。医学部設置が認め

開学のための準備を進めて

したので、ご報告申し上げ

神経難病と格闘してまいり

私は平成元年に千葉大学

しました。 卒の同期と共

ます。東邦大学は、医・薬・

ました。平山先生の回診と

年ぶりの新設と

看護・理学部の４学部を擁

このたび、２０１６年４

28

里吉病を世界で初めて報告

っています。神経内科は、

の佐倉病院の３病院から成

目黒区の大橋病院、千葉県

て大学に戻った際、服部孝

その後、鹿島労災病院を経

たことが思い出されます。

仲間で徹夜をして準備をし

も厳しいものであり、前日

都大田区の医学部大森病院、 カンファレンスは、優しく

道名誉教授、同期の桑原聡

ことになりました。服部孝

会を幕張で開催させて戴く

年となる本年 月に、同学

学会を開催されてから 周

会長として日本脊髄障害医

このとき教室を主宰されて

大学に戻って参りました。

修を経て、平成５年に千葉

千葉医療センター）での研

千葉病院（現国立病院機構

里市立国保大網病院）
、国立

なりました。

もしろさを学ぶ良い機会と

学経験は研究の大切さとお

究を行いました。貴重な留

障害や肝再生などの基礎研

先生のもと、肝阻血再灌流

定しています。国際医療福

豊かな教育を行うことを予

生の受け入れなど、国際性

医学教育、海外からの留学

教育とは異なる英語による

いながら、医学部の開設に

祉大学三田病院で臨床を行

された里吉栄二郎先生を初

いたのが中島伸之教授でし

年に帰国して肝胆

教授をはじめ、いままでお

平成

道教授から、自律神経の研

大学外科で Michael J. Ed- して国家戦略特区の事業と
先生、 Alex B. Lentsch して認められ、既存の医学
ward

局しました。千葉労災病院、 ケンタッキー州のルイビル 「国際医療学園都市構想」と

なります。成田市と共同で

40

代教授とする、伝統のある

日時：平成28年11月 3 日（木・祝日）
14時から14時30分
場所：千葉大学けやき会館大ホール
（千葉大学西千葉キャンパス）
＊総会終了後、イベントを予定しております。

59

する総合大学であり、東京

11

14

11

千葉大学校友会総会のお知らせ

59

59

13

の発現に関
MDR-1
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10

18

10

就 任 挨 拶 （8）
報
会
窓
同
な
は
の
ゐ
第 173 号

病院長就任挨拶

国際医療福祉大学三田病院

の標榜診療科は 診療科お

は６床のＩＣＵもあり病院

をこなしています。同階に
だけたらと存じます。

三田病院にお立ち寄りいた

でいただいた際には気楽に

と思っておりますので皆様

も大いに頑張って行きたい

て東京都港区の三田病院で

施しております。生活習慣

人間ドック、脳ドックも実

が、２０２０年には国際医

７年４月には医学部の新設

などの特定健診やがん検診、 開設いたしました。２０１

お願い申し上げます。

のご支援をどうぞよろしく

などの早期診断は健康の基

病、がん、脳卒中、認知症

的にも近い当院には、国際

も予定しております。地理

療福祉大学成田病院の開設

ゐのはな同窓会および千

医療福祉大学の関連施設と

葉大学医学部の出身者とし

本ですので、ぜひご利用い

の臓器別センターを

ただければ幸いです。

よび
常勤医師（１３０人を越え

開設しております。多くの
る）がおり出身大学は東京

京都港区三田にある国際医

を退任し、この４月より東

研究院臓器制御外科学教授

もって千葉大学大学院医学

本年２０１６年３月末を

多少慣れている自信があり

分け、バランスの取り方は

床業務と病院長業務の振り

属病院長時代に経験した臨

ますが、千葉大学医学部附

臨床以外の仕事も多くあり

学長の責も担っているため

病院長としてまた大学の副

に赴任してからも自身のラ

まいりましたが、三田病院

床・研究・教育に従事して

されている先生も多いかと

で東京に勤務あるいは開業

が赴任しました。

れておりその後任として私

あった小川聡先生が務めら

学医学部循環器内科教授で

前任の三田病院長は慶応大

で構成されています。私の

科の手術は続けております。 ており、多様性溢れる環境

イフワークである肝胆膵外

思いますが、是非多くの患

の国立大学出身者も勤務し

にも千葉大学を含めた多く

った近隣の大学出身者以外

科大学、東京医科大学とい

療法研究所附属病院の院長

月より、市川市にある化学

を無事終えました。この４

の千葉大学医学部での仕事

年間

の皆様のお力添えのおかげ

また、一般診療のほか、外

診療に力を注いでおります。 部、成田保健医療学部）が

科、脳神経外科などで専門

環器科、整形外科、泌尿器

に消化器科、呼吸器科、循

外来診療においては、特

しながら、地域密着型の病

ープ関連施設と密接に連携

学病院をはじめとするグル

センターに指定され、同大

療福祉大学の臨床医学研究

２００５年には、国際医

田キャンパス（成田看護学

４月に国際医療福祉大学成

拠点をめざし、２０１６年

また、成田市に国際医療

えられるよう、体制を強化

より一層地域のニーズに応

に新東棟を建て替え、新た

ます。さらに、２０１３年

従来の使命も果たしており

か医療型療養病棟も維持し、

来行ってきた結核診療のほ

病棟においては、設立以

何卒よろしくお願い申し上

のご指導とご鞭撻のほど、

の皆様には、今後とも一層

ことを目指しています。

連携にも一層尽力していく

ン病棟を新設いたしました。 診療施設として地域の病診

に回復期リハビリテーショ

げます。

て職員一同努め、都市型の

し、使命感と責任感を持っ

さしい心遣い」として反映

愛」の理念を引き継ぎ、
「や

当院の伝統的な「至善至

役割が期待されています。

してこれまで以上に重要な

化学療法研究所附属病院

療福祉大学三田病院の病院
何とかこれまでこなしてお

者さん、特に肝胆膵の外科

大学、慶応大学、慈恵会医

長に就任しました。この三
ります。三田病院は東京タ

来化学療法室、外来透析部

千葉大学ゐのはな同窓会

院として活動しております。 してまいります。

後第一外科に入局、その後

年）千葉大学医学部を卒業

室は立替工事が終わったば

ます。外科手術を行う手術

で仕事をさせてもらってい

綺麗に見え、特等室の部屋

の窓からはタワーの夜景が

ムの一人として今回勤務し

の東原琢医師にも外科チー

ています。また外科専門医

教授として赴任してもらっ

加藤厚先生も消化器外科の

の赴任に合わせて４月より

幸いです。千葉大学から私

病院です。病院長室（５階） したらご紹介いただけたら

結核の治療に対する多大な

時）より下賜されるなど、

の「恩賜館」を宮内省（当

ける一方、明治天皇ゆかり

から、三井財閥の支援を受

ました。その社会的重要性

療法研究を目的に設立され

民病といわれた結核の化学

院は、１９３９年、当時国

究会化学療法研究所附属病

公益財団法人化学療法研

ります。また当院は、地域

生活管理に万全を期してお

ても、安全・的確な診療と

るがんの診療ニーズに対し

きましては、増加傾向にあ

たしました。各診療科にお

腎不全の診療体制を強化い

し、糖尿病などに合併する

では一部午後の透析も導入

ります。人工透析センター

の高い医療をご提供してお

よる迅速な対応により、質

門を備え、高度医療機器に

院長を拝命致しました。獨

で獨協医科大学越谷病院病

２０１６年４月１日付け

越谷駅・南越谷駅から徒歩

ＪＲ武蔵野線が交差する新

東武スカイツリーラインと

は２３７床の病院でしたが、

月に開設されました。当時

玉県越谷市に１９８４年６

学の附属病院の一つで、埼

県壬生町にある獨協医科大

協医科大学越谷病院は栃木

獨協医科大学越谷病院

外科へ研修を関連施設で行

かりであり、６階に 室の

てもらっておりますので安

貢献が認められてまいりま

で、今年３月末日に

伯 直

田病院の前身は東京専売病
ワーのすぐ近くで芝公園と

に就任いたしました。

病院長 佐

院であり、２００５年に国

治療を要する疾患を持った

千葉大学ゐのはな同窓会

際医療福祉大学に移管され

隣接した都心の真ん中に位

った後に大学に戻り、１９

手術場を持つ手術室が備え

心してご紹介いただけたら

した。

私は１９７５年（昭和
50

52

在の病院となっています。

８１年よりトロント大学外

られており最新鋭のハイブ

と思います。ゐのはな同窓

10

夫 （昭 ）

科へ留学した期間を除き千

リッド手術室も備えた近代

の皆さんにはお近くにお出

40

頭 明

葉大学には約 年間ほど勤

的な環境です。昨年度は３

病院長 兵

務させていただきました。

０００件を超える手術件数

28

２００１年よりは臓器制御

ゐのはな同窓会の先生方

たあと、２０１２年に新た

勝 （昭 ）

50

患者さんがいらっしゃいま

勝 （昭 ）

38

置する急性期の 階建ての

崎

12

な病院の建物が建設され現

病院長 宮
50

外科教室の教授として臨

11
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５分以内という好立地と、
研究の推進が期待されると
して戻られた安西尚彦先生

から千葉大学薬理学教授と
会として多くの同窓生が

埼玉県には埼玉ゐのはな
活動しております。今後

ころです。
さて、私は１９７７年（昭 （平２）がおられ、精力的に

埼玉県東部医療圏を含めた
２００万人近い周辺人口を

急センター、腎・予防医学

床となり、現在は計 科、

２００１年１月には７２３

管障害を専門とした基礎・

脳神経外科講師として脳血

ジデントとしての研修後は

た筑波大学に入り、初代レ

脳神経外科教授を務めてい

に牧豊先生（昭 ）が初代

てきています。

学の人脈は確実に太くなっ

協医科大学における千葉大

が主任教授に就任され、獨

）倉沢和宏先生（昭 ）

年新たに山西友典先生（昭

研究をされていました。今

交流を深めますとともに、

多くの同窓の先生方との

致したいと思いますので、

学のさらなる発展に貢献

学越谷病院と獨協医科大

病院長として獨協医科大

年）に大学卒業後直ち

センターからなる埼玉県東
臨床の研究を行うとともに、

和

部地域の基幹病院として、

および中央部門 と救命救

１床の病棟を有する新棟建

また、新たに隣接地に４１
科に移り、助教授、診療教

主宰する琉球大学脳神経外

吉井與志彦教授（昭 ）が

は埼玉県随一の規模の病院

床を有する一般病床として

０床の増床となり、９２３

長を、今回病院長を拝命致

す。２０１２年からは副院

科主任教授を務めておりま

医科大学越谷病院脳神経外

２００８年５月からは獨協

既に述べましたように越

よう、どうぞよろしくお

博

和 （昭 ）

谷は埼玉県東部地域にあり、 願い申し上げます。

千葉県循環器病センター
山

川美南駅近くに附属看護専

５年４月からは武蔵野線吉

が期待されており、２０１

研究においても多くの役割

られました。獨協医科大学

作先生（昭 ）が務めてお

器科主任教授として安田耕

が着任する２年前まで泌尿

の教授はおりませんが、私

学越谷病院には千葉大同窓

前身である鶴舞病院時代よ

千葉県循環器病センターは

在まで勤務しております。

なり昭和 年の着任より現

強する機会を得たのが縁と

医として心臓血管外科を勉

任いたしました。私は研修

本年４月より病院長に就

療、リハビリテーション医

医療、循環器医療、小児医

き具体的医療機能は、がん

ますと、
「県立病院が担うべ

ます。

もこの年から開始されてい

に対するガンマナイフ治療

病院長 村

一般診療部門が増強される
とともに脳神経系の専門診
療チームが加わり、平成

年に千葉県循環器病センタ

門学校三郷校を開校すると

としては学長の稲葉憲之先

り県内でも先駆けて新生児

療、救急医療、精神科医療

年版）を見

大同窓の先生方がおられ、

てきた病院です。当時は心

されています。開設以来、

り組むことである」と明記

年〜平成

千葉県保健医療計画（平

とになりました。研究にお

私の教授選考の際には非常

臓血管外科医師が多数在籍

成

いても臨床研究が中心とな

にお世話になりました。ま

人 事 異 動
教授
田中 知明（平４）

分子病態解析学

隆（昭 ）

ちば総合医療センター

帝京大学

渡辺

三重大学

院）

講師

剛（平

遺伝子・免疫細胞治療学

猪口

法医学

同領域より

イノベーション再生医学

ペインセンター

青江 知彦（昭 ）

獨協医科大学

直也

他大学教授

高山

獨協医科大学病院



薬学研究院

細胞治療内科学准教授より

医薬品情報学

矢澤 卓也（筑
 波大・昭 ）

獨協医科大学病院

国際医療福祉大学三田病院

厚（平元）

病院長

加藤

消化器センター

帝京大学医学部

兵頭 明夫（昭 ）

獨協医科大学越谷病院

倉沢 和宏（昭 ）

リウマチ・膠原病内科

友典（昭 ）

病理学
哲人（昭

）

山西

排泄機能センター
神﨑
准教授
免疫発生学
小野寺

小室 裕造（昭 ）

形成・口腔顎顔面外科学講座

第二二回（二〇一七年度）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、二〇一六年十二月一日から二〇一七年一月
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。
審査結果は二〇一七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

同領域助教より

淳（平

千葉科学大学教授より

）

25

57

背景にその後増床を続け、

地域の住民の皆様方に高度
診療・教育に従事致しまし

設が始まり、来年（２０１
授として９年間を過ごし、

となる予定です。さらに獨

ご指導ご鞭撻を賜ります

で安全な医療を提供する一
大医療施設となっています。 た。１９９９年５月からは

７年） 月の竣工後は２０

協医科大学の附属病院とし

ともに、獨協医科大学の学

先生（昭 ）、私の大学時代

より、本年から先端内科学、 生（昭 ）、副学長の福田健

生及び卒後臨床教育はもと

の同級生である堀雄一先生

等の高度専門的な医療に取

ーとして新たなステップを

先端外科学という研究科を

から高齢者にわたり幅広く

踏み出しました。脳腫瘍等

持つ大学院も併設され、よ

心臓血管疾患手術を実践し

りますが、今後は近隣の理

循環器系疾患、脳神経系疾

63

58

61

62

57
しておりましたが、その後

27

52

44

た昨年 月までは本年１月

23

58

24

科系大学とも連携した共同

61

42

61

23

り高度な医学教育も担うこ （昭 ）を始め、多くの千葉

47

48

12

55

52
52

18

19

て、診療のみならず、教育、 しました。現在獨協医科大

55
12
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る医療」を実践し、持続可
は今後ともご指導ご鞭撻の

会の先生方におかれまして
の旧病院から、平成

りました。当院も「丘の上」 各科専門医として成長し、
携わる機会も増えてきまし

また当院に戻り地域医療に

能な病院組織を築いていけ
に現在の新病院へ移転し、
た。

度医療部門と一般部門双方

腎臓透析部門も加わり、高

いただきました。当時一般

外科を中心に仕事をさせて

器外科、特に専門の肝胆膵

らいで当院へ赴任し、消化

月に故中島伸之教授の御計

に学びました。平成７年４

像診断、術後管理等を中心

しでダイレクトに結ばれる

り救急室まで救急車搬送無

完成すると、ヘリポートよ

ておりますが、新診療棟が

救急車へ乗り換え、搬送し

り救急室への患者搬送は、

ります。現在ヘリポートよ

医療に多大な貢献をしてお

として、千葉県の３次救急

のドクターヘリの基地病院

でいます。また、当院は県

新診療棟の増築計画が進ん

数の増加に対応するため、

現在、医師数の増加、手術

います。

ける人口増加地域となって

全国でも数少ない地方にお

果により、木更津市は現在

実験ＥＴＣ割引８００円効

です。アクアラインの社会

学会等出張の際は大変便利

っとで行けるようになり、

特に羽田空港へは

スが格段に改善しました。

横浜、東京方面へのアクセ

インが開通し、木更津より

平成９年 月にアクアラ

において診療の幅が広がる

病院ではまだあまり肝胆膵

こととなります。

べく努力してまいりました。

変遷する医療環境に対応す

年夏

患に対する高度（政策）医
ほどお願い申し上げます。

療を全県レベルで広く行っ
と存じます。ゐのはな同窓

ていくセンター機能に加え、 るよう尽力してまいりたい
内科等の一般診療科を中心
とした救急や地域中核病院

こととなりました。高度医

、現名誉院

平成 年４月より鈴木紀

の高難度手術は行われてい

国保直営総合病院

療分野では昨年度末から院

彰前院長（昭

ない時代であり、田中壽一

り臨床研修指定病院として

機能の双方を併せ持った病

内組織横断的なハートチー

長）から引き継ぎ、病院長

先生（現一般社団法人君津

多くの初期研修医を育てて

年４月から

県立東金病院の機能移転に

ました。平成
より糖尿病代謝内科部門、

ム（心臓カテーテル治療部）

院長 海

君津中央病院

が中心となり昨年度よりＴ
を拝命しました。私は昭和

健康センター理事長）のご

きました。当初君津プログ

島鉄也局長、松戸市立病院

県内では県病院局長の矢

に研修病院としての人気が

の先生方の努力により、
徐々

しましたが、長年の指導医

再び大学に戻り、この３月

科の丹沢秀樹教授らと大学

の白澤浩教授、歯科口腔外

大学内では分子ウイルス学

や当院の医療は初期研修医

までになっています。もは

年次と合わせ 名を超える

ログラム４名の計

晴夫

名誉会長
伊藤

祥人

氏
（昭 ）

氏
（昭 ）

）

唐澤

康

名誉会員

奥村

氏
（昭 ）
宮崎

勝

氏
（昭

平成 年度
総会において選出

し上げます。

への応援を宜しくお願い申

とともに、これからも当院

の皆様のご健康を祈願する

最後に、ゐのはな同窓会

30

院として医療を提供してき

ＡＶＩ（経カテーテル的大
年千葉大学を卒業し、当

指導のもと大学で学んでき

院、八日市場市立病院（現

の烏谷博英院長、東松戸病

に退官された宮崎勝前教授

時代同級になります。私が

なしでは回らなくなってき

分ちょ

動脈弁植え込み術）を開始
時奥井勝二教授が統括され

たことを実践させていただ

隆 （昭 ）

し、今年度は新たな取り組
ていた旧第一外科（現臓器

保

みとして頭蓋内電極設置術
制御外科）に入局。大学で

年よ

や焦点切除術をはじめとす

ラム５名、千葉大プログラ

匝瑳市民病院）、軽井沢町立

ム４名の計９名でスタート

また、当院は平成

る難治性てんかんに対する

き、忙しくも楽しい時代で

総合診療専門医教育プログ

病院、千葉市立病院（現千

上がり、現在１年次の君津

した。

１年研修した後、県西総合

ラムの基幹施設としての立

院の岩井直路院長、千葉市

が立ち上げた肝胆膵研究室

ております。こうした初期

18

理事・評議員一同

12

外科治療の開始に向けた準

ち上げを準備するなど、救

葉市立青葉病院）等で外科

備を進めております。また、 病院（茨城県）、君津中央病

急や教育体制を含めた一般

立青葉病院の山本恭平院長、 プログラム 名、千葉大プ

臨床を研鑽し、昭和

少子高齢化や２０２５年

に入りました。術前肝予備

当院に赴任してもう 年が

研修医が将来大学病院等で

年に

診療部門の充実も目指して

問題に向けた地域包括ケア

経ちますが、この間医療を

名、２

構想の推進など、変化して

能検査としてのガラクトー

取り巻く環境が大きく変わ

います。

いく医療環境の中で県立病

ス負荷試験の意義につき研

14

30

公益財団法人猪之鼻奨学会

50

究し、また肝胆膵の術前画

よろしくお願い申し上げます。

15
16

28

院としての使命をはたすべ

22

39
50 44 43

63

28

57

会
窓
同
な

26

く「一人ひとりを大切にす

今後とも、皆様方の一層のご指導ご支援を賜りますよう、

57

の

は

ゆうちょ銀行
口座番号 00180−3−59844
口 座 名 公益財団法人猪之鼻奨学会
〔お問い合わせ先〕
Tel & Fax 043−226−2059
E-mail：ishougakukai@chiiba-u.jp

算入限度額まで、損金の額に算入することが認められます。
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ご寄附のお願いと寄附金の税額控除のお知らせ

平成24年 4 月 1 日「公益財団法人」として、新たにスタートした猪之鼻奨学会は、
「定款」に謳いますよう、医学及び薬学の研究

猪之鼻奨学会は、大正 4 年（1915年）
に創立されて以来、多くの方々からの善意の寄附金により奨学事業を実施してきております。

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。

なお、
「特定公益増進法人化にともなう寄付金の税額控除」に関しては、公益財団法人へ移行したことにより、本会が税制上の優

一口5,000円ですが、ご都合により何口でも結構です。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。

遇措置の対象となる特定公益増進法人となりました。従って、個人によるご寄付の場合、所得の40％を上限として、ご寄付金額か

ら2千円を差し引いた金額が、その年の課税所得から控除されます。法人によるご寄付の場合、一般の寄付金とは別枠で、特別損金

受章の挨拶
年春の叙勲をうけて
晶 （昭 ）

生活にもどり、松戸市病院

今はまたもとのペースの

類学（地球環境論）などで

衛生学、環境保健、社会人

科目は保健学、疫学、公衆

礎教育に専念しました。教

事業管理者として松戸市病

ちで一杯になります。

きにわたり無事に奉職でき
す。

国立大学や県立大学へ長
たことに対する叙勲と考え
院事業の２病院１施設の運

す。

ると、実に多くの方々の支

てきましたが、後期高齢者

生、楽しく美しく」と生き

の 質 ） を 考 え な が ら 、「 人

私の老後の生活はＱＯＬ

になってからはＱＯＤ（死

会誌にあります。

年より日光市郊外の介護

座標理論の実践です。平成

上に向けてのスピリチュア

入所中の老人のＱＯＬの向

終わりに、ゐのはな同窓

逝きたいと思っています。

も楽しく美しく」と生きて、

老人保健施設長として赴任、 の質）を考えながら「余生

桜美林大学大学院国際学研

会の皆様の高いＱＯＬ生活

年、定年退官後、

営に没頭しております。

ルケアの実践です。老老ケ

平成

えがあっての叙勲なのだと
しみじみ思い、感謝の気持

アにより、お互いにＱＯＬ

れからの生き方についても

し、傘寿になった現在、こ

ターの疫学研究が主要なテ

流行であったリスクファク

予防に興味を持ち、当時、

高齢者の頃はＱＯＬ（人生

が多くなってきます。前期

年に国立東京

年に医学部を

同時に地域健康管理にも関

ドは西伊豆町の農漁村で、

ジにもわたる勲章審査票（申

された若い学部で、また私

看護学部は昭和 年に新設

昭和

年より国立東京第一

した。私の第一のライフワ

が掛かり、昭和

年に千葉

出しましたが、教職への声

病院にて内科医として歩み

保健学の視点から「健康と

教職に転向してからは、

で皇居に伺うこと、車は北

その後、モーニング着用

降って地から沸いてきたの

霹靂で、この栄誉が天から

和

衆衛生学）に配置換え、昭

に山形大学医学部助教授
（公

いました。ところが青天の （予防学）に任官、昭和 年

が入ってからは、そ
Spiritual

ＷＨＯの健康の定義に

ークです。

作成してくれたことを知り、 は学部長などの要職を経験

いと、大変困ります。」とい

詰車寄せにつけること、勲

です。これには千葉大学長

ご祈念申し上げます。有難

隆 （昭 ）

うございました。

瑞宝中綬章を受章して

武 者 廣

故三輪清三院長先生の君津

中央病院に勤務した後、第

一内科で奥田邦雄教授のご

指導のもとに肝臓病学の勉

強をさせて頂きました。昭

和 年９月から国立千葉病

です。
（本誌１６４号、１７

講座（その後、保健学講座、 ＱＯＬ座標理論があったの

りました。この延長線上に

ずもＱＯＬ座標の発見とな

したが、その結果ははから

の問いに一段と悩まされま

って夢のような一日でした。 とが出来ました。そして故

ました。浅学菲才の身にと

して天皇陛下に拝謁を賜り

日午後、皇居豊明殿に参内

勲章を授与されました。当

激いたしております。去る

わらせて頂き、広い視野か

せて頂き医師会活動にも加

学術担当理事として参加さ

いて、竹内副大臣より勲記、 またこの頃、千葉県医師会

５月 日に厚生労働省にお

ら医療を見る勉強もするこ

の勉強をさせて頂きました。

生の下で肝臓病学や糖尿病

院（現在の国立病院機構千

１号）
。第二のライフワーク

葉医療センター）に勤め、

さらに地域看護学講座保健

この度は図らずも春の叙

学教育研究分野に改名）を

故加藤二郎先生、森博志先

私の叙勲が教育研究功労

に浴し、身に余る光栄と感

すすみ、無事に受章するこ

であることから、ここでは

年に看護学部教授に昇

とができました。残念なこ

ました。それが１９９８年、 勲に際し、瑞宝中綬章の栄

は何か」を常に考えており

う雰囲気で、私も狐につま

記は安倍晋三総理大臣から

大学養護教諭養成所助教授

まれた気持ちで予定を確認

頂き、瑞宝重光章を胸に陛

４年制大学の保健医療大学

とは、半生を共に歩んだ妻

３月に定年退官して、千葉

細な式次第が届きました。

下に拝謁することなどの詳

導とご支援があればこそと、 のです。

先生はじめ関係各位のご指

私の教育歴と研究歴を略述

年間主宰し、看護学の基

です。報告は日本健康医学

看護学部では基礎保健学

任となり、亥鼻山に戻った

県立衛生短期大学学長に就

10

23

有難うございました。

心から感謝を申し上げます。

54

任しました。短大はやがて、 受章の日は次第通りに式は

私は千葉大学を平成 年

に組織替えしたために、結

年間いたことになります。 を同伴できなかったことで

18

私は第一内科に入局して

桜井義也先生、渡辺武先生、

局私は幕張のキャンパスに

とは縁のないものと思って

したものでした。

46

（ご健康とご多幸の生活）を

究科老年学専攻教授となり

後期高齢者も半ばを過ぎ

を高め合っています。

大学院生の指導に特化しま
私の研究生活は大学院時

した。

業が必要と認識していまし

述べてみます。

平成

瑞宝重光章

浦

瑞宝中綬章

瑞宝中綬章を受章して

たし、私自身叙勲とはどん

私は昭和

与しました。
継続は力なり！

代から成人病（生活習慣病） ますと、人生を考えること

突然の叙勲の知らせに驚
なものかほとんど知らなか

卒業、昭和

と、 年余にわたる西伊豆

美 （昭 ）

きました。受章の式典に臨
ったこともあります。この

年に大学院医

第一病院にてインターンを

研究の成果は日本公衆衛生

雅

み、その後もろもろの行事
度はそうした打診も逡巡の
私は平成 年春の叙勲で

学会等に逐一発表してきま

尻

があって、ようやく落ち着
間もなく、結果だけが突然

学研究科社会医学系公衆衛

ーマでした。研究フィール

いたところです。今年の４
やってきたのです。後にな

生学専攻に入学。修了後、

請書に相当する）を千葉県

ださい。急ぎ返事をいただ

その労に感謝しております。 していないことから、叙勲

41

きたい。」と、連絡がありま

50

瑞宝中綬章

月も下旬になって突然、１

瑞宝中綬章受章の栄に浴し

は関係省庁を通りました。
立保健医療大学の担当官が

経て、昭和

年前に退任した千葉県立保

ました。私が所属していた

野

19

って、叙勲のために ペー

山
実は千葉大学を去ってしば
らくした頃、叙勲に関する
打診が脳外科教室からあり、
その際は「いりません」と
返答しました。叙勲には実

36

健医療大学から、
「叙勲の件

績を集めるなどかなりの作

14

40

37 36

５月 日は開けておいてく

20

した。
「参内していただかな

10

40

40

38

50

56

28

28
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たおかげです。今受章に際

方のご指導とご鞭撻があっ
ＰＴＣＤを導入し、切除不

に行っていましたＰＴＣ、
極的に協力してきました。

して全国レベルの会議に積

画がなされております。

に救急医療の充実を図る計

５時過ぎに研究室に通いま

支援を受け、日勤を終えて

私は現在も川崎病のＭＲ

あがりました。

冠動脈画像診断の普及に努

藤森宗徳先生を始め、多く

めています。しかしコスト

の医師会の先生方から貴重

した。そこで当時初めての

少子高齢化が進み当県西

最後に、ゐのはな同窓会

能例に対しては外瘻・内瘻

パフォーマンスが悪いこと、

な教訓を数多く頂きました。 し感じたことは、この受章

長期のホルマリン固定剖検

撮像に高度な技術が要求さ

標本を用いた免疫染色法を

れることで、普及は遅々と

の皆様を始め、臓器制御外

が県西地域の中核病院とし

行い、長年の私の疑問であ

科学教室の先生方のご指導

て開設され、筑波大学、自

った「川崎病冠動脈の驚異

地域でも人口減少がみられ

速な進歩によりＰＴＣ以外

ご協力を心より感謝申し上

る中で、二年位後に当病院

にＥＰＣＧを導入し、次第
治医科大学の協力を得て特

川崎病一途の不器用な人

げます。

年代になり内視鏡の急

ターの職員一人一人の普段
にＰＴＣ症例は減少し、現

和

の努力と多くの先生方から
在ではＥＰＣＧによる検査

生を生きてきました。それ

して進まない現状でありま

は自分一人のものではない、 化を行っていましたが、昭

に副院長、平成９年に院長
のご支援、ご指導の積み重

が著しく出現していること」

す。

国立病院機構千葉医療セン

として勤め、平成 年３月
ねの結果であり、その結果

が原因であると明示しまし

的な内膜肥厚」が「発症後

これは私にとってその後の

に退官致しました。お蔭さ
治療が行われＰＴＣが行わ

でも無駄ではなかったかも

年余を経ても内膜増殖因子

宝となりました。平成２年

までこの間、大過なく役目
れなくなったのは、時代の

今振り返ってみても、自

瑞宝小綬章

価されたものだと考えてお

を果たすことが出来ました。 この千葉医療センターが評

瑞宝小綬章を拝受して

き両親へ尽くしきれなかっ

しれないと、私自身への慰

た謝罪として叙勲を受け止

た。この論文は２００１年

２０００年、逓信病院に

心臓病学会の小児科部門最

最新のＭＲＩ装置が入り、

めております。

流れ進歩とは云え昔日の感

阪の国立循環器病センター

新進気鋭の放射線技師の武

があります。
院長就任後は、地域の中

に就職しました。

村君との出会いで、ついに

ります。今後もこの栄に恥

核病院として「信頼され安

小児科部長の神谷先生の

じることの無いよう、これ

て感謝の気持ちで一杯です。 からも務めて参りたいと存
心して受診できる病院」を

川崎病研究熱にたちどころ

分は本当に多くの方々から

じますので、千葉医療セン
目指して、第一に日進月歩

めとして、さらに家族や亡

ターに対し、よろしくご指

の医学、医療機器の進歩の

木
（清水） 淳 子 （昭 ）

さらに千葉大学、ゐのはな
導、ご鞭撻をお願い申し上

優秀賞に選ばれました。

同窓会の先生方にも大変お
げます。

学的根拠）に基づく医療を

中で、医師はエビデンス（科

約

年間で川崎病児の心臓

に感染、共鳴し、それから

脈画像診断の道が開かれま

乳幼児に夢の非侵襲的冠動

詳細に調べておられ、大変

の方々が私の経歴や業績を

アルを作成し、適時見直し

内感染等を防止するマニュ

行う、第二に医療事故や院

した。

瑞宝小綬章を拝受いたしま

２０１６年春の叙勲で、

に川崎病冠動脈障害の特徴、 り、多様な撮像法を駆使し、 医として幼い命を預かりな

０件となりました。この間

カテーテル検査は約４００

画像は目覚ましく明瞭にな

した。症例を重ねるごとに

付きました。そして小児科

な御面倒をおかけしたと気

して赴任、院長三宅和夫先

県西総合病院に外科医長と

連病院であります茨城県の

を重ね、昭和 年４月に関

おいて外科医としての研修

大学病院並びに関連病院に

出来ると考えております。

高い医療を提供することが

り患者の立場に立った質の

掛けて来ました。これによ

報を開示する。これらを心

イス」の徹底を図り診療情

は「インフォームド・チョ

科学教室）に入局しました。 ームド・コンセント」更に

心臓病や川崎病の勉強の機

子医大が受け入れてくれて、

からも拒否され、やっと女

たものの、当時女医はどこ

１年間出ることになってい

した。入局１年後に他院に

卒業し同小児科に入局しま

が、１９７２年千葉大学を

ささやかな私の経歴です

出向しました。これまでの

転居に伴い東京逓信病院に

１９９４年、家族の東京

かと望み続けていました。

とか非侵襲的な方法はない

生涯頻回に必要であり、何

テル検査は危険性が高く、

した。一方で小児のカテー

病変などの研究を発表しま

予後、進行する冠動脈狭窄

も絶えず注意しておりますが、ニュースに接

非同窓会事務室までご一報下さい。編集部で

叙勲、褒章その他祝事に関係された方は是

欧米先進国から讃嘆の声が

厚まで描出し、国際学会で

な冠動脈瘤内血栓や内膜肥

カテーテルでは描出不可能

ます。

に改めて深く感謝しており

たことに、仲間や恩師の方々

がら無事に叙勲年齢に達し

を図る、第三に「インフォ

生（故人）の指導の下、胸

会が与えられました。そこ

した。特に肝胆道膵疾患症

医療の強化充実に努力しま

皇陛下に拝謁を賜りました。 を積極的に行い、当地域の

員（茨城県支部副会長）と

全国自治体病院協議会代議

国保診療施設協議会会長、

県支部長、関東甲信静地区

康保険診療施設協議会茨城

学位も頂き、１９７９年大

帰らず２人の子供をもうけ、 研究者を紹介してくれまし

境」にあり、私は千葉大に

が母としても働きやすい環

は草川教授の方針で「女医

教授が研究室と優秀な共同

いた私に、女子医大心研の

研究が途絶し意気消沈して

私は昭和 年３月に卒業
し大学病院でのインターン

例に対する精査手術として

一外科教室（現臓器制御外

た。郵政省からも研究費の

当時第一外科教室で主体的

47

を経て、昭和 年４月に第

35

36

すのでよろしくお願い申しあげます。

早く、同窓の皆様にもお分けしたいと思いま

し得ない事態もあります。お喜びはなるべく

お知らせ

宝小綬章受章の栄に浴し、

対外的には、全国国民健

一 （昭 ）

15

部外科さらに腹部外科手術

孝
35

皇居「豊明殿」において天

山

昨年より逓信病院の事務

世話になりました。私がこ

横

瑞宝小綬章受章の栄に浴して

瑞宝小綬章

こまで成長出来たのも先生

鈴

47

50

支えられてきたのだと改め

15

平成 年春の叙勲で、瑞
28
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されましたが、投与期間が

陽性慢性肝炎に対して使用

に比べ優れた抗ウイルス効

れました。ＥＴＶはＬＡＭ

製剤としてＥＴＶが認可さ

与した新たな核酸アナログ

年からは、我々も開発に寄

奨されています。２００６

ＭとＡＤＶの併用療法が推

ても治療効果があり、ＬＡ

ＤＶはＬＡＭ耐性株に対し

ＤＶが併用可能となり、Ａ

はＬＡＭ耐性株に対してＡ

日本には約１００〜２００

全世界には１・７億人の、

約
ｋｂのＲＮＡ
 約

ウイルスです。

のウイルスです。ＨＣＶは

な手法で発見された初めて

つけるという、遺伝子学的

反応をさせ遺伝子断片を見

白と患者血液とで抗原抗体

に組み込んで、発現した蛋

酸を抽出し、発現ベクター

８８年に、患者血液から核

炎です。このＨＣＶは１９

されました。ＩＦＮには抗

短いことから期待されたほ

果を示し、耐性変異の出現

万人のＣ型肝炎患者がいる

Ｂ型肝炎ウイルス（ＨＢ

したことに研究が始まって

を

も５年で約２〜３％未満と

と推定されています。日本

友人と巡り合い、幸運だっ

太平洋肝臓会議では多くの

ています。そして、アジア

研究が進展できたと感謝し

の先輩や仲間に支えられて

た、研究室やクラブの多く

誇りに思っております。ま

先生方と同門であることを

れ、放置すると、徐々に肝

Ｄ）などにより引き起こさ

疾患（ＮＡＳＨ、ＮＡＦＬ

りがアルコールや脂肪性肝

炎、約２割がＢ型肝炎、残

の肝疾患の約６割がＣ型肝

り引き起こされます。本邦

壊死炎症が起こることによ

感染により、肝臓の細胞に

型肝炎ウイルス（ＨＣＶ）

炎ウイルス（ＨＢＶ）やＣ

う増殖経路が解明されてき

し、ＨＢＶを複製するとい

ることによりＤＮＡを合成

ゲノムＲＮＡは逆転写され

されます。このうちのプレ

を鋳型としてＲＮＡが合成

ｃｃＤＮＡ）となり、これ

閉環状完全二重鎖ＤＮＡ
（ｃ

逆転写のステップがあるこ

Ｂ型肝炎の増殖経路には

います。

一回の注射で良いＰＥＧ Ｉ-

は２〜３割です。近年、週

約３２００塩基対からなる 週間投与が保険適応となり
不完全二重鎖ＤＮＡであり、 治療成績も向上しています
肝細胞内に取り込まれた後、 が、セロコンバージョン率

一部に一本鎖ＤＮＡをもつ

とから逆転写酵素の阻害剤

した。２０００年からは

ＴＤＦはＡＤＶに似た構造

られているのがＴＤＦです。

んで第一選択薬に位置付け

抗原として発見
Australia

用いて、ウイルス表面抗原

Ｖ）は１９６５年に、 Blum- ウイルス作用のほか免疫賦
博士が抗原抗体反応を 活作用もあり、ＨＢｅ抗原
berg

います。ＨＢＶ遺伝子は、

低率であることから、現時

私達の教室では、最近で

硬変に進展し、肝がんの発

收 （昭 ）

どの効果は得られませんで

点では広く用いられていま

は肝胆膵・消化管・腎臓を

生がみられます。ここでは、 ました。

である核酸アナログ製剤と を有していますが、腎毒性
してはラミブジン
（ＬＡＭ）
、 が少ないため、高い抗ＨＢ
Ｖ効果が期待できます。核

横須賀

ＦＮα製剤の保険が認可さ

中心に仕事をしてまいりま

初めにＢ型肝炎、続いてＣ

たころには三輪清三教授が

室です。私達が教室に入っ

と名称の変遷を経てきた教

さらに消化器・腎臓内科へ

一内科から、腫瘍内科へ、

消化器・腎臓内科は旧第

したが、私は肝疾患を中心

型肝炎、最後に肝がんにつ

退官され、奥田邦雄教授が

Ｂ型慢性肝炎の治療の目

億５千万人に上るといわれ

抗原陽性の持続感染者は３

感染の既往があり、ＨＢｓ

核酸アナログ製剤は投与が

〜１０ 用可能となり、Ｂ型肝炎治
０万人程度と推定されます。 療は大きく変化しました。

ており、我が国のＨＢｓ抗

容易であり、比較的副作用

０００年からはＬＡＭが使

性が示されてきました。２

フォビル（ＴＤＦ）の有用

ンテカビル（ＥＴＶ）、テノ

ＮＡを減少させるような新

されていますが、ｃｃｃＤ

療を加えるなどの工夫がな

アナログ投与後にＩＦＮ治

投与をやめるために、核酸

投与を持続しなければいけ

法ですが、長期間にわたり

与でき副作用の少ない治療

酸アナログ製剤は簡便に投

られることが示されてきま

ことで、約 ％に著効が得

し、 週の長期治療を行う

ルス剤のリバビリンを併用

率が低く、その後、抗ウイ

ＦＮ単独では約６％と有効

しながら、

とを示してきました。しか

場合ＩＦＮは有効であるこ

型あるいは低ウイルス量の

Ｎの有用性は高いこと、２

５％を占めると推定されま

３分の１に当たる

億人に

生を抑制し、良好なＱＯＬ

他の薬剤に対しても耐性を

度ＬＡＭ耐性株になると、

５年で 〜

原陽性者は現在約

のもとでの生存期間を延長

獲得しやすくなることが問

ＨＣＶを感染させることが

Ｃ型肝炎は非Ａ非Ｂ型肝

Ｖの増殖に必要なプロテア

経路が明らかになり、ＨＣ

可能となり、ＨＣＶの増殖

炎として認識されてきた肝

２．Ｃ型肝炎

ないという問題があります。 高ウイルス量の症例ではＩ

Genotypeか1つ

我々は急性肝炎ではＩＦ

す。

標は、ウイルス増殖を抑制

も少なく、ＩＦＮに比べて

しい製剤の開発が望まれま

ＨＢＶは、世界人口の約

することにより、Ｂ型肝炎

普遍的に使用できますが、

させることです。本邦では

％と高く、一

１９８６年よりインターフェ

題でした。２００４年から

アデフォビル（ＡＤＶ）
、エ

を寛解状態に導き、肝硬変・

した。この間、培養細胞に

20

たと思っています。

に臨床・教育・研究をおこ

いて述べてみたいと思いま

消化器・腎臓内科学

れ、投与がしやすくなって

す。また、近年ＥＴＶと並

では Genotype 1b
が約７割
を占め、 は少数であり、
1a
が ％、 2b
は
Genotype 2a

主宰されておられましたが、 なってきましたので、ここ
す。

その後大藤正雄教授、税所
してみたいと思います。

１．Ｂ型肝炎

では肝臓病疾患のこれまで

はじめに

肝疾患診療のこれまで・これから

講

肝疾患は主としてＢ型肝

肝不全への進展や肝癌の発

ＬＡＭは耐性株出現頻度が

24

す。

25

10

終

とこれからについて、概説

宏光教授に引き継がれ、２
００６年 月より私が教授
に就任させていただいてお
ります。教室の先輩には消

奥田邦雄教授

化器では順天堂大学の白壁
彦夫教授、埼玉医大の伊藤
進教授、久留米大学の谷川
久一教授、東京大学の小俣
政男教授、腎臓では筑波大
学の東條靜夫教授、成田光
陽教授、千葉大学の若新政
史教授、血液では米満博教
授など名前を挙げきれない
ほど沢山の錚々たる先生方

税所宏光教授

90

ロン（ＩＦＮ）療法が導入

70

50

50

三輪清三教授

60
nm
・

義
大藤正雄教授

11

が輩出されておられ、その

60

48

最
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られて、外来患者数、入院

やすことが可能で、研究で

患者数共にこれまでより増

は多くの論文を発表するこ

発がんの予測に重要と考え

エピジェネティックな変化

とが出来ました。教授就任

られます。教室においても

ク症候群や糖尿病、 面があったと考えられます。 イやＳＡＧＥ法などによる

や癌幹細胞の検討を行い、

近年、肝がん組織などを用

遺伝子発現プロファイリン

以来、今関文夫現千葉大学

いて、ＤＮＡマイクロアレ

グや全ゲノムシークエンス、 各種薬剤の治療応用が可能

総合安全衛生管理機構長に

れてきたために、肝がんの

今後は、Ｃ型肝炎、Ｂ型肝

かなど検討していますが、

長期コントロールが難しい

炎の治療により、肝機能の

エクソン解析などによる網

が増加しており、

アルコール性肝障

羅的な遺伝子解析が行われ、 まだ克服すべき道は長いと

これはメタボリッ

害の増加と相まっ
進展は抑制されるでしょう

ただき、特に感謝しており

は教室運営を相談させてい

が、問題は進行した肝がん

言わざるを得ません。

て今後も増加の傾

非ウイルス性など）の違い

肝癌の原因（ウイルス性・

向が続くためと考
あると考えられます。

えられます。また、 の治療を如何にすべきかに
一つには患者の年

００８年に認可されて以来、 比較などが検討できるよう

今後、肝炎から肝がんへと

第に成績が向上しており、

ましたが、肝炎の治療は次

研究などについて述べてき

以上、これまでの肝炎の

て、無事に教室運営ができ

考えています。ここに改め

生方が育ちつつあるものと

とに、多くの多士済々な先

誠人、千葉哲博各講師のも

丸山紀史、神田達郎、新井

ます。教育では露口利夫、

肝癌の遺伝子異常の検討

主な研究対象が移っていく

終わりに

肝がんに対する新しい抗ガ

は近年、急速に知見が集積

による比較や共通性、癌部

能低下のために、遺伝子に

ン剤の開発はことごとく失

し、今後その遺伝子異常に

と非癌部の比較、経時的な

異常が蓄積して癌化した細

敗に終わっていましたが、

ＶＥＧＦ，ＲＡＦの阻害

Ｖを駆除できることを明ら
胞が排除しがたくなり、肝

最近、我々も

薬であるソラフェニブが２

かにしました。 また、
発がんが続く可能性が考え

齢が上昇すること

型を対象とし
られます。

で、免疫細胞の機
ーゼ、ポリメラーゼ、ＮＳ

たソフォスブビルとリバビ
肝癌の予後に関しては恩

ソラフェニブ無効例に有効

携わった新しい抗ガン剤が

るものと考えられます。こ

応じた治療が開発されてく

ことに、教室の先生方、看

ものと思われます。幸いな

いと思います。

たことを皆さんに感謝した

になりました。

５Ａ蛋白の阻害剤が開発さ

リン（ＳＯＦ＋ＲＢＶ）併

Genotype

ロテアーゼ蛋白阻害剤をＩ

れてきました。これらのプ
ＦＮやリバビリンと併用す

師である奥田邦雄教授が肝

護師長さん

％であることを小俣先生主

〜 ％の著効率が得られ

はじめ、多

機能と肝がんの進展度の双

のような遺伝子解析は、ソ

導の治験で明らかにしてき

であるというデータが示さ

ることが明らかになりまし

同様の趣旨の分類が行われ

抗体や抗ＣＴＬＡ４薬の有

れました（投稿中）
。また、 ラフェニブなどの分子標的

た。その後、このようなウ

ました。このように、 Gen- 方によることを奥田の分類
otype１型や２型に対する で示して以来、世界的にも

効性が示されてきておりま

くの看護師

ているわけですが、この分

さんに支え

ＩＦＮフリーの治療は高い

類に基づいた治療法の検討

薬の臨床応用において、治

効果を示していますが、腎

療標的となる因子の解明や

わせることで、ＩＦＮを使
不全患者や進行した非代償

して、今後治験が行われ、

レチノイドや免疫チェック

わなくともＮＳ５Ａ阻害剤

肝がんの治療効果は上がる

イルス蛋白阻害剤を組み合

とプロテアーゼ阻害剤を使

が課題となっています。比

うことで、約 ％の症例で

その後、ＮＳ５Ｂポリメ

果が低下することでした。

ントロールが可能となり、

においても、ウイルスのコ

能になり、また、Ｂ型肝炎

でＨＣＶウイルスが排除可

Ｃ型肝炎の大多数の症例

例にＲＦＡやＴＡＣＥを行

題です。教室では多くの症

することが多く、今後の問

すが、治療法の選択に難渋

る治療が主流になっていま

塞栓療法（ＴＡＣＥ）によ

中等度の肝癌は経血管化学

により治療成績は改善し、

と再生の繰り返しは酸化ス

割を果たします。肝の炎症

肝発癌において中心的な役

性肝炎と肝硬変への進展が

癌です。長期に持続する慢

プロセスを経て形成される

異常が関与し多段階の発癌

肝癌は多種多様な遺伝子

ラジオ波焼灼治療（ＲＦＡ） 可能性があります。

ラーゼ阻害剤ソフォスブビ

肝炎の鎮静化は可能となり

者に、この薬をレディパス

いていくことが想定されま

低下するものの、今後も続

あるＢ型、Ｃ型肝炎が残さ

ましたが、発がんの母地で

い肝がんの治療に努めてき

生じやすいと考えられます。

を促進させ、ＤＮＡ損傷が

トレスを誘導し、細胞周期

Genotype

ビルと併用することで、Ｉ

す。一つには非Ｂ非Ｃ肝癌

我々も

存在する場合、その治療効

ル（ＳＯＦ）が開発され、

ましたが、肝がんの発生は

３．肝がん

性肝硬変患者への治療が今

95

2

後の課題であると思います。 較的小さな肝癌は肝切除や

ポイント薬である抗ＰＤ １-

治験に
global

用療法の有効性も全体で

第一内科第二研究室の先生方と

ることで、より短期間で、

Dr.SummersのLaboにて
型の患

抵抗性のウイルス変異株が

れましたが、問題は治療に

著効が得られることが示さ

80

ＦＮを使うことなく 週間

1

12

消化器・腎臓内科

80

の治療で、ほぼ全例でＨＣ

福山右門教授夫婦、嶋田裕先生を囲む会で、
陸上部の先輩たちと

70

第 173 号
報
会
窓
同
な
の

は
ゐ
（15） 最 終 講 義

キャンパス整備企画室長 大学院工学研究科

ねる同窓生の方々も多いと

の医学部時代の思い出を重

めに、キャンパスの歴史遺

なキャンパスの実現」のた

ステーションと宇宙医学」

飛行士をお招きした「宇宙

も使われたほか、古川宇宙

人以上の参加者があり、立

という講演会には、７００

ち見も出るほどの盛況でし

産の継承が謳われており、
現していくためのパイロッ

た。

本講堂の改修は、これを実

経年変化による一部材料

トプロジェクトとして位置

お聞きしています。
の劣化や、利用環境の変化

づけられています。

もに、今後も千葉大学の歴

と医学部本館の佇まいとと

正門前に広がる緑の景観

しくお願いいたします。

会の皆さまのご支援、よろ

今後とも、ゐのはな同窓

年に

に対応するため、改修工事

年後の２０１４年に第２

あたる１９９３年に第１回、

史・文化を継承する貴重な

はこれまで、竣工後

回が行われました。特に第

資源として維持保全を実施

武

２回改修では、創建時のイ

していきます。また、今回

野

計のもとで建設され、長年

メージを損なわない形での

上

にわたり適切に維持保全が

耐震補強、現代のニーズに

教授

フ部門を受賞しました。一
なされ、さらに今後相当の

ＢＥＬＣＡ賞は、公益社
ている模範的な建築物とし

なしていくことが計画され

整備、音響性能の充実、空

合わせたゆとりある客席の

た、２階の客席や、前面広

改修することができなかっ

は、長期使用を考慮した設

昨年（２０１４年）の「千
期間にわたって維持保全を

回ＢＥＬＣＡ賞ロングライ

葉市都市文化賞」に引き続

ゐのはな同窓会を母体と
念会」によって１９６３年
いての受賞になります。
団法人ロングライフビル推

備を進めていきたいと考え

ったもので、千葉医学 周

が竹中工務店と協力して行

学キャンパスマスタープラ

１２年に策定された千葉大

利用率も格段に高まり、学

改修が完了してからは、

ています。

優れた改修を実施した既存

第２回改修に先立つ２０

れました。

場についても、計画的に整

設計は、今や世界的建築

の建築物のうち、特に優秀

が、このたび栄えある第

部門の２部

リフォーム

門とベスト

グライフ部

賞はロン

ものです。

目的とした

することを

命化に寄与

ビルの長寿

によって、わが国における

なものを選び表彰すること

工当初から高い評価を受け

高い施工技術によって、竣

部空間、それらを実現する

し壁の力強さ、開放的な内

を持ったコンクリート打放

デザインされました。傾斜

状が広場と向き合うように

梯形架構の開放的な断面形

む社」をイメージによって、

構想された「鎮守の森に佇

う土地の歴史への敬意から

かな亥鼻台や七天王塚とい

年の記念性の象徴と、緑豊

つである「美しく持続可能

ンでは、基本整備方針の一

部の

会関連のセミナーや看護学

式や、医学部ならではの白

周年記念事業などに

門からな

衣式、解剖慰霊祭などに使

創建時から入学式、卒業

ました。

再生された「鎮守の森に佇む社」の全景

40

現設計空間のさわやかな緊張感を損なうことなく
機能強化を目指したホール内観

念講堂」となったこの建物

改修後大学の歴史的資産

わたって適切な維持保全や、 家として知られる槇文彦氏

催する表彰制度で、長期に

調設備の改良などが実施さ

が経過したことを契機に、

創建当初の美しい佇まいを

大規模な改修工事が行われ、 進協会（ＢＥＬＣＡ）が主

26

として新名称「ゐのはな記

取り戻しました。

て表彰されたものです。

２０１４年（平成 年）に

50

り 、「 ゐ の
堂」が受賞

はな記念講
したロング

用され、この講堂に若き日

建物概要

85

学部記念講堂は、築後 年
50

25

85

ライフ部門

文化勲章受章者の故帖佐美行氏に
H42mm×W210mm
よるBELCA賞・賞牌

年：1963年（昭和38年）
年：［第1回］1993年（平成5年）
［第2回］2014年（平成26年）
用
途：大学（講堂）
建物所有者：国立大学法人千葉大学
設 計 者：槇文彦＋㈱竹中工務店（新築）
国立大学法人千葉大学（第1回改修）
㈱槇総合計画事務所（第2回改修）
施 工 者：㈱竹中工務店
維持管理者：国立大学法人千葉大学

工
修

竣
改

38

した「医学部創立 周年記
（昭和 年）に建設された医

30

ゐのはな記念講堂が
ＢＥＬＣＡ賞ロングライフ部門を受賞

BELCA賞受賞 （16）
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会
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各地ゐのはな会
だより

今までは、関西圏の大学教
授就任などの祝賀を兼ねて

リテーションに生かしてみ
たいといった最新の研究の

近況報告に続いて「近畿

がしました。

前列：雨宮浩（昭 ）
、石川
正士（昭
市川武（昭

ほとんどの方は最後まであ

を超えたつながりとなり、

）
、 宇 佐 美 暢 久 （平 ）東大医科研④吉原晋

ちこち動き回り話に花が咲

天大衛生学③磯部優理先生

）東大耳鼻
）
、 豊田雄敬

（平 ）駒込病院⑥齋藤合先

科・医科研⑤黒川友哉先生

た。集合写真にて多くの若

なればとの試みでありまし

きました。活性化の一助に

生（平

にそれぞれの立場での５〜

い同窓生もおられることで

）聖路加病院、ら

ゐのはな会の歩み」と題し （昭 ）
、上田真喜子（昭 ）
、 太郎先生（平
て、スライドにした１９７

話題や、心臓弁膜症や肺高
血圧症の臨床研究に携わる

同窓会を開いており、４年
に１回ほどの開催となって
）

後列：中尾照逸（昭 ）
、岡

６年から２０１５年までの （昭
同窓会の集合写真を皆で見

田厚（平

循環器病センターの若手の
先生がたの話など盛りだく
て、お互いの若かりし姿に

いました。昨年に続いて今
年も参加者から「毎年同窓
さんの報告が続きました。

）
、 小永井奈緒

会を開催してほしい」との

ご理解いただけるものと思
玉置哲也（昭 ）
、矢野浩二

りました。

一時は若い会員の先生がた
死」について深く考える機

に携わるうちに「二人称の

好転して行った話や、移植

を理解しやすいようにと分

患者さんがみずからの病気

）

福井博行（昭 ）、増村道雄



平成

詫び申し上げます。

また出席者が多く、学年

理解でき、頼もしい限りで

順の氏名（敬称略）のみの

記載としました。

小沢昭司（昭 ）、小野清四

）
、 岩倉弘毅（昭

）
、伊藤達雄（昭 ）
、古

山信明（昭

）
、 浅野武秀

年卒の長澤仁一 （昭 ）
、石場俊太郎（昭 ）
、

め周辺に椅子を配置しまし

お疲れの方のために念のた

ように取り計らいましたが、 郎 （ 昭

隔ての無い交流の場を作る

ッフェ形式とし、参加者の （出席者）長澤仁一（昭 ）
、

その後の懇親会は、ビュ

かなかのものでした。

（中尾照逸） した。また発表、応答もな

日

年度の東京ゐのは
な会、 新年会は１月

（土）に銀座アスター御茶ノ
名とこ

です。

）
、済陽高穂（昭 ）
、櫻

井幸弘（昭

）
、 矢端幸夫

み、まさに同窓会そのもの （昭 ）
、小川富雄（昭 ）
、

り、久しぶりの会合を楽し

懐かしい方々もお見えにな

先生（顧問）をはじめとし、 橋本英明（昭 ）、林泰（昭

水賓館にて開催されました。 た。昭和
最終的な出席者は

れまでになく盛況でありま
した。
今回の特別講演は東京医
科大学免疫学講座主任教授

坪井秀一（昭 ）
、秋葉哲生

来賓として済陽高穂全国 （昭 ）
、篠塚規（昭 ）
、稲

ルにて話をいただき、免疫

御メカニズム─」のタイト

くＴリンパ球の時空間的制

免疫学─分子イメージが拓

先生（平５）に「目で見る

気に若返りムンムンした雰

ぶべきことは、

いただきました。そして喜

千葉県支部長らのご挨拶も （昭 ）、吉原俊雄（昭 ）、

ゐのはな会会長、秋葉哲生

小宮山伸之（昭 ）
、赤倉功

たちも集まり、新年会は一 （昭 ）
、角田隆文（昭 ）、

での若手の発表には同級生

一郎（昭 ）
、齊藤光江（昭

）
、 藤田明

）
、伊丹純（昭 ）
、道

栗原正利（昭

永麻里（昭

Short Speech（昭

）
、 山口哲生

の実態が可視化されること

囲気が醸し出されました。

田晴生（昭

を見せてもらいました。続

通の話題に話が盛り上がり、 島 由 実 （ 昭

仕事、出身、地域などの共

）
、 道永幸治

）、島田英昭（昭 ）、西
生（平 ）厚労省統計情報
）順

る

①渡三佳先
Short Speech

いて新企画の若手６名によ

として就任された横須賀忠

います。

えたりしたことでした。雨

をいただい
free talk

を迎えた諸先輩が、患者さ

なお、新年会の報告が遅

分の

特にイベントがなくても関

れましたこと関係各位にお

くと共に良きお手本を身近

写真右から

が少ない時期もありました

り黙とうを捧げました。林

かりやすい言葉で３冊も本

た。母校を卒業し、東京の

続いて「近畿ゐのはな会」

などに活躍している状況が

宇佐美暢久先生の乾杯の
に見て身の引き締まる思い

後、皆で記念撮影をして来

朗（平 ）
、島正之（昭 ）
、 各地にて臨床、研究、行政

開催しました。

ご挨拶の後は、自由に食事

年の再開を約束し散会とな （昭

と歓談をして頂き、一息つ

が、最近は後期研修世代の
会があり講演の依頼を受け

先生は昨年の同窓会直前に

を著した先生もいました。

38

56

東京ゐのはな会
新年会

ている姿に、畏敬の念を抱

歌山・滋賀に在住する千葉
いたところで、各自の近況

「近畿ゐのはな会」は、大

大学医学部卒業生及び医学

阪・兵庫・京都・奈良・和

部に在籍した者からなり、
報告に移りました。近畿ゐ
のはな会で出会った先輩の

名の会員がいます。同

約
窓会の呼びかけには毎回

先生がたも姿を見せてくれ

名前後の参加者があります。 アドバイスを受けて人生が

ており活気が出てきました。 たこと、学生運動の渦中に
巻き込まれ大学院や医局と
は無縁の医師としての修行

今年は昨年と同様 名の

を続けてきた体験話などが

参加を申し込まれ、諸先生

ＰＭ２・５の環境汚染問題

28

24

45

48

53

57

ベテランから若手まで年齢 （昭

）、 窪 田 徳 幸

）
、加藤直也（昭 ）
、

61

参加者がありました。上田

と食事と思い出話しを楽し

で講演の依頼が続いたこと、

42

45

50

56

59

真喜子会長のご挨拶の後、

まれていましたが、今年の

ＶＲ（バーチャル・リアリ

24

50
部②武藤剛先生（平

58

56

59

ありました。また、地域医

３月に逝去されました。ご

ティー）のクロスモーダル

31

59

療に黙々と精を出すうちに

家族からお礼の知らせがあ

45

59

物故会員となられた林懐良

り、同窓会出席が良い思い

現象（脳の錯覚）をリハビ

45

46

49

52

54

53

55

56

60

先生（昭 ）のご冥福を祈

出となられたようでした。

27

43

37

44

46

50

59

16

なりそうです。

宮浩先生の中締めの挨拶の

驚き合ったり懐かしさを覚 （平 ）
、清島啓治郎（昭 ）
、

26

んの健康を願って現役医師

歳台は言うに及ばず 歳

19

23

として生き生きと活動され

10

50

35

西在住同窓生の交流を目的

希望が多く出ましたので、

21

21

32

44

31

41
23

として年に一度集うことに

80

近畿 ゐ の は な 会
曇り空の５月 日（日）

35

50

54

19

15

11

13

16

は

70

を梅田のグランド白楽天で

の昼下がりに、昨年に引き

29

の

39

な

70
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村上康二（昭

）、 溝 尾 朗
）、新保正貴（平 ）、大

（昭 ）、石井康宏（平元）、 門道子（平 ）、渡三佳（平
）、武藤剛（平 ）、磯部

）、吉原晋太郎（平 ）、

真崎藍（平

）、 黒 川 友 哉

年度君津木更津ゐ

君津木更津
ゐのはな同窓会
平成
日（火）に木更津市の

のはな同窓会総会は去る５
月

）

まず人事については理事

三列目：河木潤（島根医大・ （ 名）、監事（２名）、顧問

お付き合い頂いた。
写真右から

テント治療、ハイブリッド

名）の自

手術、心不全の治療として

出席した役員（

先生（昭 ）
、そして「ゐの

）
、 前日本医師会長の唐澤祥人

）
、 畦元亮作

李元浩（昭 ）

な同窓会賞受賞者」として

）
、 己紹介を、次いで「ゐのは

）
、三

平３）
、竹内修（東海大・昭 （２名）の役員氏名の発表と
）
、 三枝一雄

永嶌薫（昭

枝奈芳紀（信州大・昭

）
、加藤大介（昭

前列：田中寿一（昭 ）
、福
山悦男（昭

補助人工心臓から心移植に
至るまで多岐にわたる最新

宮護郎（大阪大・昭 ）
、松

、青柳博（昭 ）
、松
外科治療の話をわかりやす （昭 ）
くご講演していただいた。

）
、田中弘一（昭

23

）
、阿

）、 四列目：戸ヶ崎賢太郎（平

て唐澤祥人先生、奥村康先

はな同窓会名誉会員」とし

生（昭 ）が決定したこと

）
、池内博紀（平

部真一郎（平 ）
、山口敏広

を報告し、新理事について

屋俊一（金沢大・昭 ）
、海 （北里大・昭

）
、土

）
、鮎澤溶一

、古谷雄三
保隆（昭 ）
、須藤義夫（昭 （北里大・平元）

）
、清水弘則（平４）

（平９）
、柳澤真司（昭

御茶ノ水賓館にて平成

年

度東京ゐのはな会総会が開

催されました。済陽高穂全

の総会承認を得た。

会計報告にて決算・監査

これらについて承認された。

入率の向上が喫緊の問題で

切な活性化への道程として

①理事の若返り②理事会の

定例化③理事会会務の明文

化④新年会・総会などに新

風を吹き込む⑤ＩＴ、Ｎｅ

ｔの活用、⑤会報 Inohana
の発行などを説明し、
Tokyo
新年会では若手の S h o r t
を行った結果、約
Speech

約 名で、挨拶に続いて物

はな会会長も含め出席者は

会長、秋葉哲生千葉県ゐの

﨑尾秀彰栃木県ゐのはな会

和埼玉県ゐのはな会会長、

さらに名簿については印刷

新年会、総会、会報発行、

事業として、定例理事会、

とを報告。そして次年度の

名を超える参加があったこ

国ゐのはな会会長、吉川広

事業報告としては最も大

（海保隆） ある。

竹内幹人（学生）
、松山浩之

（学生）



日（土）

東京ゐのはな会
総会

平成 年６月

下が ％台となり、会費納

）
、 このところ会費納入率の低

柴田裕輔（平 ）
、山田博之

最後列：諏訪部信一（平３）
、 結果・次年度予算を説明し、

（昭

後、会場を移し二次会とな

）
、須田純夫（昭

孫莉玲（平３）
、岡陽一（昭

二列目：渡部良夫（昭

）

、山本健介（昭
、唐木清一（昭 （昭 ）
写真撮影の後懇親会に移り、 清央（昭 ）
）の乾杯の

君津中央病院名誉院長唐木
清一先生（昭

後、近況報告や昔談義に花

13

安西尚彦（平２）、岡本和久

（平２）、三浦文彦（平３）、 優理（平 ）、後藤昌也（平
井上賢治（平５）、横須賀忠

（平５）、黄舜範（平６）、留

（伊藤達雄） 富津、袖ヶ浦市内で開業さ

催された。君津、木更津、

守 卓 也 （ 平 ７ ）、 石 原 順 就 （平 ）、田中雄一郎（平 ）、 東京ベイプラザホテルで開
小松幹一郎（平 ）、平野真

（平８）、腰塚周平（平９）、 齋藤合（平 ）


れている先生方をはじめ、

62

24

り、松宮教授にも深夜まで

君津中央病院の医師、ＯＢ、 を咲かせた。懇親会中締め
初期研修医、千葉大の学生
さん（病院実習中）など
名が参加した。まず会長の
松清央先生からご挨拶があ
り、昨年ご逝去された遠山

）他執行部人事の

44

20

寅雄先生（医専 ）に黙禱
がささげられた。事業報告、
会計報告、会員の動向（新
入会３名、退会６名、物故
１名、平成 年５月現在会
員数 名）、新会長青柳博先
生（昭

56

19

55

61

27

午後４時より銀座アスター

18

承認がなされた。今回は千
葉大学心臓血管外科の松宮

43

58

57

44

60

28

護郎教授をお招きし、君津
中央病院副院長須藤義夫先
生の司会のもと〝心臓血管
疾患外科治療の最前線〟と
いうタイトルでご講演頂い
た。自己紹介の後、ＡＳの
外科治療、高齢者ＡＳに対
する経カテーテル治療（Ｔ
ＡＶＩ）、多職種ハートチー
ムによる適応の決定、千葉
大ハートセンター構想、Ｍ
手術）、大動脈瘤のス
Maze

43

63

11

21

23

36

13

19

22

26

61 49

42
51 52

53

54 19

27

36

Ｖ形成術、Ａｆの外科治療
（

50

28

27

61

れる本部の名簿に委ね、東

ベースは３年ごとに更新さ

京ゐのはな会としてはＩＴ

故者の報告と黙とうの後、

告などを行いました。

これまで１年間の理事会報

30

28

43

57

61
10

32

63

希子（平 ）、清水秀文（平
10

28

11

13

21
23

28
49

56

28

24

97

各地ゐのはな会 （18）
報
会
窓
同
な
は
の
ゐ
第 173 号

ベースとし、勤務医部を中
心に作成することを説明し、
11

寺谷俊康（平 ）、笠木祐里



、吉原晋太郎（平
４ 名 の 若 手 に よ る S h o r t 井上賢治（平５）、横須賀忠 （平 ）
、 川合祐美（平 ）
をお願いした。それ （平５）、清水秀文（平 ）
Speech
ぞれの立場での活躍を熱く

24

）
、

21

（伊藤達雄）
年７月

日、京成

ゐのはな一杯会
平成

川哲男（昭 ）

）
、

杉田克生（昭 ）
、永井敏雄

（昭 ）
、広瀬彰（昭 ）
、西 （昭 ）、今関文夫（昭

二列目：佐藤政教（昭

）
、 （昭 ）
、石渡規生（平 ）、

）
、 中 村 宏 （平 ）

奥田桂子（順天堂大・昭 ）
、 大谷龍平（平 ）、伊藤彰一

中野義澄（昭

）
、 最後列：酒井望（平 ）、諏

神崎頼仁（昭 ）
、稲田晴生

、大川玲子（昭
年度ゐのはな一杯会が （昭 ）

ホテルミラマーレにて、平
成

開催された。会員は、千葉

54

17

訪園靖（平６）、森本大、新

13



智樹

（杉田克生）

大谷祐介、岡本健人、南舘

）
、 宅敬彦、吉澤和紘、福島剛、

山本和夫（昭 ）
、西山眞理

）
、山口哲生（昭
千葉高等学校を卒業し、千

子（昭

中学校、千葉第一高等学校、 （昭
葉医学専門学校、千葉医科

三列目：星岡佑美（平

）
大学、千葉大学医学部、医

花岡英紀（平５）
、 小川真

）
、鈴

）
、
学部附属病院に在籍した、
あるいは在籍中の医師およ
び学生であり、卒業生 名、
田邊政裕会長より開会の

学生７名が参集した。
挨拶があり、その後総会が
開催された。会則の一部変
更、会計報告や今後の運営
など討議された。その後の
懇親会では、新入生の挨拶、
各先生方の近況に加え、イ
ンターン制ボイコット、医
師の心得、学生時代の思い
出、千葉大学医学部の最近
の話題、医療法改訂への対
応など多様なスピーチで大
変盛況であった。参加者一
同集合写真を撮り、閉会と
した。その後２次会にも多
数の方々が参加され、再度
盛り上がった模様である。
写真右から
）
、北原宏（昭

前列：田那村宏（慈恵医大・
昭

）、

）
、 市川邦男

54

22

承認を得た。

）、 石 井 康 宏

木一郎（昭

）
、 鎗田努

）、田邊政裕（昭
宍倉正胤（昭

（専

57

60

10

17

48

57 44

47

53

28

47

45

46

51

その後の懇親会では中華
料理に舌鼓を打ちつつ、年

小宮山伸之（昭 ）、赤倉功
）、小室裕造（昭 ）、村

16

41

43

語った。

齢、仕事、立場、地域を越

）、 秋 葉 哲 生

一郎（昭 ）、島田英昭（昭

東京医歯大、川合祐美先生

岡本和久（平２）、三浦文彦

眼科、笠木祐理先生（平 ） （平元）、長谷川浩（平元）、

上康二（昭

61

52

会則変更については①活
とする理事会案②総務部、

）、 矢 端 幸 夫 （ 昭

井秀一（昭

）、 加 藤 義 治

）、吉原俊雄（昭 ）、

田晴生（昭

外科的治療にも触れ、興味

57

深く拝聴した。その後、寺
谷俊康先生（平 ）厚労省、
福澤裕一先生（平 ）井上

58

28

性化のため、副会長を３名
会計部、広報・情報企画部
えてにぎやかに、そして時
なお出席者が多いため、参

を忘れて話が弾みました。

を示し、いずれも総会にて
加者の氏名（敬称略）のみ

）、 河 村 弘 庸

）、﨑尾秀彰（昭 ）、

野武秀（昭

穂（昭

）、高島常夫（昭 ）、坪

大学形成外科教授、小室裕
」の特別
Up to Date

講演に移った。外傷、腫瘍 （ 昭

道永麻里（昭 ）、道永幸治

53

成外科

50

面の機能障害に対する形成 （昭 ）、角田隆文（昭 ）、

などのほか、加齢に伴う顔

52

56

24

部について会務の理事会案
了承された。会務について
学年順に記載します

ることが必要であるとの意
44

石場俊太郎（昭 ）、済陽高

見があり、済陽会長も同意 （ 昭
総会後には、さらに参加

42

48

された。
45

造先生（昭 ）による「形 （昭 ）、篠塚規（昭 ）、稲

49

者も増え 名となり、帝京

44

42

44
53

56

49

（病診連携を含む）、勤務医

は今後１年間運用し、検討
したうえで細則などとして （出席者）田中光（昭 ）、
）、 加 藤 直 幸 （ 昭

）、村田光範（昭 ）、岩

子（昭

会則に追加する予定である。 藤山嘉信（昭 ）、上原すゞ
東京も含め各支部の会員
）、 木 下 敏 子

）、吉川広和（昭 ）、

費納入率などの問題があり、 倉 弘 毅 （ 昭
卒業式などを利用して同窓 （ 昭

35

板谷喬起（昭 ）、伊藤達雄

38

部を含め全体の活性化を図 （昭 ）、笠貫宏（昭 ）、浅

会の存在をアピールし、支

30

37
42

が増えない、そして低い会

31
45
59

61

59

（平 ）ＪＣＨＯ新宿ＭＣの （平３）、緒方直史（平４）、

43

16

18

30

49

42

37

20

42

24

40

33

46
50

40

61

24

25
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ク
ラ

ス

ゐのは な

会

会（昭

）

「マタ 会ガ来ルト聞イタ

興など話題は尽きない。各

同窓会員の諸君、栄光あ

ないか。

高揚すべく結集しようでは

る伝統と輝ける歴史を更に

人間社会に生きるため、友

自の辛酸甘苦の体験から、
（恩師先輩後輩を含め）との

爾久会
（昭

）

絡不能９人です。卒後

年

ともなれば、まさに「年を
経し糸の乱れの苦しさに、

五五会
（昭

）

新しい集会場で、みどり寿

司の出前料理をつまみなが

らの懇談となった。旧大学

それぞれの歴史を思わせる

うかが検討されたが、もう

五五会は、幕を閉じるかど

報告ではやはり殆どが自ら

和やかに話は弾んだ。近況

題、不在の友人達の動向と

しい話、最近の変わった話

病院を眺めながら、昔懐か

集いでしたが、往時を偲ぶ

少しのあいだ、有志だけで

の病状報告のようなもので、

昨年、卒後 年を迎えた

ひと時を楽しみました。

も集まりたいとの希望が多

あまり景気の良い話題も見

衣のたてはほころびにけり」
。

写真右から

く、付録として続けること

られないが、こうして出て

千葉医科大学最後の学生
人

前列：富岡正光、島﨑淳、

日に開催

に決まっていた。それを受

人生

年には 年の、

年

会の平均年齢は 歳。

テクル。ミンナノ顔ヲ見ラ

年（１９５０）に

として、敗戦後混乱期の昭

窪田叔子、中野繰一、鈴木

年の、それぞれの歴

和
が入学し、漸く高度成長が

日出和、佐野迪雄

「クラス会ガ１年デモ長ク
の結語である。
年（１９５４）に卒業しま

始まろうとしていた昭和
日

続イテホシイ」冒頭の便り
＊鍋谷欣市・渡辺武の両君
した。２０１６年６月

強い結びつきと理解協力が、

出席予定だったが、直前に

に東京都飯田橋のホテル・

自分達の人生を支えてきた

転倒受傷。手術入院で急遽

こられるだけでも幸せなの

基柱と強く理解している。

欠席となった。

後列：中島夫人、中山夫人、 することとなった。

人、連
人、連



地域の利便性を考えて、

だと思われるのである。ま

無いだろうとの思いを込め

に二度と大学に来ることは

ときは、眼前に広がる景観

前を抜け、連絡道路に出た

の大木や、旧精神科病棟の

見学を行った。旧病院の横

会食が終わって、学内の

いて感嘆した。

人で診療を続けている方も

た、いまだに、殆ど毎日一

も半ば過ぎて、もう生涯

窓会館で行うことにした。

て千葉の新しいゐのはな同

（中山宗春） のだが、今年は趣向を変え

ずっと東京に集まっていた

けて今年も６月

史と体験から培われた知力

メトロポリタン・エドモン

これまでの物故者

者９人
（家族を含めて 人）
。 忠夫、中島哲二、中山宗春

後列：伊藤（幹事）
、広田和

絡のあった欠席者

現在時点での生き方の模索、 服部了司、橋爪壮
将来への予測など、語り披
俊、櫻井稔、武宮三三
（広田和俊）

瀝し合うのに事欠かないの
である。



若菜夫人、中野夫人、佐藤

写真右から

には

ダケデ、嬉シサガコミアゲ

62

があるはずで、私達 歳代

25

にも、その世代の展望や夢、 前列：黄田照光、小沢昭司、 トでクラス会を行い、出席

レルダケデ、トンデモナク
楽シイ。」
これはゐのはな 会の通
知を 名に出した中の服部
了司君（ 歳）の出席の返
信。
昭和 年に医学部を卒業
した総勢は 名。現在は
名。 会はこれまで毎年春
秋の２回実施されてきた。

て決めたのである。遠くな

るだけに今回は、会員 名、 の変貌に一驚した。 年以

出席者となった。卒業以来

奥様２名と例年より少ない

の青春の名残は、当然なが

礎教室、学生会館など私達

上も前にあった、講堂、基

大幅におくれて心配したり

が立ち並んでいるのである。

く、近代的な高層の新病院

を成功させ、後に第一外科

を使っての直視下心臓手術

葉大学で初めて、人工心肺

悼み黙祷を捧げた。彼は千

に亡くなった宮内好正君を

われの学んだ旧病院の各科

た。そして…、かつてわれ

最新の施設には全く感嘆し

た。開放的で広い充実した

新外来診療棟の中を見学し

病院の関係の方の案内で、

休日にも拘らず、同窓会や

日

助教授から熊本大学の外科

たか、長い時代の変化を改

療内容も単純なものであっ

が、いかに閉鎖的で暗く診

乾杯の後、緑に囲まれた

っている。

教授に選任された実績を持

会に先立って、４月

のハプニングもあった。

迷ってなかなか辿り着けず、 らきれいさっぱりなにもな

初めてという人もいたり、

60

開催地は東京ばかりでなく

30

13

地方在住の学友が幹事を引
き受けてくれ、宿泊旅行と
南からクラス旅行の地域

なったことも多い。
をあげると、台湾、湯布院・
別府、秋吉台・萩、山口・
防府、嵐山・京都、木曽御

60

19

嶽山、富士五湖・富士山、
横須賀・鎌倉、油壷・城ケ
島、横浜ベイエリア、軽井
沢、千葉養老渓谷、庄内・
最上川、知床半島・北海道
東など。各地区の学友が幹
会の世代は２・ 事件

事を務めてくれた。
や支那事変・太平洋戦争・
大空襲被爆・学徒動員（主
に工場での生産）戦後の復

29

12

80

92
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90

80

90

27
30
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20 57

27
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70

27
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80 70
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今回の五五会は疲れたが
口光雄、永野俊雄、南園義

めて思い知ったのであった。 清水良平、新井多喜男、滝
精神科医現役として都の要

服していると話していた。

った。当日の新聞地方版を

霊祭への参加報告が胸を打

児童７名の最後の犠牲者慰

奉仕に集まって亡くなった

子、矢野靖子、油井信春

昌明（常任幹事）油井真知

岩倉弘毅（常任幹事）
、杉岡

前列：吉川正宏、高井満、

小林總介

森豊、瀬川襄、山根友二郎、

利明、伊東治武、勝田貞夫、

雄、本多満、土井修、日浦

ゐのはな
請で、今なお児童相談所や

クラス会
（昭 ）
警察に協力している石山淳

一
紫陽花の美しい梅雨入り

後列：藤山嘉信、浅見敦、

最後列：大原啓介、髙梨健

実り多いもので、皆も満足

二列目：石山淳一、大野孝

できたものと思う。それに

調べたら、
『千葉市から参列

高橋康、指田和明、伊藤敏

は疎開先小４年生、空襲の

入枝幸三郎

夫、宍倉正胤、伊藤文雄、 （逆光で後ろの方が不鮮明な

田島誠、十林賢児、福士和

者は、青森の福士和夫君、

「生かさ
ーファリン、ＮＯＡＣなど） 亡くなったという。

ステントによる抗凝固剤
（ワ

た両隣の児童は機銃掃射で

三列目：藤森宗徳、小野幸

昨年の会以来、亡くなった

などを報告し返信を供覧、

会計報告、今回の返信状況

任幹事の杉岡昌明が前回の

信の無い友が気懸りだ。常

体調不良での欠席返信、返

気な姿を見せてくれたが、

東治武君と伊藤文雄君も元

年、体調不良で不参加の伊

ると壮健な姿を見せ話して

愉しみ、体重も増加してい

月に手術し、現在は飲食を

独自開発手術法で一昨年

以上）を母校の宮崎勝教授

すい臓がん（

一番注目したのは、進行性

の体験談、腹腔
Appe

服薬の話題、診断の難しい

永遠の不戦を祈る。

争の傷跡を心に残している。

鏡手術後のトラブル体験談、 出来たようだ」と話した』

老人性

「年老いて頼れるものは長

ができて私も心の区切りが

れた感じがする。今回慰霊

の病気体験談が続く中、ま

して誇らしい限りだ。自己

いた事、ゐのはな

亡くした会員は「女房を大

い」とか、早く連れ合いを

年連れ添った老妻しかいな

私たち世代は夫々に、戦

れ乍ら廃業するという。

CA19-9 ; 1700 君は来月患者さんに惜しま

との記事を見つけた。入枝

故山口國行君、故奥山隆保
名の物故会員に黙祷を捧げ

事にしろよ」と叫んでいた

君、故満野博章君を含む

て偲び、懇親会へ、司会は

声が耳から離れない。みん
もかなりいることは心強い。 な老境に入ったなと思う。

だまだ、専門職としてフル
会（ミニ
AKB37

日浦利明君の恒例のハー

長きに亘り千葉県の地域医

では千葉県医師会長として

を愉しみながらの近況報告

卓盛料理とフリードリンク

の薩摩川内市旧滄浪（そう

た。中でも、入枝幸三郎君

い現地の対応に感服してい

行で再訪し、老人への優し

住地中国新疆へのけじめ旅

本駿一君は引き揚げ前の居

へ急いだ。
「散る花も残れる

にして２次会もせずに家路

約し暗くなった後楽園を後

君の中締めで来年の再会を

仕込みの美声披露後、十林

油井真知子さんのコーラス

モニカ懐かしのメロディー、

療のために尽力してくれた

年の節目に、山

アラエイトの戦中派なの

藤森宗徳君も勇退により健

花も語らばや」小野幸雄君
写真右から

作。写真は岩倉君提供。

ろう）小学校へ疎開時、戦
20

日朝、米機の空襲で勤労

年７月

康を回復して、久しぶりに

アの状況をも話してくれた。 で、戦後

君、故満野君の終末緩和ケ

年４回）〟の世話人勝田貞夫

は〝

常任幹事岩倉弘毅君。乾杯

と
Schule

12
争終結直前の昭和

70
元気な顔を見せ、犬の散歩
でロコモティブ症候群を克

30



（杉岡昌明）

ことをお詫びします）

伯野中彦
際に、戦闘機のパイロット

則、中村嘉孝、柳沢健一郎、 治、山本駿一、井坂誠二、

多くの会員が、ロコモの話

の顔も見えた、一緒に逃げ

）さん

が俯瞰出来る東京ドームホ
題、膝の人工関節、脊柱の

と貧困の現状を嘆いていた。 した入枝幸三郎（

一君は、母子家庭の孤育て

夫、志村昭光、小林富久、 （土）午後５時半より、都心

年６月４日

しても、年齢を考えれば、
加濃正明
手術などの体験談とＡｆや

郡山の十林賢児君、静岡の

（藤山嘉信） テル

階で開催した。出席

直前の平成

この付録の会はあと何年続



けられるであろうか。

37
28

吉川正宏君を含め 名。昨

42

会、 タイムで活躍する生涯現役

21

写真右から
前列：滝口夫人、永野夫人、

80

37

33

37
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す。それにしても、青春時

前の思い出がよみがえりま
挨拶では、天皇陛下にお目

谷口克君の叙勲にともなう

皆さんの話を披露します。

べていただきました。以下

め渡邊さんと相談したとこ

か！とのことで、あらかじ

か記念になることをしよう

年を迎える私達として、何

ました。そして明年卒後

後列：小柳朝明、中村謙介、 隆郎、笠貫宏

田中弘一、大沼直躬

口克、守屋秀繁、伊藤達雄、 章、龍野勝彦、石井従道、

能勢晴美、森田喜崇子、谷

前列：関三千代、林益子、

写真右から

忍頂寺紀彰、森田清、藤本

庄平、片倉透、更科廣實、

遠藤保利、板谷喬起、川島

やっており、たちまち 年

て手術、検査などが確認で
代に汗を流したテニス、バ
にかかったのは５回で、御

ろ旧病院正面玄関の大時計

しており、新鮮屍体を用い
き、手術室さながらの設備

進講を行ったこともあり、

）

に大きく寄与するものです。 レーボール、バスケット、

もあり、医療の安全、進歩
卓球、柔道など医学部の運
印象や乾杯、挨拶における

ちよに会（昭

他大学からの見学、使用申
動施設が減少していること

が故障し、年代物で修理不

業の同級会は千葉大、 で

昭和 年千葉大医学部卒

「ちよに会」と名付け、例年
し込みが多いとのこと、説
が寂しく思われました。
に現在の研究についても触

皇室のしきたりなど、さら

解のもと、
【ホールクロック

能とのことで、出席者の了

敏之、門馬公経、小林茂雄、

高橋弘昭、高橋稔、西牟田

り口にある我々ではありま

らいました。また、来年は

贈が実現するように取り計

当日寄付を募り平成

年寄

すが、ほとんどはいまだ現

ここまでご案内、ご説明

寄贈】に落ち着きました。

事務の方々にこの場を借り

役の仕事をそれぞれのペー

げな様子がとても頼もしく

をいただいた医師、看護師、 れました。後期高齢者の入

そして連絡道路を経て新
て感謝申し上げます。今回

施設見学は事務に協力をお

て懇親会と計画しました。
丁寧な説明を受けました。

にて朝比奈真由美先生より

象としたそれぞれのツアー

卒業生、一般市民などを対

の初期対応、分娩やＩＣＵ、 今後学生、父兄、研修生、

君と当番幹事の伊藤達雄で、 医療面接から急変患者まで

幹事は永久幹事の守屋秀繁

内視鏡、鏡視下手術などが

を企画したら大学、病院の

味で有意義なものでした。

たが、母校の実態を知る意

部の見学にすぎませんでし

者もおり、なかでも更科廣

に行い、身体を鍛えている

カー、水泳や剣道を定期的

楽しむ者が多い一方、サッ

しています。ゴルフなどを

が終身制であることを享受

スで行っており、医師免許

極的に参加してもらうよう

予定であることを伝え、積

月５日の亥鼻祭で催される

ら

授与されることと、今年か

状」がゐのはな同窓会から

卒後

は天気予報通り朝方は霧雨
と云うのが第一印象。そこ

これではサボレないなぁー」 した。
時半頃に同窓会館にて

でしたが、 時に集合場所

50

が
Home Coming Day

はすっかり上がって、暑く

の旧病院正面玄関に着く頃

答えにナルホド！座学では

で、出欠はとりません」の

の 問 い に 対 し 、「 全 員 出 席

で「出席を取りますか？」

片倉氏による乾杯の発声に

と物故者への黙とうの後、

柳朝明君撮影）、そして挨拶

達を交えてまず集合写真
（小

ツアーに参加しなかった人

会横綱審議委員長である守

ました。トリは日本相撲協

人もおり、話は大いに弾み

理などに情熱を傾けている

ーラス、旅行、カメラ、料

体と思われる方、出席した

で行けない方、入院中で重

のほか、体調不良で千葉ま

の中で、都合のつかない方

に各自の近況などを順次述

続いて今回出席者の 名

た。
30

生はゐのはな会の

ます。

り「ちよに会」の報告とし
私達

した。

我々の仲間には、サント

ゐのはな会の活性化を訴え

そして東京の小生であり、

信州の宮坂君（当日欠席）

となりました。

が、今回は担当幹事の拙文

た高部吉庸君がおりました

者が多く、静岡の忍頂寺君、 リーミステリー大賞を取っ

地方支部長を担当している

42

10

名が幽冥界を異にしまし

94

10

27

25

27

19

今回出席できない人たち

も寒くもない優しい天候と

なく、モデルをつかった臨

することになります。

なりました。前医学部事務

くないニュアンスを漂わせ

た。またヴァイオリン、コ

長の渡邊栄人さんのご案内

屋君の「白鵬・稀勢の里」

ン君（平成 年 月）
、岡崎

て懇親会に入りました。最

卓見君（平成 年３月）の

にて本日の施設資料を戴き、 床実習にて卒後すぐに臨床

は？」と云うのが第二印象

る人などさまざまでした。

１９６３年落成当時日本で

でした。５階の化学療法室

３氏であり、これで 名中

同級生の皆様のご健勝を祈

有数のモダンな建築であっ

も広々、明るい雰囲気で、

を中心の話となり、質問歓

たことを知り、リニューア

患者の立場での設計でした。

迎とのことで盛り上がりま

ルされた内外装などをみて

近の物故者は足立倫康君
（平

納得。次は旧病院地下にあ

リーグでしょうか、試合を

るＣＡＬ（ Clinical Anatomy 再び連絡道路を渡ると、
） で 、 こ れ は 全 国 に 先 下の野球場では関東医歯薬
Lab

駆けて２０１０年より稼動

成 年 月）、ウン・シータ

11

50

が少なくなってしまうので

12

まず改装なった記念講堂で、 に臨める反面、
「考えること

11

年の「メダルと感謝

願いしました。守屋君が現
並びトレーニングができま

地の手配を、伊藤が連絡な
す。 年前と異なり、
「今の

どを分担して行いました。

に促しました。次回は更科

学生は至れり尽くせりだ。

君が担当幹事で千葉で再会

平成 年６月５日の当日

實君は剣道部の現役を倒し

）
Chiba Clinical Skills Center
は医学部、病院のほんの一

あたる本年は母校ツアーと
た記念講堂を見学し、懐か

50

てしまうと豪語していまし

後、新装なった同窓会館に （

しい旧病院などを楽しんだ

50

外来棟に行き、 ＣＣＳＣ

思いました。

42

し、新築の外来棟と改装し

49

評価が上がるものと思いま

29

42

28

の



（伊藤達雄）

鍋島和夫、伊佐治尚文、関

６月第一日曜を開催日と決
明の鈴木崇根先生の誇らし

42

めています。卒後 年目に

ク ラ ス 会 （22）
報
会
窓
同
な
は
ゐ
第 173 号

第 173 号

学三田病院形成外科、南野

松崎恭一：国際医療福祉大

哉先生の１本締めで閉会と

に、幹事を代表して北村伸

会を祈念し、写真撮影の後

ピックイヤーに向けての再

人、八木さやか、五十嵐あ

二列目以降出席者：門倉真

一、出澤真理

長村文孝、加藤厚、松田兼

学での実習に現在の道を志

真面目で、学生時代の衛生 （大変忙しい中、会場確保な

生時代から諏訪園君が大変

まず福田勝之君により、学

われ、解散となりました。

惜しい有志で三次会まで行

野徹、佐粧孝久、関根郁夫、 齋藤武君の名司会で進行し、 ました。また、さらに名残

之、丸田哲郎、髙森尉之、

寺本靖、大野一人、藤井隆

長哲、齋藤武、黒岩教和、

二列目：田原正道、吉田元、

元〈はじめ〉会（平元）
徹：新潟大学大学院医歯学
なりました。

第 ４回平成元年卒同窓会
平成 年３月 日（日）、 総合研究科循環器内科、千

頭で会が始まりました。次

の齋藤秀一先生の乾杯の音

の黙祷、その後参加最年長

間晴雄、山本光博両先生へ

降に逝去された同級生、赤

初めに、前回の同窓会以

いも兼ねて、総勢 名が集

葉大学臨床教授就任のお祝

教授就任お祝いと３人の千

た。今回は、以下の８名の

ハッタンにて開催されまし

りに幕張のホテルザ・マン

元〈はじめ〉会が４年半ぶ

時点で十数人

合わせると現

た先生たちと

授に就任され

と、以前に教

を開けてみる

すが、いざ蓋

った私たちで

は評されなか

優秀な学年と

では、決して

る時の下馬評

です。卒業す

ー膠原病内科、以上の通り

急部、平栗雅樹：アレルギ

一：精神科、北村伸哉：救

葉大学臨床教授には菊池周

菊池周一、田垣内祐吾、南

之、花澤豊行、田口奈津子、 を挨拶していただき、一同、

須関馨、南谷幹史、中村祐

良、高相晶士、手塚健太郎、 また今後の千葉大学医学部

田義和、奥野厚志、桜井康

明、高瀬完、真田昌彦、池

藤秀一、小林幸平、日野俊

宏、小野寺誠、坂中進、齋

木毅典、木下知明、石井康

明、小澤健、皆川真規、八

中村俊太、杉戸一寿、須田

浩、千葉隆一、武井一城、

前列：平栗雅樹、松崎恭一、 北村伸哉、有賀隆、長谷川

写真右から

小林裕之、浜野ナナ子

継続およびさらなる発展、

環境衛生学的な社会貢献の

での経過や、労働衛生学的・

諏訪園君には、教授就任ま

浩志君の音頭により乾杯と

挨拶がなされました。指山

エピソードも交えた開会の

ゆ子、原木真名、村上敦浩、 すきっかけがあっただろう

間（鈴木）澄恵、蓑輪（加

靖、永沢（白石）佳純、本

会に各所で話に花が咲く中、 由美子、加藤直子、諏訪園

なりました。久しぶりの再

藤）百合子、青木保親

佐々木（古瀬）陽子、香西

ました。
）

鳥精司君ありがとうござい

ど事務局をやってくれた大

最後列：指山浩志、福田勝

前列：小谷俊明、大鳥精司、 一、森居真史、永渕弘之

写真右から

之、東（加治木）秀隆、松

平野聡、鵜飼伸一、小高謙

和、西村克樹、植田琢也、

三列目：河野世章、碓井宏

染谷知宏

まるにぎやかな会となりま

内祐吾：帝京大学ちば総合

学医療系臨床腫瘍学、田垣

門、関根郁夫：筑波大学医

ンター・運動器疼痛疾患部

孝久：千葉大学予防医学セ

科・消化器センター、佐粧

際医療福祉大学三田病院外

音順、敬称略）。加藤厚：国

のうちに会は

を温め、盛会

い友との旧交

かせ、懐かし

昔話に花を咲

近況報告や

っています。

況（？）とな

ことがない状

は今後も止む

同期初の教授就任のお祝い、 続く中、秋池太郎君、栗山

交通混乱がありましたが、

当日は強風による京葉線の

学大学院医学研究院・環境

今回は諏訪園靖君の千葉大

卒同窓会が行われました。

マンハッタンにて平成６年

県千葉市幕張のホテル・ザ・

で二次会も催され、強風の

その後、海浜幕張駅近く

を兼ねての会となりました。 した。

労働衛生学教授就任祝賀会

根廣君、門野源一郎君も駆

再会を約して閉会となりま

会は盛況のうちに、近々の

ぎ、大野一人君の挨拶にて

い時間はあっという間に過

君も参加されました。楽し

君、黄舜範さん、國吉一樹

した。

大変盛り上がりました。ま
（小林裕之） た、各々の現状をお互いに
直接、情報交換しあうこと
のできるいい時間を過ごし
ました。集合写真には間に
合いませんでしたが、唐木

医療センター麻酔科、出澤

進行、最後は

けつけ、諏訪園君の教授就
39



（田原正道）

戸裕治、蓑輪勝行

第に会話も弾み、皆が打ち
が「教授」の

を支えていくとの意気込み

解けた頃、メインとなる教



授就任の挨拶と記念品の贈

平成６年卒同窓会

真理：東北大学大学院医学

また久しぶりの同窓会とい

任を共に祝福、旧交を深め

日、千葉 （赤羽）千穂さん、網代洋一

系研究科細胞組織学分野、

参加者全員の

名が出席しました。会は

うことも重なり、最終的に

年４月

長村文孝：東京大学医科学

健康と４年後

平成

17

の東京オリン

28

研究所先端医療研究センタ

50

会
窓
同
な
は

50

ー先端医療開発推進分野、

り、この勢い

称号を得てお

13

呈が行われました。以下、

28

の
氏名と所属を示します（

報
ゐ
（23） ク ラ ス 会

研修プログラム

アレルギー・膠原病内科
千葉大学大学院医学研究院
アレルギー・臨床免疫学

す。専攻医３年目は、アレ

科ローテート研修を行いま

標に、主に関連病院での内

ることができる内科医を目

免疫抑制薬による治療を受

リスクの高いステロイドや

に非特異的、且つ副作用の

かし、患者の多くは、未だ

態解明が進んでいます。し

します。

の克服を目指す仲間を歓迎

内科では、難治性免疫疾患

葉大学アレルギー・膠原病

けているのが現状です。千

スクマネージメントができ

より、まず安全な医療、リ

が、手技ができるかどうか

症例・手技を学んでいます

での研修を通しさまざまな

たいと思っています。

プログラムを提供していき

の学生にはさらに夢のある

スペシャリティー研修を千

から信頼される人格を涵養

ること、患者を理解し患者

消化器科：阿部径和（平３）
、

す。

のはな同窓会員を紹介しま

最後に当院スタッフのゐ

ルギー・膠原病領域のサブ
葉大病院或いは関連病院で

、小川綾（平
最大の目標に掲げています。 澤浄（平 院）

平井太（信州大・平６）、黒

千葉県済生会習志野病院

することを初期２年間での

行い、専門性を磨きます。

ことになり、そして２００

ー・膠原病内科を担当する

究室は、附属病院アレルギ

第二内科免疫アレルギー研

臓器別診療科再編に伴い、

に遡ります。２００４年、

ギー研究室を創設したこと

が旧第二内科に免疫アレル

から帰国した冨岡玖夫先生

ス大学（石坂公成研究室）

２年にジョンズ・ホプキン

原病内科の起源は、１９７

千葉大学アレルギー・膠

音波を用いた関節病変の評

診断の実績も豊富です。超

多性疾患、不明熱等の鑑別

断・治療に加え、好酸球増

症、中枢神経病変などの診

伴う間質性肺炎、肺高血圧

己免疫疾患です。膠原病に

多発性筋炎、強皮症等の自

テマトーデス、皮膚筋炎・

関節リウマチ、全身性エリ

ー等のアレルギー疾患と、

レルギー、アナフィラキシ

患は、気管支喘息、食物ア

践しています。主な対象疾

盤とした論理的な診療を実

位取得後は、大学での研究

ページ（ http://www.m.chiba- 病院です。当時 名であっ
u.jp/class/allergy/index. た医師数は現在１０５名で、
）をご参照下さい。学 机が足りずこの秋に竣工予
html

内容や実績は当科のホーム

することが可能です。研究

臨床研究により学位を取得

もと、質の高い基礎研究や

かし、充実した指導体制の

ト型講座としての利点を生

は、基礎・臨床ハイブリッ

の遅れを防ぎます。当科で

リティー領域の専門医取得

学位取得や、サブスペシャ

とで、新専門医制度による

臨床研究をスタートするこ

院にも進学し、基礎研究・

予定です。人口１７２万人

定の手術棟内に医局を増設

誕生し、

す。平成

れた済生会が母体であり、

下賜金を基金として設立さ

で、明治

年６月１日国立

全国 病院のうちの一つで

年に明治天皇の

千葉県済生会習志野病院」

会福祉法人恩賜財団済生会

当院の正式な名称は「社

得のため、済生学会初期研

っています。この理念の習

直業務をこなせるようにな

が整っており、安心して当

ドバックをするという体制

ゆくという姿勢も徹底され

学年が下の学年を指導して

る屋根瓦研修、つまり上の

す。また済生会の理念であ

ことがその原因と思われま

の救急車を受け入れている

急を断らず年間４０００台

育を徹底していること、救

よう義務化しています。当

も研修医が年に１回はする

もらっています。学会発表

初期研修医２名で担当して

います。

イドでできる環境を整えて

らゆる文献検索がベッドサ

英語の症例検討会を担当者

日の早朝、隔週で日本語と

た研修としては、毎週月曜

ています。一方診療を離れ

で臨床経験を高めてもらっ

バックするカンファレンス

終了後に問題点をフィード

児科：多田弘子（平９）精

野隆宏（三重大・平

郁男（滋賀医大・昭 ）
、牧

正（昭 ）神経内科：上司

郎（平

藤川一壽（平８）
、松井慎一

血液内科：趙龍桓（平２）、

、伊藤誠（平 ）
、井
科の医師にキーポイントレ （平 ）

の司会で行い、金曜日は各

神科：登坂真二（長崎大・

原昌夫（宮崎医大・平

平８）
、家里憲（平

器内科：黒田文伸（杏林大・

６）
、竹田隆一（平 ）呼吸

４）
、横山健一（金沢大・平

４）
、中尾元栄（金沢大・平

直哉（昭 ）
、白石博一（平

史 （宮崎医大･昭 ）

９年、基礎講座である旧遺
価は国内トップレベルの実

の東葛南部医療圏に属して

修医セミナー、ディズニー

院は来年から開始予定の新

裕

伝子制御学と統融合し、現
績があり、県内外から多く

おり、習志野市にある４０

シーでの研修、ハワイ大学

中 島

在の基礎・臨床ハイブリッ

継続、海外留学、連携病院

０床の急性期病院です。

での後期研修、指導医講習

院長・千葉大学臨床教授

ト型アレルギー・膠原病内

院、成田赤十字病院、市立

難治病態や稀少疾患の新規 （ 旭 中 央 病 院 、 松 戸 市 立 病

の見学者が訪れています。

青葉病院、横浜労災病院、

受け入れ過去６年連続でフ

また、希望者は同時に大学

科（講座名はアレルギー・

治療法の開発を目的とした

済生会習志野病院など）で

ルマッチしており、今では

外科：山森秀夫（昭 ）
、山

平 ）、古関麻衣子（平

58 26

）、山本豊（昭

）、坂本

臨床免疫学）が誕生しまし

治験・臨床試験・臨床研究

のサブスペシャリティー研

内科専門医制度でも基幹病

）循環器科：小林智（昭

た。当科では、難治性免疫

も積極的に行っています。

修継続など様々な選択肢が

院として認められました。

また２年生には週１回総合

疾患の診療から生じた疑問

来年度から試行予定の新

会など済生会全体で協力し

）、

）、篠

露﨑淳一（平 ）、山内圭太

年経過した若い

習志野病院の移譲を受けて

生が１年生を教え、さらに

で救急患者に対応し、２年

は１・２年の研修医がペア

ています。たとえば当直で

ナル化をリードすべく、あ （平

しても千葉県の電子ジャー

、高橋成和（平７）、
エビデンス、文献検索に関 （平３）

います。診療を行う上での

クチャーを行ってもらって

縄田泰史（昭 ）、渡邊紀彦

坂由莉（平 ）リウマチ科：

生澤太雅（平 ）、河野千慧

）

）代謝科：藤原敏

）、杉山隆広（平

23

大の免疫を臨床の場へ〟を

れをうけ〝世界に誇る千葉

実診療においてもその流

年目（医師３〜４年目）は、 疾患などの難治性免疫疾患

トを継承し、専攻医１〜２

もこれまでの研修コンセプ

について分子レベルでの病

アレルギー疾患や自己免疫

近年の免疫研究により、

修医を労働力とみなさず教

体制が整っていること、研

科領域すべてにわたる研修

医は救急対応はじめ、各科

患者が多いため、初期研修

組んでいます。当院は救急

となりますので、千葉大学

続して当院での研修が可能 （昭 ）、越川尚男（昭

来年以降、初期研修から継

本和夫（昭

）小

）

）、

）
、 太枝良夫

20

初期研修は基幹型 名を

51

25

臓器にとらわれず全身を診

47

51

鈴木弘文（帝京大・平元）、

55

39

15

スローガンに、免疫学を基

53

26

14 59

60 26

25

17

10

は年５回行い
CPC

指導医たる当直医がフィー

内科外来を担当してもらい、

を分子・細胞生物学的な手

内科専攻医プログラム（千

研修医教育に積極的に取り

秀 夫 （昭 ）

法を用いて解明し、新規治

千葉県有数の臨床研修病院

13

62

60

14

11

24

14

山

療法の開発に繋げることを

に成長しました。これは内

25

あります。

森

47

葉大プログラム）において

教授
63

目指しています。

14

44

13

79

研修プログラム （24）
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会
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な

同

窓

会

軽にできたり、お互いに切

よく、些細な質問なども気

17

血液内科医を志して

研修医だより

千葉大学医学部附属病院

19

村
百
合 （平 ）

26

B6広告̲研究開発編

東邦大学医療センター
佐倉病院 脳神経外科

）

患者さん中心の脊髄医療

革新的製品に
思いやりを込めて。
日本イーライリリー株式会社は、イーライリリー・

‒ 目の前の症状の改善にむけて ‒

アンド・カンパニーの子会社で、人々がより長く、
より健 康で、充 実した生 活を実 現 できるよう
革 新 的な医 薬 品 の 開 発・製 造・輸 入・販 売を
通じて日本の医療に貢献しています。

提供中の治療薬
●統合失調症 ●うつ ●双極性障害 ●注意欠如
・多動症
（AD/HD）
●がん
（非小細胞肺がん、
膵がん、胆道がん、
悪性胸膜中皮腫、

尿路上皮がん、乳がん、卵巣がん、悪性リンパ腫、胃がん）
●糖尿病 ●成長障害 ●骨粗鬆症 など

開発中の治療薬・診断薬
●アルツハイマー型認知症 ● 関節リウマチ ●乾癬 など

Lilly unites caring

discovery

千葉県PRマスコットキャラクター
千葉県許諾 第A955-1号
チーバくん

運営事務局： 株式会社

オフィス・テイクワン

〒451- 0075 名古屋市西区康生通2-26 TEL：052-508-8510／FAX：052-508-8540

E-mail ： jascol51@cs-oto.com

事 務 局： 東邦大学医療センター佐倉病院内科学神経内科

〒285-8741 千葉県佐倉市下志津564-1

URL ： http://www.cs-oto.com / jascol51/

with
to
make life better for people
around the world

革新的製品に思いやりを込めて。

日本イーライリリー株式会社
〒651-0086 神戸市中央区磯上通 7-1-5
www.lilly.co.jp

と日常の些細なことを話し

たり、時には飲みに行った

りと仕事以外でも楽しく過

ごしています。そのため科

の雰囲気がとても居心地が

磋琢磨し高め合うことがで

きるのだと思います。

アントワープ大学泌尿器科教授・The International Spinal Cord Society
（
（国際脊髄学会）President・
）
「Spinal Cord」Chief Editor）

教育講演、
リレーレクチャー、
モーニングレクチャー、一般演題

岡屋智久（平４）、唐木洋一 （平６）泌尿器科：三上和男

８）、太和田昌枝（平 ）、

西川里佳（平 ）、杉山真康

古谷奈々（平 ）麻酔科：

）整形外科： （平 ）眼科：豊北祥子（平

17

25

13

田

年３月に千葉

26

木諭隆（平

）、井上雅俊（日本医

15

原田義忠（昭 ）、鳥飼英久

まだ血液内科医としての

61 22

16

22

血液内科

経験は数ヶ月ですが、上記

須藤知子（昭 ）、篠塚典弘

診療にあたっております。

大・ 平３）、 宮城仁（琉球

この４月からは後期研修医

大・平９）、宮坂健（平 ）、 （昭 ）、飯寄奈保（平 院）、

池田充顕（平７）病理診断

ことができるように精進し

小川裕也（宮崎大・平 ）

北原聡太（東京医大・平 ）、 土橋玉枝（平 ）放射線科：

ていきたいと思っておりま

のような、非常に恵まれた

うになり、より真剣に患者

環境で仕事ができています。

や血液疾患に対して向き合

す。

Jean Jacques Wyndaele

（ ISCoS

東邦大学医療センター
佐倉病院 整形外科

神経内科・整形外科・脳外科 先生方

テーマ:

になり主治医という立場に

大学医学部を卒業し、成田

うことができるようになり

大会顧問

中川 晃一
長尾 建樹

43

11

62

57

第 173 号

3.「脊椎脊髄疾患と国際脊髄学会
Spinal Cord Diseases and ISCoS」

東邦大学医療センター佐倉病院
内科学神経内科 教授

副会長

Clare J. Fowler（ロンドン大学Queen Square 神経内科教授）

なりました。そのため初期

赤十字病院で２年間初期臨

ました。初期研修では内科

榊原 隆次

大濱 眞（NPO 日本せきずい基金 理事長）

2.「神経因性膀胱の歴史
Historical Review of Uro-Neurology」

22 13 10

47

）、

床研修を行いました。初期

を含め様々な科をローテー

幕張メッセ

日

千葉県千葉市
美浜区中瀬2-1

1.「患者が医師や専門職に望むこと」

科：菅野勇（昭 ）健診セ

研修のときに血液内科をロ

トしておりましたが、血液

日

特別講演

53

ンター：田代亜彦（昭

これからもっと多くの経験

ーテートさせていただき、

を専門とするようになり、

金

）、 藤 川 厚 （ 平

を積み、現在指導していた

その際に血液内科という診

まだ数ヶ月という中で専門

会長

PROGRAM

11 10 ・11
月

会場

木

脳外科：中村弘（昭 ）、杉

研修のとき以上に診療に対

だいている先生方に報いる

療科の奥深さや、やりがい

知識も不十分で治療方針に

2016 年

48 44

山健（昭

高地刀志行（昭 ）、江原和

する責任が強くなりました

に魅力を感じ血液内科医を

迷うことも多々あります。

会期

）、石井公祥（平 ）呼吸

が、同時に、責任をもつよ

志しました。千葉出身・千

日本脊髄障害医学会

26

58

63

私は平成

葉大学医学部卒業であるた

相談することができ、まだ

め千葉の医療に貢献したく、 しかし当科は誰でも気軽に

未熟な私にも丁寧に説明を

段から気にかけてくださり、

千葉大学医学部附属病院血

非常に恵まれた環境で診療

液内科に入局しました。

として診療にあたっており

をさせていただいておりま

してくださいます。また普

ます。病棟医は５人おり、

入局後は病棟での主治医

その５人で仕事を分担し、

性的なメンバーが揃い和気

同期は合計３人おり、個

藹々と過ごしています。同

す。

ます。そのバックアップと

期だけでなく多くの先生方

また、時には助け合いなが

してさらに上級医の先生方

ら日々の業務を行っており

がいらっしゃり、病棟での

The 51st Annual Meeting of
the Japan Medical Society of Spinal Cord Lesion

13

）歯科口

腔外科：山野由紀男（平

院）

21

第 51回

48

）、 枝（新潟大・昭

長門芳（平 院）、森本淳一

21

器外科：木村秀樹（昭

） 皮膚科： 中村康博

17

報

（東邦大・平７）、福田啓之 （愛媛大・平３）、関田信之

は

（群馬大・平８）、中村祐介 （平８）、藤村正亮（平 院）、

の

（平 ）、三島敬（平 ）、高

ゐ

（昭

研修医だより

（平

（25） 研修プログラム

年

年度はともにベスト とい

いる大会です。一昨年と昨

最も力を入れて取り組んで

体という位置づけであり、

大会がフットサルでは東医

行われます。その中の夏の

も言われ人気も高まってい

技人口は今や３７０万人と

人は少なくなりました。競

て、フットサルを知らない

知良選手が出場するなどし

サルワールドカップに三浦

年

代表

久保田 姫子

︵ CIMS
︶
Chiba Inohana Magicians' Society
医学部

っても、練習したマジック

を人前で披露する、非常に

貴重な機会となりました。

今年度も亥鼻祭に向けて練

習をしており、昨年の経験

なが集中して真剣に取り組
勝に定めて日々の練習に取

います。今年度は目標を優

う結果で着実に力をつけて

侑暉

良太

援宜しくお願い致します。

精進して参ります。何卒応

良い団体にしていけるよう

部員一同が力を合わせより

した部活ですが、今後とも

ます。わずか３年前に設立

けて３つのタイプが存在し

が、マジックには大きく分

する機会も多くなりました

最近はテレビなどで目に

ります。

の地下和室にて活動してお

回程度、放課後に同窓会館

ックサークルです。月に１

１５年４月に設立したマジ

ッフルやドリンクの購入を

ました。

技を作り上げることができ

なげるという形で１つの演

浅い状態でしたが、１人１

祭では、活動開始から日が

行ないました。薬学部新歓

おける

ていきたいと考えておりま

ようにしていき、発展させ

さらに発表の場を増やせる

を継続していくと同時に、

ります。

の技術の向上を目指してお

くりを考え、また１人１人

楽しんでいただける空間づ

を活かし、全体としてより

んでおり、良い意味での緊
り組んでいる次第です。こ

一戸

Chiba Inohana Magicians' 部新歓祭におけるステージ
（ CIMS
）は、２０ マジックの発表、亥鼻祭に
Society

張感がありつつも、合間で

金子

良太

は談笑が見受けられるなど、 の他にも全医体に当たるオ

主将

の大会にも出場しています。 フットサル部役員

ールメディカル大会や民間

主務

一戸

明るい雰囲気のもとで活動
フットサルはここ数年で

ます。舞台上で大人数の客

の出店を
magic cafe

しております。各々が声を
有名になってきたスポーツ

可紗

本的に無言で行なうステー

ンなど大きなものを扱い基

に対して鳩やイリュージョ

連れのお客様を中心に大盛

画であり、小さなお子さん

ックをお見せするという企

して、クロースアップマジ

していただいたお客様に対

会 計 石川 凛太郎

副代表 高橋 満里菜

代 表 久保田 姫子

ＣＩＭＳ役員

す。

では、ワ
magic cafe

ジマジック、ある程度の客

況でした。また、部員にと

CIMS

主な活動内容として、薬学

設立１年目である昨年の

とができます。

ジックをすぐに習得するこ

ますが、簡単なトランプマ

んどの部員が兼部しており

態で入部し、さらに、ほと

んどがマジック未経験の状

しております。部員のほと

マジックに力を入れて練習

では、主にクロースアップ

ックの３種類です。

用いるクロースアップマジ

しトランプやコインなどを

ジック、少人数の客と対面

をとりつつ行なうサロンマ

で多少コミュニケーション

数に対してある程度の距離

今後は、亥鼻祭での出店

掛け合ってアドバイスを交

齊藤

ネタずつ習得し、それをつ

えながら、日々切磋琢磨し

副務

にしているためです。基礎

も集中して取り組めるよう

に、学生の本分たる学業に

の自主性を尊重するととも

比較的少なめなのは、部員

す。練習量が週２回であり

です。２０１２年のフット

主将

3

技術の向上につとめていま

8

課外活動団体だより

医学部
亥鼻フットサル部は２０
１３年に亥鼻フットサルサ
ークルという名で設立し、
今年度に改名を行った最も
新しい部活です。サークル
創設当初は他の部活と兼部
の部員が多く、来られると
きに来るという自由参加の
形態をとっていましたが、
十分な人数が集まらないこ
とが多くなってきたため、
今年度からは参加義務の部
活として新たに再スタート
を切ることとなりました。

主的に大会が春、夏、秋に

ル団体の幹部主導のもと自

東日本の各医学部フットサ

ている段階であり、現在は

はなく、大会の制度を整え

会（東医体）の開催競技で

東日本医科学生総合体育大

技は他部活の競技と異なり、

ます。フットサルという競

する大会について紹介致し

フットサル部として参加

できる環境にあります。

業もどちらも頑張ることの

いる部員が多く、部活も学

練習や体力トレーニングな

い団体にしていきたいとい

しています。練習ではみん

スのサッカー場の脇を利用

トサル場、西千葉キャンパ

アリーナや千葉市内のフッ

もあります。場所はポート

や土曜日の日中に行う場合

出来ない時は、火曜日の夜

係でそれらの曜日に練習が

ますが、コートの予約の関

日曜日の日中に行っており

ていて、毎週金曜日の夜と

練習は週２回を原則とし

が所属しております。

薬学部、看護学部の三学部

う所存です。部員は医学部、 どの自主練習に取り組んで

部活への転換を機によりよ

3

亥鼻フットサル部

課外活動団体だより （26）
報
会
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ホームカミングデー開催について
浩 （昭 ）

催日は

月の亥鼻祭時の希

亥鼻祭実行委員会委員長
医学部四年

月５日（土）及

宇津野 瞳

望が多く聞かれました。本
十四周年亥鼻祭開催のお知らせ
年は、試行として、亥鼻祭
初日に、ゐのはな同窓会館
に資料を展示する同窓会ブ
ースを設置し、会員用休憩
所として見晴らしの良い会
来たる

テーマは “ One for all, All
”です。将来チーム
for one.

医療に携わる者としての自

覚を持ち、互いが互いを補

い合い、助け合うこと、更

には亥鼻祭実施に協力して

くださる卒業生の皆様、地

みとして、
〝ホームカミング

さらに、今年は新たな試

力のおかげです。この場を

護者の方々のご理解・ご協

をはじめ、地域の方々や保

亥鼻祭を開催することがで

す医療系大学祭で、医学部・

デー〟が企画されておりま

きましたのも、
同窓会の方々

看護学部・薬学部の三学部

隆先生をお招きする予定で

が協同して実施しておりま

す。亥鼻祭同日（初日のみ） お借りして深く感謝申し上

す。

＊松木明知著

に同窓会館にて催されます

亥鼻祭とは千葉大学亥鼻キ

日本麻酔科学史の知ら

す。医療系キャンパスとい

ので、ぜひお気軽に亥鼻キ

（戦前編）
真興交易㈱

見〟という企画では、血圧

例 え ば 、〝 身 体 ふ し ぎ 発

トにもお立ち寄り頂ければ

その際に、亥鼻祭のイベン

ができるよう頑張りますの

鼻生全員で創り上げること

今年も皆様との出会いや

医書出版部

準夜祭

看護のススメ

STAGE

KIDS

00 体験！アンビリ

�

しております。

で、ご来場を心からお待ち
さて、本年度の亥鼻祭の

幸いです。

歪俄田

く、実際に豚の臓器に触れ

14th

て身体についての理

for/ All

解を深めることがで

ー

バボ

身体不思議発見

応急救護

きます。
〝応急救護〟

開催場所：千葉大学亥鼻キャンバス

ー

空想医学

・
亥重量公園

県庁

．

太草晴

10:00-16:00
10:00-16:00

という企画では、レ

参加企画

サシアンやＡＥＤを
実際に用いてＢＬＳ
を学ぶことができま
す。また、
〝医療系有
名人講演会〟という
企画では医療者の方

（ゐのはな同窓会所有） をお招きして講演を
行って頂いており、
例年来場者の方々か

／

測定や骨密度測定だけでな

（戦後編）

げます。
う特徴を生かし、その企画

ャンパスにお越しください。 関わりを築ける大学祭を亥

れざるエピソード

内容も趣向を凝らしたもの

ャンパスにおいて行われま

13

となっております。

ています。

域の方々との関わり合いを

白澤

11

より一層大切にしていきた

千葉大学医学部案内等

ます。今年は東京ベイ・浦

り頂いた同窓会員には、記

安市川医療センターで救急

葉大学医学部概要2016版、

び６日（日）の二日間にわ

各ゐのはな会支部会報、千
立ち寄り下さい。お立ち寄

した。気軽に母校を訪れ、

ちしております。是非、お

催にあたって、様々な案が

ブ
（DVD版）
、白衣式DVD、

母校に帰る日として、
「ホ

ンライン同窓会報アーカイ
に休憩所を用意して、お待

い、という意味をこめてお

新同窓会館の同窓会ブース

ります。これまでの 年間、

会員休憩所：同窓会館会議室

部長として日々ＥＲの診療

展示：135周年記念誌、オ

に携わっておられます志賀

みませんか？

たり、本年度も亥鼻祭を開

ゐのはな同窓会館

催する運びとなりました。

授、日本医史学会理事）

亥鼻祭のイベントも楽しめ

亥鼻祭に来て、懐かしい緑

出され、昨年度行った評議

知先生＊、 弘前大学名誉教

員に対するアンケートでは、 る日として頂ければと考え

深いキャンパスを散策して
同窓会ブース：

医療系三学部による新しい

10am − 5pm

伝播とその漢訳者」
（松木明
（亥鼻祭初日）

議室を用意することとしま
11

ら好評を頂いており

ぬいぐるみ病院

受験相談

＼

千葉大学医 ・ 薬・看護学部大学祭

2016.11.5 （土）
11.6 （日）

鷹目行以女手』の日本への

2016年11月5日

www.inohana.jp

ームカミングデー」を同窓

完成記念講演「箴言『獅膽

会として開催することが懸

上映：新ゐのはな同窓会館
を亥鼻祭にご招待

開催に賛成の声が多く、開

ゐのはな同窓会員の皆様

案となっておりました。開

ゐのはな同窓会常任理事
57

念品を差し上げます。
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晴夫
（昭

）
・成田

和子 著

時

晴夫（昭 ）

同窓会員著書の紹介
伊藤

尿路结石︵尿路結石︶
伊藤
詰にして、食事摂取と

横手

幸太郎
（昭

）編

やさしい脂質異常症の管理
㈱医薬ジャーナル社 定価２８００円（税別）

同じ訳ではありません。過
去に心筋梗塞を経験したこ
とのある人や糖尿病にかか
っている人など、動脈硬化
の病気を特に起こしやすい
患者さんほど、より厳格に

氏より、日東書院から出版

社の海外版権本部の林敬淳

この度、辰巳出版株式会

った栄養士さんとの共著で

この時に栄養管理をして貰

ＮＨＫの「ためして合点」

果は私の予想通りでした。

質との関連をみました。結

ネシウムなどの結石関連物

シュウ酸、クエン酸、マグ

とによって動脈硬化を起こ

ステロールが少なくなるこ

れて書いたのが前述の本で、 くなり、善玉のＨＤＬコレ

を見た日東書院から依頼さ

します。心臓の血管に動脈

ＬＤＬコレステロールが多

表的には、悪玉と呼ばれる

脂の成分が増えすぎたり、

脂質異常症は、血液中に

はもとより、患者さんやそ

心掛けました。医療従事者

るだけわかりやすい解説を

者共通の目安として、でき

してもらえること」を執筆

題をもたらす病気です。代 「自分の両親や祖父母に理解

逆に減りすぎて、健康に問

のご家族にも、本書を通じ

脂質異常症を管理すること

していた「尿路結石症の治
した。

ていないように思います。

は、今になっても古くなっ

ーになっていました。内容

路結石関連本のベストセラ

国語での出版となりました。 と食事療法」は長い間、尿

幸い「尿路結石症の治療

事の乱れに起因し、欧米化

が、大部分は運動不足や食

きる脂質異常症もあります

まれつきの遺伝によって起

病気の原因となります。生

や狭心症など生命に関わる

硬化を生じると、心筋梗塞

なれば幸いです。

対応ができるための一助と

て頂き、必要な時に適切な

て脂質異常症の理解を深め

本書の作成にあたっては、

が求められます。

療と食事療法」という一般

以前、ＮＨＫの「ためし

尿路結石は頻度が高い疾患

と呼ばれる昨今の生活習慣

を行うこととなりました。

出来易くなる」という実験

やすことにより尿路結石が

肪過剰摂取が尿中尿酸を増

た仮説の実証を兼ねて、
「脂

資金の面で実施出来なかっ

参考にして貰えれば幸いで

が必要です。中国の方にも

たことのある方は特に注意

がって、尿路結石にかかっ

再発率が高いのです。した

てしまう、すなわち極めて

だし、動脈硬化に対する脂

明らかになっています。た

脈硬化を予防できることが

質異常症を是正すれば、動

身体に合った薬を使って脂

食事や運動を見直したり、

プの一員です。

日東書院は辰巳出版グルー

て合点」より特別企画用の

の変化が影響しています。

ＮＨＫが８人の男子を集め

質異常症の危険性は誰もが

（
「はじめに」より抜粋）

費用がでたので興味あるも

石に罹患すると再び罹患し

のを作るよう云われました。 です。しかも、一度尿路結

たいという申し出があり中

向けの著書を中国で出版し

間尿中のカルシウム、リン、

63

す。
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千葉県ゐのはな会
平成28年5月
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信州ゐのはな会
平成28年4月
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第 173 号

会員から

図書が所狭しと置かれてい

１６８２年以来収集された

会がある。元は外科病院も
論」に通じるものである。

たそうで、現在の「診断推

どをものの見事に言い当て

ロー孔の存在を記載した書

ローⅡが、１７８３年モン

れのアレキサンダー・モン

記録簿や、エジンバラ生ま

と旧大学（

ラテス」として賞賛してあ

であり、
「海洋医学のヒポク

ェームズ・リンドも卒業生

に案内を掲載中である。

開催予定の行事を
お知らせください
学会、研究集会、
ゐのはな会、クラス
会など種々の行事開
催予定とその内容に
ついて同窓会事務室
へお知らせください。
本会報に掲載致しま
す。なお、本会報の
発行月は 月、 月、
月です。

2016年6月作成

ジョセッフ・ベル教授が紹

含めた旧王立病院があった
なおさらにかなり南下する

到着する。中庭がある由緒

る。不勉強で知らなかった

旧医学部本館玄関ホールにある著名人のプレート

会
窓
同
な
は

11

および

アストラゼネカ オンコロジー

介されている（ベル麻痺の

チャールズ・ベルとは別人）
。 る。シンプソンが初めてク

所である。王立外科医ホー
と、リトルフランス地域に

ある建物であり、そこの受

ジョン・ヒュージ・ベネッ

その人「らしい生 活 」のなかで。

旧大学前の大通りをさら
患者を見ると職業や生地な

ルやその博物館がある。後

付で大学史の資料などが配

トなる内科教授は、１８４

がんの治 療を、

ことが示されている。
に数分南に歩くと、向かい

者は最近改修が終了したば

現医学部校舎ならびに王立

籍「 Observations on the
Structure and Functions of
」も閲
the Nervous System

ロロホルム麻酔を使用した

にエジンバラ王立外科医協

館だけあって、近代の蒸気
かりで、医学史関連の展示
病院がある。

欧州医学史巡り
│エジンバラ│

最近独立運動で話題とな
機関など科学技術の成果が
物に加え、臓器別の病理標

覧できる。大学で学んだ知

克生 （昭 ）

ったスコットランドの首都
展示されている一方、太古

識を再構築するのは医学史

杉田

エジンバラは、スコットラ

一方、エジンバラ中央駅

年は 月にギリシア医学史

から北へ５分ほどの所に王

巡りを計画中であり、ゐの

本が展示されている。日本

師の肖像画や胸像が多く置

では病理学教室に保管され

かれている。隣には会員が

のスコットランドの地質学

ている。個人では、コナン

的特性や先住のピクト人の

ドイルの恩師でシャーロッ

はな同窓会オンライン会報

ンドの政治だけではなく文

スコットランド王立博物

利用できる図書館があり、

化、教育の中心である。歴

館よりさらに西には、エジ

クホームズのモデルである

巡りの利点であり、会員の

ッジが英国では古い大学で
ンバラ大学のキャンパスが

先生方にもお薦めする。今

あるが、独自のカレッジ制
広がっている。その一角に、

立内科医協会がある。２階

度での教養重点主義を第一
旧医学部本館がある。玄関

ホールには功績のあった医

義としたため技術蔑視がみ
前ホールには、この医学部

ているのが常であるが、こ

られ、その結果近世の医学
で学んだ医学者のプレート

ちらでは一般にも公開され

教育ではフランスやドイツ
がはめ込まれている（写真）。

粘土板なども紹介されてい

に後れを取った。真の医学
有名人をあげると、ジョセ

る。

教育はロンドンやエジンバ

史的にはイングランドのオ

ラで行なわれ、アメリカか
フ・リスター、ジェイムズ・
ヤング・シンプソン、リチ
ス・アジソン、トーマス・

ャード・ブライト、トーマ

８３年創設された。エジン

ホジキンなどである。壊血

として１５
Tounis College

バラ中央駅を南に５分ほど

布されている。その裏には

５年白血病を疾患単位とし

病の予防に功績のあったジ

スコットランド王立博物館

5

を歩く
South Bridge Street
）に
Old College

があり、クローン羊のドリ

て明らかにした（

）
identify

ーにお目にかかれる。博物

1

9

エジンバラ大学自体は

らも多く留学した。

ックスフォードやケンブリ

54

の

A4 2/7 W187xH80

〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号 http://www.astrazeneca.co.jp/
アストラゼネカは新薬開発をリードする世界的な医薬品企業です。
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与力の話
石

町奉行所与力というと時

続
史 （昭 ）

日の御用納から

連日連夜自邸で酒宴を開い

め追放され、後に元和９年

重臣を勤めた。胤昭は昭和

である。代々千葉氏宗家の

ちと共に火刑に処せられた。 享年 歳。手賀沼を見降ろ

（１６２３） 月現在の港区

与力の原氏は、その先祖

平成 年（２００８）殉教

者を保護して「免囚保護の

の役職のうち序列は８番目

を臼井城（現佐倉市臼井）

者の一人としてカトリック

父」と称された。

で、丁度真中である。筆頭

城主原刑部少輔の嫡男 主 水

の福者に列せられた。

ある与力

９）から寛政（１７８９〜
が留守居与力で、末尾が御

としている。主水は徳川家

覧』によると、

１８０１）にかけての昔話
先手与力・御鉄砲与力の順

康に仕えていたが、キリス

た天明（１７８１〜１７８

を、息子の一之が安政４年
である。格下の与力に転役

のため貧窮し邸の調度、衣

太夫節をうなっていた。こ

られ鬼佐久間と称されたが、 を飲み、三絃をならして義

明治６年（１８７３）キリ

母親の実家原氏を継いだ。

を著した。和歌は典雅な歌

けると長興のもとを訪れて、 力（火付盗賊改の配下）に

した。弥太吉は奉行所を引

弥太吉の後見役として復帰

す」ともいい、御先手組与

と い う 。「 組 替 」 は 「 落 と

活動した。明治

のキリスト教々誨師として

服役者に対する日本で最初

吟味の方法など教えを乞う

力が最下位であるように書

の与力の中で、町奉行所与

転役することである。諸役

涯で約１３，
０００人の出獄

会復帰事業をはじめた。生

舎」を設けて、出獄者の社

９８）には自宅に「原寄宿

ト教の洗礼を受けていたた

三田三丁目で、他の信者た

原氏一族は千葉氏の支族

年（１９４２）２月没。

（１８５７）に筆記したもの
するので落とすというので

弘化２年（１８４５）南町

風で知られ、千蔭流の書は

たという。時代劇の清々し

いたものがあるが、
『宝暦便

慶応４年（１８６７）３

もん ど

で、揖斐高氏が『成蹊大学
あろう。
維新後最後まで生存した

物と言えば加藤千 蔭（１７
奉行を勤めた鳥居耀蔵の事

スト教の洗礼を受け、兵庫、

明治の歌人中島歌子、樋口

る。佐久間弥太吉の実弟で、

３５〜１８０８）である。

釧路の集治監（刑務所）で、

たねあき

これによると与力の三好

町奉行所与力が原 胤 昭 であ

いる。

代劇で馴染みはあるものの、 正月 日に初出仕するまで、 文学部紀要』に翻刻されて
具体的な人物となると余り
知られていないと思われる。 ていたという。
新助は勤務を嫌って朝夕酒

国学者・歌人・書家として
件に連座して御暇となった。 服、庭石、樹木をすべて売

一方長興は剛毅廉直で知

知られている。賀茂真淵に

ち かげ

国学を学び、『万葉集略解』 しかし嘉永５年（１８４５） り払い、終に組替になった

一葉も学んだという。千束

年（１８

にある一葉記念館に展示さ
いような場面である。

判所に勤務。司法権判事・

の出身である。

す高台にある原一族の墓所

に埋葬されている。

〒260‒0013 千葉市中央区中央４‒14‒10
TEL 043‒227‒0066 FAX 043‒222‒3040
Eメール sp@chibanippo.co.jp

与力のなかで最も有名な人

15

れている一葉の手紙は、筆
月町奉行所支配調役兼勤と

足柄裁判所長などを歴任。

『古翁雑和』
（東京国立博

自費出版相談室

者にとっては難解であった。
なり、大総督府への南町奉
行所の引渡しを指揮した。

千蔭の絵は漢画・大和絵風

明治元年（１８６８）５月

のものが知られている。
幕末の南の与力佐久間弥

鎮台府に召集され、市政裁

力の生活に関する記録を残

同６年征韓論がおこった際

おさひろ

史・制度・吟味の方法・与

太吉 長 敬 は、町奉行所の歴

している。『刑罪詳説』
『拷

に同志と共に辞職した。大
年（１９２３）１月東

して出仕した。長興は佐久

物館蔵）という記録がある。

歳。佐久間氏の先祖は安房

京の笹塚で没した。享年

正

問実記』
『吟味口伝』
『江戸町
年

奉行事蹟問答』などがこれ
なが おき

である。 長 敬 は天保

（１８３９）長興の長男とし
て出生。 歳で与力見習と
間彦太夫の甥で養子である。

南の与力中村次郎八が語っ

17

簡単な冊子から論文、 記念誌、 写真集の
作成をプロの編集者がお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。

25

10

聞社の機能を生かした出版製作のノウハウ
をご利用いただければ幸いです。

90

お問い合わせ
株式会社千葉日報社

20

千葉県の県民紙「千葉日報社」 では、 自
費出版のお手伝いをいたしております。 新

17 12

12

彦太夫は年番を勤め、江戸

千葉日報自費出版相談室

52

85

10

で評判の豪奢な生活を送っ

11

31
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つた。収入については、ほ

基づき以下の通り説明があ

幡野雅彦理事より資料に

⑸平成

以上のことが了承された。

のついたものを作成する。

ルのサイズを大きくし、色

周年の記念メダ

窓サポートプロジェクトと

吉原俊雄副会長より資料

親会は附属病院にし棟職員

ンポジウムに関してと、懇

が報告された。総会後のシ

トホールにて開催すること

属病院外来診療棟ガーネッ

た。

たい」との意見が述べられ

緒に開催することを検討し

行会を７月頃に同窓会と一

あり、千葉大学出身者の壮

った。

慮してほしいとの意見があ

いので、もう少し照明を考

間利用時は暗く足元が危な

・同窓会館の出入り口が夜

時より

コンファレンス

済陽高穂（会長）

出席者：
吉川広和（副会長）
吉原俊雄（副会長）

年度予算

幡野理事より資料に基づ
年度の予算につ

定であることが説明された。
⑻活性化委員会

役員体制等について、会則

き、平成

ては、会報・会誌郵送費を

決算報告
して卒後

ぼ予算どおりであるが、保

に基づき活性化ＷＧのメン

⑶平成 年度決算

険集金事務費雑収入が予算
いて以下の通り説明があり

バーによる会則の改定につ

年度 第１回常任理事会議事要旨抜粋

２．協議事項
を上回り、会報の広告掲載
承認された。収入について

いての意見交換の報告がな

平成

⑴名誉会員の推薦について
収入も予算額を上回った。

は、事業収入と会報の広告

された。今後の進め方につ

薦があり、名誉会長として
見舞い金、ちばＢＣＲＣ（学

改定の原案を執行部にて検

れた。

白澤浩理事より、資料に
支出については、総務費、

掲載収入の予算額を増額。

いて討議され、常任理事、

年４月 日

基づき説明された。名誉会
事業費とも予算内に収まっ

基金より、同窓会館関連施

理事、評議員という現在の

場 所：東京ステーション

日

員推薦に関する内規に則り

設の設立準備金として３０

時：平成

名誉会員として東京ゐのは
会館の植栽費等を支出。予

な会より唐澤祥人氏（昭 ）、 ており、建設資金から同窓

０万円を計上。支出につい

（木）

奥村康氏（昭 ）、大学より
備費からゐのはな同窓会賞

」にて開催予
Forest

鈴木信夫（副会長）

特別賞、関東東北豪雨被害

食堂「

秋葉哲生（会計監事）
宮崎勝氏（昭 ）３名の推
伊藤晴夫前会長の推薦があ

ちばＢＣＲＣ支援。同窓サ

生の基礎・臨床の研究発表） 増額。大学学事奨励として

年６月 日

た。

の交流等について報告され

度の各会議開催や各支部と

年度 ゐのはな同窓会総会議事要旨

（土）

属病院３階ガーネ

名に黙祷を捧げた。白澤

り開会となり、まず物故者

吉川広和副会長の辞によ

委任状：６１９名

出席者： 名

ットホール

場 所：千葉
 大学医学部附

日 時：平成


平成

田中 光（会計監事）
大井利夫（参与）
税所宏光（参与）
への共催等に支出。東医体

伊藤達雄
った。上記４名を候補者と

岡本和久
して総会に諮ることが承認

青木 謹

討し、総務会に提示するこ

岩倉弘毅

とが承認された。

事業部報告

同理事より、同窓会賞の

授与、同窓会報の発行、同

窓サポート・プロジェクト

等について報告された。

⑶平成 年度決算について

決算報告

幡野雅彦理事より、決算

内容について以下のとおり

ポート・プロジェクトとし

説明があった。収入につい

どおりであり、事業収入、

浩理事の司会により済陽高

められた。

穂会長の挨拶の後、同会長
月５日

白澤理事より資料により

亥鼻祭開催の初日

ホームカミングデイについ

て新メダル作成のため金型
代等を増額。
⑹ゐのはな同窓会賞選考結
白澤理事より、資料に基

ては、会費収入はほぼ予算

の準備金として積立金より

された。

果

会報広告収入が増額となっ

年通り執行されており、同

た。支出についてはほぼ例

ホールおよび会議室とする。 議 事

窓会館設立事業より外構、

づき功労賞の候補者につい （土）とし、場所は同窓会館

⑴名誉会員の推薦について

植栽費用等に支出。予備費

ての説明があった。推挙

済陽会長より、内規に基

結果、会計処理が適正であ

ホールにブースを設けて、

づき推挙された唐澤祥人氏

る旨、資料のとおり報告さ

された候補者について選考

ビデオ放映、諸先輩の活動

木：十川康弘氏（昭 ）、千

れた。

委員会にて検討した結果、

れた旨の報告があり、承認

卒）が候補者として推薦さ

、奥村康氏（昭
な会会誌の展示、来訪者へ （昭 ）

の紹介、会報・地区ゐのは
き事業計画について説明さ

功労賞に唐澤祥人氏（昭
れた。ゐのはな同窓会館二

白澤理事より資料に基づ

三枝一雄氏を推薦。評議員

された。

会長の推薦について説明が

誉会員について、また名誉

宮崎勝氏（昭 ）、３名の名

催等に支出。東医体の準備

賞、
「ちばＢＣＲＣ」への共

金、昨年度の同窓会賞特別
るとの説明があり、承認さ

を推薦。各候補者を総会、

同窓会会員名簿の作製２０

設立計画と名称を変更する。

ゐのはな同窓会館関連施設

・岡本和久理事より山本修

⑵年次活動について（報告

あり、承認された。

以上の報告があり、平成

金として積立金より支出。

れた。
理事会（総会と併催）に推

事項）

⑺総会議題等について
薦する旨提案され、承認さ

一附属病院長からの提案と

づき、平成

年度ゐのはな

庶務部報告

白澤理事より、平成

た。

年度の決算報告が承認され

27

その他

鈴木信夫副会長より、次

して「国際医療福祉大学の
教授陣がほぼ決定の予定で

27

（10）

1）

秋葉理事より、資料に基

回のゐのはな同窓会報は４

年６

はな会の担当で平成

日に千葉大学医学部附

年

１８年版（３年毎に作製）
。 同窓会総会は、千葉県ゐの
月

28

28
会則の変更を検討する。同

監査報告

2）

月

され、平成 年５月 日発

があった。

同窓会員組織の充実として

（昭 ）、小野亮平氏（平 ） 期工事としていたものを、

）、 より関東東北豪雨の見舞い

⑷平成 年度事業計画

（敬称略） 川：三科孝夫氏（昭 ）、栃

会計監査

が議長に選出され議事が進

支出。以上が説明され、平

白澤理事より役員交代に

された。

宍倉正胤
ついて資料に基づき説明さ

⑵役員選出について

鈴木 守

秋葉哲生監事より監査の

小野田昌一 黒木春郎
﨑尾秀彰
中村眞人
れた。理事については、信

て説明があった。開催日は

⑼ホームカミングデイ

白澤 浩

州：宮坂斉氏（昭 ）、神奈

年度の決算報告が承認

角田隆文
三科孝夫

忍頂寺紀彰 幡野雅彦

成

花輪孝雄



11

については、近藤洋一郎氏

43

済陽高穂会長の挨拶の後、 葉：中村眞人氏（昭 ）を
候補者として推薦。参与に

27

11

27

28

の記念品等の検討をしてい

は大濱博利氏の後任として

2）

1）

28

50

同会長が座長となり議事が
進められた。
議題
１．報告事項

28

1）
27

れた。新理事候補の三科孝

28

夫氏、中村眞人氏より挨拶

33

44

42

54 55 46

90

50

28
28

14

10

は

95

43

18

日に編集委員会が開催

⑴広報編集関係

43

50 44

28

28

な

28

2）

19

行予定であることが報告さ

11

議 事 要 旨 （32）
報
会
窓
の

同
ゐ
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同

窓

査報告があり決算案が承認

秋葉哲生会計監事より、監

金を計上すること等が説明

積立金として東医体の準備

の金型代費用等のため増額。 室や来訪者への記念品等の

28

鈴木信夫副会長の辞によ

り、閉会となった。

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

予算額（円）
12,800,000
18,420,000
1,400,000
3,765,659
100,000
200,000

支出の部

36,685,659

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

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

決算額（円）
19,408,000
6,324,169
9,943
880,000
3,847,676
9,482
7,265,512
37,744,782

対予算額（円）
-592,000
824,169
-10,057
380,000
-6,152,324
-10,518

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
24,020,000
1,400,000
3,785,512
1,300,000

決算額（円）
10,732,150
17,268,037
1,163,400
535,536
1,100,000
6,945,659
37,744,782

対予算額（円）
−2,067,850
−6,751,963
-236,600
−3,249,976
−200,000
6,945,659
−5,560,730

43,305,512

−5,560,730

註1〜5：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
同窓会基金より同窓会館関連施設建設準備金に充当
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
・国際交流支援
・ちばＢＣＲＣ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
同窓会館建設費等
その他
東医体準備金

28年度予算
6,000,000
3,000,000

27年度予算
5,500,000
10,000,000

3,200,000
7,000,000
2,600,000
5,350,000
550,000
200,000
400,000
800,000
600,000
100,000
150,000
100,000
200,000
3,400,000
1,700,000
1,200,000
3,000,000
670,000
200,000

3,200,000
7,000,000
2,600,000
5,200,000
550,000
200,000
400,000
800,000
600,000
100,000
100,000
200,000
3,400,000
600,000
1,200,000
10,000,000
670,000
1,200,000

いた。歓談の時を過ごし、

収入の部

閉会となった。

予算額（円）
20,000,000
6,000,000
20,000
700,000
3,000,000
20,000
29,740,000
6,945,659
36,685,659

者、名誉会員、地区ゐのは

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

な会会長等からご挨拶を頂

平成27年度決算報告

説明があった。

された。

され、平成 年度予算が承

28

認された。

ゐのはな同窓会賞伝達式

功労賞受賞者唐澤祥人氏

（昭 ）について、済陽会長

⑷平成 年度事業計画につ

いて

吉原俊雄副会長より、会

則に則り新役員について説

⑹役員の選出について

明があった。

白澤理事より、①会報発

の支援、③各地域ゐのはな

より同氏の略歴、受章歴等

43

行、②各地区ゐのはな会へ

会と本部間の交流、④研究・

12

が紹介された。

日本化学療法学会「志賀潔・

会則第 条に則り、宮坂

斉氏、三科孝夫氏、十川康

①理事

弘氏、中村眞人氏の理事選

教育助成、⑤ＩＴ広報関連

二期工事の計画をゐのはな

秦佐八郎記念賞」受賞の報

事業、⑥ゐのはな同窓会館

同窓会館関連施設設立計画

出が承認された。

受賞者上原すゞ子氏が挨

告並びに挨拶

と名称変更して継続、⑦同

会則第 条に則り、総会

を理事会併催としたうえで、 拶された。

②常任理事

宮坂斉氏、三科孝夫氏、十

27

第 173 号

窓会会員名簿（２０１８年

組織の充実等（会則の変更

支出の部

報
版）の作製、⑧同窓会員の

を検討）、⑨同窓サポート・

「押し寄せる高齢化、ジェ

シンポジウム

まえて〜」

川康弘氏、中村眞人氏の常

座長：横手幸太郎氏、中村

が承認された。

任理事選出が承認された。

理事により、山本修一氏（千

59

平成28年度予算
収入の部

会

プロジェクト、⑩第 回東

現在の役員体制等につい

葉大学医学部附属病院長）
、

医体支援について説明があ

て会則の改定を活性化委員

志賀隆氏（東京ベイ・浦安

ネラリスト活用で突破口を

会、活性化ＷＧのメンバー

市川医療センター救急部長）
、

見出す〜新専門医制度も踏

幡野理事より、各予算項

にて検討し常任理事会にお

石川広己氏（日本医師会常

会則 条に則り、評議員

目について以下のとおり説

いても会則の改定を進める

任理事）３氏によるシンポ

15

③評議員

明があった。収入について

ことが承認されており、今

ジウムが行われ、松本晴樹

28

な
った。以上の事業計画につ

は、ほぼ前年と同じである

後、執行部にて役員体制等

いて承認された。

が、会報関連の広告収入を

についての会則改定を進め

⑸平成 年度予算案につい

増額し、同窓会基金より同

て

窓会館の関連施設設立準備

発言された。

懇親会

氏（厚生労働省）等が指定

白澤理事よりホームカミ

⑺その他

ングデイについて、開催は

金として３００万円を計上。 ていくことが承認された。

金より「ちばＢＣＲＣ」へ

支出については、教育助成

の支援。同窓サポート・プ

11

中村理事の司会により開

会された。済陽会長の挨拶

亥鼻祭開催の初日 月５日

に続き、乾杯ご発声、叙勲

ロジェクトより卒業 周年

ルおよび会議室とし、休憩

記念として記念メダルを大 （土）、場所は同窓会館ホー

きなサイズで作製するため

50

ゐ
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ゐ

の

は

な

同

窓

会

オンライン会報 （34）

報

オンライン会報案内
http://www.inohana.jp/online/index.html
オンライン会報は、インターネットを介して、動画形式で世界へ情報発信することを旨とし、千葉大学ゐのはな同窓会の
活動をお知らせしております。毎年開催される総会の模様のみならず、各地区ゐのはな同窓会の紹介もしております。紹介
希望の場合、ゐのはな同窓会本部へお問い合わせください。一方、ゐのはな同窓会の活動内容の一端として、会長職の任務
内容について、ゐのはな同窓会前会長伊藤晴夫先生へのインタビュー番組で紹介しておりますのでご覧ください。なお、国

際交流欄では、海外旅行プランも紹介しております。

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。
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オンライン会報用
QRコード®ができました

オンライン会報への
アクセスにご利用ください。

■同窓会 ＊各地区ゐのはな会を掲載日付順に紹介
多摩ゐのはな会

栃木県ゐのはな会

平成27年度総会

平成27年度総会

平成27年10月24日
（土）

平成27年1月25日（日）
午後3〜

於

ホテルニューイタヤ

国分寺駅ビル

サロン飛鳥

［2015.12.24掲載］

［2015.5.20掲載］

＊Mac/スマホ対応＊

＊Mac/スマホ対応＊

千葉県ゐのはな会

ゐのはな同窓会埼玉県支部

平成25年度総会

平成24年度総会

平成25年6月29日
（土）

平成24年8月26日
（日）
午後3時〜

午後3時30分〜
於

三井ガーデンホテル千葉

於

パレスホテル大宮

［2012.10.22掲載］

［2013.8.7掲載］

信州ゐのはな会
平成24年度総会・懇親会
平成24年6月23日
（土）
▼

・総会午後3時〜
映像を見る

▼

・懇親会午後6時30分〜
映像を見る

於ホテルナガノアベニュー
［2012.9.27掲載］

中京ゐのはな会の紹介と会員の
方々との懇談会
［2012.1.10掲載］

（35） オンライン会報

ゐ

の

は
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同

窓

会

報
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沖縄ゐのはな同窓会

東京ゐのはな会

［2011.4.27掲載］

平成22年度総会
平成22年6月5日（土）
総会・講演会：午後4時30分〜
於

銀座アスターお茶の水賓館
新お茶の水ビル21階

［2010.8.6掲載］

江戸川ゐのはな会

習志野ゐのはな会

平成22年度総会

平成21年度総会

平成22年5月15日
（土）

平成21年11月12日（木）

総会・講演会：午後6時〜

総会・懇親会：午後7時〜

懇親会：午後8時〜

於

於

ロイヤルパークホテル

習志野第一病院／
キャラバンサライ

［2010.2.2掲載］

4F琥珀の間
［2010.7.27掲載］

群馬ゐのはな会

平成27年新春インタビュー

平成21年度総会

医学部創立135周年記念事業を終

平成21年9月26日
（土）

えて

総会・懇親会：午後5時30分〜8時

千葉大学医学部創立135周年

於

記念事業会

高崎ワシントンホテル

［2009.12.25掲載］

ゐのはな同窓会
会長
クリックすると
下記画面がご覧
になれます。

■国際交流

伊藤

晴夫

＊会長の業務
［2015.1.5掲載］
＊Mac/スマホ対応＊

ゐのはな同窓会における会長の業務事項
（平成26年度における例）
1 ．卒業証書伝達式出席、祝辞（3月）。
2 ．謝恩会出席、祝辞、学生・同窓会役員・教授の写真パネル贈呈
（3月）。
3 ．白衣式出席、挨拶、および白衣着服儀式参列、等（1月）。
4 ．解剖慰霊祭出席、挨拶、等（秋期ないし冬期）
5 ．総会・常任理事会・総務会等会議の召集・当日の司会、および
議事録確認。
6 ．各地区ゐのはな会総会に招待された場合、出席、挨拶、等。
7 ．記念事業・新同窓会館関連作業、寄付金依頼訪問作業、新同窓

NEW

▼

▼

ギリシャ医学史の旅ご案内
募集案内を見る

日程表を見る

［2016.7.28掲載］

注）オンライン会報画面上で
の標記は申込締切日が8月
31日と記載されておりま
すが、9月15日㈭締切とな
りました。

会館建物委員会出席（毎月）、等。
8 ．ゐのはな同窓会報編集委員会、出席（年3回）。
9 ．ゐのはな同窓会報、各種記事原稿作成。
10．同窓会会計簿・通帳類、責任者。
11．その他の各種規定ないし臨時の事業への統括。
12．同窓会事務局の運営統括（事務局職員人事、事務局提出会長名
文書等の点検・指示）。
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ゐ

な

同

─学問の系譜─

高橋和久

例
腹腔鏡下修復術を施行した遅発型ポートサイトヘルニアの1例
石多猛志

大石英人

飯野高之

毛利俊彦

石井雅之

山根貴夫

平井栄一

岡野美々

中島

豪

倉持英和

林

和彦

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術における内鼠径ヘルニアの術後漿液腫発生予防の

豊徳（ 昭和医専・昭 ）

辰己（ 日本大歯・昭 ）

三浦

藤田

光彦（昭 ）

昌宏（昭 ）

清水順三郎（昭

工夫をした1例
玉木雅子

大石英人

金島研大

李

塩澤邦久

藤田竜一

飯田

慶徳
衛

多田祐輔
村田

順

海外だより
米国留学記：ニュージャージーからニューヨークへ
学

門平忠之

会
第1322回千葉医学会例会・整形外科例会

腰椎椎間板ヘルニアに対する神経根ブロック施行時にステロイド剤は必要か
萩原義信

雄賀多

聡

中馬

敦

斉藤

忍

仲澤徹郎

編集後記

国司俊一
龍岡穂積

CHIBA MEDICAL JOURNAL Open Access Paper
Original Paper

34 34 34

）

昇（昭 ）

春樹（昭 ）

広岡

利隆（昭 ）

近藤

小川

和男
（ 日本大松歯・昭 ）

白幡真知子（昭 ）

篠原

第1326回千葉医学会例会・第33回神経内科教室例会
OAP要旨

Do we really need steroids in nerve root block for lumbar disc herniation?
−A randomized control study

35 34

57

2016年6月

千葉大学整形外科学教室
症

25 25 25

56 52 51 47 43 42 39 39 37

編 集 後 記 （36）

報

最終講義

小沢

海宝

）

正大
（ 日本大・昭 ）

）

東京医大専・昭

近藤

治男
（ 日本大・昭 ）

和穗（専

堀部

博章（昭 ）

幸万（昭 ）

満野

潜（昭 ）

懐良（昭 ）

吉濱 博太
（

内藤

井上

谷

吉庸（昭 ）

30

会

5-FUに起因する高アンモニア血症から意識障害を来した再発大腸癌の1例

秀明（昭 ）

林

文彦（昭 ）

30 29 28 27 26

窓

千葉医学雑誌92巻3号

18

鯵坂

高部

剛（昭 ）

好正（昭 ）

佐藤

康三（昭 ）

正躬
（ 東京大・昭 ）

公（昭 ）

真（昭 ）

稔（昭 ）

33

高橋

宮内

明石

入來

東

藤田

小高

武昭
（ 群馬大・昭 ）

恒男（昭 ）

上山滋太郎（昭 ）

水野

紅露

33 33 32 32 32

は

お く や み

二郎（専 ）

21 19 19

22

34

鈴木 董三
（ 昭和医専・昭 ）

池

亨（昭 ）

三須 正夫（専 ）

松下

渉（昭 ）

勇（専 ）

片海 宣光
（ 日本医大・昭 ）

実川

植村

平澤 正夫（昭 ）

山田 寿雄（昭 ）

松原 義雄（専 ）

旦（専 ）

大髙 伸浩（専 ）

榊原

昭（専 ）

佐藤文比古（専 ）

渡辺

25 25 25 25 24 24 24 23 23

の

Yoshinobu Hagihara, Satoshi Ogata, Atsushi Chuma, Shinobu Saitoh
Tetsurou Nakazawa and Toshikazu Kunishi

5

年ぶりに編集後記を担当しました。

年前の後記を見るとちょうど東日本大

年経った今

5

震災の年であり、漸く少し落ち着きを取

り戻した様な状況でした。

もなお原発事故はその収束へ向け努力が

続けられており考えさせられます。今年

は熊本大地震が発生し、私の編集後記と

大地震との間に良からぬ連環があるので

はないかと妙な気分になります。一方で

リオ五輪の年であり、日本選手の大活躍

に日本中が感動しました。一瞬、一試合

にそれまでのすべての努力を集中させ力

秒以内の逆転劇

を出し切る姿に共感し感動します。女子

レスリングではラスト

による金メダルが続く中、霊長類最強と

千葉医学雑誌92巻4号

2016年8月

最終講義

頭蓋顔面骨外科に挑んだ30年

─顔面形態異常に心を病む小児から成人まで─
佐藤兼重

症

例
腹腔鏡補助下手術にて根治が得られた魚骨穿通による直腸S状部膀胱瘻の1例
菅本祐司

丸山哲郎
田崎健太郎
大森一彦

花井

禎

清水勇樹

木村正幸

福長

豊住武司

武藤靖英

川島弘之

前岡瑛里

藤本

窪田吉紘

江口正信

松原久裕

肇

徹

腹腔鏡下手術の手縫い吻合部に局所再発をきたしたS状結腸癌の1例
佐藤嘉治

編
集
後
記

謳われた吉田沙保里選手が４連覇を逃し

銀メダルとなり泣き続けるなど様々なド

ラマが展開されました。その背後には血

の滲むような努力が続けられているわけ

で、その努力を継続させるには明確な目

標設定が重要であることが痛感させられ

ます。来年度から専門医機構による新専

門医制度が開始される予定でしたが混乱

を生じ、延期が決定されました。学生、

若手医師が頑張って修練するには、ただ

頑張れと鼓舞したり、より優れたカリキ

ュラム、プログラムということだけでは

なく、努力するための明確な目標を各自

が持つということが極めて重要であるこ

とが再確認されます。

本号でも多くの先生が他大学の教授に

就任され、その挨拶から本学の活躍が日

本の医学、医療へ大きな貢献をしている

ことが良く判ります。山浦先生をはじめ

多くの先生が叙勲され、広い分野でのご

活躍が国からも認識されたということだ

と思います。横須賀先生の最終講義、宮

崎先生、佐伯先生の病院長就任挨拶と今

年退任された教授の先生方の記事に触れ、

一緒に働かせていただいた時間が懐かし

く感じられる一方、日本、世界の医学、

医療を牽引していくこのゐのはなの伝統

）

を今後に伝えていく重責を五輪の余韻に

久裕（昭

浸りながら新たに感じさせられました。

松原
59

30

5

第92回千葉医学会学術大会

小笠原

猛

志田

崇

野村

悟

小松悌介

高橋

誠

書評＋
ハリソン内科学とセシル内科学を読んでみたら

関根郁夫

海外だより
フロリダ大学留学記
学

松木圭介

会
第1324回千葉医学会例会・第15回呼吸器内科例会（第29回呼吸器内科同門会）
第1333回千葉医学会例会・第33回千葉精神科集談会

OAP要旨
ラット股関節nerve growth factor投与モデルにおける炎症性サイトカイン
及び疼痛行動評価
大前隆則

中村順一

大鳥精司

折田純久

鈴木崇根

鈴木

都

宮本周一

萩原茂生

中嶋隆行

高澤

誠

重村知徳

輪湖

靖

三浦道明

瓦井裕也

菅野真彦

縄田健斗

高橋和久

編集後記

織田成人

CHIBA MEDICAL JOURNAL Open Access Paper
Original Paper
Gait and inﬂammatory response in a rat model of hip pain induced by
intra-articular injection of nerve growth factor
Takanori Omae, Junichi Nakamura, Seiji Ohtori, Sumihisa Orita, Takane Suzuki
Miyako Suzuki, Shuichi Miyamoto, Shigeo Hagiwara, Takayuki Nakajima
Makoto Takazawa, Tomonori Shigemura, Yasushi Wako
Michiaki Miura, Yuya Kawarai, Masahiko Sugano
Kento Nawata and Kazuhisa Takahashi

