平成

年度

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

を祈り黙祷を捧げた。済陽

て、物故者１２９名の冥福

述べられた。会議に先立っ

済陽高穂会長が開会の辞を

白澤浩理事の司会により

の詳細は 面に掲載）
。

員名簿は

要旨は 面に、役員・評議

大幅な変更がなされた
（議事

があり、同窓会組織改変等、

ゐのはな同窓会会則の改定

書館ライブラリーホールにおいて開催された。

６月 日
︵土︶
午後３時より、千葉大学附属図

29

会長の挨拶に続いて、各議
事について吉原俊雄副

会長、 白澤理事、 幡野

面に、会則改定

総会に引き続き、平成
年度ゐのはな同窓会賞表彰
式、さらに守屋秀繁氏によ

会長挨拶

の里の横綱決定の審議委員

のご協力をお願いするとと

な努力が必要です。皆様方

る特別講演が行われた
（特別

講演の内容は 面に掲載）
。 長としての苦労話など、伺

もに、私も微力ではありま

母校の発展に尽くす所存で

すが、同窓会活動を通じ、

昨年の挨拶でも述べまし

医療人としての資質を問わ

年度）

師の本分がおざなりにされ、 くお願い致します。

おります。今後ともよろし

えるのではないかと期待し

ほ

たが、このところ医道や医

ております。

たか

回（

られております。なぜなら

よう

第

学生の時代から医師となる

わた

れるような事象をみて憂慮
３年前に伊藤晴夫会長のご

心構え、医療人としての誇

）

尽力と皆さん方のご協力に

りと自覚を促す努力が不足

（昭

より、新ゐのはな同窓会館

していたのではないか、あ

穂

が落成をみたことは、同窓

るいは臨床の現場などで、

域の発展への尽力と、日

「本邦における整形外科領

高

会活動の一端が示された素

患者さんに対し誠意をもっ

陽

晴しい出来事でした。その

て期待に応え、医療チーム

済

後任の役割として『為すべ

ゐのはな同窓会長

き命題』がいまだ模索中で

ゐのはな同窓会賞

みなさんこんにちは。一

内信頼の構築に向けてもっ

秀繁

（千葉大学名誉教授、
昭 ）

守屋

受賞者決定

昨年から会長を仰せつかっ

あり、申し訳なく思ってお

功労賞

ております、昭和 年卒の

ります。

はなかったかと感じており

）

）

就任挨拶

人事異動

クラス会

地区ゐのはな会報

研修プログラム

研修医だより

鼎談

学内情報

課外活動団体だより

会員から

雑文雑談

著書紹介

議事要旨

オンライン会報

編集後記

～

～

本相撲協会における功績」

紙 面 紹 介

失いかけた名声と信頼が

さて、ご活躍の同窓の先
ゐのはな会の協力も得て盛 『功労賞』は永らく横綱審議

再び戻り、千葉大学医学部

します。今年の総会は大学

年

会長挨拶

総会開催

委員を務められた昭和

が医療の根幹である医師養

叙勲感想

ます。
大なプログラムが予定され

卒業の守屋秀繁名誉教授に

成機関のリーダーの役割を

生方の中で、今年の同窓会

ています。またこれまでの

決まりました。本日の特別

誠（昭

瑞宝小綬章

浅野

旭日双光章

伯野 中彦
（昭

瑞宝双光章

堀江 達雄
（昭

特別講演

学園祭やクラス会を含め同

）

叙

）

勲

各地ゐのはな会

年 秋の叙勲

祝

担っていくには更なる多大

平成

勝

旭日双光章
和田

（日本大歯・昭
平成 年 春の叙勲
福田 康一郎
（昭

瑞宝中綬章

）

講演で、そのご経験、稀勢

の担当で、懇親会は千葉県

と指導や激励を行うべきで

済陽です。よろしくお願い

し、我々も大いに反省させ

２０１７

2

窓会関連行事が年ごとに盛
会になりつつあり、大変う
れしく感じています。
ゐのはな同窓会は歴史的
に、長澤仁一先生、渡辺武
先生、伊藤晴夫先生などの
歴代会長が皆さんと共に
営々努力を傾けて来られた、
非常に歴史と伝統のある会
であり、その活動発展に向
けては小生微力ながらも大

42

～

～

～

～

～

～

～

～

1

雅彦理事から説明があ

り、 審議承認された。

22

29
10 29

29

いに責任を感じております。

3
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第 176 号
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ゐのはな同窓会総会
特別講 演

﹁横綱審議委員
（横審）
を終わって﹂

）

た。昨年 月場所後のコメ

いましたが、１９５０年１

を称号することを許可して
され、朝青龍に対する引退

臨時横綱審議委員会が開催

しまい記者の質問に上手く

蔵川さん、元横綱三重ノ海） スコミ対応は多少上がって

勧告書を作成し、理事長
（武

答えられませんでしたが、

上がりました。１回目のマ

メ押しや猫だましも話題に

ればなりません。白鵬のダ

を横綱に推薦し横綱審議委

今年１月場所後に稀勢の里

薦しました。稀勢の里は３

のでないかと思い横綱に推

たし、国民的希望もあった

大変幸運だと思っています。 が、昨年は年間最多勝でし

に立ち会わせて頂いており、 などと言ってしまいました

神宮での就任式
（手数入り） 勝しても横綱に推薦しない」

ントとして「１月場所で優

月場所の３日目までに東富
に引退勧告書を出そうとし

月場所 日目に日馬富士と

私は現在の４横綱の明治

史、船村徹さんなどです。

士、照国、羽黒山の３人が
た時に、一瞬早く朝青龍が

員を 年の任期満了で終了

残されて記者会見をしなけ

相次いで休場し、横綱を粗

しました。稀勢の里には感

布で不祥事を起こした時に

製乱造しているとの非難を

引退宣言をしたので、結局、 ２回目からはだいぶ慣れて

証書を発行して、以後横綱

浴びて吉田司家に代わるも
のとしてできたのが横綱審

出さないとうことで終わり

引退勧告書はマスコミには

引退勧告書は出さず、この

に本音でお話が出来ます。

員は無報酬で、日当も無く、

になりました。横綱審議委

スムーズに対応出来るよう

今年の１月場所の始まる前

交通費も出ませんので、逆 （鳴門親方）の弟子でした。

謝しています。

っています。

います。今後の大活躍を祈

目までよく頑張った、と思

ましたが、５月場所は

の対戦で怪我をしてしまい

（昭

議委員会です。初代委員長

ました。更に日本相撲協会

までは、あんなに大活躍す

繁
には１９５０年４月に権威

全般に関する提言をするこ

るとは思っていませんでし

秀

付けもあり元伯爵・貴族院

印象に残っている委員は

屋
委員会場所総見」がありま
議員酒井忠正氏が就任しま

山田洋次監督、内館牧子女

日

す。横綱審議委員会の後に

とが出来ると教えられてい

代委員長）
だけで私が２人目

授だった上田英雄先生
（第５

のは東京大学医学部内科教

今まで医者で横審になった

を頂き委員になれました。

無報酬ですが…」との推薦

に「横審になりませんか？

いうことで来院され治療中

葉大学医学部教授であると

者、澤村田之助様が私が千

横審で人間国宝の歌舞伎役

私が横審になれた理由は

言してもらうか決めて横審

はこの話題はどの委員に発

したいか話し合い、それで

今日はどういうことを議論

の 分前に控室に集合し、

長になってからは、委員会

かったのですが、私が委員

終わってしまったことが多

言がなく、シャンシャンで

長、委員長の後に、誰も発

委員だった頃の横審は理事

こともあります。私が平の

ご意見を頂きたい、という

他に相撲界全体について、

のは楽しい時間です。その

年５月玉乃島、１９６９年

５４年５月栃錦、１９６８

されますが、過去には１９

れると多くはそのまま承認

の内規があります。推薦さ

を上げると推薦されるなど

あるいはそれに準ずる成績

こと、２場所続けて優勝、

は品格、力量が抜群である

な判断を求めます。現在で

なら、横審に上げ、最終的

とそれを理事会に上げ、可

協議し、推薦すると決める

審判部が推薦するかどうか

を推薦すること、正しくは

横審の最大の役割は横綱

療をした時には横審でその

め、モンゴルで泥を塗る治

ので、朝青龍が肘と腰を痛

稀勢の里は元横綱隆の里

は席を変えて懇親会があり

ます。私は整形外科医です

です。

に臨むようにしました。そ

す。

仕事としては年６場所後

の後は色々な委員がいろい

いて色々と教えていただく

の月曜日の夕方に両国国技

ろな発言をするようになり、 ９月貴乃花の４力士が横審

いた大分の吉田司家が「免

そもそも横綱を任命して

に引退勧告することも出来

なっています。横審は横綱

たが、全員その後に横綱に

委員長は定例の横審の後

ゐのはな同窓会賞受賞候補者募集要項

館２階の会議室での横綱審

月北の富士、１９９４年

議委員会
（必要があれば臨時

綱審議委員会稽古総見」、東

許」という一般的には免許

に協会の広報部長と２人で

で横綱昇進を見送られまし

京場所中に１日だけマス席

ます。かつて朝青龍が西麻

東京場所 日ぐらい前の「横

横審が活性化しました。

10

13

の委員会も開催されます）
と

14

解説をさせられました。
第二三回
（二〇一八年度）
ゐのはな同窓会賞の受賞候補者を左記により募
一昨年１月の横審で内山
集いたします。
一、受賞対象者
前委員長が「横審委員は全
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
員お忙しい方ばかりです。
貢献をした個人またはグループ。
その中で一番暇そうなのは
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
守屋さんなので守屋さんに
び千葉大学ゐのはな同窓会に多大の貢献をした者。
後任の委員長をお願いした
二
、
表
彰
い」との発言があり、当時
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
の北の湖理事長から「委員
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。
長を選出する権限は横綱審
三、応募方法
議委員会にありますので私
所定の申請用紙により、二〇一七年十二月一日から二〇一八年一月
の方からは何も言えません
三十一日までに申請して下さい。
が守屋さんで良いんですか」
四、受賞者の決定
と言われましたが、その通
選考委員、常任理事会の議を経て、会長が行います。
り決まりました。委員長就
審査結果は二〇一八年五月中頃までに各申請者に通知すると共に、
任は、日本相撲協会に対す
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
る最後のご恩返しだと思っ
千葉大学医学部内、ゐのはな同窓会事務室
て引き受けました。
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。

守

千葉大学名誉教授

11

した。私は第 代委員長で

10

ます。その時に相撲界につ

42

皆伝と言われているような

30

に御招待される「横綱審議

10

11

特 別 講 演 （2）
報
会
窓
同
な
の

は
ゐ
第 176 号

白

医学薬学府長就任挨拶
分子ウイルス学

澤

浩
（昭 ）
ダブルディグリー制度化
（後

度の充実、海外協定校との

ンの実施、大学院秋入学制

ショナル養成基盤推進プラ

ログラム、がんプロフェッ

が暮れると当時崎山樹先生

来、病棟業務をこなし、日

ています。日中は手術、外

臨床と研究をスタートさせ

興味のあった悪性脳腫瘍の

脳腫瘍の基礎研究を行い、

もに、それと並行する形で

を担当させていただくとと

に脳腫瘍の手術や化学療法

大学脳神経外科に戻り、主

しくお願い申し上げます。

ご指導、ご鞭撻のほどよろ

たいと思います。今後とも、

療・研究に取り組んで行き

ご指導をいただきながら診

て、他領域の専門家からの

法・治療法の開発を目指し

伝子生化学教室、放射線医

ことができました。また１

感受性との関連を報告する

悪性脳腫瘍に対する腫瘍融

線治療の作用メカニズム、

瘍の超早期診断法、重粒子

准教授

馬場

眼科学

講師

（眼科講師より）

誠人

（消化器内科講師より）

新井

腫瘍内科

（東京医歯大・平

隆之

人 事 異 動

また大学院生の指導を行っ

グローバル人材育成を高度

き、臨床の場で抱いた疑問

学総合研究所
（放医研）
の重

ています。基礎研究は、遺

なレベルで推進しておりま

点を題材に研究を進める毎

粒子医科学センター病院、

究局にお邪魔させていただ

医学薬学府は、複数の文
す。

日でした。化学療法部の藤

９９３年からは病理部長だ

解ウイルス療法などを行っ

員 名）
を擁し、理化学研究

った田川雅敏先生のご指導

腎臓内科学

所・かずさＤＮＡ研究所・

てまいりました。現在も、

ました。２０１１年には、
放射線医学総合研究所・千

遺伝子導入と抗ウイルス剤

のもと、現浜松医科大学脳

薬学部の移転が完了し、亥
葉県がんセンター・国立環

安初代教授が主宰されてい

による自殺遺伝子療法、イ

相澤 昌史

鼻キャンパスは、医学部・

境研究所・医薬品医療機器

た千葉大学医学部脳神経外

ンターロイキン ２
-（ Ｉ Ｌ - ３代目佐伯直勝教授と引き
-、ＩＬ -など 継がれ、この間、一貫して

千葉大学生命情報科学の田

薬学部・看護学部・真菌医

総合機構（ＰＭＤＡ）の連携

科学教室に入局しました。

２）
やＩＬ

神経外科教授の難波宏樹先

学研究センター・医学部附

講座から優れた教授陣を迎

大学での研修の後、関連病

ましたことを、この場を借

Ｉによる評価システムを確

ラット脳腫瘍モデルとＭＲ

イトカインの局所送達によ

ＣＧ リ-ポソームを用いたサ
りまして心より御礼申し上

って抗腫瘍免疫を有効に発

千葉大オリジナルの診断

私もこの素晴らしい伝統を

他大学教授

国際医療福祉大学

浦野 友彦
（平

老年病学

産婦人科学

深見

）

）

悟郎（平 ）

千葉県精神科医療センター

村田 泰章
（平

整形外科

田中 宏一（平 ）
当教室は１９７１年の開
設以来、２代目山浦晶教授、 帝京大学ちば総合医療センター

る
動させる免疫学的治療の臨
Herpes
Simplex
Virus
（ HSVtk
） 床開発を目指しています。
thymidine kinase

立し、薬剤感受性因子であ
げます。
私は１９８３年に千葉大
学医学部を卒業し、牧野博

）

期３年博士課程）
等により、 が局長を務めておられた研
現在、大学院医学薬学府
部科学省支援プロジェクト

今後も、ゐのはな同窓会

放医研分子イメージングセ

した。

の収容定員は医学部に匹敵
にも採択されており、博士

本修一先生のもとでアポト

ます。

する規模となっており、修

会員の医学薬学府への御支

援をいただきながら、脳腫

課程教育リーディングプロ

リーで検出する基礎研究に

瘍のプロテオミクス解析、

士課程
（医科学専攻と総合薬
げます。

取り組み、膠芽腫における

血清自己抗体を用いた脳腫

ンターなど諸先生方のご支

医学薬学専攻：収容定員４

教 授 就 任 挨 拶
千葉大学大学院医学研究院
脳神経外科学 教授

ｐ 遺伝子変異と抗がん剤

ーシスをフローサイトメト

り千葉大学大学院医学薬学
３２名﹇先端生命科学コー

援・御指導をお願い申しあ

府長を拝命いたしました。
ス、免疫統御治療学コース、

グラム、治療学ＣＨＩＢＡ

千葉大学大学院医学薬学
先端臨床医学薬学コース、

品科学専攻：収容定員１５

府は、従来の大学院医学研
がん先端治療学コース﹈
﹇先

イノベーション人材養成プ

究科と大学院薬学研究科を
端医学薬学国際プログラ

４名）、４年博士課程（先端

改組し、２００１年に全国
ム﹈）及び後期３年博士課程

この度、平成 年４月よ

初の医学・薬学融合型大学
院教育組織として設置され （先端創薬科学専攻：収容定

属病院など、医療系の教育・

え、医学研究院と薬学研究
佐伯直勝前教授
（現化学療法

院にて脳神経外科一般、麻

（東武練馬クリニックより）

研究施設が集積した医学薬

院との緊密な連携の下、医

研究所附属病院長）
の後任と

村裕先生や放医研との共同

学の大学院教育として、時

学薬学の次世代を担う人材

して千葉大学大学院医学研

のサイトカイン遺伝子導入 「患者を最優先に考える」医 病院長
師を育成してまいりました。 千葉県がんセンター
山口 武人（昭 ）

生とともに遺伝子治療の基

代の最先端をゆく理想的な

の育成に当たっています。

による免疫遺伝子治療を経

引き継ぎ、最高水準の脳外

男 （昭 ）

キャンパスとなっておりま

２０１６年度からは予防医

酔学、一般外科を研修した

験したことで、脳腫瘍の免

科医療を提供するとともに、

康

す。設置目的である全人的

究院脳神経外科学教授を拝

のち１９９０年に脳神経外

疫学的治療が私のライフワ

立

視野に立った医療従事者、

学専攻として、千葉大学、

命いたしました。ゐのはな

科専門医を取得しました。

岩

医学・薬学両方の知識を持

金沢大学、長崎大学との連

同窓会会員の皆さま、千葉

１９９５年からは、千葉

6

礎研究を開始いたしました。 で、ナノキャリアであるＩ

った専門家、先端的生命健

携による３大学共同大学院

ークとなっています。

月１日付けで

康科学に精通する研究者等

１９９１年からは千葉県が

年

53
んセンターにて、以前より

平成

58
大学の諸先生方をはじめ、

教育・研究に取組んでおり

23

6

5

56

7

12

9

57

多くの方々にご支援を賜り

11
４年博士課程に設置されま

28

29

の養成を加速させるため、 「先進予防医学共同専攻」が

45
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上を受け持つ分野です。外

命を奪う癌の原因の半数以

同窓会員の皆さまには、今

まいる所存です。ゐのはな

を育成する教育に邁進して

究、
そして

向した後、腎臓内科で病棟

堂大学へ戻り、救急科へ出

きました。帰国後は、順天

てがゼロからのスタートで

順次再開しております。全

入院患者さんの受け入れを

と共に外来診療を、そして

医科学研究所に異動し、准

た。平成 年には東京大学

礎研究に携ってまいりまし

たちとともに消化器病の基

な気持ちを忘れず、最先端

の幸せのためにという謙虚

に挑み、すべては患者さん

し上げます。

なにとぞよろしくお願い申

センターへ異動いたしまし

メディカルイノベーション

京都大学大学院医学研究科

た、ご支援を賜りますよう、 医長を経験し、平成

おります。

力をしていきたいと考えて

要望に応えられるように努

６月１日より 医局員４名

ずＢ型肝炎、肝硬変、肝癌
科とも緊密に連携し、患者

ありますが、先生方からの

Physician Scientist ッタンを満喫することがで

の臨床、また、多くの仲間
ファーストの視点で難治癌

医・病棟グループ長・病棟

教授として疾患制御ゲノム
の診療、臨床につながる研

千葉大学大学院医学研究院
消化器 内 科 学 教 授

後ともご指導、ご鞭撻、ま

医学ユニット、その後、先

也 （昭 ）

器内科学教授、現地方独立
端ゲノム医学分野を主宰し、

りて心より御礼申し上げま

ましたことを、この場を借

多くの方々にご支援を賜り

大学の諸先生方をはじめ、

の皆さま、千葉大学、東京

ました。ゐのはな同窓会員

化器内科学教授を拝命致し

葉大学大学院医学研究院消

腎臓内科学を独立させた千

院長）
の後任として、新たに

進機構ＪＣＨＯ船橋中央病

科学教授
（現地域医療機能推

横須賀收前消化器・腎臓内

基礎研究の礎となる多くの

の後の消化器内科学分野の

スの基礎研究に携わり、そ

長）
のもとでＣ型肝炎ウイル

際医療研究センター特任部

イルス研究所長、現国立国

遠野邦忠部長
（元京都大学ウ

ター研究所ウイルス部の下

次出張の後、国立がんセン

た。国立横浜東病院への二

従事し、学位を取得しまし

いたＣ型肝炎の臨床研究に

非Ａ非Ｂ型肝炎と言われて

Ｃ型肝炎ウイルス発見前は

ウイルスの基礎研究、また

ょうど発見されたＣ型肝炎

構長）
らのご指導により、ち

平成 年４月１日付けで （現千葉大学総合安全管理機

科を立ち上げてから軌道に

男教授が東京大学消化器内

営という観点からは小俣政

頂きました。また、教室運

リアルタイムで経験させて

のゆりかごから墓場までを

すなわちＣ型肝炎ウイルス

肝炎ウイルスが発見されて

頂きました。研究ではＣ型

置研究所の様子を見させて

とはまた異なる医学部や附

て、東京大学では千葉大学

す。私の中のキャリアとし

臨床展開を模索しておりま

肝発癌抑止、肝癌治療への

子を同定、現在も引き続き

を活用して肝癌感受性遺伝

を行うと共に、ゲノム情報

を卒業し、虎の門病院で内

す。

れ、私が初代教授となりま

そして今回腎臓内科が分か

から消化器・腎臓内科へ、

す。腎臓内科は、第一内科

ルス駆除が可能になるまで、 命いたしました淺沼克彦で

からほとんどの患者でウイ

科研修医を３年間行なった

研究院腎臓内科学教授を拝

日付で千葉大学大学院医学

いたしました。留学最後の

ヨーク・ブロンクスへ留学

の細胞培養系を確立した、

大学院卒業後、ポドサイト

当時、酵母で盛んに行われ

法を学ぶだけでなく、その

英紀教授）
で分子生物学的手

堂大学生化学第二講座
（木南

研究を行うにあたり、順天

始しました。ポドサイトの

ニズムの解明」の研究を開

胞
（ポドサイト）障害のメカ

テーマとなる「糸球体足細

これまで一貫して私の研究

携を取りながら腎疾患患者

他診療科の先生方と密に連

一つは、患者さんが、腎機

私たち腎臓内科医の使命の

岐にわたり、他診療科との

疾患の原因となる病態は多

いたしますが、それぞれの

腎不全、腎代替療法を診療

腎臓病、急性腎障害、慢性

フローゼ症候群を含む慢性

腎臓内科学は、腎炎・ネ

を継続しました。

務・腎生検検査の診断業務

により、腎臓内科で臨床業

科・柳田素子教授の御高配

その間は、京都大学腎臓内

の基礎研究を行いました。

腎臓病に対する創薬のため

連携のための組織で、慢性

ョンセンターは、産学共同

た。メディカルイノベーシ

し上げます。

く、何卒、宜しくお願い申

とはいえ、私は、浅学非才

ていきたいと考えています。

に触れることができました。 連携が不可欠な診療科です。 の健康寿命の延長を実現し

ていたオートファジー研究

さんの診療にあたりたいと

には、慢性腎臓病患者さん

と思います。そして最終的

医」の輩出を目標にしたい

スを創出できる治療学研究

える研究を行い、
「エビデン

千葉大学だからできたと言

学内で異分野融合を行い、

前臨床・研修医教育を行い

そのためには、魅力的な卒

医の育成が重要課題です。

腎臓病診療を行う上で専門

く、千葉県でより良い慢性

医は他県と比べ極端に少な

臓病患者数に比べ腎臓専門

で人口６位ですが、慢性腎

千葉県は、全国都道府県

直

行政法人山梨県立病院機構

医学部を卒業後、故奥田邦

分子生物学的手法を学びま

乗せるまでを傍らで勉強さ

年には、研究室の引越しに

思います。

藤

理事長、千葉大学医学部第
責任者として非ＭＤに対す

雄教授が主宰されていた千

した。平成４年に千葉大学

後、ＩｇＡ腎症研究で有名

伴い、マンハッタンにある

加

年に

一内科同門会長）
が主宰され

葉大学医学部第一内科
（現在

医学部講師から東京大学医

ことは現在の自分にとって、 な順天堂大学腎臓内科学講

せて頂きました。これらの

座
（富野康日己教授）
の大学

私は昭和 年に千葉大学

沼

年５月１

私は、順天堂大学医学部 （

この度、平成

淺

腎臓内科学 教授

の消化器内科）
に入局しまし

学部教授となられた私の恩

院に入学しました。大学院

須賀收助教、今関文夫助教

た。入局後は大学および千

師である小俣政男先生が主

大変に有意義な体験であっ

教授の研究室 能が悪いために他診療科で
Peter Mundel
Albert Einsetein College の診療・治療が不十分にな
）のあるニュー ることを避けることです。
of Medicine

彦 （順天堂大・平７）

葉県立佐原病院にて消化器

宰する第二内科
（後の消化器

克

内科学一般を学び、平成元

内科）に平成５年に入局し、 たと感謝しております。消

M o u n t S i n a i S c h o o l o f 昨年度より腎臓内科診療
へ移動し、マンハ は休止しておりましたが、
Medicine

ご指導ご鞭撻をいただきた

はな同窓会の皆様の一層の

の身です。これから、ゐの

たいと思います。研究では、

年に、故大藤正雄教授のも

す。

と、小俣政男講師
（前東京大

では、ＩｇＡ腎症ではなく、

25

20

化器内科は、若くして人の

千葉大学大学院医学研究院

ていた第二研究室にて、横

：
る 橋 渡 し 研 究（
T
R
）
教育
translational research

61

現在までＣ型肝炎のみなら

29

学大学院医学系研究科消化

61
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千葉大学大学院医学研究院
之 （山梨医大・平 ）

イノベ ー シ ョ ン 再 生 医 学 教 授

浩

年

ス研究所、東京大学医科学研
千葉大学再生医療研究セン

できる人材の育成を通じて

になりました。国際医療福

大学医学部に赴任すること

語による授業が実施され、

留学生で、多くの科目で英

骨髄移植が行われたのを目

千葉大学で第一例目の同種

究 所 勤 務 を 経 て 、平 成

の当たりにし、同種移植療

法に素晴らしい未来がある

それぞれ、学生が主体性を

と感じて血液内科医を志し

祉大学は栃木県大田原市に

持って参加できるアクティ

ました。帰局後、同種移植

ターの発展、イノベーショ

ブ・ラーニングを採用して

療法をさらに研修するため、

に京都大学ｉＰＳ細胞研究

いますので、国際性豊かな

本部がありますが、平成

年に成田市に看護学部と保

学習環境です。浅学の身で

今後、イノベーション再

申し上げて、ご挨拶とさせ

なるご支援ご鞭撻をお願い

医学部１年生の授業が始ま

同市に医学部が新設され、

歩を踏み出した医学部の診

はございますが、新たな一

を取得し、 歳の時に米国

１年間有効の米国医師免許

を皮切りに平成

年４月に

ン治療の推進に尽力する所
存です。
最後になりますが、会員

険医療学部が新設されたの

臨床応用研究部門の教

所
授に就任し、同研究所の副所
長を兼務しています
（副所長

生医学教室の使命である革

は、来春には退任予定です）
。 の皆様には、今後共、さら

チャンスをいただきました

療・研究・教育の発展のた

得できました。このような
ことから、私どもの教室の

っています。医学部附属病

めに尽力いたす所存です。

て頂きます。

学研究院の先生方の推進す

循環器内科 教授

院は、平成 年４月に成田

新的な思考と実践力を発揮

る病態解明、創薬研究に今

や評価を担う教育専任教官

ており、カリキュラム編成

部は、医学教育に力をいれ

す。国際医療福祉大学医学

市郊外に開設される予定で

層のご指導ご鞭撻を賜りま

ゐのはな同窓会の皆様の一

す一方、今後とも千葉大学

た先生方に感謝申し上げま

これまでお世話になりまし

患者様を主治医として担当

中からいらした多くの移植

われていました。私は世界

例もの造血幹細胞移植が行

ーであり、当時年間５００

ーは世界有数の移植センタ

留学致しました。同センタ

国際医療福祉大学医学部

研究対象の一つであるｉＰ

この度、医学研究院先端
後大いに貢献したいと考え

すよう、何卒よろしくお願

雄 （昭 ）

い申し上げます。

責任者としてご選任いただ

この素晴らしい新教室の

世話になり学位を取得しま

昭先生（前薬理学教授）にお

大学副学長、理事の中谷晴

トレーニング時代、現千葉

胞の微小管の構成変化に関

答と圧負荷に対する心筋細

井

からなる医学教育統括セン

敏

シアトルの Fred Hutchinson
に
Cancer Research Center

Ｓ細胞の培養技術、病態解

研究部門に新設されたイノ
ています。

析技術を共有することで医

ベーション治療学講座イノ

永

ターが整備されています。

いたのは約１年前でござい
した。私どものイノベーシ

付けで、国際医療福祉大学

する研究を行いました。平

ナ医科大学に留学する機会
を得て、バイオマトリック
スを用いた３次元培養下で
の心筋細胞の接着分子の応

に１年間勤務した後に、小

血液内科学 主任教授

験を積ませて頂きました。

帰国後は千葉大学大学院

細胞治療内科学に入学し、

千葉大学前学長齋藤康教授、

前輸血部長浅井隆善先生、

血液グループ長王伯銘先生

のご指導の下、骨髄異形成

症候群における好中球機能

知 昭 （昭 ）

医学部を卒業し、故吉田尚

の発現調節機構とＴ細胞抑

異常の解明に取り組み、新

制シグナルの機序の解明に

たな機序を解明致しました。

内科に帰局し血液研究室に

取り組み、学位を取得致し

教授が主催されていた第二

所属しました。私が医学部

ました。その後一貫して造

内科に入局致しました。大

学生であった１９８０年代

さらに齊藤隆教授の遺伝子

私はこの度成田市に開校

は急性白血病をはじめとす

学病院と国保旭中央病院で

致しました国際医療福祉大

制御学教室にてＣＴＬＡ ４-

学医学部血液内科学講座主

内科研修を行った後、第二

中 世 古

させて頂き、素晴らしい経

を賜りました。平成７年よ

ましたが、京都大学ｉＰＳ
ョン再生医学と同じ医学部

医学部循環器内科の教授を

す。循環器内科医としての

私は山梨医科大学出身で

ベーション再生医学をお預
かりすることになりました

細胞研究所とのクロスアポ
本館３階にある薬理学教室

拝命いたしました。私は、
昭和

室一成教授のご指導のもと

国際医療福祉大学医学部

また、学生の７人に１人は

イントメント教員での採用

の一室で寝袋に潜り込んで

より、米国サウスカロライ

をお願い申し上げましたこ

寝ていた頃をいつも大学に

を卒業し、千葉大学医学部

心筋再生医療の基礎研究を

を要し、昨年（平成 年）

来るたびに思い出します。

第三内科（稲垣義明教授）
に

行い、心筋幹細胞の単離同

年に帰国後、関連病院

その頃にお世話になった同

入局しました。千葉大学医

定と

元移植床を用いた幹細胞移

細胞治療内科学の横手幸太

きております。今年度は、

順調に研究体制を整備して

ます。学位取得後は、帝京

い感銘と喜びを感じており

大学に戻ってきたことに深

いました。こうして、千葉

竹田賢先生に多くの御指導

臓カテーテル検査治療では

きました。また、その間心

臨床研究に関してご教授頂

義明教授、斉藤俊弘先生に

厚意により、国際医療福祉

この度小林欣夫教授のご

ついて研究しました。

での動態、三次
in vitro

植による心筋再生の機序に

血幹細胞移植療法等の臨床

郎教授が代表の疾患ｉＰＳ

大学病院、米国スクリップ

ウ・深瀬症候群等の形質細

研究、多発性骨髄腫やクロ
年に千葉大学

５年生である１９８６年に
私は昭和

４月１日に着任致しました。 常に不良でしたが、医学部

任教授を拝命し、平成

る血液疾患の治療成績は非

成

月から正式に千葉大学大学

窓の先生方
（旧第三内科、循

学部附属病院と関連病院で

年に千葉大学医学部

院医学研究院の一員に加え

環器内科や整形外科の大学

臨床研修を行った後、稲垣

ていただきました。

互い歳を経たことを語り合

から高山直也講師が常勤し、 院生）
にも最近お会いしてお

63
年

10

細胞を用いた病態解明に関

60

29

り増田善昭教授のご尽力に

60

とから大学間の契約に時間

江藤と申します。

23

この度平成 年４月１日
29

江 藤
2

するＡＭＥＤの研究費を獲

教室自体は、昨年の５月

29

28
29

10

32

63

28

第 176 号
報
会
窓
同
な
の

は
ゐ
（5） 就 任 挨 拶

取り組んで参りました。平

胞腫瘍の発症機構の解明に
せて、臨床研究、基礎研究

もに、千葉大学と力を合わ

かってチャレンジするとと
申し上げます。

の程、どうぞ宜しくお願い

す。今後ともご指導ご鞭撻

に邁進する所存で御座いま

年に故西村美樹先生の

成

年に米国で初めて臨床応用

培養表皮移植は１９８０

小林浩士教授との再会です。 れる学生教育のお話を伺い、 井成身先生だったことも何

物学を担当していただいた

程２年時に西千葉で基礎生

再会もありました。教養課

姿勢や、厳しくも愛情あふ

授の研究に取り組む真摯な

がありました。小林浩士教

学教室入局時の助教授、酒

リアンナ医科大学形成外科

初代部長は、先述した聖マ

てまいりました。私は、表

に対して移植治療が行われ

傷をはじめ様々な皮膚疾患

授からご推薦をいただいた

した。その後、小林浩士教

たことが再会のきっかけで

浩士教授が共同研究してい

す。

らご冥福をお祈りいたしま

年ご逝去されました。心か

念ながら小林浩士教授は昨

く考えさせられました。残

としてどうあるべきかを深

研究者としてそして教育者

で、何卒ご指導ご鞭撻のほ

生方がいらっしゃるのでと

ゐのはな同窓会の多くの先

療を行うのは初めてですが、

て参りました。千葉県で医

ご縁があって千葉県に戻っ

そしてこの度、また新たな

かのご縁と感じております。

した。

に成功した治療法です。本

皮細胞の大量培養法を確立

日仏学術振興会の支援によ

ど宜しくお願い申し上げま

内科学横手幸太郎教授にご
指導頂き、平成 年３月ま
で務めさせていただきまし
た。この間、極めて有効な
分子標的薬の臨床応用や画

形成外科学 主任教授

松

が行われ、以後、広範囲熱

上皮細胞の増殖と分化を研

移植の基礎と臨床、さらに

みが急速にすすめられてい

や海外展開に向けた取り組

産婦人科学

校がある千葉県の医療に微

力ながら尽力いたしますの

は２０２０年に成田空港脇

励んでおります。附属病院

ますが、いきいきと勉学に

月に第一期生を迎えており

っています。すでに今年４

こと、などが大きな柱とな

よる一般標榜科として認可

した。形成外科が医療法に

て１９７３年に設立されま

された荻野洋一先生によっ

ら初代主任教授として赴任

潟大学耳鼻咽喉科助教授か

入局しました。同教室は新

医科大学形成外科学教室に

に、再生医療の先駆的役割

研究にも従事しました。特

科の臨床を研鑽すると共に

びに聖隷浜松病院で形成外

を学び、その後は大学なら

学し救急医療とＩＣＵ管理

救命救急センターに国内留

日本医科大学付属病院高度

できました。平成２年には

で広く深く習得することが

の手ほどきから専門手技ま

傷と頭頸部癌再建等を基本

いてまいりました。その中

の方と出会い、ご支援を頂

卒業して約

になりました。

は臨床医として貴重な経験

の最先端を肌で感じたこと

子供病院で、米国形成外科

ウィメンズ病院とボストン

接したブリガム・アンド・

にハーバード医科大学に隣

きました。また研究の合間

傷治療へ応用することがで

瘍等の難治性皮膚潰瘍の創

糖尿病性潰瘍や膠原病性潰

博士課程を修了したＪ

て小林浩士教授の研究室で

して本プロジェクトを通じ

る治療に携わりました。そ

済病院で培養表皮移植によ

上海交通大学医学院附属仁

され、私も一昨年と昨年、

に関する調査事業」に採択

機器・サービスの海外展開

経済産業省の「日本の医療

実用化プロジェクト」が、

た「中国における再生医療

士フイルムが共同で申請し

ニアリング
（Ｊ Ｔ-ＥＣ）
と富

授を拝命いたしました。謹

学医学部産婦人科学主任教

１日付で、国際医療福祉大

いい加減な学生生活を送っ

年生を迎えられたことは、

格な教授の下で、社会人一

のスポーツマンでいらっし

れており、身体も心も一流

代よりテニスを真剣になさ

した。高見澤教授は学生時

室に入局させていただきま

授の運営する産科婦人科教

一 （平元）

に開院致します。それまで

された１９７５年以前から

を果たした培養表皮移植の

田 中 宏

主任教授

国際医療福祉大学医学部

Howard Green って Ecole Normale Supéri- ナ医科大学から慶應義塾大
の Yann Barrandon
研 学医学部形成外科学教室へ
eure

天異常、石田寛友教授から

ます。再生医療製品事業を

とし
Postdoctoral Fellow

手の外科とマイクロサージ

究しました。その成果は、

展開している株式会社ジャ

﨑

邦では１９８５年に熊谷憲

し培養表皮シートの作製法

究室でお世話になりました。 異動し、そして昨年４月に

す。

附属病院血液内科科長・診

を開発した

国際医療福祉大学三田病院

夫助教授によって第１例目

した施設が多い中で、同教

教授に師事するため、平成

形成外科へ２代目の部長と

国際医療福祉大学医学部

室はお二人の教授とお二人

７年から９年までハーバー

再生医療の実用化促進は

して赴任しました。前任の

療教授に就任し、細胞治療

期的な移植療法の開発によ
の助教授が専門分野の第一

現内閣の成長戦略の一つで

H o w a r d G r e e教
n 授の
だった
Postdoctoral Fellow
博士と小林
Yann Barrandon

り血液疾患の治療成績は大
線で活躍され、学ぶうえで

ド医科大学細胞生物学教室

あり、そのための新法制定

一 （平元）

幅に向上しました。千葉大
大変恵まれた環境でした。

て留学しました。培養表皮

に

恭

学血液内科も多くの移植症
荻野洋一主任教授から小耳

成外科学主任教授を拝命い

医学部設立の大きな目的は、 国際医療福祉大学医学部形

ャリー、酒井成身助教授か

帰国後の培養表皮移植治療

パン・ティッシュ・エンジ

ても心強いです。今後は母

例数を誇る国内有数の施設
症、唇裂・口蓋裂などの先

国際的に活躍する医師を育
たしました。私は形成外科

ら乳房再建と顔面の形成外

の新たな展開にとどまらず

年４月１日付けで

成するということでありま
医としての道を歩むため、

科、熊谷憲夫助教授から熱

平成

す。そのため一学年あたり
平成元年の卒業時に形成外

さて、国際医療福祉大学

人の留学生を受け入れる

の間、私は前千葉大学医学

診療が行われていた全国で

臨床と研究を熊谷憲夫助教

学を卒業し、高見澤裕吉教

私は、平成元年に千葉大

んでご報告申し上げます。

たと、今でも感謝いたして

のことを学ぶ良い機会を得

てきた私にとっては、多く

ゃいました。そのような厳

部附属病院長宮崎勝教授が

も数少ない医育機関の一つ

30

年４月

病院長をお務めである国際

でした。形成外科学教室は

このたび、平成

医療福祉大学三田病院に勤

Ｃ研究員とお会いする機会

年間、多く

務しております。

には思いもよらぬ恩師との

Ｔ-Ｅ
授のご指導のもとで続けま

今後は、新たな目標に向

他科に比べてこぢんまりと

29

29

29

こと、授業の大半を active 科が開設されていなかった
として英語で行う 本学を離れ、聖マリアンナ
learning

この間、私は聖マリアン

に発展しています。

後任として千葉大学医学部

21

20
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張させていただきました。

当時の国立横浜東病院に出

半年で大学研修を終え、

授のご推薦で、テキサス大

な御計らいのもと、木村教

た。その後関谷教授の寛大

の深みにはまっていきまし

ートさに触れ、徐々に研究

また西山眞理子先生のスマ

で、附属病院も２０２０年

は今年度の入学生が一期生

国際医療福祉大学医学部

おります。

ができ、大変感謝いたして

福祉大学の教授に就くこと

なるお力添えで、国際医療

どよろしくお願い申し上げ

後ともご指導、ご鞭撻のほ

たいと思っております。今

とともに、発展させていき

ベルでの医療を、千葉大学

県の医療、延いては世界レ

作る大学であります。千葉

とともに、同門の先輩方の

くにあたり身が引き締まる

な講座を担当させていただ

の主任教授を拝命し、新た

学部リウマチ・膠原病内科

今回、国際医療福祉大学医

支える存在となっています。 方に於かれましては、今後

ど心からお願い申し上げま

す。

主任教授

このように歴史、伝統の

です。疾患が多岐に渡るこ

患の発症メカニズムの解析

て引き起こされる様々な疾

老年病学講座

国際医療福祉大学医学部

とも何卒ご指導ご鞭撻のほ

そこでは、高見澤教授もお
学サウスウエスタン校柳澤

おります。

褒めになるほど手術が得意

彦 （平 ）

ある千葉大学に対して、国

とから泌尿器科や産婦人科

浦 野 友

際医療福祉大学医学部は２

ら光栄に存じます。

な高野昇副院長のもと、手
きました。そこでも海外生

０１７年に開学した最も新

と共同研究し、それぞれが

の大学院生と一緒に研究す

相互作用し、良い成果に結

ることもあり、多くの先生

私は平成６年に千葉大学

びついた気がします。日本

しい医学部です。開学間も

医学部卒業後、東京大学医

一 （平 ）

先生方が着任され、入学し

学部附属病院老年病科で研

晃

た学生は活力に溢れていま

瀬

ンビア大学への海外留学を

す。今後はこれまでに千葉

ないとは言え多くの優秀な
年から千葉大

大学泌尿器科の高橋悟主任

経て、平成

学に戻り主にマウスモデル

教授、東京大学泌尿器科の

廣

リウマチ・膠原病内科学 主任教授

国際医療福祉大学医学部

序列に加われたことを心か

活を謳歌することなく、毎

ます。

の姿勢、考え方を学びまし
日研究に打ち込んでおりま

に開院と、歴史をこれから

た。更に直属の上司である
した。新規ニューロペプチ

研究室に留学させていただ

上杉健哲先生には患者と真
ドであるオレキシン、ＮＰ

術のみならず、医師として

摯に向き合う姿勢を学びま

し、帰国後も基礎研究を続

した。その後、小見川総合

けておりました。

Ｂ、ＮＰＷ、の発見に関与

大学に帰局いたしました。

病院での一人医長を経て、
出張時代は病院医師ばかり
エーザイ研究所での研究

之先生、岩崎秀昭先生、掛

修を行いました。東大で研

とも人の輪が広がっていっ

修を行なったきっかけは千

た成果だと思っています。

大学で学んだことを礎とし

誘いくださいました。以後

学教室との交流を活性化し、 勤務していた関係で私をお

２００３年には栄誉ある
〝ゐ

て、昨今重要視されるヒト
ます。

基礎医学を基盤とした臨床

のはな同窓会学術賞〟をい

を用いてアレルギー性気道

深澤一雄先生、大崎達也先

老若男女、全身全ての臓器

も細井先生は老年病科で講

ただき、同窓会の先生方に

藤村哲也准教授とも多くの

この度、国際医療福祉大

が対象となるため広い領域

師として多忙な日々を送る

論文を出すことができたこ

夫教授にお声をかけていた
学医学部 リウマチ・膠原

での知識が必要になります。 研究にも取り組みたいと考

中で、私に基礎と臨床に関

その後、２０１３年に老

も大変お世話になりました。

）
が老年病科に

だき、再び、産婦人科医へ

病内科学主任教授を拝命い

えています。入学した若い

して直接ご指導いただきま

葉大学の先輩である細井孝

生、木村博昭先生、ほか大
と復帰させていただきまし

医学部生が興味を抱き、入

した。今の自分は細井先生

之先生
（昭

勢の先生方に声をかけてい
た。帰局後は臨床を主に行

たしました廣瀬晃一です。

さらに近年の生物製剤の導

局した医局員の能力が世界

先生が就任されました。秋

に育てていただいたと思い、 年病科の新教授に秋下雅弘

免疫学などの分野において

ただき、何とか大過なく過
い、特に産後大量出血に対

入により病態の理解、治療

に羽ばたくリウマチ・膠原

心より感謝しております。

下先生は私の研修医時代の

基礎医学教室や他の臨床医

ごすことができました。大

する集学的治療のシステム、 私は平成５年に千葉大学医

の進歩が非常に著しく進展

病内科学教室を作りたいと

オーベンでありましたが、

究には全く興味がなかった

期でありました。今まで研

の人生を大きく変えた転換

きました。このことが、私

へ大学院入学させていただ

機能研究所生体機構学講座

村定雄教授の運営する高次

中尚武先生のご推薦で、木

懇意にさせていただいた田

ご厚意のもと、出張時代に

人科教室の関谷宗英教授の

帰局後は、当時の産科婦

ります。更に生水教授のご

教授のご指導と感謝してお

ることができました。生水

で臨床力を回復、発展させ

姿勢に自分も学び、短期間

を正確に解説しようとする

病を学問的にとらえ、現象

たりました。生水教授の、

多くの重症患者の治療にあ

輸血部、救急部とともに、

留学、ブリティッシュコロ

大学医科学研究所への国内

学しました。その後は東京

ち、平成９年に大学院に入

病態、発症機序に興味を持

ーを始めとした免疫疾患の

た後に、膠原病やアレルギ

労災病院で臨床研修を行っ

院、国保旭中央病院、横浜

た。千葉大学医学部附属病

学部第二内科に入局しまし

病院において膠原病内科を

多くの先輩方は関東の主幹

するべきこととして、その

排出しています。また特筆

多くの尊敬できる先生方を

ても千葉大学アレルギー・

うな進歩の早い分野におい

持って望む所存です。千葉

ため、強い自覚と使命感を

原病領域のさらなる発展の

分野においてリウマチ、膠

礎研究、臨床研究を発信し、 教育、診療、研究の全ての

膠原病内科は世界に誇る基

大学ゐのはな同窓会の先生

ど性ホルモンの増減によっ

癌、前立腺癌、骨粗鬆症な

した。私の研究テーマは乳

学全般を学ぶことができま

くの指導をいただき老年病

き、臨床、教育、研究に関

て３年間勤務させていただ

講師ならびに病棟医長とし

４年２月より東大老年病科

秋下先生のおかげで２０１

56

のですが、木村教授の情熱、 推薦、同窓会諸先生方の陰

リウマチ・膠原病分野は

変感謝いたしております。

コードむらさきを立ち上げ、 学部を卒業し、千葉大学医

している分野です。このよ

決意を新たにしています。

あった大内尉義先生にも多

浅学の身ではありますが、 また当時の老年病科教授で

炎症の病態解明を行ってい

生活に限界を感じ始めてい

6

に面識のあった、生水真紀

でなく、大学勤務の稲葉憲

5

田充克先生、松井英雄先生、 たころ、アメリカ留学時代

17
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を経験させていただきまし

してあらためて多くのこと
も楽しみました。それは今

くさんの会合を開き、音楽
す。今後も、人との縁を大

の自分はなかったと思いま
て頂きました。一方、２０

カルＣＴの開発に関わらせ

大なる業績を抜きには歴史

堂大学も白壁彦夫先生の多

るつもりですので、同窓会

汚さぬよう今後とも精進す

れています。私もその名を

藤光江教授が同門で活躍さ

りました。皆様方に深く感

の方々に本当にお世話にな

窓会の先生方を始め、多く

という長い間、ゐのはな同

謝申し上げるとともに、今

を語れない大学であり、い

後はそのご恩に少しでも報

ずれも画像診断学において

の先生方におかれましては

いることができるよう新天

００年に国立がんセンター

よろしくご指導・ご鞭撻の

東病院に初めてＰＥＴが導

千葉大学が大きな足跡を残

ほどお願い申し上げます。

事にして、日々精進してい

した施設です。また現在で

きたいと思います。
入されることになり、私が

も免疫学の権威である奥村

もあまり変わっていないか

責任者を任されました。こ

大学ちば医療センターは、

新しい赴任地である帝京

っております。

地で大いに頑張りたいと思

れが現在ＰＥＴを診療・研
です。当時のＰＥＴ検査は
まだ保険適用前でしたが、
その後２００２年に保険適

帝京大学ちば総合医療センター

康特任教授、乳腺外科の齊

もしれません。色々な方と

そして平成 年４月１日
の繋がりがなければ、現在

順天堂大学大学院医学研究科
放射線診断学 教授
医学部放射線診断学講座担当教授（併任）

らはＩＶＲを中心に研修致

帝京大学病院に異動してか

学を中心に研修し、その後

ら研修医の頃からまず核医

てがんセンターから異動致

とになり、その責任者とし

Ｔセンターが新設されるこ

５年に獨協医科大学にＰＥ

の通りです。その後２００

普及が進んだことはご存じ

の後、宮崎先生のご高配に

礎研究に従事しました。そ

き、肝胆道領域の臨床・基

大学をはじめ他大学出身の

宮澤幸正教授
（乳腺・甲状腺

幸田圭史教授
（消化管外科）、

葉大学食道胃腸外科からの

高度先進医療を行う大学病

しました。帝京大学病院は

しましたが、この際には同

より平成５年から Univer- 外科）
が勤務されており、現
（ Canada
）
、 状では 人の外科医が互い
sity of Toronto
さらに、
Cedas-Sinai
Medical に協力しあいながら日々の
（ USA
） Transplanta- 外科診療にあたっておりま
Center
tion Biology Research Lab. す。他の診療科には、東京

二 （昭 ）

社会を迎えている我が国に

交通事故の救急搬送が非常

窓である稲葉憲之院長
（現獨

に留学し、主に肝移植、移

康

おいて老年病学を学ぶこと

に多く、当時は骨盤内出血

１日付けで、帝京大学ちば

先生方もたくさん勤務され

上

究のメインとするきっかけ

た。
付で同日に千葉県成田市に
開学した国際医療福祉大学
医学部老年病学講座の主任
教授に就任いたしました。
日本全国の医学部において
老年病科を標榜している医
学部は決して多くはありま

村

は今後の若手医師の育成に

や肝臓・脾臓破裂の塞栓術

協医科大学学長）
に大変ご尽

総合医療センター外科
（肝胆

ており、多様性のあふれる

年４月

あります。外科講座には千

の中核を担う基幹病院でも

院であるとともに地域医療

おいては必須であると考え

は数え切れないほど経験し

後に今度は慶應義塾大学に

膵）
教授に就任致しました。 植免疫の基礎研究に携わり

外科（肝胆膵） 教授

ております。また国際医療

付けで順天堂大学大学院医
ました。

ＰＥＴ導入のため赴任し、

謹んでご報告申し上げます。 ました。この２年間の留学

用となり、全国で爆発的に

福祉大学はリハビリテーシ

学研究科放射線診断学教授

その後大学の関連病院で

さらに昨年に順天堂大学に

せん。その一方で、超高齢

しております。本学の老年
を拝命致しました。私は前

ある沼津市立病院、国立佐

転任しています。これだけ

清 水 宏 明 （昭 ）

病科の医師とリハビリテー
任が慶應義塾大学医学部放

倉病院を転任し、次に有水

日

ションのスタッフが協力す
射線科学講座、その前は獨

教授から提示されたのは
「放

月

ることで高齢者のＡＤＬ低
協医科大学ＰＥＴセンター

ろです。今後は日本全国の

ます。ただし同窓会報に就

いう珍しい経歴となってい

平成

年に新設された国立

でしたので、迷うことなく

か」でした。私は臨床指向

がんセンターで臨床をやる

良い施設を作る」事を目標

の都度「前施設よりも更に

来たことは幸運であり、そ

げに何回も関わることが出

の臓器制御外科学）
教室に入

葉大学医学部第一外科
（現在

二教授が主宰されていた千

学医学部を卒業後、奥井勝

平成７年に帰局した後は、

ぶ良い機会となりました。

ナルリサーチの重要性を学

つながるトランスレーショ

経験は外科医として臨床に

ていくとともに、肝胆膵領

ながら、地域医療に貢献し

大学での臨床経験をいかし

けております。今後は千葉

環境で少し違った刺激もう

ョンのスタッフを多く輩出

下の予防、改善に関して多
で教授職を拝命しており、

老年病科とネットワークを

任挨拶を寄稿するのは今回

みならず他学部の多くの友

学んだ６年間は、医学部の

において千葉大学医学部で

局しました。有水教授は核

ていた放射線医学教室に入

水昇教授（当時）が主宰され

医学部を卒業し、すぐに有

私は昭和 年に千葉大学

己紹介をさせて頂きます。

る森山紀之部長（当時）
と東

院では千葉大学の同門であ

時の国立がんセンター東病

射線部に異動しました。当

がん研究センター東病院）
放

がんセンター東病院
（現国立

検査の泰斗として活躍をさ

賢二先生がかつて二重造影

先生、慶應義塾大学は熊倉

がんセンターは市川平三郎

ば私が今まで在籍した国立

にしています。考えてみれ

究室）
の一員に加えていただ

ていた肝胆道研究室
（第五研

勝前教授がとりまとめられ

３年には大学に戻り、宮崎

に外科学一般を学び、平成

連病院で消化器外科を中心

局致しました。入局後は関

務させていただいた

わりました。千葉大学で勤

学位指導の基礎研究にも携

くとともに研究室の後輩の

療について研鑽を積んでい

外科、とくに胆道癌外科治

宮崎前教授のもとで肝胆膵

成にも力を注いでいきたい

次世代の肝胆膵外科医の育

ております。また、同時に

に邁進していきたいと考え

目指し、積極的な外科治療

域の悪性腫瘍の予後向上を

22

今思い返すと自分の人生

人と過ごした、楽しい日々

れた施設です。さらに順天

と思っております。

芝との共同研究であるヘリ

年間

医学が専門であったことか

と思います。

が初めてなので、簡単に自

11

強く結び老年病学の臨床と

私は、昭和 年に千葉大

このたび、平成

くの取り組みができること

29

でした。当時はみんなでた

4

61

力を頂きました。その５年

を期待し、私の方でも新し

大規模のＰＥＴ施設立ち上

61

医研で研究をやるか、国立

この度平成 年

61

箇所目の教授職と

1

これが

9

い共同研究を開始したとこ

28

29

研究を発展させていきたい

3
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の先生方におかれましては、 胆膵領域の外科治療を要す
なくして、短時間で手術を

なる診療でした。出血を少

ということが、常に課題と

を自宅でとり、深煎りのマ

た。今年４月からは、朝食

というライフスタイルでし

に、２時間ほど仕事をする

で、朝のカンファレンス前

頚椎、胸椎、腰椎疾患の治

ら、若手の指導もしっかり

少、時間に余裕を持ちなが

ホール

また、市原、内房地区に肝
る患者さまがいらっしゃい
行う技術を磨く場だったと

療を主に担当しています。

合併症があり、手術が難

行っていきたいと思います。

年に東京女子医科大学整

動となったときは、この転

平成29年度

千葉大学ゐのはな同窓会
今後も引き続きご指導ご鞭
感じております。女子医大
ンデリン豆を挽いて、ゆっ
出勤できるようになりまし

さっそく、着任した月から

しい脊椎疾患の患者さんが

形外科（加藤義治教授）に異

勤を予想することができず、

お問い合わせ：千葉大学医師会 260‑8670 千葉市中央区亥鼻1‑8‑1 千葉大学医学部内
TEL：043‑202‑3755
FAX：043‑202‑3757
E-mail：ishikai@c-med.org

ましたら、ご紹介いただけ

たりコーヒーを飲んでから
た。お蔭様で、平日に家族

大学に２年間の留学の機会
脊椎手術を開始しています

いらっしゃいましたら、ご

当時、講師だった高橋和久

動となりました。女子医大

すでに千葉市内に家を建て

参加希望の方は、お名前、ご所属
（医療機関名等）
、連絡先
（TEL・FAX・E-mail）
を明記の上、
下記事務局まで、メール・FAXにてお申し込み下さい。

たら幸いであります。
には、講師として赴任し、
して、手術などの診療以外

をいただきました。椎間板
が、帝京大学ちば総合医療

紹介いただければ幸いに存

先生（前教授）の腰椎グルー

には、透析例や糖尿病、心

てしまっておりました。引

参加資格：医師
（会員・非会員は問いません）、医療従事者、亥鼻地区の千葉大教員・学生
参 加 費：医師のみ1,000円、その他は無料

撻を賜りますよう何卒よろ

平成 年から准教授を拝命
に、学生の講義など、教育

髄核から産生されるサイト
センターも、透析患者や、

じます。今後ともよろしく

プで研究活動、診療活動を

疾患のある全身状態の悪い

っ越す気になれず、結局、

CC：65）

日医生涯教育講座
（1単位

しくお願い申し上げます。

帝京大学ちば総合医療センター

と会うことができる生活に

カインの研究を行うかたわ

糖尿病などの合併症を有す

お願い申し上げます。

整形外 科 教 授

ら、北欧での生活を満喫し

る患者の脊椎手術が多い傾

帝京大学では、引き続き、 戻ることができました。多

も担当して参りました。

ておりました。以前からヨ

向にあります。引き続き、

章 （平 ）

ーロッパで暮らすことに憧

泰

れていた私にとっては、北

行って参りました。平成９

患者が非常に多く、合併症

通勤ラッシュを避けるため、

泌尿器科学

田

千葉県内の関連病院で勤

全身状態の悪い方の脊椎手

年に千葉大学大学院医学研

の多い方の脊椎手術を数多

副会長・理事）

教授／千葉大学医師会

前立腺癌における最近の話題
演者：市川智彦 先生

（千葉大学大学院医学研究院

村

務した後、東京女子医科大

術を担当することが多くな
てきた経験を生かせる場を

欧での生活は念願の夢が叶

いただき、ご推薦してくだ

った形となりました。北欧

私は、千葉大学を卒業後、 実験も行っていましたと言

さった千葉大学整形外科の

学に異動となり、このたび

ってしまえるくらい充実し

大鳥精司教授には、大変感

９年ぶりに千葉県内の病院

千葉大学整形外科学教室
（守

た日々でした。帰国後、関

での生活を楽しむついでに、 りそうです。これまで培っ

屋 秀 繁 教 授 ）に 入 局 し ま し

に戻って参りました。

た。千葉大学整形外科では、 連病院で勤務した後、平成

究院に進学し、仙腸関節の

く執刀してきました。上位

勤していました。午前６時

ところで、女子医大に異

神経支配に関する研究を中

朝４時半の電車に乗って通

謝しております。

心に、腰椎疾患全般の研究

頚椎から、腰椎まで全ての

を行いました。平成

前に医局に着いてしまうの

19：00〜

懇親会

18：00〜19：00
講演会

24

生命の危険を避けて行うか

スウェーデンのヨーテボリ

千葉大学医師会 学術講演会
日時：2017年11月2日
（木） 18：00〜19：00

1階

5

年に

20

は、高橋先生にお願いして、 脊椎疾患の手術を、いかに

13

会場：千葉大学ゐのはな同窓会館
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病院長就任挨拶

東千葉メディカルセンター
田

政

久 （昭 ）

理事長・センター長

増

床を学べる施設としての環

じめ各部門の若手が地域臨

ーでもある以上、医師をは

さらに、臨床教育センタ

していきたいと考えていま

ご鞭撻を賜りながら、成長

方々の忌憚のないご指導・

き皆様方ならびに地域の

設です。これからも引き続

まだ歩き始めたばかりの施

ってきました。当院は昭和

中心に内科診療にたずさわ

先生とともに消化器内科を

生が退官され、小林千鶴子

で院長であった武者廣隆先

異動いたしました。それま

３年４月に国立千葉病院に

は優良企業となっていまし

これまでは、国立病院機構

して行っていく所存です。

い研修を４病院の力を結集

専門医研修でもレベルの高

ゐのはな同窓会の皆様のご

していきたいと思います。

地域医療に貢献すべく努力

を掲げ、急性期病院として

療に対応する病院力を磨く」

協力いただいておりますが、 目標として「これからの医

りますので、初期研修でご

健康を祈念いたしますとと
招集された旧陸軍病院から

ろしくお願いいたします。

してご指導ご鞭撻のほどよ

なってきています。当院の

境作りを進め、その役割を
すので、宜しくお願い申し

もに、今後もひきつづきま

担えれば大変意義のあるこ

たが、高齢化社会を見据え

とだと思っています。東千

た今後の医療界において、

上げます。

年に私の祖父が戦時中に

葉メディカルセンターは、

健全な医療体制をどのよう

院長を含めた職員一同の長

欲をもたれていました。そ

胞癌の診断と治療に強い意

績をあげており、特に肝細

の診断治療に素晴らしい成

装置を駆使して肝胆膵領域

大藤先生が超音波画像診断

医師が派遣されており、初

期研修医を含め

係であり、所属教室から後

医師のほとんどは千葉大関

医合わせて１１７名です。

医師は常勤、非常勤、研修

診療科は全部で

であり、

今年で８年目になります。

ター病院長に就任いたしま

この度、千葉県がんセン

センター教授の今関文夫先

先生、現千葉大学健康管理

究室には前教授の横須賀收

幸浩先生がおられ、第二研

市民病院院長をされた土屋

教授の税所宏光先生、大網

また、第八研究室には前々

究室に分かれていました。

仁彦先生がチーフの第三研

学助教授となられた大西久

病院長 山

増田政久前院長の後任とし

の一つとして肝細胞癌に対

した山口武人です。私は１



千葉県がんセンター

に構築するか難しい状況と

故大藤正雄名誉教授
（当時助

年の悲願であった新病院建

人 （昭 ）

年か

教授）
ひきいる第８研究室に

産に臨める安心が住民の皆

ターに赴任しました。また、 予測がでており、地域でお

て国立病院機構千葉医療セ

するエタノール注入療法
（Ｐ

期研修医は大学との協力型

口 武

厚生省に移管され、国立千
葉病院となり、平成

題であった救急医療も管外
への搬送率の改善に当施設

され、分娩数も２０１６年

入りました。第８研究室は、 設が平成

ンターとなりました。歴代

人国立病院機構千葉医療セ

機構に移行し、独立行政法

らは独立行政法人国立病院

之 （昭 ）

国立病院機構

評価されています。また、
産科診療については２０１

度は１２１件、２０１７年

６年４月に産婦人科が開設
この４月に平澤博之前理
度は３００件を上回る増加

年３月竣工し、

事長・センター長の後任と

年４月１日付けで

院長 杉

千葉医療センター
信

20

が寄与していることは高く

浦

54

して東千葉メディカルセン

平成

29

年）
に千葉

22

56

16

50

関係を背景に教育にも携わ

千葉大学医学部との密接な

む地域の中核施設として、

医療・急性期医療に取り組

医療圏の課題であった救急

センターは２０１４年に当

さて、東千葉メディカル

借りして心よりお礼申し上

なりました。この紙面をお

いろな方々に大変お世話に

療センター在職中は、いろ

前任の国立病院機構千葉医

療資源をお互い効率よく共

地域の医療施設とともに医

元医師会は勿論のこと近隣

どのようなものなのか、地

続的に提供できる体制とは

域に必要とされる医療を持

ことが予想される中で、地

プで運営が一層厳しくなる

報酬の見直しや消費税アッ

資源の元、また医療・介護

るこの地域で、少ない医療

一方、過疎化が進んでい

過言ではないと思います。

様に確保されたといっても

総合病院に一時出張後、昭

入局いたしました。上都賀

教授が主宰する第一内科に

を卒業後、故奥田邦雄名誉

私は昭和 年に千葉大学

ます。

りして心より感謝申し上げ

いりました。この場をお借

ご指導、ご高配を賜ってま

先生方にはこれまで格別の

した。ゐのはな同窓会の諸

ンター院長に就任いたしま

りました。税所宏光先生
（現

０年に助手として大学に戻

消化器病を研鑽後、１９９

浜病院院長へ異動）
のもとで

ちに横浜東病院院長から横

院）
に異動し三木亮先生
（の

横 浜 東 病 院（ 現 聖 隷 横 浜 病

さわりました。その後国立

り、その開発と臨床にたず

ＥＩ）
が私の研究テーマとな

志津病院、下総精神医療セ

病院機構の千葉東病院、下

を募集する予定です。国立

と外科は基幹型での専攻医

連携型となりますが、内科

とんどの診療科は大学との

度が開始となり、当院はほ

す。来年度から新専門医制

室で日夜研修に励んでいま

を含め

なられた小俣政男先生率い

東京大学消化器内科教授と

れていた第八研究室、後に

た大藤正雄先生が室長をさ

化器は、次の教授となられ

した。当時の第一内科の消

た第一内科に入局いたしま

邦雄先生が教授をされてい

大学を卒業し、直ちに奥田

局、第八研究室に配属とな

研修を行い１９８５年に帰

修後、清水厚生病院で内科

りでした。１年半の学内研

入医局員の私には眩いばか

キラ星のごとくおられ、新

られました。優秀な先生が

部教授の野村文夫先生がお

生、第三研究室には前検査

る第二研究室、埼玉医科大

りました。与えられた研究

名の先生が研修医

名前後の

る東金九十九里地域臨床教

有し合うこと、互いの医療

和 年 月に帰局し、胆道、 名誉教授）
のもと、１９９７

ンターの３病院が近隣にあ

56

20
年に講師に昇任後、２００

18

げます。

育センターを併せ持つ特色

スタッフが疲弊しないこと

54

膵臓を中心に研究している

10

９８１年
（昭和

ある施設として開設されま

を基本に連携を模索してい
きたいと考えています。

した。今年で開院４年目と

27

なりますが、現在、 診療
19

科が診療を行っており、課

57

就 任 挨 拶 （10）
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会
窓
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究が中心テーマとなりまし

れ以降、胆膵疾患の臨床研

させていただきました。そ

のご指導の下、学位論文と

関する研究」で、税所先生

皮的膵組織生検法の確立に

テーマは「超音波映像下経

営的にも非常に厳しい状況

した。患者数も激減し、経

みの不備を厳しく問われま

療体制や医療安全の取り組

重なり、がんセンターの診

遺残などの不祥事が次々と

検体の取り違えや、ガーゼ

にとぞよろしくお願いいた

します。

千葉県精神科医療センター

療センターとの合築が計画

隣にあります千葉県救急医

更には、当センターの近

展開しています。

ＰＡＴ）
先遣隊として活動を

では、千葉大学の校風をし

様に尽力するというところ

なってからは目の前の患者

何もありませんが、医師に

たので自慢できるところは

期待しております。

らの若い千葉大生に大いに

と思っております。これか

っかり学ばせていただいた

されています。千葉県救急
医療センターも高度な救命

はその名前を知らない人は

めることで、単に自殺など

が、その病院との連携を深

院として歴史ある病院です

郎 （平 ）

いないくらいの地位を築き

で外傷を負った精神障碍者

悟

上げました。このような偉

への医療を提供するだけで

見

大な先輩方の後を担うのは

病院長 深

を謝罪、反省した上で、改

大変な重責ではございます



革・改善に取り組みました。

救急医療を提供する専門病

ていただき、主に超音波内
職員の懸命な努力により、

た。２００４年には、 San は今も続いています。もち
Francisco, California Pacific ろん患者さん、ご家族に大
に留学させ 変 な ご 迷 惑 を お か け し た 事
Medical Center

視鏡（ＥＵＳ）とカプセル内

大きな問題、即ち救命救急

視鏡の臨床研究をする機会

ばと思います。

なく、高齢化社会における

この４月１日より、千葉

が、お力添えをいただけれ
県精神科医療センター病院

現在千葉県がんセンターの
医療安全体制は、どこにも

を頂きました。
引けを取らないレベルにな

立され、今年で 年目を迎

当センターは昭和 年に設

模災害時における精神科医

えてきました。一つは大規

たに取り組むべき課題も見

いますが、次世代に向け新

期に差し掛かった感がござ

ながら、その中核的な拠点

り、災害医療全体を包括し

ＭＡＴと協働することによ

の救急医療チームであるＤ

て先述のＤＰＡＴが災害時

ところでございます。そし

医療が必要な認知症患者へ

千葉県がんセンターには

前病院長に替わり、病院長

療です。災害時の精神科的

となることを目指しており

さて先達の活躍もあり千

２００７年、診療部長とし

に就任いたしました。永田

えますが、初代の計見一雄

な問題と言えば、中長期に

ます。

の対応など、新たな分野へ

られていました。竜先生は

生、平田豊明先生と引き継

大変な時期に病院長をされ、 先生より始まり、浅野誠先

先生はがんセンターが一番

がれ、私で４代目というこ

わたる避難生活などのスト

のチャレンジも期待される

がんセンターの診療体制を
非常にご苦労をされたこと

とになります。昭和 年当

レスから生じる精神変調に

葉県における精神科救急シ

長に就任いたしました、平

大改革され、患者数が激増
と思います。この場をお借

時の精神科医療と言えば、

成７年卒業の深見悟郎です。 ステムは概ね整備され安定

ったと自負しています。

していた時期でもありまし
りして、永田先生に感謝・

病院への収容・長期療養を

本年４月から、永田松夫

て赴任しました。当時のが

た。消化器内科は傳田忠道

年度から建設工事を

御礼を申し上げます。新病

んセンターは、竜崇正先生

部長以下私を含め５人しか
院は

した。２０１３年に副病院

ん診療をさせていただきま

床となる予定です。医療設

１００以上増床し、４５０

目指しています。病床数も

開始し、 年度中の完成を

ことを目指し、
「精神科救急

碍者の社会生活を支援する

かつ早期に退院させ精神障

碍者への救急の支援の必要

震でも、発災直後の精神障

最後に私の自己紹介です

性が問題となっております。 始めていきたいと思ってお

時間即応型の医療を提供し、 は東日本大震災でも熊本地

たが、このセンターでは

よりこれら災害時に迅速に

当センターでは、平成

が、何分７年かかってやっ

とがないこと」への挑戦を

また新たに「誰もやったこ

ってきましたが、これから

ばと存じます。

このたびの名簿作成は、正式な同窓会事業として株式会社サラト
（兵庫県姫路市）
に委託しております。

懇親会：16時30分頃から

名簿作成委託先

ホームカミングデー：14時30分から
講演 大木 佑太氏（工学研究科修了生）
落語 桂 歌之助氏（工学部卒業生）

●名 簿 価 格：3,000円

総会：14時から

●名簿発行日：平成29年10月下旬

（昭 ）がセンター長を務め

おらず、診療だけでも毎日

長となり、がんセンターの

備も最新の機器を取り入れ

医療」という新たな分野を

対応する精神科医療チーム

と卒業できた不良学生でし

当センターの歴史は「誰

大変でしたが、充実したが

診療全体を統括するととも

ることとしており、日々進

開拓しました。そして日本

を整備し、千葉県における

もやったことがないこと」

に、臨床研究や倫理委員会

歩する高度ながん医療にも

の精神科医療における革命

災害派遣精神医療チーム
（Ｄ

に尽力することで歴史を作

の委員長の重責を任されま

対応できることを目指して

的パイオニアの病院として

対しての支援がイメージさ

した。しかし、２０１４年

います。伝統ある千葉県が

日本の精神科医療業界内で

れるのですが、実のところ

に腹腔鏡手術の事故が明る

んセンターの発展に全力で

主体とした医療が主流でし

みとなり、新聞、雑誌など

取り組む所存ですので、な

りますので、ご支援賜れれ

で大きく報道されることと

年

なりました。その後も病理

24

日時：平成29年11月３日（金・祝日）
14時～16時
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）
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受章の挨拶

瑞宝小綬章

患者が大変多く来院します。
病院では急性精神病状態に
ある患者を主として診てい
ましたが、精神の疾病とし

旭日双光章を受章して

旭日双光章

中 彦 （昭 ）

東病院、軽井沢病院、松戸

に入局。その後、国立千葉

長は高久史麿日本医学会会

員
（テーマは専門医制度、議

阪神淡路大震災の後、

長）
。

年

市立病院、船橋済生会病院

への出張を経て、昭和

平成６年千葉市医師会理

成

年千葉市医師会主催で

大都市医師会連絡協議会

タニ幕張で「医療崩壊」を

を開催、ホテルニューオー

テーマに全国各地から医師

会会長
（８年間）
。日本医師

年千葉市医師会立看護専門
院での一次診療に専念し、

会代議員。平成

急医療体制の充実に尽力」

学校校長。千葉市医師会副
体力維持のために、ゴルフ

青葉看護専門学校が新設さ

として特別市政功労賞を受

した。４月

平成 年千葉市より「救

与

平成 年千葉県医師会参

千葉県医師会から、平成

を週１～２回やっておりま

れ初代校長
（５年間）。千葉

賞。

会役員約５００名が参加。

年春の叙勲候補との連絡

す。今後も微力ながら生涯

県医師会代議員会副議長。

会長。平成 年千葉市医師

事（看護学校担当）
。平成

時相互支援協定を締結。平

に千葉市花見川区の団地で、 の政令市医師会間の大災害

貴重な知識にもなりました。 外科胃腸科の有床診療所を

野

全力を注いだ会長時代でし

伯

り、いまさらながら、精神

たが、有意義な毎日で、８

てはそれはほんの一部であ
の疾病の多彩さと複雑さ奥

年間体調を崩さなかったこ

開設。

深さに、老骨に鞭打って勉

誠 （昭 ）

強の毎日を送っています。

野
ーができる以前は、精神科

回医療功労賞受賞

日に新聞紙上

があり、突然なので驚きま

現役を目指し、地域医療に

日本医師会学術推進会議委

千葉市医師会理事、事務局

年千葉大学医学部
ンターン、昭和

願い申しあげます。

と思いますのでよろしくお

窓の皆様にもお分けしたい

お喜びはなるべく早く、 同

し得ない事態もあります。

おりますが、 ニュースに接

編集部でも絶えず注意して

事務室までご一報下さい。

関係された方は是非同窓会

叙勲、 褒章その他祝事に

年千葉市

に公表され、朝日新聞より

携わっていきたいと考えて

歳になった現在は、自

の緊急状態への対応は治安
年

とが幸運でした。

平成

的側面が大きかったのです 〈追記〉
第

14

インタビューを受け、千葉

座右の銘は論語「徳は孤

版に記事が掲載されました。 おります。
千葉県庁で伝達式、森田知

日皇居に参内し、天 「正しいことを行っていれば

事より勲記勲章が授与され、 ならず、必ず隣あり」です。
５月

皇陛下の拝謁がありました。 孤立せず、必ず共鳴者が現
れる」という意味です。
最後になりましたが、藤

開業しながら千葉市医師
会業務を行うには、夕方か

森宗徳元千葉県医師会長
（昭
）
、千葉県および
方との会議も多く、私は殆

の方々に深く感謝申し上げ

会長
（昭

）
、田畑陽一郎千葉県医師

ら夜間になってしまうので
肉体的にも大変でした。委
以上もあり行政の
ど連日出席して討論に参加

ます。

員会は

しました。月刊の会員への

昭和

賞受賞
（高校２年生）

人命救助により警視総監

広報誌「医師会だより」に （略歴）
は、広報委員の発案で始ま
った会員からの各種の質問
に答える欄があり、会長と

卒業、国立国府台病院でイ
学大学院博士課程修了、医

しての返信は、月一回で

回に達しました。毎月相当

年千葉大
に勉強しないと答えられな

14

が、精神疾患も疾病である
以上医療としての対応が必
要であることは言うまでも
ありません。救急医療とし
て精神科の緊急状態に対応

20

瑞宝小綬章を受章して
浅

48

10

14

37

学博士。千葉大学第一外科

17

22

26

この度、 歳で勲章をい
ただきました。瑞宝小綬章
千葉県が最初であったと思

することを位置づけたのは
います。これはまた、迅速

というもので、この５月
日に宮中で天皇陛下よりお

がもたらす損失の最小化を

な医療の提供により、疾病

祝いのお言葉をいただきま
私は千葉大学を昭和 年

した。
目指すものでした。この中

精神科救急医療は地域差が

29

24

40

平成29年度
総会において選出された名誉会員

82

37

に卒業後、 年間臨床医と

かなりあるにしても全国に

11

20

には精神科医療にかかわる

神科医療センターが設立さ

普及しつつありますが、こ

氏
（昭47）

して働いてきましたが、さ

れ、全国に先駆けて精神科

ういった医療の変革のさき

昨今、精神医療はまた新

哲男

したる研究歴はありません。 医療費の増大を抑えるとい

の救急医療がスタートしま

たな変革が必要な状況にな

西川

う目的もありました。現在、

した。計見一雄先生、平田

がけの仕事に携われたこと

多くの関係者の皆さんから

氏
（昭46）

ただ、昭和 年に千葉県精

豊明先生とともに、その仕

は私にとって幸せなことで

の推薦があってこそいただ

っているようです。３年ほ

46

37

事に携わったことが評価を

けるものですので、受章に

ど前に花見川区花園に、桜

幸夫

29

い問題も多く、これが私の

84

受けたようです。もちろん、 あったと思います。

ご支援ご尽力いただいた

並木診療医院を開きました
が、患者は多岐にわたり、

矢端

48

方々に、この場を借りて感
謝申し上げます。

氏
（昭39）

11

48

ストレス障害やうつ病圏の

一憲

60

千葉県精神科医療センタ

42

阿部

70

40
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三浦
角田
病診連携部：

下し長生きできると聴き、
改めて会員一同女性の強さ

旧第三内科ＯＢの那須中央

を講演いただいた。後半は

た関節リウマチの最新知見

ウマチ診療の進歩」と題し

倉沢和宏先生より「関節リ

膠原病内科教授に就任した

連の宍戸忠幸先生も挨拶さ

しぶりの出席であった。常

された。掛田充克先生は久

先生は同科の充実ぶりを話

都宮病院泌尿器科戸邉豊総

り挨拶があった。済生会宇

就任された山西友典先生よ

院排泄機能センター教授に

会のさらなる充実と発展に

後任として、東京ゐのはな
会

体制を紹介させて頂きます。

のはな会の会長はこれまで
井上

岡本
賢治（平５）

和久（平２）

正利（昭 ）

長：吉原 俊雄（昭 ）

尽力する所存です。東京ゐ

副会長：栗原

貫洞一夫、長澤仁一、小幡

だより

年度栃木県ゐのは

栃木県ゐのはな会総会
平成

）
、山西友典
（昭 ）
、倉沢

宮安紀彦
（昭 ）、福田健
（昭

田利男
（昭 ）、伏島堅二
（昭

）
、廣田勝太郎
（昭 ）
、十

和宏
（昭 ）
、星野聡
（昭 ）
、 川 康 弘（ 昭

） 年坂田早苗先生が会長を退

文彦
（平３） 井久雄先生であった。一昨
隆文
（昭

を実感した次第であった。

病院副院長である福田利男

れた。会は和気藹々に終了

各部理事（傍線は主担当理事）

な会総会が平成 年１月

） 日（日）午後２時 分より、

）
、

）
、村野俊一

）
、福

）、 一 戸 彰（ 昭

）
、高原正信
（昭 ）、戸邉

かれ、昨年新たに栃木ゐの

斎藤弘司
（昭

先生の司会で小林欣夫先生

し盛会であった。ただ嶋﨑

裕、済陽高穂、伊藤達雄先

英昭
（昭

掛田充克
（昭

（昭
最近の千葉大学での不祥事 （昭 ）、本多陸人
について触れられ、先輩後

より「虚血性心疾患におけ

勝典先生が写真に間に合わ

島田

勤務医部：

）
、大

後列：早乙女勇
（昭

輩の関係が希薄になったこ （昭 ）

年に獨協医科大学病理学主

る抗血栓療法について」の

なかったことが悔やまれる。

生とすばらしい先輩方が務

）
、森偉久夫

懇親会では済陽高穂先生が

） 三先生、上山滋太郎先生、

任教授に就任された矢澤卓

講演があった。福田利男先

写真右から

められ、東京の同窓の連携

52

） はな会会長に就いた﨑尾秀

公一
（平３） 彰先生の挨拶の後、物故会

赤倉功一朗
（昭

清水
麻里（昭

員６名
（師尾武先生、明石康

道永

渉外担当部：

き続き講演会に移った。前

也先生より挨拶があった。

生と同じ旧第三内科出身の

井久雄
（昭 ）
、矢澤卓也
（筑
）
、坂田早苗
（昭 ）
、﨑尾

波大・昭 ）
、大井利夫
（昭
）
、 済 陽 高 穂（ 昭
）
、小林欣夫
（昭 ）
、伊藤

秀 彰（ 昭

）
、 秋 葉 哲 生（ 昭
）

55

井千輔
（昭 ）
、宍戸忠幸
（山

豊総
（旭川医大・平元）
、長

57

ゐのはな同窓会地区会長挨拶

雄 （昭 ）

とも一因ではないかと話さ

俊

れた。伊藤達雄、石川詔雄、

原
海老沼光治先生、吉田敏郎

半は獨協医科大学副学長の

同じく昨年獨協医科大学病

伏島堅二先生の的確な質問

前列：門馬公経
（昭

脈硬化になる生活、ならな

い生活」と題した話を加え

達 雄（ 昭

）
、石川詔雄（昭
中列：小池正造
（昭

52

55

57

48

45

43

42

58

48

53

43

54

51

50

東京ゐのはな会会長就任のご挨拶
東京 ゐ の は な 会
会長 吉
先生、福田武隼先生）
に対す

他各地区担当理事
学年担当幹事

域での現状と課題について

岡本和久、横須賀忠の諸先

） 年に比べ物故者が多い年で

秋葉哲生各先生からは各地

弘毅
（昭

る黙祷を行った。本年は例

監

の話があった。更に平成

生は千葉大学ゐのはな同窓 （平成以降の各学年代表）
会の理事会にも参画してい

事：岩倉

） あった。会計報告の後、引

福田健先生の司会により昨

達雄
（昭

よって千葉大学医学部学生、 学ゐのはな同窓会総会は東

年獨協医科大学リウマチ・

伊藤

京支部が担当ですので、役

光江（昭 ） ニューイタヤで開かれた。

赤倉功一郎（昭 ） 例年通り宇都宮市のホテル

により講演会は締まったも

年度６月の千葉大

員一同鋭意準備を進めたい

平成

全同窓会会員にとって意義

ます。全国組織と東京支部

ある、また楽しい同窓会組

俊康（平 ） 出席者は千葉大学循環器内

各地ゐのはな会

齊藤

健佑（平 ） 科学教授小林欣夫先生、済

東京ゐのはな会の新役員

のために尽力されました。

寺谷

た伊藤達雄（昭 ）前会長の

東京には大学、病院、診療

吉村

清吾（昭 ） 伊藤達雄東京ゐのはな会会

られた。男性は離婚で、さ

中村

「動
総務部：横須賀 忠（平５） 陽高穂全国ゐのはな会会長、 に一般向けに少し砕けた

） な会会長、秋葉哲生千葉県
正利
（昭

別すると却ってリスクが低

クが上昇するが、女性は死

らに死別で心筋梗塞のリス

小松幹一郎（平 ） 長、石川詔雄茨城県ゐのは

歳の糸

名であった。最高

）
、糸

所、研究所、厚労省他施設
ており、医学生にとっても
すばらしいロールモデルと
なると自負しております。

康宏（平元） ゐのはな会会長と本会員

私は現在、千葉大学ゐのは

石井

賢治
（平５） 齢は平成 年卒、

42

34

63

53 47

会計部：栗原

な同窓会副会長を務めさせ

井上

名、計
広報情報部：

63 26

44

42

22
28

35

30 29

92

45

19 16 59 59 59

54 10 57

て頂いていますが、伊藤達
雄、角田隆文、赤倉功一郎、

33

26

50

のとなった。小林教授は更

で多数の先生方が活躍され

の相互の情報交換や協力に

ゐのはな会総会において会
と存じます。

28

織づくりに邁進していくつ

30

28

42



（廣田勝太郎）

梨医大・平８）

50

57
59

56
42 37

もりでおります。

24

長に推挙されました。様々

29

な改革を成し遂げられまし

平成 年６月 日の東京

53

54 53

第 176 号
報
会
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は
ゐ
（13） 各地ゐのはな会

各地ゐのはな会 （14）

日東京ゐ

東京ゐのはな会
平成 年度総会
年６月

ず、お二人の先生から様々
な立場と観点からの有益な
会員一同大いに啓発される

）
、済

６）
、奥川忠博
（平６）
、留守

克 彦（ 平 ４ ）、 浦 野 友 彦（ 平

）
、奥川英博
（平 ）、鳩貝

卓也
（平７）
、小松幹一郎
（平

石場俊太郎
（昭 ）、橋本英

明
（昭 ）
、林泰（昭

）
、宮崎勝
（昭 ）、稲田晴

（昭 ）
、矢端幸夫
（昭
講演を拝聴することができ、 陽高穂

45

（昭 ）
、吉原俊雄
（昭 ）
、 健
（平 ）
、吉村健佑
（平 ）
、
時間を過ごすことができた。 生

12

安房 ゐ の は な 会
平成
のはな会総会は銀座アスタ

、

また若手ショートスピー
チとして鳩貝健先生
（平

、 順天堂乳腺外

厚労省ＰＭＤＡ）、岩間敬子
先 生（ 平

れ、全身麻酔中に咽頭閉塞

無呼吸の病態生理を研究さ

ガリー大学留学中に睡眠時

した。先生はカナダ・カル

授より御講演をいただきま

して、麻酔科学磯野史朗教

診療科で重要です─」と題

は学年担当幹事として承認

当理事と平成卒以降の会員

その他各地区からは地区担

された。また新副会長とし

であり、同窓会の先輩方に

な若手の卒業生、学生さん

久
（平２）
、井上賢治
（平５） り、亥鼻祭の実行委員３年

）
、岡本和

とっても刺激となる後輩の

が各々承認された。新理事、 生の上條恵利子さんから元

て栗原正利
（昭

話しを聞くことができた。

運営していくこととなった。 行われた。皆、将来楽しみ

監事も決まり新しい体制で

本総会は大先輩の同窓生

来の展望について発表があ

聖路加）
から各々の現状と将

中で名刺交換や貴重な情報

気あいあいとしたムードの

未来」を、母子愛育会総合

伊賀寧
（聖マリ医大・平２）
、 してみた老年病学の現在と （昭

）、藤山嘉信
（昭

）
、
）
、 藤 本 茂（ 昭
）
、岩倉弘毅
（昭 ）
、吉川
）
、 伊 藤 達 雄（ 昭
）
、中林正雄
（昭 ）
、浅野

広 和（ 昭

）
、
）、﨑尾秀彰

）
奥村康
（昭

）
、

）
、道永幸治
（昭 ）、角田

栗原正利
（昭 ）
、伊丹純
（昭

）、 島 田 英 昭（ 昭

吉原晋太郎（平

）
、岩間敬

子
（平 ）
、黒川友哉
（平 ）
、

豊田幸子（平 ）、難波俊文

３）
、三浦文彦
（平３）、吉田

和 久（ 平 ２ ）、 小 島 博 之（ 平



３年）

（吉原俊雄）

）
、石井康宏
（平元）
、岡本 （平 ）、上條恵利子
（医学部

隆 文（ 昭

19

23

53

平成 年 月 日（水）た
てやま夕日海岸ホテルに於

）
の後任とし

ーお茶の水賓館にて開催さ
達雄会長
（昭
て、副会長であった吉原俊

10

45

45

50

56

21

23

れた。本総会において伊藤

総会終了後、
「閉塞性睡眠

た。

性を評価する方法を考案、

された。今後は理事、若手

から、千葉、埼玉の来賓、

、

周術期気道管理に応用して

幹事が中心となり東京に居

また若手の先生方、研修医、

科）
、難波俊文先生（平

おり、睡眠時無呼吸患者の

住あるいは勤務の同窓生の

学生さんまでの巾広い世代

）
の会長就任が承認

治療も行っているそうです。

情報交換、医療連携や交流

雄
（昭

また大学では周術期管理セ

を活発にするための方策を

時無呼吸症候群─あらゆる

ンターを立ち上げ、術前評

各部報告、協議、監査報

交換の場となった。

気なプレゼンテーションが

価から術後管理まで、麻酔

推進していくこととなった。 の出席があり、懇親会は和
告の後に特別講演として国

出席者

っているとのことで、最新
の大学病院の様子もお話し

際医療福祉大学老年病科主

母子保健センター所長の中

）
、伊谷昭幸

任 教 授 の 浦 野 友 彦 先 生（ 平

相正人（島根医大・平９）
、

長澤仁一
（昭

ごすことができました。

渡辺啓治
（昭 ）、辻博勝
（平

６）
から「骨粗鬆症研究を通

くださり、とても勉強にな
りました。

（昭 ）
、
り、とても楽しい時間を過 （平３）、水谷正彦
写真右から

講演会終了後、磯野先生
を囲んで記念撮影を行った

前列：関谷信平（昭 ）、原

村 瀬 靖（ 昭

後、波奈総本店に場所を移

産期医療の現在と未来」と

武秀
（昭

）
、中林清美
（昭

河村弘庸
（昭
専門領域のあるなしに拘ら （昭

だいた。会員一同、自身の

（辻博勝） いうテーマでご講演をいた

２）、原太郎（聖マリ医大・



林正雄先生
（昭 ）
からは「周

し、情報交換会が行われま

）、本多満（昭 ）

46

45

54

17

22

29

いて、安房ゐのはな会総会・

）、林宗寛
（昭 ）
、天野晋
59

）、磯野史朗教授（昭 ）、 平３）

久彌
（昭 ）、本位田泰介
（昭
青木謹
（昭 ）、佐伯陳哉
（昭

37

43

した。いろいろな診療科の
会員から、睡眠時無呼吸と
自分の専門科との関連につ
いて質問があり、それぞれ

後列： 黒野隆（東海大・ 昭

32

52

24
54

57

26

にわかりやすく説明してい

24

44

52

56

10

学術講演会が開催されまし

ただき、おおいに盛り上が

60

61

30

40

44
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30

44

44

37
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30
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君津木 更 津
ゐのは な 同 窓 会
平成 年度君津木更津ゐ
日（水）に木更津市の東

のはな同窓会総会は去る６
月
京ベイプラザホテルで開催
された。君津、木更津、富
津、袖ヶ浦市内で開業され
ている先生方をはじめ、君
津中央病院の医師、ＯＢ、
名が参加した。まず青

初期研修医、後期研修医な
ど
柳博会長（昭 ）からご挨拶
があり、昨年ご逝去された
近藤春樹先生
（昭 、袖ヶ浦
さつき台病院）
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９
名、退会８名、物故１名、

写真撮影の後、懇親会場
二次会となり、市内の花街

親会中締め後、会場を移し
前列：赤星至朗
（昭

写真右から
）
、中

沢肇
（昭 ）、清水天
（昭 ）
、

に移り、君津中央病院名誉

名でした。
）
、唐

博
（昭 ）
、加藤直也教授
（昭

）
、福山悦男
（昭 ）
、青柳

木清一
（昭 ）
、三枝一雄
（昭

前列：氷見寿治
（昭

写真右から

名を加えて

１名、遅れて懇親会参加８

参加者は、総会のみ参加

ぎまでお付き合い頂いた。

で加藤教授にも深夜０時過

至るまで多岐にわたる肝臓
院長唐木清一先生
（昭 ）
の

の話をわかりやすくご講演
いただいた。講演の最後に
乾杯の後、新入会員挨拶や

青写真もお示しいただいた。 昔談義に花を咲かせた。懇

は、新しい医学部棟新設の

28

34

39

）

）
、 山 ⻆ 博（ 昭

）
、山口正敏（昭

横 山 宏（ 専

52

）
、小俣政男
（昭 ）、鶴田

後列：小林哲
（金沢大医・平

39
）
、 古 屋 好 美（ 昭
）
、花輪孝雄
（昭 ）
、細田

好 孝（ 昭

45

）

和彦
（昭 ）
、岩佐景一郎
（平

45

）
、海保隆
（昭 ）
、田中弘

催されました。始めに昨年
）
のご冥福を

８月ご逝去されました藤原

）
、松清央
（昭

克己先生
（昭

）
、

一
（昭

）

祈り黙とうを捧げました。

鈴木紀彰
（昭

中列：孫莉玲
（平３）
、加藤

続いて清水天会長のご挨
）
、李元浩
（昭

）
、 拶を頂きましたが今回で会

）
、 竹 内 修（ 東 海

大 介（ 昭
大・昭

）
、須藤義夫

さまでした。会を代表し古

ありました。長期間お疲れ

三枝奈芳紀
（信州大・昭 ）
、 長を辞任される旨のお話が
布村正夫
（昭

）
、

屋好美先生より花束の贈呈

）
、畦元亮作
（昭
叶川直哉

を行いました。次期会長は

（昭

中沢肇先生（昭

）
にお願い

後列：北村伸哉
（平元）
、渡

河木潤
（島根医大・平３）
、
）

先生
（専

）
に乾杯のご挨拶

庁へ出向中の岩佐景一郎先

新入会員は厚労省から県

した。

と順調な経過をお聞きしま

以前より字がうまくなった

をいただきました。先生は
が、４月から新たな病院の

（海保隆） 今年卒寿を迎えられました

生（平 ）
。地方の医療の実

山田博之
（平９）
、小川悠介
（平



理事長に就任されたとのこ

年度山梨ゐのはな

なくこれからの話ばかりと

は最年長なのに思い出話で

ました。小俣政男先生から

たため少し遅れて到着され

と。本日も別の会に出られ

年の脳梗塞後のリハビリで

赤星至朗先生からは一昨

けることと思います。

には存分に活躍していただ

いただき中央に戻られた日

情と問題点をよく把握して

め「山梨ゐのはな会」に改

っていて実態に合わないた

会の名称が山梨県支部にな

のご報告がありました。当

の花輪孝雄先生から理事会

ゐのはな同窓会常任理事

日、甲府市

驚嘆の声が出ていました。

山梨ゐのはな会

名の
先生方にご参加いただき開

のホテル談露館にて

会総会が６月

平成

次に当会最年長の横山宏

則
（平４）
、古谷雄三
（昭 ）
、 ろしくお願い致します。

することとなりました。よ

52

平成 年６月現在会員数１

11

部良夫
（昭 ）
、松戸裕治
（平
６）
、永嶌薫
（昭 ）
、清水弘

63

００名）、執行部人事（会長
青柳博先生他）
の承認がなさ

43

57

56

れた。

57 53

61

今回は今年千葉大学消化
器内科に就任された加藤直

36

25

54

58

25

也教授（昭 ）をお招きし、
君津中央病院医務局長畦元
亮作先生（昭 ）の司会のも
と〝肝臓病〜最新の治療と
残された課題〜〟というタ
イトルでご講演頂いた。自
己紹介の後、肝臓の働きに
始まり、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝
炎の治療の歴史と今後の展

36

53

20

37
28

55

43

58

13

望と課題、脂肪肝とＮＡＳ
よるオーダーメイド治療に

32
61

29

Ｈ、抗ＰＤ １-抗体、ＡＩに

20

49

42

62

47

50
53

29

58

61

29

49

61

55

26

21
37
29

第 176 号
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（15） 各地ゐのはな会

会一致で承認されました。

称したい旨の提案があり全
題を提供していただいた。

で放送されたことなどの話

長や外来棟がテレビドラマ

あった。その後新たな取り

としては、残念な気持ちも
ャリア形成」について意見

テーブルを巡り卒業生と
「キ

代準硬式野球部に属した者
分ごとに各

）
、山本和夫
（昭 ）
、杉田

克 生（ 昭

）
、 永 井 敏 雄（ 昭

）
、花岡英紀
（平５）
、山井

）

悠吉
（平 ）
、広瀬彰
（昭 ）
、

がグループで

組みとして、参加した学生

また会誌発行の提案もあり
新医学部建設などで、野球

場がなくなるなど、学生時

ました。
フェ」がもたれた。医学生 （平

鈴木修一（平９）
、守屋拓朗

み、最後に出席者全員の写
からは、
「志望科の選択」
、

交換する企画「ワールドカ

真撮影を行い閉会となりま
「開業医か勤務医の選択理

時間いっぱい歓談を楽し

51

）
、

話は止まらず最後はホテル

澤健太
（医５）
、時友陽菜
（医

由」
、
「学生時代での人との （医２）
、本吉究
（医４）、大

３）
、佐藤奈緒
（医３）
、大谷

交流の重要性」などについ

祐介
（医４）
、結城駿
（医４）
、

マンに片付けの邪魔とばか

が一堂に会し、虚心なく話

大八木宏樹（医３）
、佐粧槻

３）
、中曽根広拓
（医３）
、森

し合える至福の時間とはこ

て、各テーブルで活発な意

近年は新会員の加入が少

のことであろう。語りつく

り追い返されることとなり

なく高齢化が進む当会です

見交換がされた。
「老若男女」 本 大（ 医 ３ ）、 伊 藤 美 羽（ 医

が総会には多くの先生方に

弘祐
（日本大・

尚彦
（平２）
、小川真
（昭 ）
、
57



（杉田克生）

佐宗薫
（医３）

せぬことも多々あったが、 （医３）
、岡本健人
（医３）、

ました。

吉澤和紘（医２）
、新井和樹

最後列：船津悠也（平

した。しかしその後も弾む

48

28

参加していただけるように

澄
（昭 ）
、浅野武秀
（昭 ）
、

三列目：菱木知郎
（平５）
、

）
、伊藤彰一
（平 ）
、安西

紀先生から、医学部の近況

54

お知らせ

ゐのはな同窓会

事 務 局 で は 、卒 業

年次別クラス名簿

リ ス ト 、地 域 別 会

員リストおよび郵

送用住所ラベルを

ご希望により作成

い た し ま す 。詳 細

お詫びと訂正

１７５号

面

ゐのはな同窓会員の千

葉大学医学部附属病院

受診に際してのご案内

受診方法

初診に係る特別料金

平成 年 月より

（５，
４００円）

↓

お問い合せくださ

いただきます。

お詫びして訂正させて

（１０，
８００円）

い。

は同窓会事務室に

4

54
27

鈴木一郎先生の挨拶で閉会
となった。
写真右から

）
、大川玲子

より今年度は千葉高等学校

）
、中野義

から５名の新入生を迎えた

）

星岡佑美
（平

後医学部３年生佐藤菜緒さ
んの進行で同学年の大八木

関明彦
（昭 ）
、石毛尚起
（昭

）
、関口縁
（平

）
、古

）
、鈴木崇浩

宏樹君から会計報告があり、

（平

44

今関文夫
（昭 ）
、丸山浩
（昭

10

で、懇親会となった。しば

16

24

61

報告、附属病院での新任科

し歓談後、副会長の花岡英

29

28

14

したいと思います。
（ 鶴田好孝、細田和彦）

前列：甲斐心皓
（医１）
、沢
田大地
（医１）
、布施和華子
（医１）
、石毛昭太
（医１）
二列目：田川まさみ
（昭 ）
、
田邊政裕
（昭

）
、鎗
）
、 市 川 邦 男（ 専

）
、中村宏
（昭

）
、鈴木一郎
（昭 ）
、鈴木

田 努（ 昭

（昭

56

一杯会
平成 年 度 総 会
平成 年７月１日 時か
ら京成ホテルミラマーレに
て開催された。初めに５名
の昨年度物故者に対する黙

43

42

39

46

45

市川邦夫先生の乾杯の挨拶

47
54

29

58
60

20
49

神崎頼仁
（昭 ）
、勝呂徹
（昭

とうがあり、田邊政裕会長

41

47

18

などの報告があった。その

25

29

29

各地ゐのはな会 （16）
報
会
窓
同
な
は
の
ゐ
第 176 号

ク
ラ

ス
会
）

上参加のみ、返信の無しが

名であった。会に出席、誌
村瀬夫人、中野夫人

人、藤山夫人、伊谷夫人、

滝口光雄、村瀬靖、伊藤夫

って亡くなられた両君と、
それぞれ同じ位というのも、 中列：中野政雄、志村昭光、

っていて、やはり今年は

１月に大雪の事故で急逝さ
この年代ではそんなものか

が３名おられる。会に先立

れた南園夫人のご冥福を祈
新井多喜男、伊谷昭幸

って黙祷を捧げた。
藤山嘉信、清水良平、永野

五五会（昭
来年もまた、少しでも多
俊雄、高橋康、伊藤敏夫、

後列：横田俊二、加濃正明、

くの仲間との再会を祈念し

なと思われるのである。

野俊雄前会長の発声で乾杯
て、五五会は散会となった。 浅見敦

伊藤敏夫会長の挨拶、永
１９５５年卒業の五五会
のあと、歓談となった。近

ことにしている。付録１年

の集まりとして続けて行く

切りとし、後は付録の有志

でいく。心臓、脳の血管障

余生を送る苦労に話が進ん

皆、何らかの病気を抱えて

体調の具合が主になって、
前列：永野夫人、滝口夫人、

写真右から

ステンドグラスで飾られ、

は壁、天井一面が華やかな

「花郷」で開催された。ここ

しんでいるようである。ま

かりと旅行やゴルフなど楽

然である。それでも、しっ

人が年々増えていくのも当

表面化して、治療中という

古屋大雄、南園義一、横田

近況報告などの寄稿を載せ

いて、会への出欠に拘らず

わせて、毎年会報も出して

（藤山嘉信）

況報告では、やはり自らの

目の昨年は千葉に集まり、

ハープなどの演奏を聴きな
た、いまだに現役として毎

俊二の５君が米寿で顕彰さ

ている。会には欠席だが近



は、一昨年、卒後 年を区

大学の新しい同窓会館で行
害や、腰、膝の障害など、

がら京料理を味わうという
日診療に従事しているとい

れたという。一方では、今

多い。また、長年に亘り全

第14号

高齢者につきものの疾病が

結構な雰囲気の店で、特に
う人も何人かおられる。歳

年になって丸川和太、高橋

体長が悪かったり、遠方で

況を寄せられたのは 名で、

く返信の無い人も大体決ま

ゐのはな

平成29年

ったが、今年はまた東京に

ご婦人方には、楽しんでい
の取り方も、余生の送り方
測がつかなくなっているの
は皆同じ思いである。様々

英男の両君が鬼籍に入られ

五五会では会の開催に合

な話題に話は尽きない。

て、当初の同級生１０５名

出てくるのが億劫との人が

しては、石神一良、高橋康、

のうち物故者は 名を数え
ることとなった。また、全

15

く連絡の取れない消息不明

59

会
窓
同
な
は

13

戻り、６月 日（日）に銀座

ただけたように思う。今回

会員の年齢は皆 代後半
となり、昨年 月の日本医

80

も人様々だが、数年先の予

は会員 名、同伴夫人７名
の計 名の出席となった。

14

21

師会設立記念医学大会に際

11

とちぎ

30
60

の

11

第 176 号
報
ゐ

地区ゐのはな会報
（17） ク ラ ス 会

フリードリンクの着席ビュ

会復帰してほしい。宴会は
っても気兼ねない。

した亥鼻山の仲間は何時会

参旧会（昭

）

納得し、有り難いことだと、 どの連絡も共有された。

参旧会の地方会も存在し、

石山淳一君は学生時代から

ワインを又一口飲み込んだ。

の肢体不自由児・者奉仕活

稻毛地区在住の会員の任意

ゐのは な

団体は年４回くらいの開催

クラス会
（昭 ）

参加したくても、激しい



腰痛や、病の後遺症で残念

で、会場は手頃な居酒屋さ

写真右から

んとのこと。前回の主題は

最前列：杉岡昌明、黒岩璋

がった人。現在リハビリ中

日本酒の醸造元についての

ッフェだが、飲食の量、特

１泊旅行、昨年は都心のホ

で抜けられない人、出たく

テルでと毎年開かれている。 の人、又、医師会の当番医

にアルコール類は激減して
光、福士和夫、伊東治武、

交通の便を考えると、今回

動から、精神科医師の今は

油井真知子、安達惠美子、

認知症カフェでボランティ
きた。お開きは、例年の如
矢野靖子、岩倉弘毅

今年初めての真夏日とな
った平成 年５月 日（土） ア活動をしている、頭が下
く油井真知子さん指揮での

ホテル東京で開催した。亥
るＡＩ（人工知能）が、将棋

来、長足の進歩を遂げてい

に従事しているが、近い将

遠隔デジタル画像診断業務

で国家斉唱、参加者が 名

が代」を歌え！ということ

ているからか、誰かが「君

でナショナリズムが台頭し

三列目：入枝幸三郎、山根

誠、大野孝則、日浦利明

土井修、柳沢健一郎、田島

良い、日比谷公園内の松本

うと、地図も書かなくても

場所は皆が知っているだろ

二列目：石山淳一、瀬川襄、 も都心で集まることにして、 ても出られない人の欠席な

途 に 旧 病 院（ 私 た ち の 学 び

病院の現況と平成 年を目

等）、亥鼻キャンパスと大学

報告、会員の住所変更
（閉院

明）
より昨年度クラス会収支

治武君は体重も増え、彼曰

葉大教授執刀）
を受けた伊東

摘手術
（肝胆膵外科宮崎前千

臓がんで２年５か月前、全

も嬉しいことは、進行すい

代わる可能性もあると。最

と碁の世界のように取って

学生時代にタイムスリップ

記念写真を手に散会した。

見なので来年の再会を約し、 最後列：伯野中彦、中村嘉

クラス会を毎年やれとの意

を切るまで傘寿を超えても

介、油井信春、森豊

友二郎、井坂誠二、大原啓

しいものをと連絡した。

楼で、量は少なくても美味

れ入った。恒例の各自近況

千２百万を超えていると畏

たが叙勲記番号がなんと１

ドを皇居参内まで含め語っ

叙勲前後の細かいエピソー

は奥様からの返信に、今年

の元医学連中執松江寛人君

の福島へ通っていた熱血漢

だ。震災・原発被爆者支援

は幾つかの特典があるよう

倉君の返還証明書は都内で

還している会員も多く、岩



幹事はこれが仲間なんだと

あると、スーと手助けして、

けれど、となりの人が用が

用意しての集まりであった

８人の丸テーブルを４つ

ど。

って貰って来た人、などな

階段しか無く、配偶者に送

はいいが、地上に出るのに

加した人。地下鉄で来たの

護タクシーを借り切って参

を散歩
（車椅子）
した友。介

し早めに着いたから、公園

茨城の会員の車で参加、少

意運動で動けないが、同じ

泊３日の人、茨城から不随

頂いた。遠くは徳島から２

は何でも良い）
等の報告して

に、出席者の現況
（話すこと

な同窓会の活動の話を始め

追悼の黙祷の後、ゐのは

くなられた。

（杉岡昌明） 翌日、５月４日脳出血で亡

さんが病理学会が終わった

この会の直前、重松秀一

舎・レガシー）
が思い出深い

スピーチでは、入枝幸三郎

３月脳出血（左）手術、５月

孝、勝田貞夫

野球場へ移転新築する等。
全く再発兆候はないと元気

％（ 案 内 状

送）、昨年より９名減、６名
な姿でワインを嗜んでいた
ダウンした現役を続け、ロ

ことだ。８割近くはシフト
コモ、フレイル克服には、

だ）
と開会の報告と挨拶、
名の物故会員へ黙祷を捧げ
夫婦でゴルフ、旅行、家庭
菜園とシニアライフを楽し

君、井坂誠二君は閉院、井

日療養病棟へ転院予定と
あった。後遺症が心配だが

11

すので遊びに来てくれ」と。 リハビリに専念して早く社

ンと腕自慢の料理でもてな

八重洲へ転居、
「貯めたワイ

坂君は水戸から東京駅前の

を今春受勲した伯野中彦君、 んでいる。運転免許証を返

乾杯の発声は旭日双光章

君（常任幹事）と交代。

懇親会へ、司会を岩倉弘毅

21

の 返 信 無 し（ 消 息 が 気 懸 り

出席率

く、マーカー、ＰＥＴとも

20

名発

が 出 席 。 常 任 幹 事（ 杉 岡 昌

24

ゐのはな クラス会を帝国
鼻山の共通言語をもつ 名

一昨年の成田 佐-原方面の

がる。土井修君
（現聖路加・

20

55

33

51

蘊蓄だったそうだ。

放射線診断部長）は今なお、 全員合唱だが、今年は世界

39

５時から、国民皆保険制度

37

導入の翌年卒業、 年目の

37

29

37

47
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無事にお帰りになりました。 贈したホールクロックを見

皆さん楽しく過ごされて、 年の記念として私たちが寄
りの太陽の下で記念写真を

を望み、快晴の眩しいばか

眼下に見ながら遠く筑波山
もお役にたてるようなサポ

てあげられるのか、少しで

に、われわれＯＢが何をし
て「

周年記念ちよに会」

真
（小柳朝明君撮影）
、そし

った人たちを交えて集合写

崎浩君からの連絡

月 ）に つ い て は 矢

助 君（ 平 成

年５

後日、事故等の報告も無く、 てもらいました。そこには
黒光りした等身大の立派な

下記のような記銘とともに
通し同級生みんなが感じた

撮りました。以上の見学を

い機会になったと思います。 日のためにわざわざご出席

ートは何かなどを考える良

た。これで 卒

文が紹介されまし

を推進する「リーダー養成

への見学を計画し、中山医

年と同様、医学部と新病院

に会」を開催しました。昨

た。当日の外来では、早朝

さんに案内してもらいまし

集中治療科医局長立石順久

山本病院長のご高配で救急

救急外来棟（仮設）に行き、

ゐのはな同窓会会長に祝辞

を異にしたことに

名中 名が幽明界

94

時半に同窓会館へ戻り、 頂いた、済陽高穂千葉大学

42

を開会しました。まずこの

安心しました。

年４月１日

年医学部卒業生

平成

プログラム」の説明を免疫

ニットや免疫細胞治療実験
室で特殊な共焦点顕微鏡や
超解像顕微鏡を見せてもら
いました。
その後、青々と生い茂る

学部長のご高配により医学

に発生した白子町の交通事

桜並木の連絡道路を経て新

部事務長野田和宏さんに案

故患者の減圧開頭中であり、
臨場感あふれる中で大学病
院の救急対応の現状や施
設・設備の説明を受けまし
た。次いでひがし棟のヘリ
ポートに登り、千葉市街を

っている後進や母校のため

写真右から
ました。
周年記念と

のは、日夜一生懸命がんば

29

時計が力強く時を刻んでい

50

前列：本村八惠子、山下明
美、川西恭子、額賀章好、

昭和
（ちよに会）一同】

の７階で、千葉大学免疫学

次に医薬系総合研究棟Ⅰ





して寄贈します。

冨岡玖夫、宍戸英雄、木内 【 寄 贈 卒 後
政寛、大塚嘉則、根岸敬矩
後列：宍戸夫人、塚田夫人、
永山恵美子、万本夫人、深
尾夫人、崎山樹、村上信乃、
碓井貞仁、阿部一憲、深尾
の永い伝統を引き継いだ、

上原朗、山本夫人、塚田正

初夏の日差しが燦々と降
り注ぐ下、平成 年６月４

から受け、細胞解析教育ユ

（河野守正 ） 発 生 学 准 教 授 木 村 元 子 さ ん

）

卒後 周年記念クラス会

ちよに会（昭



男、万本盛三、河野守正

口正敏、山下武広、山本弘、 「免疫システム調節治療学」

立、遠藤毅、伊藤晴夫、山

鈴木守、林學、鈴村博一、

50
29

内してもらいました。当日
終的な出席者総数は 名
（現
存 会 員 の 半 数 ）と な り ま し
た。
午前 時に医学部本館正

12
見学ツアーに参加できなか

近の物故者３名の報告につ

次いで庶務報告に移り、最

一人ひとりに授与

謝状の贈呈に移り、

次にメダルと感

年、 して頂く予定でし
達雄君にご家族からの情報

没月日不詳）
については伊藤

声と時間の都合か

でもらえ」という

たが、
「幹事が代表

した。秦維郎君
（平成

づき全員で黙とうを捧げま

とご挨拶をいただきました。 なります。

22
を、福田武隼君
（平成 年９

28

月）
については門馬公経君か

り済陽会長から直

ら、私が代表とな

接手渡して頂きま

年の長き

した。感謝状には

佐治尚文、谷口克、済陽高

森田喜崇子、能勢晴美、伊

窓会の発展に寄与

献し、ゐのはな同

にわたり社会に貢

メダルには表面に

し…』と記され、

医学部本館正面像

穂ゐのはな同窓会長、大沼
彦

英、本多陸人、服部孝道、

森田清、小林茂雄、大場俊

る逸品です。また、今回の

らの獅子と鷹の絵が刻まれ

鷹目行以女手」か

の牧野英一君でしたので、

の川越和子さんと福岡から

に参加したのは、広島から
藤田優

代表して牧野君に乾杯をし
うしろ。 ヘリポート写真の後列

編近くの原稿が集まって

の作成が計画され、すでに

よに会・会員近況報告集」

同級生同志の明るい歓談が

た。しばらくぶりに会った

てもらい懇親会に入りまし
辺道典、西牟田敏之、高橋

遠方から今回のクラス会

頼しました。

弘昭、伊藤達雄、牧野英一、 おり更なる投稿の追加を依
宮坂斉、宮本忠昭、鈴木一
郎、更科廣實

述べてもらいました。医師

名に各自の近況報告を順次

続いた後、今回出席者の

、龍野勝彦、渡
右から３人目）

三列目： 太田東吾（笠貫君の 卒後

周年記念として「ち

高崎健、林龍哉、守屋秀繁、 たずっしりと手ごたえのあ

片倉透、板谷喬起、関隆郎、 と、裏面に「獅胆

二列目：笠貫宏、河野泉、

直躬、忍頂寺紀彰、藤沢武

前列：小柳朝明、川越和子、 『 卒 後

写真右から

ら詳細な報告を、宮内倉之

28

42

の見学参加者は 名で、最

日に卒後 周年目の「ちよ

29

26

面玄関に集合し、まず 周

35

50

50

50

42

35

50

50

50
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たが、この日の帰宅途中数

２０１７年５月３日８時

を求めて居留したところで

ダ人が、東洋への足掛かり

今回の訪問地は、台湾旅

周し、文武廟に行きました。

す。古都として、古い史跡

行の初心者には味わえない、

会・他大学等にてちよに会

としての仕事の継続や研究
分台北

歴史を感じさせる奥深いも

時

か所の会場を訪問した結果、 の動画公開。
（更科廣實） 着。美味しい台湾料理のラ

分羽田発、

所での現状、職場での問題



のがありました。それに加

えて、毎回味わった台湾料

２０１８年６月３日・上野

５日は専用車で台中に向

や街並みが残っています。

理の食材の豊富さ、調理方

や課題、これからの跡継ぎ
ンチを、中林さんの弟さん

法の多彩さには皆感服し、

幹事で日本相撲協会横綱審

ました。最後のトリは永久

う間にお開きの時間が迫り

楽しい会となり、あっとい

りました。それでもとても

いんだなー」と述懐してお

とを聞いてくれる人がいな

みじくも、
「みんな勝手なこ

まいました。ある仲間がい

二時間近い時間が経ってし

下がりました。ただ、思い

る人が多くその努力に頭が

として社会に貢献されてい

を続け、今も現役の医療者

いクラス会をできるだけ永

いと思います。やはり楽し

襲われたのは私一人ではな

とも言えない重い寂寥感に

のかな？ と思うと、なん

中の何人かは会えなくなる

っていて、来年もまたこの

行くみんなの後ろ姿を見送

の解散となりました。去り

を手に親友と伴に三々五々

ダル・本日の集合写真など

イクを握っている人も多く、 いう間に過ぎ、感謝状とメ

のたけを言おうと長々とマ

く続けたいと思いました。

名残り惜しい時間もあっと

前に台湾東部を訪れてから

今回の台湾企画は、 年

した。

は連れ合いを含め、 名で

よりまちまちですが、今回

参加者は、各自の都合に

した。

ーが知恵を絞って企画しま

それぞれの勤務地のメンバ

野市、新潟県長岡市など、

津市、千葉市、伊東市、長

岡県清水市、つくば市、大

の後、香川県金毘羅宮、静

催したのが最初でした。そ

脳外科へ赴任し、沖縄で開

会しようと誓い合いました。 夫の吉井與志彦が琉球大学

にがんばり、また元気で再

の二回目です。

彭さんは他界されました。

生がいて、一回目の幹事の

11

に御馳走になりました。

代的な国立台湾美術館を見

新幹線で台南着 時 分。 かいました。台中では、近

体重１、２キロの増加はあ

精養軒に正式予約が取れた

学し、日月潭に向かいまし

や育成のこと、ゴルフなど

日本統治時代に出来た林デ

た。

）
パートを散策。夕食はホテ

との報告をもらいました。

ルで、その前に写真撮影。

日月潭は、海抜７２７ｍ

の趣味や健康法、家庭の内

昭和 年卒のクラス会
（獅

にある高山湖で、１９３４

獅子の会（昭
台湾旅行
子の会）
が、毎年ではありま

４日は台南市内観光、午

後日同級生のみなさんに案
中締めは前年度幹事の伊

前中は延平王洞、孔子廟。

内が届くと思います。
藤君にお願いし、これから
せんが、メンバーの勤務地

圧、糖尿病、腰痛を押して

情や家族のサポートなどな
われています。ほとんどの

や、出身地を訪問していま

の参加者も多かったのです

ど…。医師は国家財産とい
人がそれぞれに適った仕事
も健康に気を付け少しでも

午後は億載金城、安平古堡、 年に水力発電所建設に伴い

議委員会前委員長の守屋秀

終わりになりますが、今回

窓会の佐藤さん、ならびに

台南市は

世紀にオラン

年としては、高血

（吉井田美子）

最後列：堀江浩、土川夫人、

篠原初江、篠原義隆

龍、星山圭鉱、渡辺夫人、

三列目：藤田正樹、東山義

美子

夫人、吉井與志彦、吉井田

土川秀紀、中林清美、西嶋

夫人、藤田仁子、山本健介、

二列目：渡辺孝太郎、吉田

夫人、坂元健彦、吉田操

東山都紀、中川夫人、堀江

前列：西島浩、豊島まゆみ、

写真右から

します。

参加者を代表して感謝いた

大変お世話になりました。

この度は中林清美さんには

なった方の負担が大きく、

ス会としての旅行は幹事と

毎回のことですが、クラ

楽しい旅行でした。

青春の気分がよみがえり、

卒後

ったのではないでしょうか。

永く社会に貢献できるよう
す。この企画は、 年前、

繁君にまとめてもらい、今

のクラス会の成功は沢山の

終始一貫ビデオ撮影してく

17

安平樹屋を巡りました。

が、宴会を重ねるうちに、

話題の「横綱・稀勢の里」

次回は龍野勝彦君に担当幹

今回は最高齢の陳さん
（東山

人の台湾からの留学

獅子の会には、男性 人、

事をお願いし、東京での開

ださったゐのはな同窓会・

義龍）
が 歳で、まだお元気

女性

催計画を報告してもらいま

広報の髙木さんにこの場を

なうちにと、台中出身の中

17

48

中川邦夫



e-mail：info@inohana.jp

30

ダム湖になり、面積が四倍

などについてマスコミでは

方々のご援助に負うところ

した。交通便利な会場はど

借りて感謝申し上げます。

から台中を回る企画でした。

FAX （043）202-3753

11

になりました。遊覧船で一

伺い知れない裏話を披露し

こも結婚式優先でなかなか

林清美さんの尽力で、台南
オンライン会報、クラス

＊ゐのはな同窓会Ｈ・Ｐ

てもらい盛り上がりました。 が大きく、特にゐのはな同

9
2

電話 （043）202-3750

44
20

25

予約がとれずこの時点では
いまだ未確定とのことでし

ご住所・ご勤務先等に変更がございましたらゐのはな同窓会にご一報ください。

50

44

3

80

ク ラ ス 会 （20）
報
会
窓
同
な
の

は
ゐ
第 176 号

郷士会（昭

）
べりなど楽しい時間を過ご

お酒、勝手気ままなおしゃ

幹事杉田克生の開会挨拶後、 す雰囲気の中、飲み放題の
杉浦君と同じ一内科出身の

平成６年卒同窓会

の終盤では大鳥君より現在
の整形外科学教室および大
学の現状を交えた近況報告
また浦野君より学生時代の

今関文夫君の乾杯で会は始

エピソードを含めて、卒業

および今後の抱負について、

よい風の吹く快晴の中、千

から老年病科に勤めるきっ

日、心地

葉県千葉市の京成ホテルミ

年４月

の桜山豊夫君、帝京大学病
ラマーレ、スカイバンケッ

平成

理学教授の近藤福雄君など

した。東京都児童相談所長

駅近くの鮨割烹みどりにて、 国立千葉病院時代からの杉
からは東京での勤務状況の

まった。沼田勉先生から、
浦君の温厚なる仕事ぶりや

ねて、千葉市近隣在住者な

した杉浦信之君の祝いも兼

葉医療センター院長に就任

い者もいる中で、誰もが気

などが話された。定年に近

葉に加え、各自の近況報告

名から杉浦君への祝いの言

な物故者もなく、次回も元

であった。今回は幸い新た

勤務に一同頭が下がる思い

に腰痛に打ち勝ちながらの

過、院長職の職務内容、時

杉浦君から、院長就任の経

話もあった。お開きの前に

究院整形外科学教授の合同

君の千葉大学大学院医学研

学講座）
主任教授、大鳥精司

大学医学部老年病科
（老年病

浦野友彦君の国際医療福祉

ト

経過の後、柏戸孝一君の閉

がなされ、あっという間の

した。その後も盛況な歓談

それぞれ楽しく挨拶されま

現在の状況までの経過を、

写真右から

ながら閉会した。

気に再会できることを願い

名と多くの方が参加と

い席ということもあり、総

任されたという大変喜ばし

お二人が同時期に教授に就

卒同窓会が催されました。

の鞄のお披露目もされて、

参加し、お二人への記念品

君、大鳥君含め総勢

で行われた二次会にも浦野

した。その後、千葉駅近く

会の挨拶にて閉会となりま

イル・ミラマーレにて、 かけから、教授就任に至る

らびに旧第一内科関連の同
持ちだけは暑さを吹き飛ば

or
54

期生に集まってもらった。

48

教授就任祝賀会兼平成６年

前列：宮崎泉、吉田明子、

勢

名が

石毛尚紀、杉田克生、杉浦

三列目：田川雅敏、齋藤正

豊夫、

白土英明、高田啓一、櫻山

二列目：梶川工、小林進、

角南祐子

心温まる挨拶にて開会いた

いで本間
（鈴木）
澄恵さんの

大変正直な笑える挨拶、次

司会のもと、碓井宏和君の

信之、高田郁子、嶋田耿子、 なりました。諏訪園靖君の

前列：黃舜範、髙森尉之、

写真右から

ざいました。

た青木保親君ありがとうご

主な取りまとめを担当され

変忙しい中、会場確保など

大変盛り上がりました。大

四列目：五十嵐正喜、蓑輪

しました。愛知より駆けつ

勝行、笠川隆玄、青木保親、

大塚秀美、大野一人、諏訪

木
（旧姓古瀬）
陽子、笠川
（旧

三列目：深見悟郎、松戸裕

けた大塚秀美さんの音頭で

姓長谷川）規子、三枝紀子、

治、黒沢永、平野聡、黒岩

太郎、東
（旧姓加治木）
秀隆、

教和、鵜飼伸一、福田勝之、 木ノ下敬彦、齋藤武、秋池

乾杯となりました。皆さん

段の並々ならない努力、人

鎌田
（旧姓松浦）千華

柏戸孝一、門野源一郎

仁、沼田勉、内山勝弘、近

望の高さ、人柄の良さを絶

二列目：田原正道、丸田哲

指山浩志、網代洋一、宗永

藤福雄、今関文夫、下条直

賛し、お二人の将来のます

郎、奥川忠博、國吉一樹、

元、植田琢也、蓑輪
（旧姓加

園靖、浦野友彦、大鳥精司、

ますの活躍を期待する内容

藤井隆之、碓井宏和、寺本

本間
（旧姓鈴木）澄恵、佐々

でした。着席型の会場でし

靖、小谷俊明、河野世章、

藤）
百合子、香西由美子、笹

ともに、浦野君、大鳥君の



たが、会の途中からはほと

長哲、加藤直子、永沢
（旧姓

（田原正道）

んどが立食の状況で、会場

白石）
佳純


中で懐かしがる声、笑い声

村佳美
が上がっておりました。会

（杉田克生） 大変優れた能力・業績、普

30

21

郷士会（昭和 年入学
職場での苦労話などが披露

29

年卒業）を開催した。 今回

平成 年７月 日西千葉

54
11

された。その後参加した

29

は、４月に国立病院機構千

29

樹、篠遠仁
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研修プログラム
催や同門の懇親など生涯教

ＡＮ）
を形成し、セミナー開
究を行っております。

を継続しながらこれらの研

院生が臨床医としての仕事

いただけることを祈りつつ、

やりがいと重要性を感じて

初期研修の２年間は、そ

育と生涯連携を行っていま
す。麻酔科医の活躍の場は

ることが私たち麻酔科医の

和らげる」これらを達成す

「いのちを守る」
「苦痛を

す。手術室内のコンダクタ

任務遂行に最も重要なので

て協働することが私たちの

職種と連携し、チームとし

ろ、同僚や他科専門医、多

ます。

長く支援しあう関係となり

で、そのためか、同門とは

入れる姿勢は当教室の伝統

ンに様々な人の考えを受け

し、研究や臨床でもオープ

えを尊重しつつ能力を発揮

可能です。仲間の個性や考

での研修、活躍の場が共有

クリニックなど幅広い領域

急医療、緩和医療やペイン

Ｎ施設では、集中治療や救

千葉大学病院を含めたＣＡ

て、麻酔科医という職業の

す。その麻酔科研修によっ

貢献できるものと確信しま

は、その後の成長に大きく

研修プランに組み込むこと

か月間の麻酔科研修を初期

は重要です。少なくとも２

ことを常に念頭におくこと

ちを守る」
「苦痛を和らげる」

も、医師である限り「いの

どのような診療科に進んで

く影響する大切な時間です。

手術室だけではありません。 の後の皆さんの人生に大き

使命と考え、臨床・研究・
ーとして、仲間と協力し、

私たちは、生涯に亘り成

麻酔・疼痛・緩和医療科の紹介と
麻酔科初期研修の勧め

教育活動を行っています。
楽しくいい仕事を成し遂げ

長し続ける麻酔科医になる

科長
（教授） 磯

千葉大学医学部附属病院
麻酔・疼痛・緩和医療科

千葉大学病院では、先進的
た時の達成感は、皆さんが

朗 （昭 ）

な外科治療が行われるばか
医師を志望した根本的な動

史

りでなく、重篤な全身合併

船橋中央病院

筆を置きます。

せて研修が可能です。また、

的に参加しています。また、 ため研修医の各力量に合わ

市内で唯一の血液専門診療

手技などは、他の研修医と

ルに調整できるようにして

度では基幹型４名
（１学年）、 ケジュールは、フレキシブ

症例の取り合いになること

力、研究マインドが必要と

います。当直は、必ず指導

を行っており、多数の紹介

考えます。研修の早い段階

ントセンター、附属看護専

千葉大学医学部附属病院と

患者さんがいます。周産期

千葉大学病院やその関連

から臨床研究に参加し、研

門学校を併設し、船橋市で

の協力型２名を受け入れま

深
年前の昭和
年に社会保険病院として

当院は、約

元 晴 （昭 ）

名で、

す。応募してくれる学生は、 医とペアで行い、安心して

開き、研修の進捗状況など

〜

実させることができました。 ています。船橋市は、東京

をチェック、同時にアドバ
統領より先に使用し始めま

床で、健康管理センター、

ています。病床数は４６４

市で東葛南部医療圏に属し

症例があり、研修医も積極

わせ、年間１万件を超える

化管内視鏡が上部・下部合

体制を行っています。この

いため、マンツーマン指導

が、他と比べ比較的多くな

す。なお、小児科・精神科・

に行えるよう指導していま

イスなどを行い研修が円滑

63

周産期母子医療センター、

近郊の人口約

に重点をおいて指導してい

常勤医は約

内視鏡センター、インプラ

澤

副院長・千葉大学医学部臨床教授

施設での麻酔科専門研修で

は最大規模の中核病院・急

当直業務をこなせる体制を

野

症を有しているため他院で

機に一致するものでしょう。 ためには、科学的な思考能

地域医療機能推進機構
（ＪＣＨＯ）

手術ができない患者さんも

は、小児麻酔や心臓麻酔な

究マインドを身につけるこ

性期病院となっています。

近隣だけではなく、全国か

多く集まります。これに対
応するためには、麻酔方法

とで、
「考える麻酔管理」が

年４月からは、厚生

伝統ある病院の一つです。

診療科が揃っています。救

とっています。また、定期

はなく、かなりの件数を経

に工夫を凝らすということ
ど専門性の高い症例をそれ

平成

系統的な教育を受けるなど、 実践できるようになります。 設立され、船橋市では最も

ぞれの専門領域指導医から

千葉大学麻酔科は、呼吸・

労働省直下の独立行政法人

的に研修医ミーティングを

験できます。どんどん積極

ではなく、全身合併症の本

気道管理研究のメッカとし

である地域医療機能推進機

らみられます。初期研修で

医療では、母体搬送件数が

質を理解し、術前の綿密な

多様な症例を数多く計画的

て世界的にも知られ、その

は、プライマリケアの実践

県内第１位で、高いレベル

計画に基づき、かつ術中に

に経験することで臨床能力

成果は日本麻酔科学会気道

急では２次医療を担ってお

的に経験してもらうことと

発生する予期しない事態へ

を高めることができます。

り、年間２０００台を超え

しています。また、研修ス

柔軟に対応する全身管理、

仲間となる麻酔科専門医の

構に改組され、現在に至っ

年

危機管理能力が求められま

育成と就職を促進するため、 管理ガイドラインとして結

初期研修医は、平成

す。麻酔科医の仕事は、毎

教室同門が勤務する 以上

の医療を提供しています。

日が新鮮かつ挑戦的な知的

30

ます。当院は、研修医の数

18
る救急車を受け入れていま

70

70

す。当院の特色として、消

60

26

24

万人の中核

の関連施設は、“ Yes, We また、非接触生体情報モニ
”の合言葉（オバマ大 ターの開発や小児麻酔導入
CAN!

です。複雑多岐に亘る疾患

アプリ開発など臨床に直結

を一人の麻酔科医が管理す

るのが、むしろ正常な反応

の能力では無理！」と考え

協働作業です。
「とても自分

63

59

20

した）
で結ばれる
Chiba
An- する産学共同研究も行って
（Ｃ います。現在、 名の大学
esthesiologists Network

ることは不可能です。むし
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隣の診療所・病院
（在宅を含

総武病院に、地域医療は近

ンターに、精神科は復光会

小児科は、船橋市立医療セ

も積極的に行っています。

思います。そのための指導

を目指す方には大変有利と

れており、認定医・専門医

会の認定教育施設に指定さ

近隣協力施設となりますが、 は指導医も多く、多数の学

地域医療の研修は当院外の

また、今後予定されている
沢大・ 平

田大・平 ）、嶋田太郎
（金

立医大・平 ）、松本剛
（秋

大・平 ）、土屋慎
（福島県

真一
（平７）、小澤真一
（金沢

４）、石塚保弘
（平６）
、武田

島彰
（昭 ）、加藤佳瑞紀
（平

内科：横須賀收（昭 ）
、小

生を紹介致します。

研修医だより

本年度より千葉大学医学

部附属病院で診療を行うこ

とになり、外来や病棟業務、

右心カテーテル検査、気管

支鏡検査等に携わっていま

す。週２回のカンファレン

スでは、症例検討を行い治

療方針の決定を行います。

総合診療・救急科：大塚恭

学医学部附属病院の協力型 （平 ）、丸田四季子
（平 ）
、

瘍・びまん肺疾患・肺高血

で憧れをもったこと、肺腫

なく日常診療を行うことが

かな環境であり、ストレス

方に気軽に相談できる和や

ンス以外でも指導医の先生

呼吸器内科は、カンファレ

施設となっている診療科が

圧症・感染症・呼吸器アレ

隆 之 （平 ）

医学部附属病院各診療科か

ルギー疾患といった幅広い

林

呼吸器内科での後期研修に臨んで
千葉大学医学部附属病院
呼吸器内科

小

ら派遣していただいている
寛（昭 ）、外科：小笠原猛

疾患を経験し、新しい診療

なかなか巡り合わない希少

大学病院では市中病院で

できます。
ンやＣＴ等の画像診断に興

えることと、胸部レントゲ

分野の疾患を学び診療を行

（平４）、宇野秀彦
（平 ）
、
西田孝宏（平 ）、吉住有人
）、小児外科：佐藤嘉

治（平 ）、整形外科：山下

味があったためです。

機器、手技、治療を学ぶこ

学医学部を卒業し、独立行

これまでの研修では非常

政法人国立病院機構千葉医

とができ、自身のスキルア

桂志
（平５）、山下正臣
（山形

ップとなり、非常に有意義

本年度の病棟で診療にあ

に教育的で魅力的な先生方

たる同期は８人で、仕事だ

から指導を受ける機会に恵

だけでなく感染症や総合内

けでなく些細な生活の話な

療センターと千葉大学医学

千葉大学医学部附属病院

科疾患の基礎を学ぶ事がで

どをして仲良く過ごしてい

部附属病院で初期研修を行

大・平 ）、佐々木俊秀
（平
（宮崎医大・平 ）
、婦人科：

呼吸器内科での初期研修中

きました。ＪＲ東京総合病

ます。仕事後に食事や飲み

な診療を行うことができて

に呼吸器内科入局を決め、

院では、高度な画像診断と

に行くこともあり、プライ

います。

２０１４年からの２年間を

集中治療スキルが要求され

ベートな時間も共に過ごせ

まれました。千葉市立青葉

千葉市立青葉病院、２０１

る間質性肺炎診療を通じ呼

病院では、呼吸器内科疾患

６年からの２年間をＪＲ東

吸器内科の奥深さを学び、

いました。

京総合病院、さらに本年度

２）、産科：鈴木美奈子
（平

）、小河原克訓
（九州歯大・

高 橋 喜 久 雄（ 日 本 大 歯 ・ 昭

から千葉大学医学部附属病

可奈
（平 ）、歯科口腔外科：

２）、中山容子
（平 ）
、秋山

）、眼科：五十嵐祥了
（平

）、淀川祐紀
（平 ）
、

（平

ることができる同僚に恵ま

を伝えられるような医師に

取り組むことができました。 れています。とても雰囲気

なれるよう日々努力してい

ります。千葉大学は出身大

味深い呼吸器疾患を数多く

健康管理センター：吉川信

学び、知見を広げることが

く所存です。

のよい医局であり、私自身
と学生の時から考えていま

できました。これらの経験

としても呼吸器内科の魅力
した。

は現在の自身の診療におけ

他院との合同カンファレン

呼吸器内科を選択した理

る基礎となっています。

スにも積極的に参加し、興

由は、初期研修医の時にお

学であり、卒業後は千葉大
松悌介（昭 ）

世話になった先生方が寛容

学の医局でお世話になろう

62

夫（昭 ）、病理診断科：小

日々向上心を持って診療に

平５）、 麻酔科： 愛波淳子

12

放射線科：根本和久
（昭 ）
、 院にて後期研修を行ってお

21

最後に、千葉大学からの
内ゐのはな同窓会会員の先

が多いため症例数は豊富で、 派遣または出身の常勤医の （平
スキルアップには最適と考

26

16

）、 泌尿器科： 宮本憲生

11

小林淳子
（東京女子医大・平

15

19
21

53

13

60

58

てきますが、当地域の人口

多く、実りある医師の交流

私は２０１２年に千葉大

24

を期待しています。

）、 中尾三四郎

50

若手医師が中心となってい

えております。更に、当院

む）
にて研修できるようにし
新専門医制度では、千葉大

62

ます。専門研修が主になっ

後期研修では、千葉大学

ています。

11

10

16 12

17

25
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25
10

10

第 176 号
報
会
窓
同
な
は
の
ゐ

研修医だより
（23） 研修プログラム

鼎

談

ベルリンならびにゲッティンゲンから
ドイツ医学の源流を辿る
光司 （昭 ）
千里 （旭川医大・昭 ）
克生 （昭 ）

したが、フランス革命のさ
なか退学し、その後ウィル
へルムは政治の世界へアレ
キサンダーは学者として活
躍しました。
杉田：この当時ドイツでは
医学校がかなりあったので
すね。しかし、ベルリンに
は全くありませんでした。

ミュンヘン、ライプツィッ

ヒ、ドレスデン、ベルリン

で学びました。ミュンヘン

では衛生学のペッテンコッ

ファー教授、ライプツィッ

ヒでは栄養学のホフマン教

授、ベルリンではコッホの

研究室で勉強させてもらい

ました。コッホが１８８２

医学への影響、基礎医学を

ただき、日本の医学や千葉

リン医学についてお話しい

ゲッティンゲン医学、ベル

イツ医学にお詳しいので、

話を伺います。両先生はド

森千里先生をお招きしてお

が、大学ができる前から教

子だといわれているハラー

ファーフェ、その第一の弟

れていたオランダのブール

ヨーロッパ一の碩学と言わ

植物学の教授として、当時

できた時に、解剖と医学と

ン大学（１７３７年設立）が

せなことに、ゲッティンゲ

杉田：本日は髙野光司先生、 ます。生理学者としては幸

様の権力から解放された近

０年設立）
という、神学と王

イセンにはハレ大学
（１６９

んでいたのです。当時プロ

愛着を持ってシャリテと呼

となったのですが、人々は

たのでシャリテは大学病院

た。後年そこに大学ができ

リテという病院もありまし

いて科学アカデミーやシャ

んでしたが、学問は進んで

ルリンには大学はありませ

ころが、第二次大戦後ベル

大学が創設されました。と

ウィルヘルムの名を付けた

て、時の皇帝フリードリヒ・

ゲッティンゲン大学を模し

には、１８０６年ようやく

で何とか残った。ベルリン

ヨーロッパの大学というの

が、ゲッティンゲン大学は

され、ハレも潰されました

に多くのドイツの大学が潰

いです。ナポレオンの時代

い方が良くないのかな。

と思います。附属という言

属病院でいいのではないか

ね。ベルリンにある大学附

があるように感じられます

すると、あたかも医科大学

髙野：シャリテ医科大学と

のか考えさせられました。

訳はどのようにしたらいい

ついて」を拝見し、日本語

記事「ベルリンの大学名に

会報１７２号で髙野先生の

祖父鷗外は１８８４年から

をお話しいたしますと、曽

森：少しだけ私の家のこと

うか。

と呼ぶことでいかがでしょ

ーベル賞を受賞したコッホ

いますが、１９０２年にノ

大学の正門を入ったところ

学の一部です。フンボルト

学医学部病院連合ベルリン」 すが、現在はフンボルト大

す。今後は「シャリテー大

の写真も飾られています。

年に結核菌を見つけた場所

学ぶ意義や今後の日独医学
授となっておられました。

医学部運動神経生理部長
職教授

定年により部長職解任
1996年

（後に病態神経生理部長）

でした。そこで勉強したの

にある記念講堂の２階には、

同大学出身者のノーベル賞

と

受賞者の写真が展示されて

お

巻より転載

私 の 祖 父 於 菟（ 鷗 外 の 長

ちばだいプレス第

年までドイツに留学して、

は、今のシャリテの建物で

交流などお話しいただけれ
そのハラーが、私の専攻し

杉田：附属病院というのは

髙野：ベルリンには全くな

ばと思います。まずは、髙

日本の言い方ですよね。医

教授を経て

ドイツ基礎医学の千葉
医学への影響について

野先生からゲッティンゲン

リンは分割され、東には皇

で訳す時には難しいですね。

帝の名前を嫌い改称したフ

森：髙野先生がこの日本語

代的な大学がありました。

を出してベルリン自由大学

訳をお決めになって頂いて、

そのハレ大学を模してゲッ

が創られました。シャリテ

ている神経生理学の源流と

当時の古典的な大学は哲

は、フンボルト大学医学部

大学としては、今後使って

の病院としてあったのです。 それを私もそうですが千葉

なり、それは医学全体の源

学、法学、医学、神学とい

いくのが良いと考えます。

の医学の歴史についてお話

う４学部が主ですが、神学

森：私はこの病院の名称シ

私はドイツ語と英語とを単

ください。

の教授しかいないところも

ャリテを、ドイツ語読みと

学というのは国によってシ

あり、神学はとても強かっ

英語読みとでいろいろな呼

ステムが違うので、日本語

たのです。ゲッティンゲン

ボルト大学及び自由大学共

ンボルト大学、西にはアメ

は神学の教授も少なく、新

び方がありますが、“ Chari- 純に訳してしまったので、
té-Universitätsmedizin 是非ご指導いただきたい。
”
の殆ど直訳で、シャ 髙野：現在シャリテはフン
Berlin

リカのフォード財団がお金

しい考え方のもとに学問の

リテ・ベルリン医科大学と

通の大学病院となっていま

ティンゲン大学が設立され

千葉大学助手、講師、助

ゲッティンゲン医学の
歴史について

ッティンゲンで始まったと

千葉大学医学部卒

1961年より

当時プロイセンの首都ベ

もいえます。

1958年

髙野：医学は、生理学と解
剖学が父と母と言われてい

がウィルへルムとアレキサ

しました。しかし、当同窓

40

ゲッティンゲン大学終身
1971年

略歴
光司
髙野

自由を求めて作られた大学

ンダーのフンボルト兄弟で

たのです。

髙野
森
杉田
59

流でもあるといえるのでし

進行

33

54

ょう。ドイツの生理学はゲ

森 千里 略歴
1984年
旭川医科大学卒
1984年より 京都大学医学部助手、
1990年
米国NIH/NIEHSポスドク
1992年
京都大学医学部解剖学教室
助教授
2000年
千葉大学医学部教授
2001年
千
 葉大学大学院医学研究院
教授
2008年より 千
 葉大学予防医学センター
長兼務

88
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書がついてまわることに息
刑務所」千葉医学雑誌

巻

授のこと
（
「文部大臣のいた

かわかりませんが、日本中

髙野：私は生理学のことし

ます。

ようなケースも出てきてい

そうした構造をもっている

病気になるわけですから、

数年前、台湾大学を訪問
で戦争により捕まってエス

橋田先生がストラスブルグ

１）
を書きましたが、それは

髙野先生に今回こういうこ

森：いろいろなところでド

ります。発生も含めてです

学、治療学、予防医学があ

っているということですね。 研究や臨床と結びつく診断

イツ医学が千葉大につなが

が、病気の原因を見つけて

原因を見つけるといった、

中では、根本的には病気の

千葉大学の医学の流れの

ですからその二つのものは

べきものだろうと思います。

基礎で医学の父と母という

学と生理学は医学の基礎の

話にならない。ただ、解剖

をするのかを知らなければ

我々の身体がどういう働き

そうだったでしょうね。

苦しさを感じて、台北帝国
２０１３・４・

した際、当時祖父が作成し
リンゲンの牢屋に入った時

とをお話しいただいて、こ

─

た発生学・解剖学のリーフ
のことです。鈴木先生はラ

２号

レットを見せてもらったの

イプチヒに留学されました。 のような機会がないとドイ

してどうして患者さんを取

ですが、発生学はすべて手

り扱うことができるでしょ

書きのドイツ語です。それ

のバックグラウンド、基礎

どうしてもおろそかにして

にあるところを学んでいた

はいけない、そこを知らず
のかが埋もれてしまいます

いく学問というのは、臨床

その頃の方々は多くドイ

ね。

のことばかりではなく、そ

ツです。永井潜先生はゲッ

のご紹介だったと思われる

ティンゲン大学生理に留学

私は基礎を選択したのは

うかと私は言いたいですね。

のですが、千葉大学の解剖

だきたい。それが将来良い

の非常勤講師として教えた

基礎医学を学ぶ意義

され、日本人として２番目

話す」
「おじいさんは黒板に

いるね、早口でぼそぼそと

「おじいさんの話し方に似て

れる元となったのかもしれ

ッチンゲン」と誤って言わ

沈原」と表現されたので「ゲ

した。ゲッティンゲンを「月

西洋医史学の講義をされま

常に高いものがあります。

大に来る学生のレベルは非

日本の医学部の中でも千葉

そうした中で基礎医学研究

数名というのが現実です。

じいさんに講義を受けたよ」 その後も私たちのころまで、 人のうちせいぜい１名から

ご遺族の気持などに対して

ると、献体された方の心、

の中でも大事なことですし、 学、特に肉眼解剖をしてい

をするということは千葉大

感謝の気持を学ぶことがで

育や経験はないが、基礎医

ーションの取り方とかの教

か患者さんとのコミュニケ

までの過程には心の問題と

もう一つは、大学に入る

杉田： 名で十数名いった

したか？

のですか。学生数は何名で

杉田：そんな学年もあった

りました。千葉大学教授も

のクラスは基礎に十数人入

めだ」といわれまして。我々

なら基礎に行かなければだ

鈴木次郎先生
（初代整形外科

お医者さんになるためにも

チョークでさらさらと骨の

ません。

臨床を学びながら研究して、 きる。こうした機会を有効

のですか、今なら信じられ

必要ではないかとは思って

絵を描いて、横にドイツ語

森：やはりドイツ医学の影

に使っていただきたい。そ

森：現在日本で医学部に入

に東大生理学の教授に就任

ルリンに同じ時期におりま

で名前を記入していったん

響が千葉大の医学部や医学

れが医学への登竜門として

学に教授として赴任した時、 された方ですが、鈴木先生

した。ジーゲス・ゾイレ
（戦

だ」と言われました。ドイ

あるメカニズムを見つけて

教授）
から「大学をよくする

男）
は、１９２３年から２年
勝記念塔）
を背景にして一緒

ツ医学、基礎医学が千葉大

いくという山中伸弥先生の

います。

間、ベルリンのカイザーウ

に撮影した写真も残ってい

教育、特に解剖、生理では

学する方の中で、基礎医学

ィルヘルム大学の解剖学教

ます。ドイツ基礎医学と千

大きかったと思われます。

のドイツ留学中に千葉で生

室に留学し、病理学で著名

私の祖父を通して入ってき

葉医学との繋がりといえば、 の医学の中に、小池先生や

理学を講義されていました。 に最終的に残るのは１００

なルドルフ・ウィルヒョウ

小池先生と私の祖父がドイ

何人かの退官間近の教授方

の息子、ハンス・ウィルヒ

人、他大学の医学部教授

ョウから解剖学を学びまし

ているように感じます。
髙野：生理学でいいますと、

ツで学んだ解剖学をそのま

から「学生のときに君のお

私が２０００年に千葉大

際にも使ったようです。

史の中でどう関係していた

大学を選んだのです。

89

生理学はやはりドイツです。 ツ医学が千葉大の医学の歴

65

を戦後、おそらく小池先生

61

た。ちなみに、私の父の名

第二次近衛内閣で文部大臣
になった橋田邦彦という生

たが、鈴木正夫先生
（生理学

祖父は帰国後、千葉大学

られると思います。

前は樊須
（ハンス）
でしたが、 ま千葉で始めたことにも見
祖父は自分の師匠の名前を
自分の四男に付けたのかも

第一講座第２代教授）
の先生

理学者がおられます。第一
学の教授になるか迷ったそ

です。私は牢屋に入った教

高等学校の校長もされまし
うですが、日本にいると常

なるか、新設の台北帝国大

一解剖教室の初代教授小池

に「鷗外の長男」という肩

（当時は千葉医専）の教授に

敬事先生
（のちの千葉大学初

祖父は千葉大学医学部第

しれません。

代学長）
と東大で同門で、ベ

杉田 克生 略歴
1979年 千葉大学医学部卒業
1987年 英国London大学PGMS
Hammersmith病院Clinical
fellow
1988年 千葉大学医学部小児科助手
1996年 英国Sussex大学Trafford 医学
研究センターResearch fellow
1997年 千
 葉大学教育学部助教授（臨
床医科学）
2001年より 千
 葉大学教育学部教授
（基礎医科学）

は 人出ましたね。

7

髙野： 名です。

10

す。

の解剖の位置づけになりま

るかといったところですね。

森：今は１３０名で何名い

ないですね。

て生理学は、健康なものが

の母といえる。それに対し

い。だから、解剖学は医学

のかわからないと始まらな

体の構造がどうなっている

い、新しい学問ですから。

て勉強していいかわからな

しますが、生理はどうやっ

剖はみなさんきちんと勉強

ば医学は始まりません。解

の身体を取り扱う学問です。 髙野：解剖と生理がなけれ

髙野：医学というのは人間

80 80
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ろなんですがね。

全体の機能を学ぶべきとこ

生理学は健全な人間の身体

どは、アメリカよりヨーロ

要となる。そういう分野な

ないので、連合、連携が重

ッパは一国では生きていけ

を学んできたはずだったと

ドイツからフィロソフィー

杉田：明治時代の人々は、

のと楽しみにしています。

おりました。

ゲンに３人千葉から行って

髙野：私の頃はゲッティン

意味があると思います。

日独医学交流

学 内 情 報
ゐのはな同窓会支援

した。日本とドイツは人口

本はドイツから学んできま

髙野：私はパーキンソン病

います。

ことも生理学の一つだと思

す。思考する脳機能を知る

回、１週間くらい向こうの

ずつ進めています。年に１

ようにして日独交流を少し

ンターネットで聴講できる

ですが、千葉大の講義はイ

第

から、森先生より予防医学
の規模も同程度で、少子高
になりました。これは非常

森：現在シャリテのキャン

の日独交流についてお話し
齢化、経済は割といいが右

に難しい病気ですね。今は、 学生と千葉大の大学院生が

パスの中に小さなスペース

ください。
下がり、移民問題や民族問

いろな生理学がありますが、 ェクトを進めていますが、

脳のことを通り越していろ

その時にはＷＨＯ
（世界保健

思いますが、それが日本に

森：鷗外がドイツに行った
題、教育体制などの共通し

機関）
」からも職員に講師と

根付かなかったのは残念で

明治の初めの時代から、ヨ
た問題点から学問研究をす
脳のことをがっちりと究明

して来てもらったりしてい

ッパに目をむける必要があ

ーロッパあるいは先に進ん
る上ではかなりタイトなネ
するのが神経生理学の使命

ます。一回目は講義と質疑

ります。特に近代医学を日

だ国から日本は学ぶという
ットワークを改めて作って
だと思います。

杉田：せっかくの機会です

回ちばＢＣＲＣ
最優秀賞を受賞して

ことが多かったですね。私
いく時代ではないかと思い
杉田：これからは日本の若

秀賞をいただき、大変感謝

学生同士がスカラーシップ

感することができました。

の面白さや、やりがいを実

ッションするうちに、研究

法の妥当性などをディスカ

実験系の立ち上げや評価方

さり、文献調査から初めて

4

たものから変わっていくで

ン、ナンバーワン、といっ

り物を考える、オンリーワ

算してサイエンスを進めた

カのように経済、お金で換

後の時代の流れは、アメリ

進めている。ところが、今

整い、研究もすごい勢いで

ました。お金もあり設備も

研究者はアメリカへ向かい

分から「さ

ほしい。 自

して感じて

経験、 交流

もらって、

って、 見て

とにかく行

関係の人に

学生、 医療

の多くの医

て、 千葉大

パと連携し

ることで、この流れを絶や

一つであるドイツ医学を知

杉田：日本の医学の源流の

です。

ない経験ができているよう

きとして、日本では得られ

しています。学生も活き活

してディスカッションなど

行ってみてきた物をネタに

テーマを決め、教室の外に

プを作らせて、自分たちで

ツの先生のやり方でグルー

入れ、去年の三回目はドイ

疫学教室中島裕史教授、鈴

ました、アレルギー臨床免

験手法のご指導をいただき

あたり数多くのご助言や実

っております。研究実施に

を提供することを目的に行

のメカニズムに関する知見

たな治療方法や病態、発症

モデルの解析を通して、新

は、げっ歯類を用いた病態

ました。（受賞論文は、本年

度は誠にありがとうござい

参りたいと存じます。この

果が出せるよう、精進して

重ねてより説得力のある成

今後はさらにデータを積み

絶好の機会だと思います。

ミュニケーションを取れる

した成果をこのＢＣＲＣで

ヨーロッ

しょう。

あ勉強しよ

木浩太郎先生はじめ教室員

巻

号に掲載予定です。
）

名にはゐのはな同窓会よ

＊優秀賞を受賞された学生

93

カ第一主義」、多くの大学の

ヨーロッパに目をむける

すことなく医学の進歩に役

月発行の千葉医学雑誌

と、フィロソフィーがベー

立たせることが、今後のゐ

12

6

7
魅力的な研究テーマをくだ

ました。

して厚く御礼申し上げます。 り記念メダルを贈呈いたし

の皆さまにこの場をお借り

う」 と思え




ば将来の千

ＣＲＣ（ Basic & Clinical 制度の一環として、授業時
）
最優 間以外を費やして日々努力
Research Conference

回ちばＢ

河野 健太

が医学部を卒業したのは１
ます。それが今後の人々に

程度でしたが、二回目はグ

年

９８４年。１９９０年にア
とっては重要なのではない

ループディスカッションを

医学部

メリカのＮＩＨに留学した

い方々がドイツで学ぶのも

10

スになっている。これは私

一緒に講義を受けるプロジ

のですが、当時の時代の流
かと考えました。

この度は、第

れは良くも悪くも「アメリ

申し上げます。本研究「 The 発表・議論できたのは大変
role of IL-21 signaling in a 有意義なことだと実感して
murine model of psoriasis おります。お互い刺激にな
induced by epicutaneous りますし、普段あまり関わ
」 ることができない先生とコ
administration of Imiquimod

10

から見ればすごく新鮮で、

びて行くも

フィロソフィーがあって、 葉 大 、 日 本
のはな同窓会員の責務だと
千葉大学サテライトオフィスが
学問、アカデミーがあって、 の医学が伸
思います。
入った建物の前にて
（２０１６年 月）
そこに医学がある。ヨーロ

5

談 （26）
鼎
学内情報
報
会
窓
同
な
の

は
ゐ
第 176 号

第 回
亥鼻祭開催のお知らせ
年

亥鼻祭実行委員会委員長
医学部

上條

恵莉子

本年度も「ホームカミング

持ちを忘れず、亥鼻祭まで

さらに昨年度に引き続き、 る多くの方々への感謝の気

学生一同、皆様のご来場を

きたいと感じております。

医科薬科大学の新規加盟と

作成、そして何よりも東北

強化、脳震盪マニュアルの

の企画に加え、留学生によ
る出店や「レモネードスタ

学生一丸となり頑張ります。 心からお待ちいたしており

年

題に積極的に取り組み、成

果を上げることができまし

た。今年の主管代表校であ

る信州大学をはじめ「後輩」

たちにしっかりと引き継い

寄付金の使途についてご

でいく所存です。

報告いたします。いただい

たご支援は千葉大学運営本

部の日常業務を中心に、主

医 科 学 生 総 合 体 育 大 会（ 通

回東日本

であった我々に常に温かい

ました。何においても未熟

費用に充てさせていただき

に運営に関わる会議の開催

称：東医体）
は、平成 年３

だきました、第

いう前例の少ない難しい課

デー」が同窓会主催で企画

第

回東医体千葉大学医学部運営本部

医学部

運営本部長 医学部 年 中村 俊介
髙倉 大暉
財務局局長

より多大なるご支援をいた

一昨年来、同窓会の皆様

第

回東医体運営本部
活動報告および御礼

ます。

ンド」という小児がん患者

これまでの 年間、亥鼻

ゐのはな同窓会支援

本年度も皆様とともに亥鼻

にもお立寄り頂ければ幸い

キャンパスを盛り上げてい

です。

されております。亥鼻祭当

い試みが多数あります。医

日に同窓会館にて行われま

療系大学祭であるという特

祭を開催することができま

さん支援の募金活動、西千

委員サークルを立ち上げ、

したのも、同窓会の方々を

葉キャンパス環境ＩＳＯ学

多くの方々のご協力により
から医療に向き合い、来て

はじめ、地域の方々や保護

すので、ぜひお気軽に母校

本年度も亥鼻祭を開催する
開催につなげることができ
くださった方に少しでも医

者の方々のご理解・ご協力

を訪れ、亥鼻祭のイベント

運びとなりました。亥鼻祭
ました。新体制のもと、今
療の魅力を感じていただけ

のおかげです。この場をお

生委員会による企画、各学

とは、千葉大学亥鼻キャン
まで先輩方が築いてくださ
るような学園祭を目指して

借りして深く感謝申し上げ

年による学年企画など新し

パスにおいて行われる医療
った伝統を守りながら、新
いきます。ぜひ当日はご来

年が中心となり亥鼻祭実行

系大学祭で、医学部・看護
しい風を吹き込み、より多
場いただき、進化した亥鼻

月５日（日）に、

学部・薬学部の三学部が協
くの方に愛される学園祭を

来たる

同して実施しております。
作り上げていきたいと思い

徴を生かし、様々な切り口

回目を迎える本年度は亥

鼻祭の開催が危ぶまれてお

祭をご覧になってください。 ます。支えてくださってい

ます。特に同窓会理事とし

とに、改めて感謝申し上げ

て窓口の役割をしてくださ

昨夏の夏季

競技、およびす

月と３月に開催した冬季２

競技、計

った白澤浩先生には厚く御

やけがもなく

盛会のうちに

閉会できたの

は、 我々の活

動に惜しみな

いご厚情を注

いでくださっ

た同窓会員の

皆様のおかげ

でございます。

ありがとうご

本大会では

ざいました。

熱中症対策の

第59回東医体閉会式の様子

礼申し上げます。本当にあ

競技および

月 日に閉会式を執り行い、 ご支援をいただきましたこ

29

14

ます。本年度は昨年度まで

59

べての行事を滞りなく終了

21

23

３

りましたが、新しく１～３

5

5

いたしました。大きな事故

12

59

11

母校に帰る日として、「ホームカミングデイ」を昨年より開催してお
ります。今年も亥鼻祭当日に、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議室を用意す
ることとしました。また、学生と若手同窓会員による「ホームカミング
パーティ2017」も予定しています。気軽に母校を訪れ、亥鼻祭のイベン
トも楽しめる日として頂ければ幸いです。

₅9

15

浩（昭57）

白澤

ゐのはな同窓会常任理事

18

15

ホームカミングデイ開催について
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回の経験を糧に各人良医と

りがとうございました。今
しくお願い申し上げます。

卒ご指導ご鞭撻のほどよろ

参りますので、今後とも何

はその後、千葉大学附属病
院に搬送され、現在は社会

く、その後の消防署、病院

かった。初期対応だけでな

が助かってくれて本当によ

山岸さんは、
「純粋に女性

大学に来た留学生との交流

しての正式な活動は、千葉

わっています。サークルと

人ひとりが様々な活動に携

クルであり、メンバーの一

近くのメンバーを誇るサー

山岸さんは、平成 年
月 日（土）、千葉市大和橋

井原

紫逸

課外活動団体だより

の対応がうまく連携したこ
です。インジェ大学やマヒ

代表

世界の医療を考える会

った功績により、千葉市中

とが、人命救助につながっ
ドン大学などの千葉大学と

している団体を通しての留
学生も毎年来るため、非常
に多種多様な国の留学生と

いるメンバーの一人の紹介

年度は世界医療に所属して

と思っています。例えば昨

がもう一つの隠れた魅力だ

ィスカッションなどを通し

たプレゼンテーション＆デ

の自国の医療をテーマにし

との会談、現地の医学生と

ＭＳＡから 名の医学生を

ＳＡから計７名、８月にＡ

あり、７月までにはＩＦＭ

留学生を受け入れる方針で

て、非常に貴重な体験をす

で受け入れる予定です。海

大学の協定校とは別に独自

で医学生の国際会議に参加

窓口であり、なおかつ千葉

外から千葉大へ来る学生の

名の

度の８月に受け入れてくれ

夏にフィリピンで行われた

た国立成功大学から

するチャンスがありました。 ることができました。今年
会議には８名、冬にオース

まで当たり前だと思ってい

トラリアで行われた会議に

医学生が千葉大学に留学す

世界医療の存在意義だと思

足掛かりでもある。それが

大から世界へ羽ばたく際の

役員

るため、８月後半は彼らの

代 表 井原 紫逸

受け入れが活動の中心にな
さらに３月には交換留学

規の協定校以外にもＩＦＭ

は４名の世界医療のメンバ

で世界医療から６名の学生

ＳＡとＡＭＳＡという二つ

副代表 清水 優妃

ーが参加しました。

されます。文化が異なると

が台湾の国立成功大学を訪

副代表 獅子原秀輔

た常識が、外の世界では全

頭ではわかっていても、い

れ、１週間強の滞在で病院

の学生団体のプログラムを

今年度は千葉大学との正

よろしくお願いいたします。

両方でフットワークとミス

貫井 聖人

のない確率の良いテニスを

主将

男子硬式庭球部は部員の

数は男子だけで医学部 名、 目指して練習しています。

多い部活です。現在の部員

医学部４年

男子硬式庭球部

います。今後とも応援の程、

ざ話してみると、思わぬ部

通して昨年度以上に多くの

ると思います。

分で互いの考え方や文化の

やホスピスの見学や病院長

を経験でき

鮮な気付き

い驚きや新

とのできな

では得るこ

普段の生活

なります。

な気持ちに

違いに気付き、とても新鮮

く通用しないことに気付か

彼らと話すと、自分がこれ

医学部 年
世界の医療を考える会、

央消防隊長表彰を受けまし

たと思う。」と表彰後の感想
の協定校からの留学生だけ

略して世界医療は１７０名

バス停路上において心肺停
を語ってくれました。将来

復帰を果たしています。

止状態で倒れていた女性を
は内科の医師になることを

航介さんが、人命救助を行

発見、通行人に１１９番通

た。

報およびＡＥＤ搬送を依頼

でなく、ＩＦＭＳＡやＡＭ

り）

着するまで心臓マッサージ （ 千 葉 大 学 ホ ー ム ペ ー ジ よ
を実施し、迅速な人命救助

ＳＡという学生のみで運営

希望しているそうです。

2

10

なるべくますます精進して

月 日（水）千

千葉大学医学部生が
人命救助で表彰されました。
平成 年
31

葉大学医学部 年生、山岸

29

するとともに、救急車が到

29

10

名の大所帯となってい

入部してくれる新入生も多

多いのですが毎年初心者で

ます。部員は元々経験者も

互いにアドバイスしながら

サーブリターンの練習をお

を意識したラリーの練習や、

習を行っていて、より実践

日の朝に男子レギュラー練

く、経験者と初心者でお互

行っています。普段の練習

普段の練習は水曜日の朝

いただける環境にあるので

コートをいつでも使わせて

以外にも、キャンパス内の

と土曜日の午後に全体練習

部員同士で自主練をしたり、

試合を意識した対人練習の

でお互いを高め合っていま

では基礎的な球出し練習と、 部員同士で試合を行うこと

を行っています。全体練習

練習に励んでいます。

いに刺激し合いながら日々

計

薬学部 名、看護学部１名、 さらに、月曜日の夜と金曜

43

交流をしております。

ることが、
このサーク
ルの大きな
魅力の一つ
だと思いま
また、世

す。
界医療を通
して様々な
国際イベン
トを知り、
参加するチ
ャンスを得

12

交流の具体的な内容とし
ては、千葉駅周辺でのご飯
会と東京周辺への観光案内
の二つです。留学生によっ
て行きたい場所や、やりた
いことも様々で、世界医療
の活動を通して私自身も
色々な場所へ行きました。
初めて訪れる場所も多く、
案内をしながら自分自身も
観光を楽しむことができま
留学生と交流するたびに

した。

56

5
6

2

思うのは、世界の広さです。 られること

平成28年度のインジェ大学からの留学生とのご飯会

4

活動に寄与しました。女性

中央が人命救助をした山岸航介さん

課外活動団体だより （28）
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主な年間の活動内容です
会（８月）で良い成績を収め

東日本医科学生総合体育大
には金沢大学医学部との対

福島県立医科大学と、３月
拠点であるテニスコートを

建設のため近い将来に練習

硬式庭球部は新医学部棟

互いのテニスも見つめやす

で、自分自身だけでなくお

べて小規模で行っているの

習しています。全体練と比

11

聖人

も練習をしてチームをより
公式戦のシーズンが過ぎ

一層強化しております。
たころ、毎年 月には福島
県立医科大学硬式庭球部と、
３月には金沢大学医学部硬
式庭球部との対抗戦を行っ
ております。１年ごとに相
手のコートと自校のコート

に、医学部レギュラーは毎

発力を鍛えています。さら

力向上を目標に、体幹や瞬

も行っており、テニスの実

習の前後にはトレーニング

剣に向き合っています。練

を活発に行い、テニスに真

習の合間には皆アドバイス

医学部 名、看護学部 名、 幅広く練習しています。練

変貴重で有意義な行事です。 少しでも応えられるよう、

ちらも部員たちにとって大

るのが非常に楽しみで、こ

戦では年に一回仲間に会え

でいますが、これらの交流

にこだわって試合にのぞん

流を深めます。普段は勝利

学の医学生、看護学生と交

いうスポーツを通して、他大

２日間試合を行い、
テニスと

学部をお招き致しました。

月には千葉にて金沢大学医

ざいます。皆様のご厚意に

ております。ありがとうご

えられて、日々活動を行っ

内務 野田万里子

外務 久保田姫子

主将 金子 優花

役員

す。

応援よろしくお願い致しま

名、薬学部 名の計

名

53

うち医学部 名、看護学部
17

20

が所属しております。その

69

24

名の計 名の部員

22 23

球出し練から、試合を想定

前に行っており、基本的な

週火曜日の朝と土曜日の午

全体としての練習は、毎

な団体です。

人を越える大変規模の大き

球部と合わせると、１２０

琢磨しており、男子硬式庭

が現在現役として日々切磋

16

す。
抗戦を行ってテニスを通し

うまくいかない所を重点的

ることを目標に日々研鑽し

に補強しています。また、

が、公式戦である関東医科

制を大きく変えることを余

試合は医学部看護学部薬学

くメンバーの苦手なところ、

儀なくされてしまいますが

部それぞれ学部ごとに開催

数年間使用できなくなると

に西千葉キャンパスの全学
部員一同協力して、この伝

されているので、リーグや

いうことで、現在の練習体

の部活との交流戦なども行
統ある部活をより一層盛り

東日本医科学生総合体育大

て他大学との交流を深めて

っています。ＯＢの先生方

上げていけるよう励みます

います。男子部では、２月

との交流も深く、１月には

ので応援よろしくお願いし

ています。また、 月には

ＯＢ現役対抗戦なども行い

歯科リーグ（５月 ７
~ 月）や

先生方にご指導していただ

会などの公式戦の多い時期

卓

には、さらに各学部ごとに

ます。
貫井

航平

優花

いています。また、新年会
主将

立林

や卒業生のための追いコン、 役員
一年間幹部をやり切った部

細田

達矢
宏樹

金子

布施

小松

内務
外務

員をねぎらう幹部交代式な
どテニス以外の行事ではオ
ンとオフを切り替えて部員
一同仲良く活動しています。

主将

月に福島県へ赴き、３

を行き来していて、昨年度

週月曜日と木曜日にも朝練

今後もより一層研鑽してま

は

を行っています。どうした

いりますので、これからも

薬学部

ら試合で勝てるか、どのよ

最後になりますが、女子

東日本医科学生硬式庭球大会応援旗贈呈式
硬式庭球部は多くの方に支

した実践的なメニューまで

11
うに勝つかを念頭に置いて、

女子硬式庭球部には現在

医学部 年

4

より実践的なメニューで練

11

女子硬式庭球部

春季蒼庭会（OB会）
集合写真
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会員から
センメルワイス医学史博
彼の両親とともに彼の写真

復元された居室で、壁には

たのは、センメルワイスの

ら彼等に与えられた特権の

多の人達であった。幕府か

で腑分を行ってきたのは穢

うか。

なる人物であったのであろ

であろう。青茶婆とはいか

が何人もいたとは思えない

る。同時期に悪党の青茶婆

事で、安永の前が明和であ

前日である。
物館は、ブダの王宮の丘の

東欧諸国は以前の共産圏
院）
などありハンガリーでは

時は循環器を専門とする病

彼の名がついた病院
（訪問当
の神ヒュゲイアに始まりヒ

他の医学史博物館同様健康
センメルワイスの墓は市内

なる展示品であった。なお

の館内一押しの貴重
邸宅である。博物館内は、 （老女）

同じ哺乳類である牛馬の解

て虎松やその祖父はヒトと

占することができた。従っ

御徒士竹内伊左衛門の妻で

体には慣れていたのである。 の出自は幕府の直参である

という高利貸しがいた。そ

三崎町（谷中三崎町）
に車婆

宝暦７年
（１７５７）
頃下谷

が、師走に裏長屋に借金の

立ての仕事に使われていた

高利貸しの老婆の借金取り

一文がある。無頼の少年が

すもの残忍なる事」という

貸し」に関する記述がある。 の随筆『耳囊』に高利を借

やすもり

ので、同一人物であろう。

一つに弊牛馬の下げ渡しが

中島吉右衛門が著した
『過

が掲げられていた。また１

町奉行を勤めた根岸鎮衛

南下にあるセンメルワイス

眼録』という随筆に「高利

の生家を利用して、１６８

８ ６ ２ 年 に 彼 の 著 書 “ Of- あった。これにより彼等は
”は、ガイド嬢 皮革製品の製造と販売を独
fener Brief

時代よりは訪問しやすいの

幕府にとって罪囚の腑分は

６年に建てられた黄色の大

であろうが、現在でも日本

のケレペシ墓地にある。側

ダペストにあるセンメルワ

問したハンガリーの首都ブ

産褥熱の原因が、医師が解

して勤務した。産科病棟の

業し、大学病院産科助手と

ワイスはウイーン大学を卒

ハンガリー人のセンメル

いる。個人的に興味を引い

お歴々の資料が展示されて

などの医学史ではなじみの

ルスス、レーウェンフック

納められている。

博物館中庭壁の中の骨壷に

棺であるが、遺骨は医学史

彫られた一見の価値ある石

あたった理由と考えられる。 された。幕府を馘になった

ではなくて、穢多が腑分に

あったものか。これが非人

牛馬の解体と同様の認識で

だが素行が悪いために改易

後、子の郡次郎が跡を継い

ある。伊左衛門が病死した

房が今返済は無理なので春

た子の看病をしていた。女

留守で、女房は疱瘡を患っ

取り立てに出かけた。夫は

か ち

面にアスクレピオスの杖が

イス医学史博物館を紹介す
剖した手で分娩を介助する

お

ヴィセンナ、パレ、パラセ

る。ブダペスト市内にはセ
ためと確信し、分娩介助前

年前ウイーン経由で訪

ンメルワイスの名が入った
に塩化カルシウムで手指消

した。そのため失意のセン

果を認めず、大学から追放

たが、頑迷な産科教授は成

でいた。小塚原回向院の裏

らと、小塚原の刑場に急い

沢・中川淳庵は朋友の医師

玄白と中津藩々医前野良

４日早朝、小浜藩々医杉田

明和８年（１７７１）
３月

たが明確に区別され、それ

商の外に位置付けられてい

あった。両者ともに士農工

穢多頭弾左衛門の支配下に

た。
「穢多」も非人も浅草の

人」と呼ばれた人達であっ

の処理にあたったのは「非

び梟首の管理・罪囚の遺体

えなかった。」と記述してい

体には、まだ少しの皺も見

かかわらず、白い肥肉の身

十を越しているというにも

われたといわれるだけに五

った。若い時、艶名をうた

い子を殺した大罪の女であ

学事始』に「幾人となく貰

ている。菊池寛はその著『蘭

罪を犯した者」とだけ記し

いて「京都出身で 歳位大

学事始』ではこの女性につ

婆」という女性である。
『蘭

付された罪囚は通称「青茶

玄白らが見学した腑分に

人で連れ立って借金の取り

という高利貸しがおり、二

たという。もう一人渋紙婆

なる悪党もこの婆をおそれ

れ故青茶婆と呼ばれ、いか

具）
を差して歩いていた。そ

帯を締めて腰に矢立
（筆記用

常に青茶の布子に上高縞の

道具を取り上げたとある。

貸して返済できないと家財

浅草のお茶屋に高利で金を

高利貸しを始めた。根津・

１５０両下賜された。浪人

のである。この時幕府から

白山（文京区）に居住してい

記されていないが、鎮衛が

出したという。老婆の名は

くなり、老婆の処から逃げ

受け取るのを見た少年は怖

こそ取り来たり」と笑って

てた。この金を老婆が「能

た綿入れを売って返済にあ

た。女房は仕方なく着てい

来るべし」と再度向かわせ

人へ着せしよぎにても引剥

で借家住まいをしていたが、 に報告すると、大に憤り「病

となった郡次郎夫婦と母と

た当時とあるので、年代か

ことと思って、帰って老婆

事であった。少年は尤もの

まで待って欲しいという返

授として勤務した。

青茶婆の話

センメルワイス通りと顕彰

メルワイスは母国ハンガリ

手で行われる腑分を見学す

ぞれ幕府から特権を与えら

る。菊池寛が青茶婆の「町

にん

え た

史 （昭 ）

ーにもどり、ペスト大学医

る為である。玄白と良沢は

れていた。小塚原の刑場は

猛

学部
（１９６９年センメルワ

共にオランダ語に翻訳され

非人の小屋頭市兵衛の縄張

出

イス医科大学と改称）
産科教

た『ターフェル・アナトミ
玄白の『蘭学事始』に記

たの虎松の祖父が腑分を行

ついては、玄白が書き残し

きである。しかし青茶婆に

だか。
」と記している。これ

しをやめたかあるいは死ん

婆の姿は見かけない、金貸

と年齢が記述されているべ 「最近は渋紙婆は見るが青茶

ことになった。

の名を日本の医学史に残す

腑分を見学したが故に、そ

青茶婆は、玄白らがその

石

その後精神を病み、１８

ア』を携えていた。

現に死亡率は見事に下がっ

歳の若さ

された光景である。この時

ったのか。
『蘭学事始』によ

た以上の事が判るはずもな

ひ

６５年８月 日

くなった。死因は右指の壊

歳になる祖

実際に腑分を行ったのは
「え

ると、以前から虎松が度々

らは青茶婆に該当しそうで
疽からの感染による膿胸と

たの虎松」の

腑分を行ってきたことが記

立てに回っていたので、二
髄膜炎と言われている。ち

父であった。この記述は意

人を車婆とも称したという。 ある。
なみに英国のジョセフ・リ

味深長である。刑場におい

奉行御証文」（判決文）
を実見

スターが石炭酸で複雑骨折

は安永７年
（１７７８）の記

90

市兵衛の縄張りで何故え

の保存的治療を実施したの

いので、このくだりは創作

していたのであれば、本名

50
されている。従前より刑場

りである。

や たて

でウイーンの精神病院で亡

52

て磔刑・火刑の執行、およ

47

は、センメルワイスの死の

13

雑 文 雑 談

レリーフ、彼が働いた病院

センメルワイス
医学史博物館

毒する必要性を主張した。

10

（聖ルカ病院）および銅像、

ら

最も名の知れた医師である。 ポクラテス、ガレヌス、ア

克生 （昭 ）
54

からの直行便はない。今か

杉田
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敬矩
（昭

） 著

同窓会員著書の紹介
根岸

第五歌集﹁折々の日記哥﹂
弘報印刷㈱出版 セ ン タ ー

うとする意図が、ひとつ一

の問題」を浮き彫りにしよ

く残った三首
（診療カルテよ

最後に、評者の印象に深

あれが悪い時もあります。

影響を及ぼしていることを

本歌集の目次から分かる

り）
を紹介いたします。

母校にも耳を疑うような、

知ることができたことは自

ように、前半の３章は、平
つの短歌「三十一文字」の

いていただいた書から執り

発展を確実なものにしよう

日（ ２ ０ １ １
根底に秘められているのだ

ました。私の医師として、

としています。

成
と痛感いたしました。評者

転院くりかへし

避難入院の老女診る

根岸敬矩氏は千葉大学医
四季」などがあります。な

鐘器の哥」、「キャンパスの

て、
「桂花魚」、
「蝉退」、
「楽

避難所を転々とせし九十三

書き出します。

特に秀逸と思われる一首を

（朝日歌壇入選）

武彦（昭 ） 著

見天地人

埼玉にきしとう
惚け痴れし
県外避難の原発被害者

老女に添ひしはらからも

老女逝く

入院後一か月もせずして
葦雀
︵よしきり︶
のこゑ
ひびく夕昏れ

恩師の香月秀雄先生がご自

身の業績集の巻頭として書

人にも組織にも良い時も

た。

に多大なご尽力を頂きまし

加納仁部長、藤代かおる様

千葉日報社の萩原博社長、

本書の執筆に当たって、

ことは出来ませんが明日か

は過去からの連続で変える

ただきたいと考えます。今

難局を乗り越えていってい

ことなく学生も職員もこの

んが、事実から目をそらす

あってはならないことが報

た。３氏のご協力なくして

らの将来は自らの意思でつ

道されています。ＯＢの一

本書の完成はなく、厚く御

くり上げていく物です。本

人間としての精神的な根幹

礼申し上げます。また、日

書に将来の大きな可能性の

を形成してくれた言葉の１

本マナー総合研究所の原田

ある本学の若い学生や医師

人としては憤怒に耐えませ

邦雄所長にも暖かいご助言

つです。

を頂きました。ありがとう

への期待のメッセージも込

めたつもりです。何らかの

での十年より更に急速に変

これからの十年はこれま

方々にも心より感謝します。

わっていくことでしょう。

役に立てれば幸いです。
ける社会の変化は激しく、

今までの予防医学事業の

ございました。さらに資料
定価１６００円（税別）
の準備に当たっていただい
藤澤 武彦（昭 ） た 財 団 の 全 て の 役 職 員 の

現在と未来を見つめて

分にとって大きな収穫でし

年）
の東日本大震災に大きな
がこの歌集に宜なるかなな

学部を卒業後、千葉大学の
お、これまでに、大塚薬報

医療

千葉日報社

タイトル「見天地人」は

ショックを受け、
「いま自分
どと大いに共感共鳴したの

年３月

は何をすべきか、何ができ

良医めざして五十年

精神医学
（当時は精神神経医
文芸歌壇年間賞を平成４年

（朝日歌壇入選）

書きのこし逝く

福島より

るのか？」、などと自問しな
はこの視点にあります。
後半の章のこれらのこと

がら殆ど無意識のうちに
（一

を集大成されたと思われる

この体験が、その後の短歌

診とりし人に

作品群だそうです。しかも、 医師として

通して、短歌創作にも精力
創作目標の一つの転換にな

学）
教室に入局しました。そ
と平成 年に受賞されてお

あまたを学ぶ

を傾け多くの歌集を上梓さ

の後千葉県精神保健福祉
（当
ります。

前半の章の作品の中から、

ったとのことです。

時は精神衛生）
センター、国

墓に避難すと

立 精 神 保 健（ 当 時 は 精 神 衛

後半の４章から６章まで

は６章にて構成されており、 は、精神科医としての日々

本歌集の「折々の日記哥」

府台病院（精神科）、山形大

検診に関連する法律、制度

っていっても、財団の精神

の診療場面などから詠い続

そのたびに検診機関も大き

など絶対変えてはいけない

なりました。そして何より、 的根幹となる精度やマナー

県の特長を考える機会とも

ものは堅持しつつも、変え

前半の１章から３章は、東

どんなに社会や環境が変わ
な変革の波に襲われてきま

故郷で両親に育てられ、三

てもいいものは拘りを持た

学医学部精神医学教室、埼

通して、財団の将来や千葉

などが改正や変更がなされ、 十年を纏めるという作業を

した。その一つひとつを解

水第二小・中学校、長野高

ずにその変化に適応しなが

けられた短歌をまとめられ

決すべく、役職員全員で事

校、千葉大学医学部、そし

た作品群と思われます。

に当たりました。２０１０

て医学部附属病院と人生を

日本大震災の襲来、続東日

本書は私がちば県民保健

年ころより少しずつ経営が

本大震災の襲来、東日本大

予防財団の理事長に就任し

安定し、２０１２年４月に

玉県立小児医療センター
（精

て十年の中で、財団に関わ

神科）、埼玉県精神医療（当

動
（教育相談や保健所のここ

大震災に関する作品群です。 神医療や地域の精神保健活

った人々とともに働き、と

これら一連の短歌には、

ろ の 健 康 相 談 な ど ）を 通 し

精神科医として、長年の精

所、病院などの勤務を経て、 後半の４章から６章は、日々

て、出会った多くの人たち

年（２０１１年）の東日本

の診療カルテ─診もり短歌

キ オ く ら ぶ ）な ど に 関 与 し

談」、子育て支援活動（ピノ

所の「子どもの心の健康相

の「教育相談」、地域の保健

ようです。

の実体験に基づく作品群の

と、氏の日々の精神科臨床

生きの証しの「吾が道歌」

隠れする現代の「病的社会

みながら、その背景に見え

い、厚い思いなどを詠い込

そ の 家 族 関 係 者 ら ）へ の 熱

テ─診もり短歌（その二）、 （こころ悩み、病む当事者や

ありました。この十年にお

もあり、短いようで長くも

いう年月は長いようで短く

のです。纏めてみて十年と

もに考えたことを纏めたも

画を策定し、更に安定的な

月には第２期５ヵ年基本計

行しました。２０１５年４

上げて、公益財団法人に移

は調査研究センターを立ち

も今の自分の存在に大きな

すなわち人生のどの時点で

歩んできて、今この財団で

工夫を忘れないことが組織

由が明確に認識できたこと、 す。継続の中でも常に創意

予防医学を実践している理

にも個人にも求められてい

性を持ちたいと考えていま

ら変えていく柔軟性と順応

23

て、地域の教育から精神保

現在では地元の精神科医療

学 セ ン タ ー ）と 大 学 や 研 究

ー、茨城県立医療大学
（医科

に従事の傍ら、近隣の学校 （その一）、日々の診療カル

震災後の三春の滝桜と平成

藤澤

れております。自歌集とし

このような日々の活動を

一首を書き出します。

９月ごろまでの半年間）
短歌

日一首を目指し、３月から

11

健などにボランティア活動

晴夫（昭 ）

23

として尽力されております。 創作に没頭していた往時の

伊藤
39

時 は 精 神 保 健 総 合 ）セ ン タ

42

３9

生）
研究所
（児童部）、国立国

17

42

第 176 号
報
会
窓
同
な
の

は
ゐ
（31） 著 書 紹 介

させ健康寿命を延ばし日本

てすれば、予防医学を充実

葉県のポテンシャルを持っ

るものと考えています。千

ば幸いです。

読いただき、ご批判頂けれ

全うしてまいります。ご一

益財団法人としての責務を

その目的のために今後も公

） 著

近藤

克則
（昭

） 著

健康格差社会への処方箋
近藤

克則（昭

定価２７００円（税込）
）

ン戦略の具体例として、取

原則」も紹介した。

校への通学。ディズニーラ

つ星がついた。多くの方に

と家族は、多くの人と交わ

トステイ。家族旅行。少年

ンドへの修学旅行。ショー

ぜひ手に取っていただきた

り組んで来た地域介入研究
や、国の地域包括ケア「見

のレビューで５
Amazon

える化」システムのプロト

り、社会に溶けあっている

庭に持ちながらも、家族は

本書は、重度障害児を家

ことを私は知りました。

い一冊である。

） 著

タイプ、
「健康格差対策の７

松永 正訓（昭

自分たちが望むような生き

方を選び、生活を構築でき

ることを描いています。

ご存じだろうか。低所得や

「健康格差」という言葉を

なのは、どのようにして健

的確な「処方箋」に必要

まえ論じたのが本書である。

著の出版後の研究成果を踏

にそんなことはあり得るの

楽しい」と言います。本当

宅での人工呼吸器の生活が

ところが少年の母親は
「在

という思考に通じるものが、

者は死んでくれた方がいい」

す。しかし、犯人の「障害

は優生思想が含まれていま

んで殺傷した犯人の動機に

ます。最重度の障害者を選

呼吸器の子

現代書館 定価１６００円（税別）

教育年数が短い集団ほど健

康格差は生まれるのかの解
私が出会った少年は、先

かと私は疑問に思い、その

また、本書を執筆中に、

康状態が悪い現象を指す。

明である。前著で示した格
天性難病
（ゴーシェ病・急性

言葉に吸い寄せられるよう

医学書院

と公認され、その「縮小を目
指す」と政策目標に掲げら
れた。となると、どうすれば
縮小できるのかを解明しな
ければならない。
「健康格差

）

一読者の推薦「町医者
それは認知症を伴う認定が

差拡大による慢性的ストレ

神経型）
のために２年の命と

松永 正訓（昭

年の経験が読みやすく盛り
４倍以上多いまちなど地域

ス蓄積と、ソーシャルキャ

されていました。代謝異常

で孤立」。そんな言葉ではな

は、私たちに多くのことを

が起こりました。この事件

齢期に至るライフコースや

理」編で、生育環境から高

ず脳に蓄積し、精神発達が

のために糖脂質が分解でき

通いました。家族の言葉に

に、少年の自宅へ繰り返し

問自答しなくてはいけない

ないかどうか、私たちは自

私たちの胸の内に潜んでい

問いかけているように思え

なくて良いのか」と、世に

てもらったのです。すると

滞り呼吸が止まるからです。 耳を傾け、行動を共にさせ

いでしょうか？

「将来に展望がない」
「自宅

でしょうか？ 「介護疲れ」 相模原障害者施設殺傷事件

込まれており、日常の医療

間にも見られる。この健康

ピタル
（人々のつながり）
の

）

あるいは受診の一端をにな

格差が、日本にも見られる

毀損などに加え、第１部「病

敏明（昭

うことも期待できる。」とあ

こと、その生成プロセスの

問うたのが拙著「健康格差

生後９カ月で気管切開を受

多くのことが見えてきまし

＊幻冬舎ルネッサンス新書

職業性ストレスの環境要因

け、１歳６カ月で人工呼吸

た。

「未病」とは、健康と病気

が、遺伝子と同じくらいに

器を付けて自宅で暮らすよ

の境目で、疾患予備軍や軽

健康に影響することを述べ

うになりました。そして少

この犯人は「障害者は不

験も含めて、健康法・予防

談がありました。自分の体

相談コーナーでも様々な相

痛みや腫れ、発熱などの日

説。
「未病」の段階で不安を

人が体感するようになって （コミュニティ）
・マクロ
（国） どの時間眠ったような状態

になってしまった。多くの

るためにすべきことは何か。 なるほどに、一般的な用語

解消し、健康的な生活を送

しまったからである。だか

東洋経済」の特集テーマに

ＨＫスペシャル」や「週刊

ミクロ
（臨床・個人）
・メゾ

察した。そして第３部で、

の拡充を図るべきことを考

の教訓」を学び、社会政策

類使っているため、ほとん

加え、抗けいれん薬を多種

ています。重い脳の障害に

年は現在

医師。特別支援学校の教師。 を過ごすことができるよう

ボランティアで往診に来る

のヘルパー。訪問看護師。

人が集まります。入浴介助

彼の周りにはたくさんの

族がどうやって楽しい毎日

がどう生きているのか、家

こそ本書を通じて、障害児

とも言っています。だから

幸を作ることしかできない」

法・養生法など、触れていま

常的に起こり得る症状につ

今、病気の予防として、

のではないでしょうか。

であ
年余、 か」（医学書院２００５）

た。第２部「価値判断」編

社会 何-が心と健康を蝕むの
った。同書で社会政策学会

では、歴史から「遅ればせ

す。職員の推薦の言葉でも

いて考えられる原因、アド

歳にまで成長し

用者さんへの対応でも参考

40

「読みやすい、患者さん・利

「町医者」として

数々の健康相談にのってき

その後、この言葉は「Ｎ

賞（奨励賞）をいただいた。

です。

く判断し対処する方法を解

注目を浴びつつあるもので、 た医師が、体の不調を正し

内容紹介より

18

症の生活習慣病対策の概念

大場

私が 年間担当していた、 ります。同窓の皆さんはじ

理論仮説群を示し、
「対処し

社会への処方箋
（対策）
」
を前

62

一の健康長寿県になること

敏明
（昭

が可能であると信じます。

大場

のこと

ドクター大場の未病対策Ｑ＆Ａ
健康で あ る た め に 知 っ て お き た い

58

58

め多くの方にご一読お願い

００円（税込）

86

いたします。

幻冬舎ルネッサンス 新 書 定 価
8

全国商工新聞の医療相談コ

62

48

ーナーのまとめです。

48
40

著 書 紹 介 （32）
報
会
窓
同
な
の

は
ゐ
第 176 号

バイスをまとめた一冊。長

９）や厚生労働省告示
（２０

ら Ｗ Ｈ Ｏ 総 会 決 議（ ２ ０ ０

た。その中では、今後強化

デンスに基づきながら示し

レベルの「処方箋」をエビ

抱える家庭に対して、私た

寝たきりの重度障害児を

への定期受診。家族会。障

は頻繁に出かけます。病院

ルワーカー。そして、家族

訪問理学療法士。ソーシャ

ひ本書を手にとってくださ

す。同窓のみなさまも、ぜ

知って欲しいと願っていま

になったのかを多くの人に

１２）で「健康格差はある」 されるべきポピュレーショ

ちはどのような印象を抱く

害児の美術展。特別支援学

るようお願い申し上げます。

にあります。

になる」
「大場先生の普段の

との評判を頂いております。 糸口が見つかるかも。

丁寧な診療がそのまま本に」 年の悩みや不安を解決する

14

平成
日

）が候補者と

ができるよう大学と議論を

てこの制度を続けていく事

金としてほしいとの提案が

も寄附が集まる継続的な基

・

周年を迎えるクラスから

して推薦された旨の報告が

続けながら、活性化ＷＧに

への寄附希望があり、今後

あり、承認された。

た。今後は同窓会全体とし

画と変わらない事等が説明

⑻総会議題等について

屋秀繁氏
（昭

され、了承された。

製）
、その他は例年の事業計

役員については会長・副会
⑹平成

認することが了承された。
長・参与は継続であるが、
年度予算

会計監事の田中光氏退任の

後
日に千葉大学附属亥鼻分
館ライブラリーホールにて

て」の講演を依頼しており、

年卒のクラスから、卒

ＷＧにて検討する事とした。

金の使途については活性化

平成

白澤理事より、平成 年

度の各会議開催や各支部と

の交流等について報告され

小野田昌一 黒木春郎
少人数の支部も活発に活動

支部について、県内にある

府県単位以上とする各地方

ＣＲＣ支援はメダルに「ゐ

定員数増加のため、ちばＢ

業費は白衣式助成が学生の

予算内に収まっており、事

学国際教養学部見城悌治氏

支援費を増額、また千葉大

代等がないので減額、支部

念メダルの初期の金型作成

ポート・プロジェクトは記

はな同窓会誌発行企画の検

画
鈴木信夫副会長よりゐの

⑼ゐのはな同窓会誌発行企

ている事が説明された。

会の若手の先生方に依頼し

２９名に黙祷を捧げた。白

開会となり、まず物故者１

済陽高穂会長の辞により

委任状：６５０名

出席者： 名

①決算報告

⑶平成 年度決算について

等について報告された。

た。

白澤 浩

のはな同窓会長賞」の刻印

の著書『近代日本で学んだ

②事業部報告

田邊政裕
しており、その存在にも配

代、同窓サポートプロジェ

館亥鼻分館３階ラ

﨑尾秀彰

慮が欲しいとの意見があり

クト経費は記念メダル作成

イブラリーホール

場 所：千葉
 大学附属図書

（土） 時より

日 時：平成


年６月 日

年度 ゐのはな同窓会総会議事要旨

周年記念として同窓会

あり承認された。名称、基

幡野理事より、収入につ

年６月

度ゐのはな同窓会総会は、

年

ため岩倉弘毅氏を後任とし

大学の担当で平成

白澤理事より、平成

は な 会 よ り 阿 部 一 憲 氏（ 昭
いては昨年同様の予算額を

て昨年度の使用はなかった

懇親会はゐのはな同窓会館

て検討する事とした。

計上し、基金より同窓会館

①決算報告

関連施設の設立準備金とし

て推薦することとし、この
年度決算

役員案が承認された。

端幸夫氏（昭 ）、神奈川ゐ
のはな会より西川哲男氏
（昭
）
３名の推薦があり、３名

開催することが説明された。

計上、支出については、理

にて開催。懇親会の内容に

特別講演には守屋秀繁氏に

事会費を増額、白衣式助成 「 横 綱 審 議 委 員 長 を 終 わ っ

年度も３００万円を

についてはほぼ予算どおり

金を学生の定員数増加によ

が、

であり、一般寄附金、雑入

幡野雅彦理事より、収入

ことが承認された。
が予算を上回り、建設資金

改定について説明があった。 は今年度の使用はないこと、 り増額、ちばＢＣＲＣ支援

ついては、千葉県ゐのはな

吉原俊雄副会長より会則

⑵会則改定について

を候補者として総会に諮る

⑷平成

）、東京ゐのはな会より矢

名誉会員として千葉県ゐの

回常任理事会議事要旨抜粋

時より

年４月 日

年度 第

時：平成
（水）

コンファレンス

場 所：東京ステーション
出席者：
済陽高穂（会長）
吉川広和（副会長）
吉原俊雄（副会長）
鈴木信夫（副会長）
税所宏光（参与）

ダル刻印代を増額、同窓サ

支出については、総務費は 「ゐのはな同窓会長賞」のメ

鈴木 守
中村眞人
今後の検討課題とした。第

澤浩理事の司会により済陽



窓サポート・プロジェクト

授与、同窓会報の発行、同

同理事より、同窓会賞の

忍頂寺紀彰 幡野雅彦

十川康弘

（敬称略 ） ７ 章 会 議 に つ い て 総 会 で の

討について現状報告があっ

花輪孝雄

た。
年度の決算報告が承認され

デザイン・師範分野を中心

ル）

設 設 立（ メ モ リ ア ル ウ ォ ー

⑽ゐのはな同窓会館関連施

進められた。

長が議長に選出され議事が

高穂会長の挨拶の後、同会

ぼ予算どおりであり、事業

については、会費収入はほ

幡野雅彦理事より、収入

に』出版支援について説明

議 事

の定員が増加したため、ち

るが、白衣式助成では学生

ほぼ例年通り執行されてい

なった。支出については、

収入、一般寄附金が増額と
があり、同窓会より支援す

⑴名誉会員の推薦について

ばＢＣＲＣ
（学生の基礎・臨

た。

白澤理事より、内規に基

各支部の名称について
「○

承認された。

設設立については、活性化

づき推挙された阿部一憲氏

ゐのはな同窓会館関連施
委員会、活性化ＷＧにて今

る事とした。同窓会活性化

後の検討を行っていく事が

名誉会員の推薦について説

西川哲男氏
（昭

金型代、ホームカミングデ

プロジェクトではメダルの

①庶務部報告

項）

ルの刻印代、同窓サポート
⑾その他

明があり、承認された。
白澤理事より、同窓会員

制度を立ち上げ、今年度か

）
、３名の
予算が承認された。

・黒木春郎理事から千葉県

年度

経費「出版支援」として

万円を計上、東医体準備金

白澤理事より、田中光会

として１００万円を積立て

②会計監査
計監事、秋葉哲生会計監事

総会にて各支部の意見を問

一しては、との意見があり

の監査結果について会計処

○ゐのはな会」のように統

えた事が説明され、平成

留学生の「日本」認識と帰

同会長が座長となり議事が
進められた。
議題
１．報告事項

う事とした。

る事が説明され平成

（昭 ）
、矢端幸夫氏
（昭 ）
、 床の研究発表）
支援ではメダ
理が適正である旨、報告さ
れた。

ゐのはな会にて「次世代リ

提案され、承認された。

⑶平成 年度役員選出につ
いて

⑺ゐのはな同窓会賞選考結
の承認に伴った新理事につ

白澤理事より、推挙され

ら進めている事が説明され

果

２．協議事項

組織の充実として会則の改

た候補者を選考委員会にて

の報告により平成 年度の

たとの説明があった。以上

イでの支出等で予算を超え
いて、各支部へ問合せ中で

検討した結果、功労賞に守

（報告事
ーダー育成海外留学奨学生」 ⑵年次活動について

⑴名誉会員の推薦について

定、同窓会会員名簿の作製

年度事業計画

46

白澤浩理事より、次回の

28

27

２ ０ １ ８ 年 版（ ３ 年 毎 に 作

47

⑴広報編集関係
ゐのはな同窓会報は平成

年５月９日発送予定である

改定案を総会に諮ることが

国後の活動─医薬・園芸・

原則として都道

50

代、ホームカミングデイ開

石川詔雄

29

催経費等の支出が予算を超

青木 謹

42

説明のために組織図を用意

第７条

28

50 43

39

30

あることが説明され、各支

⑸平成

29
部推薦の理事を総会にて承

29

白澤浩理事より、名誉会

白澤理事より、会則改定

29

員推薦に関する内規に則り

28

ことが報告された。

28

済陽高穂会長の挨拶の後、 することとした。この会則

岡本和久

10

29

29

伊藤達雄

15 29

29

10

46

29
18

29

29

28

39
47

1
19

29

第 176 号
報
会
窓
同
な
は
の
ゐ
（33） 議 事 要 旨

おり、改定した点について

会とすることを前提として
し議決には加わらない。
」と

を述べることができる。但
・評議員不在の学年、評議

場について。

閉会となった。

伊藤達雄理事の辞により、

員定年制の問題について。

決算報告が承認された。

以上のような会則改定が

追記する。

②監査報告
の説明があった。
第３条 「広く」 を加えて
承認された。

白澤理事より、秋葉哲生
会計監事、田中光会計監事
広く医道の昂揚に努めるこ

功労賞受賞者守屋秀繁氏の

白澤理事の司会により、

ゐのはな同窓会賞伝達式

表彰式が行われた。済陽会

の選出についての説明があ

期（２年）満了に伴う新役員

白澤理事より現役員の任

の監査報告について説明が
常任理事会の常任

⑺役員の選出について

第４条

あり、決算案が承認された。 とを目的とする。
⑷平成 年度事業計画につ
をはずし、理事会とする
（以

白澤理事より、会報発行、 降もすべて常任をはずし理

いて
った。

守屋秀繁氏
（千葉大学名誉教

済陽会長の司会により、

特別講演

された。

長より表彰盾と副賞が授与

①会長・副会長・会計監事・

名誉を著しく傷つけた会員
任、会計監事は田中光氏が

不祥事や同窓会の

にたいして除名処分可能と
退任、岩倉弘毅氏を後任と

第６条

各地域ゐのはな会への支援、 事とする）。
本部間の交流、研究・教育
する条項を追記するが、表

各地域ゐのはな会（会員）・
助成、ＩＴ広報関連事業、
現を少し考慮するよう意見

会長、副会長、参与は再

ゐのはな同窓会館関連施設

参与

設立計画、同窓会員組織の
することが承認された。

忠（平 5）

を募る。

横須賀

充実（会則改定）、同窓会会

栄司
（平 2）

授）
が「横綱審議委員長を終

和久（平 2）

清水

各地区ゐのはな会より新

岡本

②理事

春郎（昭59）

隆司
（昭63）

第７条 「原則都道府県を基

黒木

三木

幹とする各地方の会員およ

赤倉功一郎
（昭59）

員名簿
（２０１８年版、２０

雅彦（昭57）

１７年 月発行）、同窓サポ

浩（昭57）

幡野

わって」と題して講演され

白澤

隆文
（昭57）

た。

透
（昭56）

角田

石川詔雄氏

中島

たに選出された理事

正樹（昭56）

び千葉大学の会員による支

瀧口

ート・プロジェクト、につ

康弘
（昭55）

いて説明があり承認された。 部を組織し」と、修正する。 諏訪敏一氏

眞人（昭54）

十川

懇親会

中村

透氏

成人
（昭53）

中島

和也（昭52）

織田

小林道生氏

林田

赤倉功一郎氏 横須賀忠氏

政裕
（昭49）

役員については、

道生（昭48）

田邊

第９条

孝夫（昭46）

小林

従前の理事１２０名は解散

三科

詔雄
（昭47）

⑸平成 年度予算案につい

孝雄
（昭45）

石川

て

花輪

白澤理事の司会により開

秀彰（昭44）

会された。済陽会長の挨拶

るプレゼンが行われた。歓

﨑尾

諏訪園靖氏

談の時を過ごし、閉会とな

敏一
（昭43）

７名が承認された。

に続き、徳久剛史学長より
理事の選出がない地区ゐの

った。

斉（昭42）

諏訪

とする。常任理事を理事と

地区ゐのはな会理事の定

はな会については、活動状

員については流動的である。 乾杯ご発声、若手医師によ

況等を確認し候補者の有無
についての問合せをする。
③評議員

宮坂

して、現在、理事が不在の

３．評議員会

評議員については、以前
に調査し再編成されたメン

達雄（昭42）

忍頂寺紀彰
（昭42）

幡野理事より、収入につ

４．理事会

敬称略

正胤（昭37）

伊藤

いては、ほぼ前年と同じで
名以内を 名以内と

あること、支出については、 ７支部からも選出のため、
変更する。

教育助成金より白衣式助成、 理事
「ちばＢＣＲＣ」支援、支部

会議５種は、

第
１．通常総会

条

活性化事業費を増額、同窓
サポート・プロジェクトは
念メダル金型代費用が本年

５．総務会 とする。

以上の説明により役員の

バーについて承認された。

今後の検討事項

案が承認された。

靖
（平 6）

２．臨時総会

は不要のため減額、積立金

長、千葉大学医学部附属病

・会長、副会長辞任後の立

宏光（昭40）

愛山

諏訪園

卒後 周年記念としての記

として東医体の準備金を計

総務会の位置づけ

第

を明記する。

条

上すること等が説明され、
承認された。

第

吉原俊雄副会長より会則

院長は理事会に出席し意見

条 「千葉大学医学部

⑹会則改定について
改定は、常任理事会を理事

税所

小林

宍倉

小野田昌一
（昭40）

青木

事

理

与
参

謹
（昭36）

太和田暁之

利夫（昭35）

〃11
一雄（昭32）

大井

〃10
哲生（昭50）

三枝

平井
秋葉

高林克日己
弘毅（昭37）

〃50
俊雄（昭53）

岩倉

〃50
信夫（昭47）

圭介

名
敦子
純子
伸子
拓
晃一
宇鎮
翼
富央
康志
俊康
幸恵
健
恵理
淳一
育容
陽二
達矢
智彦
裕樹
健
歩
亜希
渉
千尋
祐介
亮平
嵩
吉原

85名
評議員
平成29年度

氏
三宅
川辺
後藤
大島
杉本
金
篠原
新津
内野
寺谷
大野
鳩貝
今井
細川
丘
岡原
幸本
山村
椎名
若井
秋葉
鳩貝
工藤
桑原
小林
小野
武内
鈴木

は

卒年
平11
〃12
〃12
〃13
〃13
〃14
〃15
〃15
〃16
〃16
〃17
〃17
〃18
〃19
〃20
〃20
〃21
〃21
〃23
〃23
〃24
〃25
〃26
〃27
〃27
〃28
〃29

氏 名
高橋 和久
新井 貞男
山口 哲生
軍司 祥雄
巽 浩一郎
神﨑 哲人
佐藤 慎一
伊丹
純
高
在完
下山 直人
後藤 茂正
丹野 裕和
伊豫 雅臣
藤本
肇
岡田 朝志
新島 真文
林
偉明
鈴木 正人
横手幸太郎
粟生田 輝
赤坂
武
花岡 英紀
大鳥 精司
竹内
男
山口 和也
三階 貴志
腰塚 周平
広和（昭40）

40

卒年
昭51
〃53
〃53
〃54
〃54
〃55
〃55
〃56
〃56
〃57
〃58
〃58
〃59
〃59
〃60
〃61
〃61
〃62
〃63
平元
〃3
〃5
〃6
〃7
〃7
〃8
〃9
高穂（昭45）

吉川

30

21
22

氏 名
清川 素道
齋藤 豊一
新田 実男
宇井
清
円城寺 栄
鍋谷 欣市
上原すゞ子
小野清四郎
仙波 恒雄
藤本
茂
近藤洋一郎
嶋田 俊恒
神田 芳郎
神田
敬
河野
宏
前嶋
清
谷
修一
鳥羽
剛
崎山
樹
里村 洋一
渡辺 義郎
渡部 恒夫
大野 一英
大橋 浩文
千葉 次郎
灘岡 壽英
菅野 治重
済陽

会計監事

50

卒年
昭16⑫
〃21
〃22
〃25
専25
昭27
〃31
〃31
〃32
〃32
〃33
〃33
〃34
〃35
〃35
〃36
〃38
〃38
〃39
〃41
〃44
〃46
〃47
〃47
〃48
〃48
〃49
長

副 会 長
会

の

27

役員
平成29年度

29

10

29

議 事 要 旨 （34）
報
会
窓
同
な
ゐ
第 176 号

（35） 議 事 要 旨

ゐ

の

は

な

同

窓

会

平成29年度予算
収入の部

支出の部

報

第 176 号

平成28年度決算報告

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

予算額（円）
20,000,000
6,000,000
20,000
700,000
3,000,000
20,000
29,740,000
8,225,322
37,965,322

収入の部

款項目（節）
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）
12,900,000
19,230,000
1,400,000
3,335,322
100,000
1,000,000

支出の部

37,965,322

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
6,000,000
20,000
700,000
3,000,000
20,000
6,945,659
36,685,659

決算額（円）
19,481,000
6,479,475
17,975
1,210,000
0
50,895
6,945,659
34,185,004

対予算額（円）
−519,000
479,475
−2,025
510,000
−3,000,000
30,895

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
18,420,000
1,400,000
3,765,659
300,000

決算額（円）
9,870,593
14,496,089
1,293,000
0
300,000
8,225,322
34,185,004

対予算額（円）
−2,929,407
−3,923,911
−107,000
−3,765,659
0
8,225,322
−2,500,655

36,685,659

−2,500,655

註1〜5：収入、支出の主要細目等
款項目
収入の部 （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

29年度予算
6,000,000
3,000,000

28年度予算
6,000,000
3,000,000

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
・出版支援
・ＩＴ関連事業費
同窓会館建設費等
その他
東医体準備金

3,300,000
7,000,000
2,600,000
5,350,000
550,000
200,000
400,000
800,000
700,000
100,000
160,000
100,000
200,000
4,100,000
1,400,000
300,000
1,200,000
3,000,000
670,000
1,000,000

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

千葉大学ゐのはな同窓会会則（新旧対照表）
旧
第１章 名
称
第 １ 条 本会は千葉大学ゐのはな同窓会と称する。
第２章 本 部 事 務 所
第 ２ 条 本会は本部事務所を千葉大学医学部内におき会務を行う。
本部には専任の事務員をおく。
第３章 目
的
第 ３ 条 本会は千葉大学医学部・大学院医学研究院および医学部
附属病院と緊密な関連を保ちその発展に貢献するとともに、会
員相互の親睦を図り、あわせて医道の昂揚に努めることを目的
とする。
第４章 会
員
第 ４ 条 本会の会員は次の ４ 種とする。
1 ．正会員 2 ．学生会員 3 ．特別会員 4 ．名誉会員
正会員は千葉大学医学部・医学研究院・前身学校の卒業生お
よび千葉大学医学部・医学研究院・附属病院において教育、研
究、診療に従事中または従事した者、学生会員は千葉大学医学
部に在学中の者、特別会員は常任理事会で特に推薦された者、名
誉会員は本会に対し功労顕著で総会において推薦された者であ
る。
第 ５ 条 会員は別途に定める会費を納入するものとする。但し名
誉会員は会費を要しない。また正会員として50年を経過した会
員の会費は免除する。会員は総会議事に参加する。また本会の
各種事業に参画し、本会の事業、会務等につき随時報告を受け
るものとする。

新
第１章 名
称
第 １ 条 本会は千葉大学ゐのはな同窓会と称する。
第２章 本 部 事 務 所
第 ２ 条 本会は本部事務所を千葉大学医学部内におき会務を行う。
本部には専任の事務員をおく。
第３章 目
的
第 ３ 条 本会は千葉大学医学部・大学院医学研究院および医学部
附属病院と緊密な関連を保ちその発展に貢献するとともに、会
員相互の親睦を図り、あわせて広く医道の昂揚に努めることを
目的とする。
第４章 会
員
第 ４ 条 本会の会員は次の ４ 種とする。
1 ．正会員 2 ．学生会員 3 ．特別会員 4 ．名誉会員
正会員は千葉大学医学部・医学研究院・前身学校の卒業生お
よび千葉大学医学部・医学研究院・附属病院において教育、研
究、診療に従事中または従事した者、学生会員は千葉大学医学
部に在学中の者、特別会員は理事会で特に推薦された者、名誉
会員は本会に対し功労顕著で総会において推薦された者である。
第 ５ 条 会員は別途に定める会費を納入するものとする。但し名
誉会員は会費を要しない。また正会員として50年を経過した会
員の会費は免除する。会員は総会議事に参加する。また本会の
各種事業に参画し、本会の事業、会務等につき随時報告を受け
るものとする。
第 ６ 条 会員にして会則に反する行為や会員としてふさわしくな
いと理事会で判断された場合は、総会の決議を経て除名するこ
とができる。

第 176 号

ゐ

の

は

な

同

窓

会

報

議 事 要 旨 （36）

旧
新
第５章 支
部
第５章 支
部
第 ６ 条 各地方の会員は地方支部を組織し、本会の事業に参画す 第 ７ 条 原則として、都道府県の単位以上とする各地方の会員お
ることができる。支部を結成したときは代表者を定め支部規則
よび千葉大学の会員はそれぞれの支部を組織し、本会の事業に
を付し本会に届出るものとする。
参画することができる。支部を結成したときは代表者を定め本
第 ７ 条 各支部は本会の理事及び評議員を推薦することができる。
会に届出るものとする。
第 ８ 条 各支部は本会の理事を推薦することができる。
第６章 役
員
第６章 役
員
第 ８ 条 本会に次の役員をおく。
第 ９ 条 本会に次の役員をおく。
会長 １ 名・副会長 ３ 名・参与 ３ 名・理事120名・常任理事30名以 会長 １ 名・副会長 ３ 名・参与 ３ 名・理事40名以内・評議員130名以
内・評議員130名以内・監事 ２ 名
内・監事 ２ 名
第 ９ 条 会長、副会長、参与は総会において選出する。
第10条 会長、副会長、参与は総会において選出する。
第10条 会長は本会を代表し、総会、常任理事会の決定、会則に 第11条 会長は本会を代表し、総会、理事会の決定、会則に従い
従い会務を総理する。
会務を総理する。
第11条 副会長、参与は会長を補佐し会務を分担する。会長事故 第12条 副会長、参与は会長を補佐し会務を分担する。会長に事
あるときは副会長がその職務を代行する。
故あるときは副会長がその職務を代行する。
第12条 理事は各支部および医学部・医学研究院・医学部附属病 第13条 理事は各支部の推薦に基づき総会の承認により決定する。
院の会員の推薦に基づき総会の承認により決定する。理事は互 第14条 理事は、会長・副会長・参与と共に理事会を組織し、別
選により常任理事を選出し、常任理事とともに会務に参画する。
途に定める会の重要事項を審議し決定する。
第13条 常任理事は、会長・副会長・参与と共に常任理事会を組 第15条 監事は総会において選出し、本会の財務運営につき監査
織し、別途に定める会の重要事項を審議し決定する。
を行う。
第14条 監事は総会において選出し、本会の財務運営につき監査 第16条 評議員は理事会の推薦に基づき総会の承認により選出す
を行う。
る。評議員は会の重要事項について会長の諮問に応じる。
第15条 評議員は第12条前段に規定する各母体、各卒業年次クラ 第17条 役員の任期は ２ 年とする。但し再任を妨げない。
ス、および総会の推薦に基づき総会の承認により選出する。評 第18条 役員は任期終了後であっても後任者が就任するまでその
議員は会の重要事項について会長の諮問に応じる。
職務を行うものとする。
第16条 役員の任期は ２ 年とする。但し再任を妨げない。
第19条 本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は本会会
第17条 役員は任期終了後であっても後任者が就任するまでその
長として特に功績顕著であったものを総会において推薦する。
職務を行うものとする。
第20条 本会に顧問若干名をおくことができる。会長がこれを推
第18条 本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は本会会
薦する。顧問は会長の諮問に応ずる。
長として特に功績顕著であったものを総会において推薦する。
第19条 本会に顧問若干名をおくことができる。会長がこれを推
薦する。顧問は会長の諮問に応ずる
第７章
会
議
第７章
会
議
第20条 会議を分けて次の五種とする。
第21条 会議を分けて次の ５ 種とする。
1 ．通常総会 2 ．臨時総会 3 ．評議員会 4 ．理事会
1 ．通常総会 2 ．臨時総会 3 ．評議員会 4 ．理事会
5 ．常任理事会
5 ．総務会
第21条 会議は会長が召集し、議長は出席者より互選する。
第22条 会議は会長が召集し、議長は出席者より互選する。総務
第22条 各会議の議事は出席者の過半数をもってこれを決する。但
会は、会長、副会長、参与、会務担当責任者及び会長の指名す
し学生会員は議決に参加できない（註 １ 参照）。なお、可否同数
る若干名を以って構成する。総務会は一般会務の総合調整を図
のときは議長が決する。
り、新規事業の企画の調整を行い、理事会に議案を提出する。な
第23条 通常総会は毎年 １ 回これを開き、次の事項を審議する。
お、新規事業その他特別な案件については総務会の議を経て別
1 ．会務報告
途に委員会を設け企画・立案することができる。
2 ．予算および収支決算
第23条 各会議の議事は出席者の過半数をもってこれを決する。但
3 ．任期満了に伴う役員の改選及び欠員の補充
し学生会員は議決に参加できない（註 １ 参照）
。なお、可否同数
4 ．規約の制定
のときは議長が決する。
5 ．その他常任理事会において必要と認めた事項
第24条 通常総会は毎年 １ 回これを開き、次の事項を審議する。
第24条 臨時総会は理事会または常任理事会において必要と認め
1 ．会務報告
たほか、総会員 ５ 分の １ 以上より会議の目的である事項を示し
2 ．予算および収支決算
て要求のあった場合にこれを開く。
3 ．任期満了に伴う役員の改選及び欠員の補充
第25条 評議員会は理事会において必要と認めたほか、評議員10
4 ．規約の制定
名以上の要求によって臨時にこれを開くことができる。評議員
5 ．その他理事会において必要と認めた事項
会は、その決議により、会の臨時事業を発議提案することがで 第25条 臨時総会は理事会において必要と認めたほか、総会員 ５
きる。
分の １ 以上より会議の目的である事項を示して要求のあった場
第26条 常任理事会は原則として年三回開催し、過半数の出席を
合にこれを開く。
もって会の成立とする。但し委任状をもって出席に代えること 第26条 評議員会は理事会において必要と認めたほか、評議員10
ができる。常任理事会は、会務全般につき随時報告を求め、第
名以上の要求によって臨時にこれを開くことができる。評議員
23条に規定する事項の外、会の重要事項について審議し決定す
会は、その決議により、会の臨時事業を発議提案することがで
る。この議決事項については速やかに会報に掲載する。
きる。
第27条 理事会は随時これを開き、総会と合同にて開催すること 第27条 理事会は原則として年三回開催し、過半数の出席をもっ
ができる。
（削除）
て会の成立とする。但し委任状をもって出席に代えることがで
きる。理事会は、会務全般につき随時報告を求め、第24条に規
定する事項の外、会の重要事項について審議し決定する。この
議決事項については速やかに会報に掲載する。
千葉大学医学部長、千葉大学医学部附属病院長は理事会に出
席し意見をのべることができる。但し議決には加わらない。
第８章 会
務
第８章 会
務
第28条 本会の会務は総務会がこれを統轄する。
第28条 本会の会務は総務会がこれを統轄する。
総務会は、会長、副会長、参与、会務担当責任者及び会長の
 一般会務は次の ３ 部に分け、会長が理事及び会員より指名す
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旧
指名する若干名を以って構成する。総務会は一般会務の総合調
整を図り、新規事業の企画の調整を行い、常任理事会に議案を
提出する。なお、新規事業その他特別な案件については総務会
の議を経て別途に委員会を設け企画・立案することができる。
一般会務は次の ３ 部に分け、会長が理事及び会員より指名す
る各部の責任者（会務担当責任者）及び委員に、これらの会務担
当を委嘱する。
1 ．庶務部 次の事項を処理する
（イ）本会の会議ならびに議案議事の整理その他の記録一般に
関する事項
（ロ）その他、他部に属さない一般会務に関する事項
（ハ）会員の親睦と各支部との連絡調整に関する事項
（註 ２ 参照）
第９章 財
務
第29条 本会の資産は次のとおりとする。
1 ．基本財産
（イ）旧「ゐのはな会」より継承した別紙目録記載の財産（什
器・書を除く）
（ロ）基本財産としての積立金（基金）
2 ．普通財産
（イ）基金より生ずる利子
（ロ）会費
（ハ）会員の入会金
（ニ）寄付金
（ホ）歳計剰余金
（ヘ）その他の収入
第30条 本会の財産管理の方法は総会において定めるほか、常任
理事会は総会の趣旨に従い別途に会計規則を定めることができ
る。但し基金その他の重要財産は郵便局、銀行、または金銭信
託銀行に預け入れる。
第31条 基本財産の元本はこれを消費することができない。
但し、評議員ならびに総会の決議を経てその一部を普通財産に編
入することは差支えない。
第32条 本会の経費は普通財産をもってこれを支弁する。経費に
余剰を生じたときは翌年度経費に繰越す。但し、常任理事会の
決議を経てその一部もしくはその全部を基本財産に編入するこ
とができる。
第33条 特定の目的をもって募集した寄付金は特別会計とする。
第34条 本会の予算は総会の決議を経てこれを定め、決算は年度
終了後 ２ ヶ月以内に常任理事会の承認を経ることが必要である。
第35条 会員の入会金および会費は別表のとおりとする（註 ３ 参
照）
。会費は毎年 ４ 月に納付する。
入会金および会費は常任理事会の議決によって変更すること
ができる。但し総会において承認を得ることとする。
第36条 本会の会計年度は ４ 月 １ 日に始まり翌年 ３ 月31日に終わ
る。
第10章 附
則
第37条 本会会則は常任理事会の承認を経た後、総会において出
席者の ３ 分の ２ 以上の同意を得なければ変更することができな
い。前項の場合書面または他の会員に委任して票決権を行使し
たものは出席者とみなす。
第38条 本会会則は昭和26年12月 １ 日より施行する。
（昭和30年11
月、33年11月、37年 ７ 月、40年11月、43年 ７ 月、50年 ６ 月、56
年 ６ 月、平成 ５ 年 ６ 月、 ６ 年 ６ 月、 ８ 年 ６ 月、11年 ６ 月、12年
６ 月、15年 ６ 月、16年 ６ 月会則一部改定）

第９章 財
務
第29条 本会の資産は次のとおりとする。
1 ．基本財産
（イ）旧「ゐのはな会」より継承した別紙目録記載の財産（什
器・書を除く）
（ロ）基本財産としての積立金
（基金）
2 ．普通財産
（イ）基金より生ずる利子
（ロ）会費
（ハ）会員の入会金
（ニ）寄付金
（ホ）歳計剰余金
（ヘ）その他の収入
第30条 本会の財産管理の方法は総会において定めるほか、理事
会は総会の趣旨に従い別途に会計規則を定めることができる。但
し基金その他の重要財産は郵便局、銀行、または金銭信託銀行
に預け入れる。
第31条 基本財産の元本はこれを消費することができない。但し、
評議員ならびに総会の決議を経てその一部を普通財産に編入す
ることは差支えない。
第32条 本会の経費は普通財産をもってこれを支弁する。経費に
余剰を生じたときは翌年度経費に繰越す。但し、理事会の決議
を経てその一部もしくはその全部を基本財産に編入することが
できる。
第33条 特定の目的をもって募集した寄付金は特別会計とする。
第34条 本会の予算は総会の決議を経てこれを定め、決算は年度
終了後 ２ ヶ月以内に理事会の承認を経ることが必要である。
第35条 会員の入会金および会費は別表のとおりとする（註 ２ 参
照）
。会費は毎年 ４ 月に納付する。
入会金および会費は理事会の議決によって変更することがで
きる。但し総会において承認を得ることとする。
第36条 本会の会計年度は ４ 月 １ 日に始まり翌年 ３ 月31日に終わ
る。
第10章 附
則
第37条 本会会則は理事会の承認を経た後、総会において出席者
の ３ 分の ２ 以上の同意を得なければ変更することができない。前
項の場合書面または他の会員に委任して票決権を行使したもの
は出席者とみなす。
第38条 本会会則は昭和26年12月 １ 日より施行する。
（昭和30年11
月、33年11月、37年 ７ 月、40年11月、43年 ７ 月、50年 ６ 月、56
年 ６ 月、平成 ５ 年 ６ 月、 ６ 年 ６ 月、 ８ 年 ６ 月、11年 ６ 月、12年
６ 月、15年 ６ 月、16年 ６ 月、29年 ６ 月会則一部改定）

別

別

表
会

員

会

費

正会員

年

5,000円

学生会員

年

1,000円

入会 金
5,000円

註 １ 総会において学生会員は議長の許可を得て発言することが
できる。
註 ２ 本会各支部と大学との緊密な連携を保ち、また、会員相互
の親睦をはかるため、原則として年 ３ 回の親睦会（四金会）を開
催する。
（削除）
註 ３ 現在在学中の学生会員の入会金納入については別途に経過
措置を講ずる。

新
る各部の責任者（会務担当責任者）及び委員に、これらの会務担
当を委嘱する。
1 ．庶務部 次の事項を処理する。
（イ）本会の会議ならびに議案議事の整理その他の記録一般に
関する事項
（ロ）その他、他部に属さない一般会務に関する事項
（ハ）会員の親睦と各支部および評議員会との連絡調整に関す
る事項

表
会

員

会

費

正会員

年

5,000円

学生会員

年

1,000円

入会金
5,000円

註 １ 総会において学生会員は議長の許可を得て発言することが
できる。
註 ２ 現在在学中の学生会員の入会金納入については別途に経過
措置を講ずる。
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報

オンライン会報案内
http://www.inohana.jp/online/index.html
動画を主体とするオンライン会報では、多数の番組があります。そこで、総合目次と総合索引を閲覧目的にかな
うようにご利用ください。この紹介面では、一つの閲覧方法例として、最近の亥鼻キャンパスの様子を閲覧するこ
とを目的としてみます。2016年夏以降の番組からとしてみます。まずは、キャンパス便りの欄を開いてみます。平
成28年クリスマスコンサートと亥鼻祭2016が見られます。 一方、クラス会・他大学等の欄では、亥鼻キャンパス
よいな

施設見学がちよに会で、また、病院紹介欄では、417会の千葉大学医学部附属病院外来診療棟の見学会が見られま
す。なお、ゐのはな同窓会活動に関しての番組としては、学年別のクラス会のみならず、亥鼻祭の模様や、学生会
員、卒業生会員、教職員などの全会員参加型のホームカミングデー関連の番組をキャンパス便りの欄にて、配信し
ています。その上で、紙媒体であり年3回の配布のみであるゐのはな同窓会報とは違い、時事刻々と変わる亥鼻キャ
ンパスの状況を可能な限り動画配信しております。さらに、西千葉キャンパスの状況も配信できればと、キャンパ
ス便りでは、フロンティア医工学センターの紹介番組などを掲載してあります。さらに、国際交流の視点から、キ
ャンパスの様子を伺い知る番組も、作製されております。国際交流欄にある、中国留学生に関わる記念碑めぐり─
千葉大学医学部と東北大学医学部の碑より─や、国際交流に貢献するウイルス学教室が、該当します。それでは、
実際に、インターネット上で、オンライン会報と検索し、トップページにある各番組の表示の「映像を見る」をク
リックしてください。

オンライン会報

総合目次

＊本ページの動画はmp4形式です。ご覧になれない場合は、mp4対応のプレーヤーを
インストールしてください。
＊古い動画コンテンツの中には僅かですが専用の再生ソフトが必要なものがあります。

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

オンライン会報

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

総合索引

・氏名

・病院・医院・診療所

■ 病院紹介
千葉大学医学部附属病院
外来診療棟

オンライン会報用
QRコード
®

・見学会
（その1）
・見学会
（その2）

▼ ▼

（417会見学会より）
映像を見る
映像を見る

［2017.4.18掲載］
＊Mac/スマホ対応＊

■ 国際交流
中国留学生に関わる記念碑めぐり

国際交流に貢献する分子ウイルス

─千葉大学医学部と

学教室

・辛亥革命の碑
・魯迅の碑

▼ ▼

東北大学医学部の碑より─
映像を見る
映像を見る

［2017.2.10掲載］
＊Mac/スマホ対応＊

承徳医学院からの留学生との懇談
〜承徳医学院創立70周年を記念して〜
［2015.12.24掲載］
＊Mac/スマホ対応＊
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■ クラス会・他大学等
NEW

417会（昭和41年入学ないし昭和

ちよに会

47年卒業クラス会）

昭和42年医学部卒業

平成29年1月22日（日）

50周年記念クラス会

於

ホテル

ザ・マンハッタン

［2017.4.17掲載］
▼ ▼

・亥鼻キャンパス施設見学
・2017
（平成29）
年度ちよに会

＊Mac/スマホ対応＊

映像を見る

※閲覧には会員用IDとパスワード

映像を見る

が必要です。お持ちでない方は申

［2017.6.21掲載］

請ページをご覧ください。

＊Mac/スマホ対応＊

■ キャンパス便り

亥鼻祭

2016

One for all, all for one
第14回千葉大学医・薬・看護学部大学祭
日時：平成28年11月5、6日10時〜16時

クリスマスコンサート

場所：千葉大学亥鼻キャンパス

千葉大学ゐのはな音楽部
平成28年12月15（木）
外来診療棟1階

・テント広場
出店：医学部水泳部 施設局 舞部 スキー部
映像を見る
硬式テニス部 卓球部 バレー部；ステージ：舞部
・企画イベント
映像を見る
健康を勝ち取る
身体ふしぎ発見 消化体験アンビリーバボー
模擬医師になって
映像を見る
ぬいぐるみ病院 看護のススメ 応急救護
映像を見る
いっぷく
薬学部茶道部 なのはなおでかけくらぶ 東洋医学研究会
クラシックからポップス、アレンジに心休める
映像を見る
音楽喫茶
映像を見る
手わざで遊ぶ
KIDS 空想医学 マジックカフェ
映像を見る
あすを知り夢を一つに
若手医療者と語る 受験相談 大学病院臨床試験アライアンス
［2017.1.30掲載］
＊Mac/スマホ対応＊
▼

千葉大学医学部附属病院

［2017.3.1掲載］

▼

▼

▼

＊Mac/スマホ対応＊

One for all, all for one

▼

─第14回亥鼻祭─

▼

実行委員長

宇津野

瞳

WEBサイト

［2016.10.24掲載］
＊Mac/スマホ対応＊

ホームカミングデー開催

フロンティア医工学センター

2016年11月5日

（西千葉キャンパス内）
の紹介

（亥鼻祭初日）

五十嵐辰男

10am－5pm

（千葉大学フロンティア医工

HAPPY HOUR
13：00−14：00
同窓会ブース：
ゐのはな同窓会館
［2016.10.6掲載］

学センター長）
・フロンティア医工学センターの概要
・学術活動の状況
・実験現場の紹介

［2016.8.9掲載］
＊Mac/スマホ対応＊

映像を見る
映像を見る

▼

大学祭

▼

千葉大学医・薬・看護学部

▼

於

▼ ▼

平成28年

映像を見る
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野田公俊

がん終末期に，患者自身が適切に表現出来ない苦痛が，心不全兆候であった2症例
齊藤

理

石田智恵子

齊藤雅子

高山葉月

手塚絵莉子

エッセイ
地域包括ケアの現場から医学教育に思うこと
学

鴨下

博

会
第1342回千葉医学会例会・臓器制御外科学教室談話会
第1344回千葉医学会例会・第16回呼吸器内科例会（第30回呼吸器内科同門会）

雑

報
インフォームド・コンセントの実践

吉井

功

兼美
（昭 ）

OAP要旨
超高齢者（95歳以上）の大腿骨近位部骨折の検討
輪湖 靖 中村順一 北崎 等 高澤
三浦道明

大鳥精司

鈴木崇根

誠

中嶋隆行

新井

玄

宮本周一

折田純久

高橋和久

編集後記
松江弘之
CHIBA MEDICAL JOURNAL Open Access Paper
Original Paper
Survivorship of surgical and conservative treatment of hip fracture in patients

今年の夏は全国各地で記録的な長
雨や豪雨に見舞われましたが、同窓
会員の皆様はいかがお過ごしでしょ
うか。亥鼻キャンパスでは例年の如
く降るような蝉しぐれが聞かれまし
た。さて、お手元にお届けいたしま
したゐのはな同窓会報第１７６号は、
お馴染みの紙面構成ですが、 ペー
ジに及ぶ読み応えがある内容の会報
になっています。６月に開催された
平成 年度ゐのはな同窓会総会の関
連記事（会長挨拶、特別講演）や議
事要旨（会則新旧対照表を含む）を
掲載しております。
本会報は年３回（１月、５月、９
月）発行されていますが、毎年９月

95 years old and older
Yasushi Wako, Junichi Nakamura, Hitoshi Kitazaki, Makoto Takazawa, Gen Arai
Shuichi Miyamoto, Michiaki Miura, Seiji Ohtori, Takane Suzuki
Takayuki Nakajima, Sumihisa Orita and Kazuhisa Takahashi

千葉医学雑誌93巻4号

編
集
後
記

に発行される号では４月以降の人事
異動で様々な組織のトップになられ
た先生方の就任挨拶（本号では 名）、
春の叙勲感想（同２名）を掲載して
おります。諸先生方の素晴らしいご
業績と今後の抱負に感銘を受けまし
た。また、他月号と同様に多くの各
地（区）ゐのはな会、クラス会から
寄せられた集合写真入りの記事を掲
載しております。クラス会を開催さ
れた折には是非ともゐのはな同窓会
報編集部にご連絡ください。
後半の紙面では、研修プログラム、
研修病院紹介、研修医だより、学内
情報、課外活動団体だより、会員か
ら、雑文雑談、同窓会員著書の紹介
など、在学生、千葉大病院関連、同
窓会員の幅広い活動をご紹介してお
ります。 ページには、昨年から〝母
校に帰る日〟として始まりました「ホ
ームカミングデイ」のご案内を掲載
しております（２０１７年 月５日
の亥鼻祭開催日、同窓会館にて）
。
また、会員の皆様に、特に若い先
生に是非読んでいただきたい鼎談を
目につきやすい ページに掲載して
おります。
最後に動画を主体としたオンライ
ン会報のご紹介をしております。様々
なビジュアルな情報が見られます。
亥鼻のいまを是非ご覧ください。
松江弘之（昭 ）
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最終講義
医工学への憧憬と彷徨
五十嵐辰男
展
望
市中病院で研究は可能か？
西川哲男
原
著
職場におけるうつ病スクリーニング後のインターネット認知行動療法の
実施可能性に関する予備的研究
今泉良子 野口玲美 清水栄司
第八回千葉医学会奨励賞
重粒子線治療後に誘発された海綿状血管腫症例および骨肉腫症例の変異様式解明と
新規原因遺伝子の探索
足立明彦 堀口健太郎 樋口佳則 松谷智郎 原 彩佳 久保田真彰 菊地 浩
岩立康男 神戸美千代 長谷川安都佐 小藤昌志 伊原史英
大熊雄介 堅田浩司 花澤豊行 岡本美孝
エッセイ
博士論文審査の主査について
髙野光司
風に吹かれて ～全国無料出張講演の旅～
野田公俊
学
会
第1343回千葉医学会例会・平成28年度細胞治療内科学例会
OAP要旨
内視鏡外科手術のおける上肢の姿勢を保持する上肢用アシストスーツの開発
中島諒太 川平 洋 下村義弘 青木 圭 郡司 久 林 秀樹 松原久裕
第5腰椎原発性腫瘍に対して、エクスパンダブルケージを用いて前方再建を行い
腫瘍椎体全切除術を施行した1例
海村朋孝 藤本和輝 折田純久 鴨田博人 山内かづ代 鈴木 都 稲毛一秀
佐藤 淳 志賀康浩 阿部幸喜 金元洋人 井上雅寛 木下英幸
國府田正雄 古矢丈雄 高橋和久 大鳥精司
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羽田 明
CHIBA MEDICAL JOURNAL Open Access Paper
Original Paper
The surgical assist suit, a newly developed wearable device that does not interfere
with surgeons performing laparoscopic surgery
Ryota Nakajima, Hiroshi Kawahira, Yoshihiro Shimomura, Kei Aoki
Hisashi Gunji, Hideki Hayashi and Hisahiro Matsubara
Case Report
Total spondylectomy of L5 for a primary malignant tumor with anterior reconstruction
using an expandable cage：a case report of eﬀective treatment
Tomotaka Umimura, Kazuki Fujimoto, Sumihisa Orita, Hiroto Kamoda
Kazuyo Yamauchi, Miyako Suzuki, Kazuhide Inage, Jun Sato
Yasuhiro Shiga, Koki Abe, Hirohito Kanamoto, Masahiro Inoue
Hideyuki Kinoshita, Masao Koda, Takeo Furuya
Kazuhisa Takahashi and Seiji Ohtori

