わた

ほ

３．卒後

年のクラス会で

に対し、１９３８年のミュ

となる基金作りを少しずつ

ゐのはな同窓会活動の基盤

た優柔不断な宥和政策を足

側が戦乱回避のためにとっ

して英国チェンバレン首相）

は「母校への感謝」として、 ンヘン会談で、連合国
（主と

始めたらどうか、とのご提

のご案内

世界大戦の発端となりまし

掛かりに、ナチスとヒトラ

た。そして、ヒトラーはチ

たか

かつて第二次世界大戦終

ェコのみならず、ポーラン

よう

結後しばらくして、米国と

ド、ハンガリーまで侵攻し、

す。医療として真に有効な

をかけたアポロ計画により、 年間に

０億ドル（約

方法を見いだし、国民に幸

ーが台頭したことが第二次

置場所を年来検討しており

ソビエト連邦の二大国の対

またナチ党の莫大な戦費国

１９６９年７月、人類初の

福をもたらした成果である

案をいただき、前向きに検

ます。また、平成 年には

峙が続く「冷戦時代」を迎

債償還のため、ユダヤ人財

月面到達に成功、ソ連との

討中です。

現医学部附属病院の西側に

えました。その中で１９５

宝の強奪をも正当化させる

競争に完勝したのです。ま

）

近接して新医学部棟が竣工

７年 月ソ連がいち早く世

ホロコーストを行ったので

（昭

するのに伴い、現医学部本

界初の人工衛星「スプート

す。このホロコーストを絶

％減少させていま

死亡を年間１％すなわち

館（旧病院）は閉鎖される予

ニク１号」を打ち上げ、次

25

力に心より感謝申し上げま

な同窓会へのご理解とご協

とと思います。平素ゐのは

持ちで新年を迎えられたこ

ゐのはな同窓会の希望がど

ことはできないものかと思

どなたさまも新たなる気 「千葉医学」の表象に資する

に立ちました。ソ連のスプ

築計画がほぼ決定をみる中、 ソ連が宇宙開発競争で優位

案中です。文部科学省の建

ートニクの成功に３か月遅

により、１９４４年６月に

的確な情勢分析と強い信念

対許さなかったのが連合国

を分析し、１９９０年に「デ

協力を得て、発がんの原因

や民間団体の対がん協会の

領と英国チャーチル首相で、 （がん研究所）が、がん学会

有人宇宙飛行の成功により、 側の米国ルーズベルト大統

ーリン大佐による世界初の

ノルマンディー上陸作戦を

ＮＩＨや下部組織のＮＣＩ

た、対がん戦略では、米国

念じています。本年が皆さ

ダーとして活躍できるよう

の認める医学・医療のリー

に応える成果を示し、国民

医学部が、患者さんの期待

と言えるのです。千葉大学

たホームカミングパーティ

ゐのはな祭と同時開催され

た、千葉大学医学部関連の

生と学生との懇親を目的に、 旧の念を思い起こさせ、ま

同窓生のクラス会や、同窓

人々を鼓舞するものが実現

是非ともゐのはな会員に懐

前に完成した新同窓会館は、 念施設も参考にしながら、

号の打ち上げに成功して、

下し、エクスプローラー１

ン・ブラウンに至上命令を

トを開発した陸軍のフォ

は、旧ドイツでＶ２ロケッ

大な資金と人材を投入、前

は米国の威信にかけて、莫

として認識され、ケネディ

宙競争とがん撲滅が大命題

期、軍備競争に代わり、宇

せたのです。大戦後の冷戦

成功させ、ナチスを壊滅さ

導要綱であり、米国民の癌

生活改善に焦点を当てた指

治療を薬剤でなく、食事・

公表しました。これは、癌

ザイナー・フーズ計画」を

年もよろしくお願いします

とを願ってやみません。本

なり、ご多幸に恵まれるこ

んにとり更なる進歩の年と

しては、懸案の同窓会館関

ゐのはな同窓会の事業と

ためて、歴史的記述や明治・

れておりますが、今回あら

周年記念誌が立派に刊行さ

命を痛感したのが、次の第

宇宙軍事開発を抑止する使

本土への攻撃を可能にした

ロケット核弾頭による米国

のリーダーであると自負し、 者ではヒューストンのＮＡ

年 秋の叙勲

叙 勲

に現在の貨幣価値で１６０

祝
平成

）

就任挨拶

人事異動

新年の挨拶

各地ゐのはな会

クラス会

研修プログラム

研修医だより

～

～

～

～

3

1

雑文雑談

著書紹介

課外活動団体だより

会員から

学内情報

編集後記

オンライン会報

地区ゐのはな会報

3

～

～

18 15

～

21

2

紙 面 紹 介

米ソ宇宙競争が開始された

連施設・メモリアルウォー

ゆみを良く現した写真、あ

誌）編集などを検討中です。 大正・昭和期の医学部のあ

ルの設置、同窓会会誌
（記念

るいは現今の各支部活動の

のです。第一次世界大戦に

中村 精男（専

瑞宝双光章

～

のです。一方、米国が世界

１．開学以来の医学部の歴

状況などを中心に、新たな

より壊滅した旧ドイツの復
興に向けたヒトラーの欺瞞

24

年頭の挨拶

２．千葉大学医学部１３５

史や特筆される功績などを

記念誌を編集できればと思

35

ＳＡを司令部として８年間

一堂に展示・解説するコー

います。

7

14 14 12

8

26

代ケネディ大統領だった
ナーを設置することを計画

28 27 24 23 22 21 20 17

などに活用されております。 できればと考えています。

皆さまの総意により３年

れてアイゼンハワー大統領

16

こまで反映されるか未知数

25

兆円）
の予算

定です。そこで、この記念

いで１９６１年４月、ガガ

高 穂

講

診断病理学
中谷 行雄 教授
（水） 午後４時
日時 平成 年２月 日
場所 医学部附属病院
ガーネットホール
（大講堂）
演題 診断病理学
─病院ではたらく病理学の道に歩んで

最

建造物の部分的保存などで

済 陽

義

28

年 頭 の 挨 拶
ゐのはな同窓会長

明けましておめでとうご

終

30

50

ですが、他大学医学部の記

ざいます。

45

す。

10

33

中で、その規模、予算、設

29

4

9
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任

挨 拶

認証準備にあたって、病院
域です。医療の質と患者安

という領
ity Improvement

全体の医療の質・安全を統
全は表裏一体で、海外では

）
セ
Quality Improvement

括する部門として、 ＱＩ
（
に関する多くの実践、研究

薬理学
降幡知己

安全学」教授を拝命いたし

に新設された「医療の質・

馬大学大学院医学系研究科

です。診断と処方だけでな

士など多職種の連携が必要

養士、薬剤師、臨床工学技

ができません。看護師、栄

医師だけではすすめること

した。腎臓病・透析医療は

たが学ぶことも多い日々で

の出発で、苦労もありまし

が、内科医としては一から

透析分野では指導医でした

道を歩み始めました。腎臓・

腎臓内科医としての新たな

度の枠組みのなかで、現在

「医療の質」とは、医療制

痛切に感じました。

ことが不可欠であることを

意識改革、安全文化を築く

させるためには病院全体の

ともに、それを維持・発展

標準とは何かを理解すると

で、医療の質・安全の国際

回の模擬審査をうけるなか

これまで２回の本審査、２

足を運び、実際の診療プロ

ぼり、サーベイヤが現場に

研究基幹

グローバルプロミネント

げます。

ご鞭撻のほどお願い申し上

セスをも厳しく評価します。 しては、ひきつづきご指導・

だき聖路加国際病院に戻り、 審査項目は約１２００にの

先生からお声をかけていた

の医療水準からすれば提供

同窓会の先生方におかれま

るよう精進するつもりです。

安全学」の発展に貢献でき

本邦における「医療の質・

清水孝彦

細胞治療内科学

私は昭和 年に千葉大学

准教授
アレルギー・臨床免疫学
鈴木浩太郎
（平６）

）

膠原病内科講師より）

（アレルギー・



須藤明
（平

（ ＧＰ特任准教授より）
講師

精神医学

）

脳神経外科

松谷智郎
（平

）

 （脳神経外科助教より）



（同助教より）

） こどものこころ診療部

）

（同助教より）

佐々木剛
（秋田大・平



他大学教授

小松康宏
（昭

）

医療の質・安全学講座

） 群馬大学

特任准教授より）

（先進加齢医学寄附講座

国際医療福祉大学

精神科

中里道子（平２）

 （富山医薬大医・平５）

竹本稔

糖尿・代謝・内分泌内科

ゐのはな同窓会賞受賞候補者募集要項

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
集いたします。
一、受賞対象者
①社会貢献賞 本会
 員で、医療活動の顕著な業績により、社会に高い
貢献をした個人またはグループ。
②功労賞
医学
 および広く文化の各領域において、千葉大学およ
び千葉大学ゐのはな同窓会に多大の貢献をした者。
二、表彰
①社会貢献賞（三件以内） 盾お
（総額三十万円以内）
を贈呈し
 よび賞金
ます。
②功労賞
（一件以内） 盾および賞金十万円を贈呈します。
三、応募方法
所
 定
 の申請用紙により、二〇一七年十二月一日から二〇一八年一月
三十一日までに申請して下さい。
四、受賞者の決定
選考委員、常任理事会の議を経て、会長が行います。
審査結果は二〇一八年五月中頃までに各申請者に通知すると共に、
ゐのはな同窓会報に掲載します。
五、問い合わせおよび申請用紙請求先
千葉大学医学部内、ゐのはな同窓会事務室
申請
 用紙は同窓会ホームページよりダウンロードすること
が出来ます。



池田啓
（平９）

（同助教より） アレルギー・膠原病内科

（千葉大薬・平

（徳島大工・平

山口高志

腫瘍病理学


Quality and Patient Safety 

ンターが設立され、私が責
が進んでいます。
これからは病院の医療安

任者となりました。ＪＣＩ
認証は、病院の医療の質・

医学部を卒業し、聖路加国
く、患者教育も重要ですし、

できるはずの医療に、現実

宏 （昭 ）

際病院での初期研修後、東

理的な考え方も求められま

に入局し、腎臓病学の診療、 治療法選択にあたっては倫

京女子医科大学腎臓小児科

す。そこで、チーム医療や

康

研究に従事しました。この

に提供されている医療がど

松

間、フロリダ大学医学部薬

医療の質改善に関する知

れほど近いかを意味してい

（同助教より）

理学教室に留学し、尿細管

識・技術を深めるためにノ

ます。禁煙教育、ガイドラ



単離法を用いた集合尿細管

ースカロライナ大学チャペ

イン遵守、手指衛生など当

）

13
13

就

群馬大学大学院医学系研究科
小
全体制を強化するとともに、

カリウム輸送の研究を行い

ルヒル校、公衆衛生大学院

然するべきことが行われて

（同助教より）

石川雅智
（平

）

（同助教より）

新津富央
（平





14

安全が国際標準に達してい

ました。その後、１９９５

に進み、２０１０年には公

いないのが現実です。体系

ることを示すものですが、

年に千葉県こども病院腎臓

衆衛生学修士（ＭＰＨ）を取

的、科学的な方法を用い、



科に赴任しましたが、多く

得することができました。

医療者ならびに患者の行動

眼科学

（広島大生物生産・平

の同窓の先生方に囲まれて

２０１０年、聖路加国際

を変え、業務プロセスを改

人 事 異 動

仕事をすすめることができ

病院は国際的病院評価機構

ました。

た２年間は今でも楽しい思
い出です。
１９９７年に聖路加国際

であるＪＣＩ（ Joint Com- 善し、医療者にとっても、
北橋正康
（琉球大・平 ）
）認証 患者にとっても価値ある変
mission International
（同助教より）
Qual- 

11

59

59

をうけることとなりました。 化につなげていくのが

15

59

2

医療の質・安全学 教授

11

平成 年 月１日付で群
29

病院名誉院長の日野原重明

7
12
15

就 任 挨 拶 （2）
報
会
窓
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な
の
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さて、現在私は前千葉大

とその機能解析を６年間行

腎糸球体発現遺伝子の同定
学部生への英語による授業

として勤務をしながら、医

務をしています。一臨床医

医療センター臨床研究推進

二郎先生
（現東京都健康長寿

生（千葉大学前学長）、森聖

して国内留学し、齋藤康先

部旧第二内科に大学院生と

平成９年より千葉大学医学

研究に強い興味をいだき、

じて糖尿病合併症の治療や

ました。この臨床研修を通

環器内科の臨床研修を行い

らびに関連病院にて主に循

新潟大学医学部附属病院な

の私があるのは、齋藤康先

し上げます。さらに、現在

いたことに改めてお礼を申

に研究を継続させていただ

導いただき、帰国後も自由

の指導方法に至るまでご指

臨床、研究はもとより後進

研究に携わってまいりまし

らに遺伝性早老症の臨床と

尿病、脂質代謝、肥満症さ

科学教授）
のご指導のもと糖

手幸太郎先生
（現細胞治療内

賜りますようお願い申し上

尚一層のご指導、ご厚情を

於かれましては、今後とも

ゐのはな同窓会の先生方に

まいる所存です。千葉大学

の育成」に全力を尽くして

ともに大変にお世話になり、 る「世界で活躍できる人材

た。特に横手教授には公私

げます。

らに最大のミッションであ

研究に誠心誠意努力し、さ

内分泌内科学に関する診療、

りますが、糖尿病・代謝・

寺 澤 捷 年 先生（昭 ）
日本医師会最高優功賞受賞

寺澤捷年先生が、日本医師会最高優功賞のうち、都道府県医師会長推薦による「医学、医
術の研究または地域における医療活動により、医学、医療の発展または社会福祉の向上に貢
献し、特に功績顕著なる功労者」漢方医学の発展に著しく貢献した功労者として受章されま
した。
主なる功績内容
１．漢方医学の継承と発展
日本の伝統医学の正当な継承者であり、これと共に、神経内科専門医として、日本神経学
会専門医番号第３号を持つ優秀な人材である。
「千葉大学東洋医学研究会」において漢方医学
※
を継承することに成功しており、 その成果は 「
吉益東洞の研究」（岩波書店）で公表されてい
る。（※ゐのはな同窓会報１６２号に紹介文を掲載）
２．和漢診療学の創生
伝統を継承するのみではなく、反対学である中枢神経解剖学を大学院で専攻し、その後、
神経内科の専門医として臨床に携わり、その知のありさまを漢方の世界に採り入れ、新たな
知の創生に果敢に挑戦した。この研究によって経験知の世界に科学の光が当たる土台が形成
され、この成果が 年後の文部科学省の 世紀ＣＯＥプログラム「東洋の知に立脚した個の
医療の創生」採択への土台となっている。新たに創生した「和漢診療学」の概念は、漢方医
学に主軸を置きながら西洋の知を活用するという正に漢方の歴史上、そして日本の医学の歴
史において初めての画期的な業績である。
３．認知症およびインフルエンザ治療薬の研究
これまで経験的に頭痛治療薬として用いられていた釣藤散に認知症の改善効果があること
を見出し、その薬効効果をプラセボを対照薬とした二重盲検臨床比較試験によって明らかに
した。これは、世界で初の漢方薬の客観的薬効評価の英文論文として、また、認知症治療薬
のエビデンスとして高く評価されている。この科学的エビデンスによって、釣藤散は現在で
は認知症治療薬の一つとしてその地位を確立している。さらに、インフルエンザ感染症に古
来用いられてきた麻黄湯の作用発現機序を解明し、その抗ウイルス増殖作用が麻黄の塩酸ア
マンタジンに類似の液胞の脱穀阻止であること、ならびに桂皮の成分がウイルスの増殖に必
要なタンパク合成を阻止する作用によるものであることを明らかにした。インフルエンザの
治療には、オセルタミビルなどの抗ウイルス剤が用いられるが、その副作用と考えられる事
故例が多発したことから、現在では思春期の患者ではこの麻黄湯が第一選択薬として多く用
いられている。これは寺澤氏が明らかにした科学的研究の成果によるものであり、その功績
は極めて大きい。 
（日本医師会より提供）

45

く感謝申し上げます。
学大学院医学研究院脳神経
外科学教授佐伯直勝先生が
病院長をお務めである国際

いました。現在も留学期間
の用意、さらには２０２０

授がおり、毎月情報交換会
を開いていますが、今後も
密な連携をとりながら新し
い医学部をつくってゆきた

センター部長）
のご指導のも

生、森聖二郎先生をはじめ

もとより浅学菲才ではあ

とで糖尿病大血管障害に関

いと思います。

する基礎研究を行い、学位

とした伝統ある千葉大学の
多くの先生方のご指導と代
謝・老年病研究室
（旧分子老

平成 年に大学院を卒業

をいただきました。
後、スウェーデンのイエテ

Chris- てきた仲間のお陰です。深

25

国際医療福祉大学医学部
稔 （富山医薬大医・平 ）

糖尿病 ・ 代 謝 ・ 内 分 泌 内 科 主 任 教 授

竹 本

中に同定した新規遺伝子

準備を行っています。ここ

医療福祉大学市川病院に勤

機能解析を腎糸球体、骨格
市川病院には７名の主任教

教授のもとで、
ter Betsholtz

日付けで国際医療福祉大学
筋そして脂肪細胞に着眼し

治療学講座
（現細胞治療内科

平成 年に帰国後は細胞

、
年の国際医療福祉大学医学
Semaphorin3G
R3h
domain
（ R3hdml
）
の 部成田病院の開院にむけた
containing like

医学部糖尿病・代謝・内分
継続しています。

たしました。

泌内科の主任教授を拝命い

この度、平成 年４月１

5

学部
（現富山大学）
を卒業後、 学）
において齋藤康先生、横

私は富山医科薬科大学医

18

化研究室）
で一緒に苦労をし

スカ研究所に留学し、

21

29

ボリ大学ならびにカロリン
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新

年

の

挨

拶
月名誉センター

ーションセンター長就任、
臓器移植科の教授として赴

が藤田保健衛生大学医学部

屋で「自然の叡智」をテー

どありませんでした。名古

屋駅周辺には高層ビルは殆

長、同年 月

年
任されました。千葉大学先

マとし、２００５年３月

平成
日から、社
端応用外科、国立佐倉病院

団法人名古屋市総合リハビ
日～９月

日の１８５日間

に１２１ヵ国、４国際機関

群馬ゐのはな会

会長 鈴

木

守 （昭 ）

りを余儀なくされる時代を

迎えました。医療において

が参加した「愛・地球博」

例 （２００５年日本国際博覧

移植手術を手掛けられ、２
生体膵臓移植の実施、

００４年１月には国内初の

リテーション事業団理事長、 を経て、５００例以上の腎
現在に至ります。昭和 年
に赴任当時は 年先輩の昭
和５年卒、耳鼻科を開業の
以上の脳死、生体膵臓移植

一 （昭 ）

の執刀を手掛けられており、 ２００万人が来場しました。

久
伊藤源一先生が同窓会長を

今後の益々の活躍が期待さ

川

が論議される
Quality of life

されておりました。名古屋

おられますが、かつてとは

会名簿による）
の同窓の方が

ろいろ面倒を見て頂き誠に

とは全く不案内の私に、い

赴任当時から、名古屋のこ

ゐのはな会の諸先輩方には、

東京オリンピックの年です。 ランドスクエアを始め、高

科学教室に入局しました。

鈴木次郎教授率いる整形外

信病院でインターン、翌年

年に母校を卒業し、東京逓

わりしております。ミッド

名古屋駅周辺は刻々と様変

ーミナル駅開業に向けて、

７年）
のリニア中央新幹線タ

開き前進する年であります

げ新しい医学・医療を切り

発展を成し遂げて成果を上

ございます。母校が一層の

様、明けましておめでとう

ゐのはな同窓会会員の皆

ったことは間違いありませ

問題は昔から意識の中にあ

療のソフト面と捉えられる

のような、いわば医学・医

れは立たされています。こ

ればならない局面にわれわ

うちに、今度は Quality of
の問題とも直面しなけ
death

時代を迎えてまだ日が浅い

会）
が開催され、会期中に２

に来て、あっという間に、

以降、名古屋駅周辺は続々

りません。九州地区には現

と高層ビルが林立してまい

違い、地元で長くおられる
ありがとうございました。

（２０２
りました。平成 年

同窓の先生が少なくなり、
先輩、後輩を問わず、同窓

ん。しかし「医は仁術」と

私事ですが、私は昭和

れております。

また、大学や公立病院のス

いう言葉に象徴される日本

年を過ぎましたが、中京

タッフも少なくなっており

ように、また、ゐのはな同
めての新幹線、東京─新大

す。名古屋を起点に、中部

な店が多数入居しておりま

ング街、Ｂ級グルメで有名

に発揮され希望と力に満ち

の場に於いて、お力を存分

はいわば医師個人のもつ医

の文化と風土の中で、問題

月１日に国内初

日に、整形外科主

常は名古屋市内のホテルや

検討してみたいと思います。 夜に開催しております。通

人をお願いし、国際文化セ

任教授の鈴木次郎先生に仲

伊勢志摩、伊勢神宮、など

呂温泉、世界遺産白川郷、

山岳地帯、飛騨、高山、下

かつて見たことのない高齢

祈りいたします。

た日々を過ごされるようお

会全体で取り組む姿勢が不

学・医療観の中に埋没し社

月

阪間が開通致しました。同

開催されておらず、現在九

ンターで披露宴を行い、新

を超える時代となり、医療

年

州ゐのはな会は活動してお

婚旅行は当時ブームの京都、 訪問先が数多くあります。

化社会を迎え、医療・医学

今、医療費は年間 兆円

ん。

十分であった事は否めませ
料理屋、昨年はドイツ風の

高速道も完備し、名古屋方

はすでに医師・患者だけで

り組まなければならない課

はなく社会全体が真剣に取
是非とも名古屋にお立ち寄

の死骸を乗り越えた先にあ

で戻りました。当時、名古

です。ゐのはな同窓の皆様、 学は「医学の進歩はあまた
名です。通常、出席

阜県：３名、三重県：１名、 名古屋から東京へは新幹線
総数

周知のように今、日本は
雰囲気溢れるビヤホール
（ビ

南紀、伊勢志摩の旅行でし

のあり方もそれなりの変容

中京ゐのはな会

ル ゼ ン ）で 開 催 い た し ま し

を迫られています。近代医

夫 （昭 ）

面はトヨタ自動車の影響で

宣

た。帰りは２階建ての近鉄

会長 松

す。今年もよろしくご指導

題として、強く意識される

ようになりました。医療経

る」（ 世紀初頭のウエルサ

ーエフのことば）
との信念に

りください。
最後に、ゐのはな同窓会

屋駅周辺には高層ビルは数
少なく、新幹線から眺めた

人前後で、近況報告

が考えて、人間学を基本と

と千葉大医学部時代の思い

した医学・医療を構築し、

年９月１日付で、名古屋市

きな進歩発展を成し遂げて

済はいかにあるべきかにつ

きました。しかし、その姿

き専門家とともに社会全体
挨拶といたします。

基づき、進め進めのかけ声

任した当時も、新幹線名古

１日に名古屋市立大学に赴

年９月

のもとに、今まで確かに大
年９月１日付で、

ビルでした。昭和

の皆様のご健勝とご活躍を

平成

しみです。
年卒業の剣持敬教授

実践する時代がやってきた

名古屋駅前の大名古屋ビル

年３月に教授退任し６月か

昭和

勢だけでは医学は行き詰ま

ディングが唯一の高層
（？） 心からお祈りし、新年のご

者は

40
出話で盛り上がり、旧交を

同窓会の皆様、新年あけ

ら名古屋市総合リハビリテ

名古屋市大病院長、平成

11

ましておめでとうございま

24

58

60

温められるのが何よりの楽

をお願い致します。昭和

29

立大学整形外科学教授を拝

20

38
60
14

命し、平成９年から 年迄

10 35

井

特急電車で名古屋に到着し、 道路も広く、交通渋滞は稀

毎年７月、８月の水曜日の

中京ゐのはな同窓会は、

と感じております。

窓会会員諸兄姉がそれぞれ

歳の高齢となり

ましたが、再び九州ゐのは

私自身

ます。

層ビルが林立し、ショッピ

38

昭和 年

葉大学医学部ゐのはな同窓

39

10 10

在 名
（２０１８年発行の千

50

60

25

10
33

25

23

生のありがたさをひしひし

32

九州ゐのはな会
会長 谷

九州地区のゐのはな会の
九州ゐのはな会は昭和

現状をお知らせします。

32

な会が開催できるかどうか

39

41

地で開催してきましたが、

スタートし、年１回九州各

年に第１回を出席者 名で

55

平成 年の第 回を最後に

10

29

21

た。中京ゐのはな同窓会員

17

は現在、愛知県： 名、岐

12

39
11

85

新 年 の 挨 拶 （4）
報
会
窓
同
な
の

は
ゐ
第 177 号

訳です。
平成 年

月には千葉大

学第二外科（当時）の中山恒
明教授が創設された日本癌
治療学会学術集会の会長を

神奈川ゐのはな会

振替口座振り込みに 名の

お互いに協力し合える神奈

年会費徴収率に関して、本

者数等で数値化されます。 「 や っ て み な い と わ か ら な

年会費徴収率や、総会参加

部でもしていることですが、 参加の諾否は ％の会員が

い」と感じています。総会

会員が協力してくれました。

まり、個人情報として出身

川ゐのはな会にしたいと思

の辺を少しでもクリア化し、 われます。同窓会活性化は

校や研修先がクローズされ

っています。

が、新しい研修医制度が始

ており、困っています。こ

新鮮味はありません。自ら

くの真似です。二番煎じで

座を開設してみました。全

ゆうちょ銀行の銀行振替口

させていただくこともある

り他支部の先生方の真似を

これからも、本部はもとよ

工夫が必要と感じています。

は少なく講演や懇親会に一

返事をくれますが、参加者

一 （昭 ）

も含めて期待される結果は

かも知れませんし、お知恵

昌

無いかも知れないと考え、

を拝借することもあるかも

会長 小 野 田

退却の道を残す意味で口座

外科学の桑野博行教授が会

に総会が開催され、９月に

ましたのではじめのさわり

学会にもご招待をいただき

したが、その後、川崎市長

た。お受けすると返事しま

容で寄稿の依頼がありまし

窓会編集委員から標題の内

に予定されている平成 年

平成

した。

私も支部長１・５期目に

事会を開催し、７月８日
（土） ざいます。静岡の地より新

２月と５月に理事・地区幹

なりました。これまで本部

明けましておめでとうご

何名とありますが、千葉大

しますが、浜松医科大学は

部合格者を宣伝目的に発表

出身の教官や同級生がいま

た。私の学生時代は静岡県

号」が発行され、同時に

は会報「ゐのはなかながわ

静岡ゐのはな会

です。県内総合病院に数名

開設の会代表者と年会費徴

知れませんが、本年もよろ

さて、神奈川ゐのはな会

群馬大学放射線腫瘍学の中

の千葉大学卒業生が在職し

しくご指導ください。

野隆史教授が務め、さらに

ていると聞き、ゐのはな会

収者を兼務して臨みました

紀 彰 （昭 ）

懸案であった会員名簿も従

ところ、銀行振り込みが６

だけ出席させていただきま
選挙・国政選挙があり、超

度総会と会報 号について

の
（旧）
常任理事会での「同

には庭の片隅にでも「雪」

会長 忍頂寺

来通りの形で会員のお手元

静岡県支部長名で一筆した

ですが、平成 年７月８日

にお送りすることができま

した。患者に寄り添う、ま
大型台風の来襲が重なり、

の話し合いを致します。神

がないと新しい年を迎えた

年になりますと、

た患者と共に考える医療・
なんとなくあわただしく過

奈川ゐのはな会の内規では

学医学部の合格者は見当た

会長 宮

信州ゐのはな会

医学がメイン・テーマとなっ
ごすことになり、なかなか

りません。こうして、県人
なりますので、森前会長に

係はそれほどないのですが、 ておりますが、私は４年に

きました。ノーベル賞の受

聞く機会を持たせていただ

静岡県支部の会員数も減少

口減少と同様にゐのはな会

が、それも温暖化のせいか

気がしないという感覚です

春のお喜びを申し上げます。 した。県内の予備校が医学

ていることに改めて驚きを
構想がまとまりません。神

窓会活性化案」について本

斉 （昭 ）

おぼえ、日本最大の学会が

部執行部より他大学実情を

日本国民・神奈川県民とす

ならい交代することになる

坂

そのような姿勢を打ち出し

会長の任期を一応３年とし

てみますと、日本の学会を

れば無視もできません。消

近年、総会では西川哲男

決定打と思われるものもあ

これだ！と膝を叩くほどの

土地の製造業に共有されて

まいか精神」があり、この

静岡県西部の浜松に「やら

そこで紹介したいのが、

窓生によって継承され、そ

も、亥鼻で学んだ全ての同

り、徴兵制はないでしょう

です。憲法改定も必須とな

と、相続がどうなるか不安

方が多く、私の年代になる

料などの負担は上限に近い

早々にはしかるべき方にお

の辺が未定ですが、年明け

容でした。平成 年度はこ

相晶士教授で素晴らしい内

年度は北里大学整形外科高

出身大学を調べるのが困難

願いしたいと思っています。 人情報保護の法規制のため

一方県内勤務医の場合は個

医局へ入る人数は減少し、

の導入で、卒業生が母校の

そもそも新しい研修医制度

精神」に基づいてきたと思

るまで、この「やらまいか

る機械や鰹節の輸出にいた

倍増管に始まり、餃子を作

アノ、オートバイ、光電子

す。これまでの自動車、ピ

なのだろうと思っています。 いる精神的支柱にあたりま

んでいる人にとって、新年

まったようです。信州に住

で見かけるだけになってし

屋さんのショーウィンドウ

ていましたが、今では蕎麦

から聞こえてきたと言われ

瀬にソバを打つ音が各家々

かつての信州では、年の

ています。また、晩秋の遠

の新鮮な芽吹きが気に入っ

私はその中でも特に落葉松

それぞれに趣がありますが、

す。木々の緑は一様でなく

ろな木々が一斉に芽吹きま

きはまた格別です。いろい

寒さに耐えた後の春の芽吹

に富んでおり、冬の厳しい

さて、長野は四季の変化

感じがします。

年々少なくなってきている

費税が

先生（昭 ）の学術講演とし

りません。従って「継続は

賞者でも輩出すれば兎も角、 しています。

動かす力量と人格を備えた

はな会会員の負担はさらに

力なり」で地味な会の継続

と思います。

何人もの先生方が、以上の

大きくなるでしょう。それ

かるべき方の特別講演をお

れぞれの持ち場において具

が、孫の代では安全保障も

％になると、ゐの

ような今日の問題を何十年

願いしております。平成

あけましておめでとうご

も前から真剣に考え、世に

でなくても、税金だけでな

体的に考えられ組み立てら

心配です。

その伝統が平成 年の今年

れて発展していくことを願

47

10

ってやみません。

どの地区も同じでしょう

29

ざいます。

提起し続けていたことを思

42

30

30

わない訳にはまいりません。 く、健康保険料・介護保険

千葉大学の歴史をたどっ

たことに感銘を受けました。 奈川ゐのはな会と直接の関

28

頭となって日本外科学会大
会学術集会が、いずれも横
浜パシフィコを会場として

38

名に対して、ゆうちょ銀行

50

11

平成 年４月には群馬大学

月初めに、ゐのはな同

10

28

29

開催されました。いずれの

42
ため入会を促しましたが、

40

返事さえもらえませんでし

29

29

30

30
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き初詣するのも趣がありま

ョギングしながら神社に行
温め、親睦を図り、会を盛

とに感謝しながら、旧交を
徳川家康公の四百年式年大

遺産に指定され、２年前に

る人材確保にも難渋するの

地域では医療・介護に携わ

ゆきそうです。

産年齢の高齢化があげられ

ますが、原因は不明、早急

くアルプスの雪山と麓の山
祭が営まれました日光東照

この大きな改革は、世界

の紅葉とのコントラストは
宮の宮司に依頼させていた

な原因究明と対策が必要で

り上げていければと思って

す。目下、国は改革路線を

おります。

のどの国もいまだ経験した

す。信州ゐのはな会は３年

私事ではありますが、今

ことのない人口の急速な高

に一度総会を開くことにな
だきました。参加者が増え

ではないかと危惧していま

３段紅葉ともいわれ、とて
同門の諸先生方のご健勝

ます。同世代が１００歳に

再編が焦眉の急になってい

迫り、地域医療構想で病床

になる２０２５年が目前に

層の活性化を祈念するとと

大学ゐのはな同窓会の一

限は切れかかっています。

え、臨床医としての賞味期

力などの「力」は大幅に衰

す。記憶力、判断力、持久

張、世界トップに上り詰め

が相まって、平均寿命は伸

と国民の健康志向の高まり

年の高度な医療技術の進歩

へと疾病構造が変化し、近

り、感染症から生活習慣病

後の医学・医療の発展によ

長と出生率の低下です。戦

その要因は、平均寿命の伸

催しました。茨城ゐのはな

の茨城ゐのはな会総会を開

昨年秋、会長として初めて

を思うと不安になります。

頭に当たり、我が国の将来

平成も終盤に近づいた年

ます。

えてこないことが気になり

医療の質に関する内容が見

行していることにあります。 り添う質の高い医療の確保、

なる２０５０年の人口は現

もに、栃木ゐのはな会の運

年を迎えま

年は後期高齢者の仲間入り

在の３分の２に減少すると

営にも微力ながら傾注する

会の課題の１つは、会員数

に加えて卒後

予想されています。生産年

の減少、特に平成卒の先生

団塊の世代が後期高齢者

ることを念じています。

す。

も見事です。冬の雪に覆わ
とご発展をお祈り申し上げ

進めていますが、患者に寄

っており、今年がその開催
ます。

齢化と少子化が我が国で進

れたアルプスの雪山も、放
年に当たります。できるだ

彰 （昭 ）

け多くの会員に集まって頂

秀

射冷却でキンキンに冷え込
き、自然に育まれているこ

栃木ゐのはな会
会長 﨑

尾

んだ朝、日の出とともに紅
色に染まる一瞬も神々しく
身の引き締まる瞬間です。
かつて、熊谷信夫先生が
信州ゐのはな会の会長だっ
たころ、その会には必ずと
言ってよいほど元会長で長

齢人口の大幅な減少が原因

ました。この状況を私たち

のではないでしょうか。会

野県佐久出身の井出源四郎

所存であります。本年もご

先生がお見えになり、皆で

であり、高齢者は逆に、現

員の平均年齢は徐々に上昇

方の入会が少ないことです。

名調子の井出節に耳を傾け

はゐのはなの地で学び、医

在よりも増加します。地域

学・医療の進歩発展を体験

医療崩壊の回復どころか憎

支援のほど、よろしくお願

し、高齢化社会の様相を呈

い申し上げます。

しています。県内の勤務医

そこで平成 年の総会から、

たものでした。翌日は私が

してきました。千葉大学第

茨城ゐのはな会

救い、医師が諦めたら患者

「医師の体力と気力が患者を

二外科にいた当時の私は、

のうち平成奇数年の総会で

を毎年開催としました。そ

それまでの隔年開催の総会

床機能の転換がはかられて

に急性期医療から始まる病

術により、信じられないく

さんの多くが新たな治療技

癌・心臓病・脳卒中の患者

統のチャレンジ精神で活躍

ゐのはな会員として千葉伝

の先生もおり、全員、茨城

られた先生やそのグループ

葉大学から教授として迎え

ありません。最近の数年間、 た。幸い筑波大学には、千

は茨城県内の先生方からの

います。今後は２０２５年

らい早く元気に社会復帰し

しています。昨年秋の総会

講演・話題の提供をもとに
だいた柴﨑晃先生は昇天さ

に向けて地域医療構想の策

てゆきます。外科医療が不

の参加者は 名でしたが、

は助からない」との確信を

れました。県医師会長であ

定に向け、地域の実情に応

要になる時代の到来が目前

もち、頑張っていました。

りました片山一郎先生、獨

じた医療提供体制の確保が

あるような予感すらありま

詔 雄 （昭 ）

後です。新臨床研修制度が

愛しておられたようでした。 割程度減少し、１１０名前

協医科大学名誉教授の堀江

進められるようです。今年

川

実施されるまで県内の公的

昌平先生、上山滋太郎先生、

行われる診療報酬と介護報

親交を深めることにしまし

申し遅れましたが、私は

病院は千葉大学と慶応大学

嶋田晃一郎先生、丹羽章先
ゐのはな同総会の皆様、

すが、患者と医師の関係は

現在もその思いに変わりは

昭和 年卒でインターンの

の出身者が大半を占めてい

生、真岡市長に選出されま
明けましておめでとうござ

淡泊になった感があります。 先生方の入会もあり、懇親

会長 石

47

50

酬の同時改定でも改革の方

の表紙を油絵で飾っていた

創刊から昨年まで会報誌

立ちます。

獨協医科大学の卒業生が目

運転手になり、戸隠や野尻

新年にあたり、栃木ゐの

悪して、首都圏から離れた

はな会の近況をご報告させ

は自治・獨協医科大学出身

食べながら昔物語を拝聴い

が増加傾向にあり、開業は

たしました。井出先生も信
ていただきます。

湖、美ヶ原などを散策し、

州のご出身だったせいか、

高原の草の上でおにぎりを

このような自然をこよなく

27

働いておりますが、いつし

は住まいの近くの診療所で

勤務し、定年退職後の現在

地区にある県立須坂病院に

後長野県に移り住み、北信

年在籍致しました。その

後、大学の整形外科医局に

されてしまいました。研修

は他大学や民間病院へ譲渡

医療機関との統合、あるい

上都賀総合病院以外は、他

厚生連の４医療機関のうち

ました。千葉大学関連では

域について拝聴していまし

願いして学内情報や専門領

別講演は千葉大学教授にお

これまでは支部総会の特

のご指導を賜りました。

した福田武隼先生には幾多

昨年から引き続き地域包

ととお慶び申し上げます。

恙なくお迎えになられたこ

医療機関にとっては今年も

れてゆくものと思います。

の存続の鍵を握る重大な問

一方、少子化、これは日本

親交を深め合うことができ

会では皆さん、楽しく語り、

元旦早々、冷たい空気を吸

た。今回は趣をかえ、世界

決断を迫られる年になって

題です。女性の晩婚化や出

ました。今年は大学の先生

その中には４名の平成卒の

括ケアシステム構築のため

います。平成

かこのような自然を愛して

業生の残留率が激減し、医

いる自分になっていました。 制度により千葉大学でも卒

42

師派遣にも苦慮されている

28

14

は

44

向性がより明確に打ち出さ

10

年の新春を

会員数はこの 年間で１

の
いながら千曲川の堤防でジ

30
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したいと考えています。よ
なと願っています。しかし
ただいまから新たな一歩を

くそうではありませんか。

致します。

東京ゐのはな会

原 俊 雄 （昭 ）

同窓会が医学部学生、初期

臨床研修医の包括的な教育

に関わり、千葉大学医学部

が一層全国屈指のすばらし

い医学部になることを望ん

ませんが、初期臨床研修制

ではありませんが、東京ゐ

必ずしも明るいことばかり

医療の置かれている状況も

年目を迎えます。これは有

に関連記事掲載）
次年度で三

校での思い出話に花を咲か

いの近況を確認しあい、母

総会後の懇親会では、お互

ている間柄です。年一回の

も新たな気持ちで千葉大学

員体制となりました。本年

な会総会において新しい役

平成

年６月の東京ゐのは

うございます。東京支部は

新年明けましておめでと

で、各都道府県の同窓会支

する卒業生の把握は不十分

マンパワーのみでは多様化

病院、千葉大学関連施設の

千葉大学医学部および附属

準備したいと存じます。

はな会が担当ですので鋭意

本年６月の総会は東京ゐの

したいと考えております。

展に寄与できる支部体制に

会長 吉

度の変革のあとの卒業生の

のはな会として会の充実と

少子高齢化が加速する中、

でいます。

行き先は多様で、東京都内

同様の傾向があるかもしれ

でさえも勤務先不明のこと

ともに、全国組織である千

志から拠金を募って資金と

せ、和やかな楽しい会とな

澤

が多々あります。千葉大学

し、選抜された在校生に春

っています。

医学部の将来を考える上で、 葉大学ゐのはな同窓会の発

休みなどを利用して、ハー

歳入が思うように伸びない
頼もしい言葉がぽんぽんと

帰国後の感想を求めると、

名の後輩が参加しました。

をお勤めいただきました、

した。長年にわたり会長職

おいて、会長に推挙されま

日の山梨ゐのはな会総会に

の程、お願い申し上げます。 や教授ＯＢ、千葉大学教授

生方には、よろしくご指導

同窓会本部、各支部の先

けていただいております。

が担当しており、何かと助

）
、鶴田好孝
（昭 ）
の両名

事 務 局 は 、 細 田 和 彦（ 昭

学・研究施設の職員と教授

東京ゐのはな会には大

くお願い申し上げます。

す。昨年同様、何卒よろし

の充実を図りたいと思いま

ゐのはな同窓会・東京支部

との重要性が増しています。 祈念いたします。

機的に連携を図っていくこ

部組織、各地区の会員と有

とって良い年であることを

改めて本年が同窓会員に

ざいます。平成 年６月

中での改定なだけに、明る
返ってきて、将来、一騎当

清水天（昭 ）前会長の後任

の同時改定の年に当ります。 業です。すでに二年間で四

い見通しは持ちにくいわけ
千の強者に成長するであろ

として、微力ながら山梨ゐ

本学の歴史を回顧すれば、 のはな会の発展に尽力する

面しているという点では、

医学部も、幾多の困難に直

さて、わが母校千葉大学

張りどころと申せます。

しょう。ここはひとつ踏ん

ども、野性的で魅力あふれ

行儀は悪いか知れないけれ

ば、型にはまらない、多少

れました。どちらかといえ

ーと目される牽引者が居ら

それぞれの時代にはリーダ

てもいませんでした。

役が回って来るとは、思っ

で、まさか私などにその大

ても立派な先生方でしたの

人間的にすぐれ、医師とし

歴代の会長は、いずれも

所存です。

われら零細開業医と変わり

た指導者が一時代を牽引し

山梨ゐのはな会は、会員
たものでした。

まとまりがよく、お互いに

数 名の小さな支部ですが、
顔見知りで居場所もわかっ

私たちは、ゐのはな会が
未来を託せる人材の培養器

所群、研究所、日本医師会、
厚労省はじめ行政に携わる
会員、勤務先は都外でも住
居が東京の先生も含めます
と多くの職種の先生が活躍
しておられ、１０００名余
月には厚労省入省の

りの人数を擁しています。
昨年

若手卒業生達と東京ゐのは
な会会員と懇談の場も設け
ました。千葉大学ゐのはな
同窓会と他の地区支部でも

しくお願い申しあげます。

お分けしたいと思いますのでよろ

はなるべく早く、同窓の皆様にも

し得ない事態もあります。お喜び

意しておりますが、ニュースに接

一報下さい。編集部でも絶えず注

れた方は是非同窓会事務室までご

叙勲、褒章その他祝事に関係さ

ですが、医療という基幹的
う期待が高まります。

29

ますまい。自発的な研究資

というわけにも行かないで

29

の役割をも果たせたらいい

11

39

金導入の必要性が声高に叫
ばれているやに聞いており
千葉県ゐのはな会では、

ます。

30

ＯＢ、病院群、地区の診療

な福祉を担う立場にいるだ

29

けに、われ一人幸運を望む

とうございます。
バード大学などで短期間の

肇 （昭 ）

ご理解をよろしくお願い

始めましょう。

ろしくお願い申し上げます。 これは、私たち千葉県だけ

母校の隆盛のために力を尽

と本部とが一体となって、

ありません。すべての支部

に特別講演をいただき、関

生 （昭 ）

東近県のゐのはな会会長先

哲

で目的を達しうるものでは

葉

生もお呼びして総会を開催

千葉県ゐのはな会
会長 秋

山梨ゐのはな会
会長 中

53

私たち保険医にとって、

あけましておめでとうご

52

留学経験を積んでもらう事

を開始いたしました。（ 面

ーダー育成海外留学事業』

平成 年度から『次世代リ

50

19

今年は医療保険、介護保険

皆様、明けましておめで

28

58

54
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いろな合併症を持っている
めにはどうしたら良いか、

より長くよりよく生きるた
員とグラスを交わし、糖尿

も、横手先生は気さくに会

増加している高齢者糖尿病、 写真右から

いただきました。特に最近

あること、そしてそのため

若壮年からの予防が必要で

疾患を予防するためには、

て介護が必要となるような

ければいけないこと、そし

科学教授横手幸太郎先生を

師には千葉大学細胞治療内

行ったのは初めてです。講

は懇親会のみで、講演会を

親会を行いました。今まで

金基金会館で、講演会と懇

市川市の山崎製パン企業年

アカデミックな話題が中心

親会が始まり、竜崇正先生

）
、加

の中締めで終了しました。

ので、病態が多様性に富ん

授（昭

）
、

）
横手幸太郎教

）
、竜崇正（昭

藤友衛
（昭

前列：田中則好
（昭

中でも認知症を伴う患者に
いくべきかの話が参考にな

どのような方針で治療して

病以外の脂質代謝異常など
ださいました。学生時代の

の病態についてもお話しく

考えさせられました。
で横手先生を囲んでの記念

その後部屋を移し、全員

でいること、臓器予備能の
低下に伴い、薬剤の効果が
増強しやすい、すなわち副
話に花が咲いたり、大いに

）

撮影を行った後、マイクロ

（昭
語り合い盛り上がりました。 でも活発な質疑応答が続き、 後列：鈴木良一

大森耕一郎（昭

作用が出やすいことに注意
バスで、波奈寿司総本店に

りました。その後の懇親会

が必要になるそうです。実
写真右から

には、若いうちから血糖を

お招きし、
「専門でない先生

40

各地ゐのはな会
だより
安房 ゐ の は な 会
平成 年 月 日（金）
前列：水谷正彦
（昭

いつもの懇親会と違って、

移動し、本位田先生の「乾
）
、本

杯」の御発声で、懇親会に

高くしないことが必要であ

のための糖尿病診療

）
、小

野元子
（昭 ）
、小野和則
（昭

）
、篠塚正彦
（昭 ）、大貫

忠男
（昭 ）

（
 加藤友衛、篠塚正彦）

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。
電話
（043）
202-3750
FAX
（043）
202-3753
e-mail：nfo@inohana.jp

38

際の薬剤の使い分けや血糖

黒野隆
（東海大・昭

ることを教えて頂きました。

の演題でお話いただきまし

部長のあいさつと乾杯で懇

多満
（昭 ）
、青木謹
（昭 ）
、 になりました。加藤友衛支

太郎
（聖マリ医大・平４）
、

）
、原

会計報告を行い、原久彌先

相正人
（島根医大・平９）
（天野晋）

月４日
（土）
に

また、既に高齢になってし

た。糖尿病に関する幅広い

年

まった糖尿病患者では低血

平成

市川浦安ゐのはな会



生の監査報告と、円滑に進
横手幸太郎先生には、
『高
括的管理』と題する講演を

齢者糖尿病の薬物治療と包
して頂きました。高齢者は
～ 歳若返っているので、

糖を避けること、高齢者は

内容を分かりやすく教えて

」
update

すでに糖尿病以外にもいろ

46

43

54

63

コントロール方法まで、詳
移りました。懇親会の席で

後列：天野晋
（平３）
、辻博

）
、

60

53

51

時 分より、安房ゐのはな
会総会が、たてやま夕日海
しく教えて下さいました。
横手幸太郎教授
（昭

）
、本

れました。今回は、千葉大

）

勝
（平２）
、林宗寛
（昭

）
、関谷信平
（昭

先生をお迎えして行われま

伊賀寧
（聖マリ医大・平２）
、

療内科学教授、横手幸太郎
した。定例総会は本位田泰

武内重樹
（北里大・昭

）
、

介会長の挨拶に始まり、私、

38
59

51

18

行し無事終了致しました。

28

高齢者の定義自体を変えな

11

46

20

天野が、平成 年度の収支

34

28

11

10

51

10

位田泰介
（昭 ）
、原久彌
（昭

36

29

岸ホテルに於いて、開催さ

52

63

30

学大学院医学研究院細胞治

37

29
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る年波で仕方がありません。
足の便を考えて、ここ数年

さんろく会（昭
歳で管楽器を吹き、社交

することはできませんが、
写真右から

した。

山⻆博、関幸雄、網代洪

信道、加藤昌義、谷口滋、

）

記録更新ずくめの異常天

三八会
（昭

候続きも、秋風爽やかな季

）

野本一夫、小池宏之、谷合

会

明、前嶋清、田部井徹、福

節に移り変わる気配のなか

ス

山悦男、小野澤君夫、長谷

ラ

島訓子、長谷川幸子、小倉

平成 年の「さんろく会」 開くほどに絵画に親しむ人、 前嶋夫人、三宅伊豫子、副

川修司、松本 、松本一曉、 で、抜けるような晴天に恵

ク

敬一、吉井逸郎、黒田健昭

前列：白石夫人、小池夫人、 三列目：白石博康、鈴木光、

また能をきわめたり、ゴル

二列目：藤塚立夫、藤塚夫

ダンスを楽しむ人、個展を

フや山歩き、旅行を楽しん

青木謹

は御茶ノ水の銀座アスター

だりの人、そして本業に精

人、谷合夫人、山崎夫人、

（前嶋清） お茶の水ニコライ堂そばの

ーたる青木謹君の挨拶で始

た。そして万年マネージャ

（長澤仁一） 福を祈り黙祷をささげまし

いたようです。また今回欠

こうということが語られて

斐をもち前向きに生きて行

の、多くない余命、生き甲

かと問題を抱えているもの

による乾杯のあと、幹事代

の松井宣夫君の挨拶・発声

の司会で開会となった。

む）
全員が揃い、加藤友衛君

予定者 名
（ご夫人２名を含

哲也君の

日小雨降る東京上

野精養軒本館において開か
を出している人もおりまし

月 日（日）に開催しまし

た。

銀座アスター御茶ノ水賓館

最遠路和歌山からの玉置

まり、話の中でわが学年は

席された人の中でも体調不

表香西㐮君から平成

到着で参加
on time

前後の学年に比べて他界さ

良に因る人もいますが、仕

の活動報告、会計報告が行

月

れました。幹事は千葉在住
た。話の中で、もの憶えが

で、今年も恒例の三八クラ

は

出席者は、鈴木直基・中島
の数名の有志なのですが名

悪くなったとのことが多く

私は昭和 年以来、毎年

御茶ノ水賓館で日曜の昼に

令一・中村卓郎・福永和雄・
ばかりで、準備の殆どをし

聞かれましたが、おやっ
（？）

ス会が開催された。



れた方は少ないとのこと、

事が忙しくて、また学会の

開催しております。今年の

北条弘・長澤仁一の６名で
てくれた加藤昌義君の司会

という人はいないようで安

年卒クラス会

した。寂しい限りです。
のもとに、まず本年鬼籍に

心。いずれにしても体に何

昭和 年卒のクラス会を

写真右から
入られた近藤省三君、末吉

絡のつくのがとうとう 人
23

まれた 月４日
（土）
午後、

前列：北条弘、福永和雄、
貫爾君、中田義隆君のご冥

24

15

になってしまいました。寄

先日届いた「ゐのはな同窓

ためという方もおりました。

山崎修道、野尻雅美、岡田

中村卓郎、長澤仁一

10

10

会名簿」を見ると同期 名



クラス会を一人幹事でやっ
後列：中島令一、鈴木直基

35

10

のうち 名が他界されてい

名古屋から２年ぶり参加

年度
あっという間に決められ

われ、 万円の合計残金も

に椅子に座る始末、それも

が始まると殆どの方がすぐ

式としました。しかし、会

子を用意してビュッフェ方

を指定せず、出席者分の椅

し合いができるようにと席

は参加者同士がなるべく話

乾杯、うたげとなり、今回

来年は野尻雅美君を中心と

のことを考えることとした。

てもらい、その結果で今後

たアンケート用紙に記入し

ついての話があり、用意し

れからの「さんろく会」に

くれた黒田健昭君より、こ

なにかと連絡役をつとめて

君より前年度の会計報告、

た時間が過ぎ、長谷川修司

況報告その他自由に発言す

の時の着座順で全員が、近

それが一段落すると、そ

の飲食歓談タイムとなった。

五々動きながらの各自好み

並べた立食方式で、早速三々

下ろす窓際を背に、椅子を

遠望に渋谷・品川方面を見

会場は高台の高層階から

その奥方６名の 名で、奥
方を除くと全て傘寿を超え

お願い致し、関幸雄君の「来

した東京在住の人に幹事を

その間定年相当年齢も過ぎ

ることとなった。卒後 年、

をとなり、その全てを紹介

近況を含めて何かスピーチ

事が一段落したあと各自

合写真を撮り散会となりま

ょう」との挨拶、最後に集

年また元気でお会いしまし

環境を反映して、流石に発

し、現在に至る生活・活動

て後期高齢者の年齢域に達

ておりました。

拍手で評価された。

そのはず、出席者は 名と

ました。次いで再会を喜び

21

10

83
29

昭和

86

てきましたが、今年は、１

38

28

54

35

24

36

４０人の同級生のうち、連

15 29

23
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変わらぬ活動の話、多忙の

言内容は多彩で、現役時と
司、鳥羽剛、谷修一、香西

下久夫、佐藤裕俊、大津裕

中、大病を克服した闘病体
験談（大木勲君）、歩行鍛練

卒クラス会
（昭

）

からはヨンさん、林さんご

からパンロップ君が、上海

諏訪敏一、一瀬正治、佐野

寿一、滝川弘志、久野宗寛、

チャルワニッチ、鳥居敏明、 赤井壽紀、和田源司、田中

児 童 対 策 活 動（ 木 下 敏 子 さ

かで、広域におよぶ不登校

いました。その為、幹事長

意味特別の年に成ってしま

今年は

いたしました。やはり昨年

が、出席者の約半数が参加

場所を移して行われました

二次会は同じホテル内で

ンホテルで開催されました。 立った同級生を悼む声が多

（沖田正彦）

小山哲夫、海野健

ん）、変わらぬ政治的信条吐
の盛克己君はいつもより気

まで酒を酌み交わした友人

㐮

元昭、北原宏、千葉彌幸

露（薗部和子さん）、ご夫人

合が入っているように見ら

が減って来た事は非常に残

は

えます。盛幹事長の意向で

彦、木下敏子、藤本重義、

人）
夫人、松井夫人、沖田正

前列：大木勲、野本高志
（故

写真右から

を多としたい。

果たしてくれた加藤君の労

ラルマネージャー的役割を

承に関する内容が多かった

た。年回りからか仕事の継

恒例の近況報告に移りまし

が、その後は出席者

名の

は辛い開会式となりました

が思い起こされ、皆はじめ

した。元気だった友人の顔

冥福を祈り、黙祷いたしま

会に先立ち、同級生のご

三列目：東紘一郎、唐澤祥

山信明、關克義、薗部友良

秀、松清央、飯田秀治、古

島孝、堀井文千代、高山直

慶、保坂忠成、鈴木秀、鹿

二列目：青木靖雄、藤塚光

橋満寿子、星野聡、中村宏

江、林雅恵、和泉佳子、舟

岡邦子、神津玲子、鳥居雅

勝）
、玉井輝章、盛克己、高

（中村 宏）

夫妻が出席され、久しぶり

最後列：竜宗正、鈴木昭一、

方の、ＮＰＯその他のボラ

れました。その理由は、６

念ですが、致し方ありませ

ます。私達は殆どが

久しぶりに記念会は千葉に

薗部和子、加藤友衛

ように思われました。今回



の再会を喜び合ったのです

ンティア活動とか、地域社

名のクラスメートが今年に

ん。お互いの健康を祝すと


卒のクラス会は

会の中核としての社会貢献

入ってから御逝去されてい

が、やはり全体として、旅

活動など、現代を反映する

たからです。これで私たち

の浅野尚君の歌声を聴けず、

ばを迎えたとはいえ、少し

戻って開催する事と成りま

会しようと誓い合ってお開

また若新政史君の語りも聞

早すぎると思われる旅立ち

した。一人でも多くの同級

きとなりました。来年は私

けなくて、一抹の物足りな

の多さに驚いているのが本

生が健康で集えることを祈

周年を迎

さもあったが、楽しい時の

音です。然し、残っている

念している次第です。

卒が卒後

たつのは早く、所定の時間

旧友は益々元気で明るく過

写真右から

たち

が経ち、集合写真撮影後、

ごしている現状が認識され

後列：松井宣夫、村山憲太、

代半

三木亮君の再会を約す閉会

てほっとしたのも間違いあ

玉置哲也、三木亮、寺島市

前列：ヨン・セーシン
（楊思

50

人、斎藤弘司、パンロップ・

りません。

43
の出席者は海外からはタイ

70

44

同
な
は

16

郎、楯二郎、熊田正義、宮

今回もプロデュース兼ゼネ

報告を閉じるにあたり、

の言葉を後に散会した。

名の多きに及んでおり

43

に亡くなったクラスメート

く聞かれました。

ような、ご婦人たちの積極

卒にとってはある

性を示すお話しがとても印

同時にいつまでも元気で再

日に東京ステーショ

今年の

43

名中既

月

43

のクラスメート計

21

象的であった。

法の話・・・など様々なな

43
10

の

今回不参加のため、恒例

92

ク ラ ス 会 （10）
報
会
窓
ゐ
第 177 号

５２８ 会

の脳神経外科学講座の教授

中列：滝口裕一、後藤茂正、 後列：加藤雄一、熊澤亮一、 した。 名の出席者を迎え、 ドメーカーだったお二人の

洋

になりました。せっかくだ

けとなり、開催されること
介、中川宏治、星誠一郎、

山伸之、中島弘道、景山雄

岡嶋祐子、鈴木俊英、小宮

谷地直樹、大野博司

也、西村元伸、野本実、大

山下純男、岸幹夫、豊﨑哲

した。

い出話や現況を語り合いま

終始和やかな雰囲気で、思

昭君の乾杯で賑やかに同窓

写真を中央に飾り、伊藤雅

ともにラグビー部員でムー

に就任されたことがきっか

の御祝いも兼ねての開催で

めて開かれ、その後特に決

今田進

まりもなく、不定期に何か
あると誰かが声を上げて、
からと最近獨協大学のアレ

（昭 入学・昭 卒業）
それから企画されるような

道子、中里毅、清水
月１日
（土）
に京成ホテルミ （青山）

子、佐野
（竹中）
英子、中里

最前列：丸山紀史、荒瀬佳

しさで固かったものの、す

も多く、初めこそ気恥ずか

会うのは卒業以来という人

三度目の同窓会でしたが、

会をスタートいたしました。

形態でやっておりました。
長門義宣、畦元亮作、井合

20

平成 年２月５日（日）
５
２８会が開催されました。
瑞江、森明子、秋山純子、

ども病院の院長に就任され

（今田進） 写真右から

ルギー内科学教授に就任さ

た星岡明君も一緒にお祝い

中里道子
（旧姓、青山）
先生

田良一、野澤聡志、藤井克

義、大渕徹、土方康義、池

二列目：鈴木敏幸、小林信

開催出来なかった間に誕生

会の中盤では、同窓会が

した五人の教授の就任をお

輪が出来ました。
医療福祉大学の精神科教授

祝いしました。名簿順に、

消化器内科
（旧第一内科）
が

花岡英紀君
（千葉大学医学部

則

三列目：岡本和久、石和田

に就任されましたので、そ

幹事を担当し、平成

稔彦、辻博勝、阿部功、岡

附属病院、臨床試験部教授）
、

廣瀬晃一君
（国際医療福祉大

佐藤悟郎、濱田洋通、髙栁

病内科教授）
、 村田泰章君

横須賀忠君
（東京医科大学医

学研究院、免疫細胞学教授）
、

新一郎君
（千葉大学大学院医

（丸山紀史） ター、整形外科教授）
、本橋

（帝京大学ちば総合医療セン



す。花束と記念品の贈呈後

学科、免疫学教授）
となりま

駅近くのミクニ・マルノウ

名が参加しました。

号の接近にもかかわらず、

年 月ご逝去）
と今

残念ながら早逝されたふた

まずは菱木知郎君より、

紀子夫妻のウクレレ伴奏と

校歌を、小林伸宏・
（落合）

で、懐かしの（？）
千葉大学

えば校歌合唱」ということ

（平成

気持ちをひとつにした後、

黙祷を捧げました。その後、 記念撮影となりました。

去）
を偲ぶ挨拶があり、皆で

美しい歌声に合わせて歌い、

りの同級生、浅野康治郎君

た。引き続き「同窓会と言

の活躍を盛大に祝福しまし

次を飛ばしつつも、同級生

の教授陣からのご挨拶に野

改め 会が開かれ、台風

チにて、平成５年卒同窓会

平成 年９月

日、東京

会
（平５）
および
教授就任祝賀会



建志、佐藤宏、中川晃一

最後列：根本俊光、斎藤功、 学医学部、リウマチ・膠原

実

田吉弘、安藤総一郎、鵜梶

年７

平成２年卒業生同期会は、 が、成田に新設された国際

平成２年卒業生同期会

ぐにあちらこちらで歓談の

した。会場は幕張のホテル
人の同級生が出席し、近

ニューオータニで、当日は
況を語りつつ、３人のお祝
姿かたちはだいぶ見る影

いをしました。
もない者も、ほとんど変わ
らない者もさまざまですが、
皆それぞれそれなりのとこ
ろで活躍しています。一浪
で入学した者は今年還暦を
迎えます。年回りから病院・
診療所を背負っている者が
多く、後輩や二世を育てて
いる者も多い状況です。皆、
そろそろ今後の道を考えて
いるところでしょう。そん
な中で、同級生との交流は
ひとときの安らぎでありま
また、２～３年後に開催

した。
する予定として散会しまし
た。

18

中信弘君
（平成 年５月ご逝

11

写真右から

17

29

前列：山崎正志、剣持敬、
和田佑一、星岡明、岩立康
男、倉沢和宏、山本修一、

05

26

34
近藤克則、山﨑俊司、井合

29

しようということになりま

ラマーレにて行われました。 栄司、鈴木啓悦



れた倉沢和宏君と千葉県こ

58

今回は岩立康男君が本学

52

この会は卒後 年目にはじ

30

29

05

47
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29

卒業してからの二十四年

宅は夜中の二時半となって

てくれた西川和弘君のご帰

ありましたが、大阪から来

がひどくなる前の散会では

で語りつくしました。風雨

ペイン、ポルトガル、クロ

回）
、カナダ、イタリア、ス

ス ト ラ リ ア（ 東 と 西 の 計 ２

ております。スイス、オー

当たり前の旅行と成ってき

行きたい人が行くと云う極

年前から行きたいところに

イ、上海、台湾と巡り、数

同級生の元を訪ねる形でタ

で始まりました。それから

ん、林さん夫妻を訪ねる形

（増田（池間）
理亜子） その際は、同級生のヨンさ

卒の有志は毎年、

です。勿論これは戦後復興

に日の丸が描かれていたの

スにはすべての車両の背面

ことに、走っている路線バ

いたのです。また、驚いた

道行く人は笑顔で往来して

を見て、我々一同思わず無

が残っていたのです。それ

ートル当たり数百発の弾痕

れ、ひどい所では一平方メ

は銃弾の跡が生々しく残さ

現在でも道に面した建物に

年を経過した今日で

いう悲惨な戦いの終息後、

を挟んで隣人が撃ち合うと

濃く残っていた事です。道

ェゴビナ紛争）
の跡が未だ色

心豊かになったことが思い

得ている事が判り、思わず

くのリトアニア人の賞賛を

その際も日本人が未だに多

外交官であった杉原千畝記

救った、当時のカウナスの

の指示を無視して日本通過

ダヤ人の命を、日本国政府

アでは、６０００人ものユ

回、初めに訪れたリトアニ

ア、エストニア）
でした。今

ト三国
（リトアニア、ラトビ



滝川弘志

後列：東紘一郎、神津夫君、

久野宗寛、久野夫人

輝章、滝川夫人、中村宏、

神津玲子、玉井夫人、玉井

前列：中村夫人、東夫人、

念館を真っ先に訪れました。 写真右から

傷跡が残されておりました。 ビザを発給することにより

も多くの建物の壁に戦争の

各地を回ってくることによ

い出されます。然し、何と、 出されます。この様に世界

言になってしまった事が思

り、改めて自分自身を含め、

きたいと思っております。

りこの様な旅行を続けて行

健康に留意して、可能な限

事と思われますが、私達は

る地域が他にも数多くある

新しい発見と感動が得られ

ったと思います。この様に

得た事は非常に有意義であ

自身の生活を見直す機会を

吾ら

間、それぞれが様々な時間

アチア、スロベニア、ボス

の為に日本の援助で開始さ

海外旅行をしています。初

陽一

角田寿之、本田隆文、鈴木
クから開始致しましたが、

回は平成

三列目：増田
（池間）
理亜子、 一、伊達太郎、菱木知郎、
水一起、土田智一、関谷武



東京オリンピックが終わっ

司、小林伸宏、伊藤雅昭、

年、ニューヨー

よる一本締めで再会を約束
西川和宏、町田利生、小林

福田和司、坂尾誠一郎、清

二次会には中田敏博君も

は１９２２年４月から始ま

に入ったときに驚いた光景

族併せて

６名の

卒の仲間とその家

さて、今年は９月中旬に

田）由美子

り、３年半継続した民族浄

ます。

しまったそうです。

駆けつけてくれ、総勢 名

し、お開きとなりました。

たら会おう！」と伊藤君に

四列目：山下桂志、藤本善

を過ごしてきましたが、今

ニア・ヘルツェゴビナ、更

れた公共交通手段としての

佳奈子、今井雅子、舘野規 （落合）紀子、山口淳一

回の同窓会は原点に立ち返

に少人数ではあったのです

バスの運行が有った為だっ

子、佐伯（市川）美奈子、溝

るとともにお互いに刺激し

が、南アフリカ等を巡って

たのですが、そのお陰でこ

閉会時間が近づくにつれ

合い、リフレッシュできた

きています。そして今回は

の地の住民の生活がいち早

て名残惜しさも増し、自然

貴重な機会となりました。

バルト三国を周遊して参り

卒海外旅行隊
（昭 ）

参加してくれた方はもちろ

ました。この様に、南米を

く復興されて来たとの事で



ん、連絡をくれた同級生の

した。これは多分、殆どの

私達

皆さんに心より感謝いたし

除く多くの国を巡ってきて

ないかと思われますが、こ

じて改めて感じている事は、 日本人が知らない事実では

おりますが、その経験を通

の様な援助をして来た日本

英、新行内雅斗、山口伸幸、

写真右から

正に平和である事の有り難

の姿勢に改めて感激し、か

英裕雄、波多野治、柴田陽

前列目：奥（塚原）佳代、松

さ、重要性、更に日本人に

つ皆大いに胸を張りなおし

口研一、杉田達哉、萩原憲

浦（沼田）朋子、尾﨑由佳、

生まれて来てよかったと言

と「次はいつ？」の声が聞

廣瀬晃一、村田泰章、花岡

う実感です。特にボスニア・

かれました。
「次は三年後、 治 、 徳 永 進

英紀、本橋新一郎、横須賀

たところでした。

二列目：増田真一、岸宏久、

既に

忠、村手秀子、（今中信弘）、

ヘルツェゴビナのサラエボ

加藤一喜、（浅野康治郎）、大

行されました。場所はバル

20

43
43
10

化の争い
（ボスニア・ヘルツ

名のツアーが遂

リトアニアのシャウレイにて

30

木（下田）麻理奈、原（荒瀬）

12

（中村 宏）

清水（福田）サラ、 荒木（植

43

43
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けの症例を手術するために

ます。以前ですと、これだ

患者さんの

の実力になっていきます。

ぶことが臨床医としての真

を実際に自分の眼で見て学

医のサポートのもと、多く

っています！

てくれる仲間を眼科では待

がいのある仕事を一緒にし

を守るという、大変なやり

年

ら多くの初期研修医を受け

葉病院、千葉県立病院群か

学部附属病院、千葉市立青

研修病院として千葉大学医

２か月研修します。自由選

医療センターの小児科を１、

⑶東京女子医科大学八千代

院にない科が研修できます。

児童精神科）、皮膚科など当

械の進歩と顕微鏡の改良に

８８件で、夜急診と併せて

度の救急車受け入れは２５

が揃い、救急科、精神科
（含

立青葉病院：内科の各領域

の研修をします。⑵千葉市

急医療センター：３次救急

の３施設です。⑴千葉県救

ました。協力型病院は以下

ログラムでの研修も始まり

定を受けてから、当院のプ

に基幹型臨床研修病院の指

ＰＩＣＵ研修や児童精神科

産科、新生児科、小児外科、

生かして、小児科のほか、

力型臨床研修病院の特色を

ている先生には、当院と協

や周産期の専攻医を目指し

計が可能です。将来、小児

長く、自由度の高い研修設

例以上の手術を行ってい

は深夜までかかることもあ

より手術時間はぐっと短縮

当院は、海浜ニュータウ

５４２７件でした。うち、

入れてきました。平成

りましたが、最近の手術器

さんの社会復帰を早めるこ

ンにおける医療機関として

小児は２０５２件でした。

眼科は面白い！

とになり、入院期間も従来

年に

千葉大学医学部眼科学教

終了できるようになりまし
た。手術の低侵襲化は患者

副院長・千葉大学医学部臨床教授

樹（山梨医大・昭 ）

顕微鏡や室内環境も整って

葉保健医療圏
（人口

きる恵まれた環境です。千

れた日には富士山も眺望で

室では小手術もできるよう、 らは東京湾が一望でき、晴

胎児から高齢者まで安心し

あたたまる病院」に沿い、

れる市民のための安心で心

正

るものです。時には壁にぶ

います。まさに最先端の眼

み、眼疾患の罹患率は上昇

澤

眼科で実習を行っている
つかることもありますが、

科医療を実践する場として

金

学生や、初期研修医には少
医師であれば困難を乗り越

病院理念の「市民に選ば

しでも眼科の面白さをわか
えた時に大きく成長した経

月１日にＮ
小児科１２８４０名、救急

年度：内科１３０７３名、

分泌内科、形成外科、脳神

年７月以降、小児外科、内

床となり、診療科は平成

ＩＣＵが６床増え、２９３

年
現在、眼科後期研修医は

車受け入れ：２８３９件）
が

経外科、泌尿器科の５科が

数は平成
５名です。それぞれ４月以

院内に設置され、二次救急

常勤医は

科となりました。

27
名、非常勤医は

砦」として多くの難治疾患

千葉県の眼疾患の「最後の

火曜日と木曜日はそれぞれ

る体制になっており、毎週

手術室は３部屋並列で行え

とも勿論大事ですが、指導

ます。教科書で勉強するこ

して経験できることがあり

れは年々増加し、平成

年

す。海浜の救急患者受け入

として責務を果たしていま

平成

現在）

みます。（平成

年 月１日

名の後期研修医を含

を持つ患者さんが日々紹介

10

10

年より協力型臨床

29

医と

されています。高齢化が進

28

16

択科の期間は 〜 か月と

室は明治 年（１８８２年） しており眼科医の需要は増
の半分以下です。一般的な

整備計画され、昭和

また災害拠点と地域がん診

Quality of vision

えるばかりです。中には網
疾患はすべてクリニカルパ

開設されました。千葉市美

療連携協力病院の指定も受

眼科学

膜剥離や緑内障のように、
スが対応しているため、病

浜区内に位置し、近隣に発

千葉大学大学院医学研究院

に発足し、１３５年の歴史
失明の危機に瀕した疾患の
棟の仕事も非常に効率化し

展を続ける幕張新都心があ

千葉市立海浜病院

を持つ由緒ある教室です。
方も多く、千葉大学病院の

の診察ブースで

ました。新しくなった外来

けています。

され、業務時間内にはほぼ

現在は、山本修一教授の指
果たすべき役割は非常に重
棟では、

り、隣に千葉県救急医療セ

之（東京医歯大・平 ）

導の下「最高水準の眼科医
要です。これら難治性の疾

ンターがあります。病室か

隆

療を提供し、より良好な視
患を治療できたとき、その

診療を行っています。レー

馬 場

機能を守る」ことをミッシ

ザーや特殊検査、外来処置

准教授

ョンに掲げ、日々頑張って
過程が困難であるほど、喜

ってもらえるように心がけ

において、初期救急を担う

うに整備が進められ、病床

万人） て総合診療が受けられるよ

ながら、一緒に診療にあた

ふさわしい環境が整備され

降、外来診察、病棟での術

医療では、小児と周産期救

加わり

千葉市夜間応急診療
（平成

前・術後管理、白内障手術

急医療を地域小児科センタ

ます。患者が医者を育てる、 ています。

やや抽象的な話になって

執刀など濃厚な研修を行っ

ー及び地域周産期母子医療

という事は眼科でも言えま

しまいましたので、千葉大

ています。当科の特長とし

何と言っても治療の結果が

眼科の紹介に戻ります。当

て、手術症例を含め全体の

分かりやすいという点にあ

日の患者さんが「見えるよ

科では年間約２０００件の

センターとして常時提供し、 ９名です。６名の初期研修

す。

うになりました！」とおっ

手術を行っており、特に網

内科と外科は２次輪番病院

ります。その最たるものが

しゃるとき、眼科医冥利に

症例数が非常に多く、短期

27

68

白内障手術ですが、手術翌

尽きるといつも思っていま

間に多様な疾患を主治医と

10

術が多いことが特徴です。

28

す。また千葉大学眼科には、 膜硝子体疾患と緑内障の手

29

97

は

22

びを患者さんと分かち合え

62

20

おります。

9

っています。眼科の魅力は、 験をみな持っていると思い

59

15

の

11

11
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後期研修医としてスター

はの希少な疾患の方から、

外来では大学病院ならで

腹手術の基本から丁寧に指

られ、経尿道的手術や、開

んどん手術症例が割り当て

ました。

導していただいています。

）、小玉隆裕
（平 ）
、

市中病院での治療に難渋し

仕事のオンとオフがとて

寺中さやか（平 ）
、光永可

紹介受診された方など幅広

もはっきりしている職場で

）、薄井正俊（平 ）、 （平
トしてからはより一層チー

い症例について、疑問があ

あり、業務終了後は食事も

外科：若月一雄
（秋田大・平
ムの一員として迎え入れて

ればいつでも相談に乗って

研修などが選択可能であり、 （平

いただき、初期研修中と比

いただける上級医の先生に

充実した研修が可能です。

べて少しずつではあります

かねて飲みに行くこともあ

奈子（平 ）、小児外科：小

が任せていただく仕事の責

ります。若手だけで行くこ

元）、宮澤康太郎
（平 ）、消

制度が 領域で始まります。 大・昭 ）、整形外科：河野

ご指導いただきながら貴重

平成 年度の募集人数は５

（大分医
昨年、日本小児科学会より、 元昭（平 ）、形成外科：久 （平７）、久満美奈子

な経験をさせていただいて

20
任も増えていきましたが、

16

教育的で、いつでも相談に

17

大・平 ）、舩越うらら
（平

12

乳 腺 外 科 ： 塩 原 正 之（ 秋 田

化器外科：須田浩介
（平９）、 原由紀子（平 ）眼科：若山

21

美紀（順天堂大・平 ）
、耳

20

鼻いんこう科：大塚雄一郎

11

名です。

22

当院が小児科専門研修の基
石原正治（平６）、産科：飯

保麻衣子
（平 ）、泌尿器科：

重な経験を積ませていただ

回で、手術日はチーム一丸

泌尿器科の手術日は週２

ケーションの一環となって

くださり、円滑なコミュニ

先生方も気さくに参加して

）、 新生児科： 鈴木康浩

幹施設として承認されたこ
（平 ）
、
塚美徳
（昭 ）、中崎裕夏
（金 （平４）、大橋美香

となって手術に臨みます。

15

放 射 線 治 療 科 ： 荒 木 仁（ 平

ただきました。内科と外科

フォローまで担当させてい

管理、手術、退院後の外来

来で担当した方の入院中の

病院の側面が強く、初診外

たが、地域に密着した市中

心にある病院ではありまし

後輩達にも可能な範囲でど

また泌尿器科入局一年目の

術に入らせていただくこと

達した上級医の先生方と手

しい症例の手術も多く、熟

では合併症が多く手術が難

大学病院では、市中病院

め日々努力していく所存で

めるよう研鑽しております。 尿器科医として成長するた

で、その技術を少しでも盗

す。

輩達に伝えていける様、泌

いることを今後は自分が後

在私が指導していただいて

にしている医局であり、現

新人、若手をとても大事

います。

双方の側面を持つ泌尿器科

いただいたことは、自身の

の見える診療を経験させて

ならではの、患者さんの顔

ともありますが、上級医の

沢大・平２）、楯健司（山形

きました。ＪＣＨＯ東京新

阿部克昭（平 ）、廣瀬陽介

研修医だより

志 （平 ）

泌尿器科での後期研修に臨んで
千葉大学医学部附属病院
泌尿器科

尚

医師としての姿勢の礎とな

金

います。

とを受け、現在、小児科専

宿メディカルセンターは都

は、千葉大学医学部附属病
院の連携施設として、小児
科の他、内科、外科、眼科、
耳鼻いんこう科、麻酔科、
総合診療科の領域で専攻医
の研修が始まります。ゐの
はな同窓会の先生方ととも
に、明日の千葉県の医療を
担う医師の育成に注力して
いきます。
最後に千葉大学からの派

っております。また学術的

（受付開始午後１時30分）

遣または出身の常勤医のう

方のもとで泌尿器科をロー

る上司の元で発表の機会を

テートさせていただき、そ

いただくことも有り、拙い

来、排尿機能外来、腎・尿

午後２時～４時

ち、ゐのはな同窓会会員の

に指導してくださった泌尿

私の発表を親身に指導して

局長：齋藤博文（昭 ）、吉
岡茂（昭 ）、内科：行木瑞

路悪性腫瘍外来）
、 病棟業

千葉大学医学部学務係

先生を紹介致します。

器科の上級医の先生方のお

にも前立腺がん、結石など

かげで、泌尿器科への進路

いただきました。

多分野で功績を残されてい

を決めました。２０１５年

部附属病院で診療を行うこ

の多岐にわたる診療範囲に

私は２０１２年に千葉大

に出身大学である千葉大学

ととなり、外来業務
（一般外
して引き続きＪＣＨＯ東京

問い合わせ先

院長：寺井勝（昭 ）、副院

学医学部を卒業した後、Ｊ

医学部泌尿器科学教室へ入

興味を持ったことと、親身

ＣＨＯ東京新宿メディカル

局し、その後、後期研修と

長：北和彦（昭 ）、金澤正

雄（金沢大・平５）、間山貴

センター
（旧東京厚生年金病

樹（山梨医大・昭 ）、診療

文（金沢大・平 ）、循環器

院 ）で 初 期 研 修 を 行 い ま し

新宿メディカルセンターで

本年度より千葉大学医学

）、長谷川敦史
（平 ）、堀

内科：宮原啓史
（信州大・平

初期研修中に同門の先輩

江佐和子
（獨協医大・平 ）、 た。
消化器内科：野本裕正
（慈恵

日時：２０１８年１月26日（金）

17

務、手術に携わっています。

（２０１７年度Student Doctor）

18

24

20

63

２年間研修させていただき

11

５０６１）

０４３─２２２─７１７１（内線

63

62

13

でもある部長を含めた先生

第８回白衣式のご案内

20

乗って下さる上司の元で貴

攻医３名が研鑽を積んでい
（平８）
中村名律子
（平 ）、小児科： （平６）、佐藤由美

13

平成 年度から新専門医

11

大・平７）、佐藤美香
（平 ）、 ４）、 麻酔科： 蓑輪百合子

17

るところです。平成 年に

10

63

30

19 30

63

医大・ 平６）、 太和田勝之

11

記念講堂

場所：千葉大学医学部

53

59

13

30

研修プログラム （14）
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医学部３年

上條

恵莉子

いご支援により、
最高の亥鼻祭を
作り上げること
ができました。
当日は、 お客様
も、 参加してい
る学生も笑顔が

ゐのはな同窓会支援

「ホームカミング・
 パーティ２０１７」開催報告

２０１７年 月５日（日）

午後３時より、亥鼻祭当日

に合わせて「ホームカミン

グ・パーティ２０１７」が

同窓会館で開催されました。

）
はじめ、多くの来賓もお

徳 久 剛 史 千 葉 大 学 学 長（ 昭

は、開催が危ぶまれるとい
な一日でした。

本当に夢のよう

見ることができ、

生大学院に短期留学した中

してハーバード大学公衆衛

海外留学奨学制度」を活用

はな会次世代リーダー育成

ションとして「千葉県ゐの

見えになり、同窓生、医学

う危機感を実行委員全員が
亥鼻祭の開催が

西恵さん
（医学部３年）
より

部学生など１４０名を超え

感じ、新しい風を吹き込む
決まってから半

勢いのある報告がありまし

輝いており、 活

催できたことをご報告いた
ことを強く意識しました。
年間、 学年・ 学

た。当日は託児所も設け、

気があふれる亥

します。当日は晴天に恵ま
今までの企画に加え、地域

の仲間と同じ目

家族連れの同窓生も安心し

る参加者を得て大変賑わい

れ多くのお客様に来ていた

標を目指し、 走

てご参加頂けました。

盛会となりました。

だきました。今年度は初め

ることができた

店や「レモネードスタンド」 部を超えた多く

の方々及び留学生による出

のはとても貴重

鼻キャンパスを

ての一日開催となり、どの
という小児がん患者さん支

であり、 幸せな

自分たちの目で

ような亥鼻祭になるか、実

ンパス環境ＩＳＯ学生委員

が入り混じる状況でしたが、 援の募金活動、西千葉キャ

行委員の間でも不安と期待

会による企画、各学年によ

時間でした。 今

開催することができました。

千葉県ゐのはな会、東京ゐ

千葉大学ゐのはな同窓会、

ショート・プレゼンテー

当日は２５００人を超える
る学年企画などの新しい企

この場をお借りして御礼申

していたパンフレットを配

がる仕組みの土

し上げます。来年以降も開

のはな会からご支援を頂き、

台を作ることが

催する見通しですので、皆

さらに同窓生からのご寄付

多くの学生より来年度以降

できましたので、

様のご参加をお待ちしてお

年度の亥鼻祭の

も参加したいという声をも

来年度はまた新
に深く御礼申し上げます。

参加したことのない多くの

てもご報告させていただき

らいました。亥鼻祭を学生

たな魅力を持っ
本当にありがとうございま

り終える盛況ぶりでした。

ましたが、今年は亥鼻祭の

だけでなく大学・地域全体

た亥鼻祭を後輩が作り上げ

した。今後とも、ご支援ご

や多くの差し入れも頂いて

開催が危ぶまれておりまし

で作り上げたことを、一人

ていくのをサポートしてい

運営を通して、

た。その中で、私たちは運

ひとりが強く実感したかけ

きたいと思っております。

学生が今年は参加してくれ

営主体を医学部３年にする

がえのない一日になったと

ました。亥鼻祭終了後には、 来年度以降に繋

部・薬学部・看護学部の学

思います。
本当に多くの温かいお言葉

開催が危ぶまれている中、

機会を下さった全ての方々

鼻祭が新しく生まれ変わる

最後になりましたが、亥

厚情を賜りますよう宜しく

吉村健佑（平 ）

ります。

生を中心に亥鼻祭実行委員
なる亥鼻祭を作り上げるこ

を頂きました。皆様の温か

お願い申し上げます。

とを目指し、活動してまい
りました。

岩田秀平（医学部６年）

三澤園子（平 ）

11 19

とともに、１ ３
~ 年の医学

サークルを立ち上げ、新た

「開催のお知らせ」におい

14

に、第 回亥鼻祭を無事開

お客様に来ていただきまし
画を通し、今まで亥鼻祭に

今までの亥鼻祭のままで

11

た。 時半の時点で、予定

２０１７年 月５日（日）
11

２０１７年度亥鼻祭実行委員会委員長

亥鼻祭の報告

15

15

48

第 177 号
報
会
窓
同
な
は
の
ゐ
（15） 学 内 情 報

第 177 号

ゐ

第60回
優勝

の

は

な

同

窓

会

学 内 情 報 （16）

報

東日本医科学生総合体育大会

硬式野球部

千葉大学硬式野球部は去年に引き続き東医体連覇を果たしました。苦しい場面も数多くありましたが、
多くのOB、OGの方々の応援もあり、チーム一丸となり優勝することができました。
今後とも応援よろしくお願い致します。
（主将 岩崎衛）

団体戦

準優勝

ヨット部

私達ヨット部は江ノ島で行われた東医体で、団体戦準優勝という結果を収めることができました。
届かなかった優勝を次こそは果たすべく、部員一同、1年間全力で練習に励んで参ります。
この度はご声援をありがとうございました。
（主将 村田桜子）

第60回

東日本医科学生総合体育大会

夏季競技結果

優勝
準優勝
第3位
千葉大学医学部順位
陸上
（男子）
筑波大学
慶応義塾大学
東北大学
入賞ならず
硬式野球
千葉大学
東京医科大学
聖マリアンナ医科大学
優勝
硬式テニス
（男子）
筑波大学・慶応義塾大学
順天堂大学・日本大学
2回戦敗退
硬式テニス（女子）
杏林大学・横浜市立大学
群馬大学・北里大学
ベスト16
ソフトテニス
（男子）
新潟大学
弘前大学
東北大学
準決勝トーナメント初戦敗退
ソフトテニス（女子）
旭川医科大学
山梨大学
千葉大学
第3位
卓球（男子）
東北大学
筑波大学
札幌医科大学
ベスト16
卓球（女子）
岩手医科大学
弘前大学
秋田大学
予選リーグ3位
バレーボール
（男子）
順天堂大学
慶応義塾大学
旭川医科大学
ベスト8
バドミントン
（男子）
旭川医科大学
山形大学
東北大学・群馬大学
3回戦敗退
バドミントン（女子）
札幌医科大学
秋田大学
岩手医科大学・福島県立医科大学
2回戦敗退
サッカー
信州大学
日本大学
千葉大学
第3位
バスケットボール
（男子）
群馬大学
北海道大学
山形大学
2回戦敗退
バスケットボール
（女子）
秋田大学
筑波大学
日本大学
敗者復活2回戦敗退
剣道
秋田大学
群馬大学・自治医科大学・防衛医科大学
（男子）予選リーグ4位、
（女子）予選リーグ3位
空手（男子）
自治医科大学
慶應義塾大学
札幌医科大学
1回戦敗退
弓道
東北大学
秋田大学
福島県立医科大学
入賞ならず
水泳
（男子）
日本医科大学
慶應義塾大学
東北大学
入賞ならず
水泳
（女子）
筑波大学
東京医科大学
慶應義塾大学
入賞ならず
ヨット
東北大学
千葉大学
横浜市立大学
準優勝
ゴルフ（男子）
埼玉医科大学
慶應義塾大学
群馬大学
第18位
ゴルフ（女子）
獨協医科大学
慶應義塾大学
千葉大学
第3位
第60回 東日本医科学生総合体育大会 夏期競技結果総合ポイント
第1位
第2位
第3位
千葉大学医学部順位
慶応義塾大学
筑波大学
秋田大学
15位/37大学
陸上
（男子） （男子）110mH7位入賞：土橋正弥、1500m決勝進出：福原一将
ソフトテニス （男子）ベスト32：岡野優一・草野武己、ベスト32：角谷五郎・加藤広大
（女子）ベスト8：小澤優・佐藤奈緒、ベスト32：高橋茜・田尻優希
卓球
（男子）
シングルスベスト32：藤谷、ベスト32：鈴木、
ダブルベスト16：青野和人・藤谷誠、ベスト32：鈴木康広・荘司明広
（女子）シングルスベスト32：登内沙英子、
ダブルスベスト32：登内沙英子・武久佳央

バドミントン （女子）シングルスベスト32：平高明音、
ダブルスベスト16：平高明音・大山真由
弓道
10位 宇佐美滉太
水泳
（男子）
100mバタフライ8位入賞：横山雄大
ヨット
2位 遠藤雄二・榎並奏、八木はるか
ゴルフ
（女子）10位：山本祐実、11位：村瀬摩希子、
25位：倉田有菜、40位：小野祐子

（17） 学 内 情 報
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サッカー部

東医体にて、サッカー部が第
三位になりましたことをご報告
いたします。前年度優勝校とし
て臨みましたが準決勝にて信州
大学にPKの末、敗北してしまい
ました。東医体をもって幹部は
交代となりましたが、来年度の
大会でも良い結果を残せるよう
精進して参ります。

（主将 原 直輝）
三位決定戦後の集合写真

第3位
軟式庭球部（女子）
私達はほとんどが初心者でした
が、東医体で勝つことを目標にで
きる限りの練習を重ねました。選
手だけでなく全員で力を合わせて
戦うことができた本当にいいチー
ムだったと思います。これからも
感謝の気持ちを忘れずに、日々の
練習に励みたいと思います。

（医学部3年 佐藤奈緒）

第3位

ゴルフ部
（女子）

ゴルフ部は現在約50名の部員が
所属しております。ゴルフは男女問
わず大学から新しいスポーツを始め
たい方にオススメです。春秋にある
リーグでは一番上のAリーグで、団
体入賞を目指し日々練習を積み重ね
ております。 （主将 石川菜利）

ご寄附のお願いと寄附金の税額控除のお知らせ
猪之鼻奨学会は、大正４年
（1915年）
に創立されて以来、多くの方々からの善意の寄附金により奨学事業を実施してきております。
平成24年４月１日「公益財団法人」として、新たにスタートした猪之鼻奨学会は、
「定款」に謳いますよう、医学及び薬学の研究
を奨励することを目的として、研究事績の優秀な者に研究費の補助、そして学資の欠乏を告げた学生に学資の貸与を行ないます。
これらの事業を遂行するために、どうか皆さまのご支援・ご協力を宜しくお願い申し上げます。
一口5,000円ですが、ご都合により何口でも結構です。ご寄附にご賛同いただける方は下記口座にお振込みください。
なお、
「特定公益増進法人化にともなう寄附金の税額控除」に関しては、公益財団法人へ移行したことにより、本会が税制上の優
遇措置の対象となる特定公益増進法人となりました。従って、個人によるご寄附の場合、所得の40％を上限として、ご寄附金額か
ら２千円を差し引いた金額が、その年の課税所得から控除されます。
法人によるご寄附の場合、一般の寄附金とは別枠で、特別損金算入限度額まで、
損金の額に算入することが認められます。
今後とも、皆様方の一層のご指導ご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
公益財団法人猪之鼻奨学会

理事・評議員一同

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

会員から

回ゐのはな 美 術 展 開 催

ゐのはな同窓会支援

第

大学の宣伝になるように努

が、ゐのはな美術展が千葉

折り込み広告程の効果です

ればならないほど、東京に

校生は東京基準を超えるよ

）

彩、パステルなんでも使っ

ートイズフリー。油絵、水

英明（昭

）

）

幹事

ッフェル塔を背

ート、パリのエ

建物などの絵を

識しています。

などの巨匠を意

てみたいと思っ

きる絵」を画い

歳になります。
眞利

尽きた』感じもしておりま

医と絵の世界で『矢折れ刀

もうじき

朝から行うことになります。

「終わりなき戦い」を毎日早

無限の世界を相手に、正に

ております。これからも、

広和
（昭 ）
哲男（昭

橋本

千代子
（昭

）

純弘
（昭 ）

宮薗

貴夫（昭

菅ケ谷

榎本

進
（昭 ）

学生時代、白鯨社にみん

景にセーヌ河、

紹介しておりま

来年と新宿京王ギャラリー

集では、南フランスのアル

願い致します。

いですね。皆様、宜しくお

大学祭に交流できると面白

ね。そして我々ＯＢも千葉

加して頂けると嬉しいです

先生方そして学生諸君も参

是非、絵をお好きな多くの

術展」は来年も行われます。

東京銀座の「ゐのはな美

す。

英明

ん。よい学生が良い大学を ゐのはな美術展
造る。その意味で、須く在
─ＯＢの先生・学生諸君
との交流を求めて─

は魅力がある事は否めませ

島田

会員が高齢化している事と、 う頑張って欲しいものです。 吉川
新たな入会が少ない事によ
るものです。幸い今回は、
新たな入会がありました。
出品者は次の通りです。

今後とも皆様には勧誘の方、 めたいと思います。
宜しくお願い致します。
伊藤

英明 ︵昭 ︶

野口

新聞によると、千葉大学

橋本

橋本

孝子
（昭

久夫

久夫
（昭

会場の前に銀座シックスが

）

哲男

川村
眞利
（昭

宮下

設置を予定しているとの事。 宮下

では墨田区にサテライトの
野口

島田

をいただきました。役立て
大学の発展が楽しみです。

）

て頂けるかどうか、三点ほ

出来上がり、大変な盛況と

な集まって絵を描いていま

そしてモンマル

眞利 （昭 ）

したが、現在も白鯨社の皆

トルの丘の古い

野口

回目の「ゐ

さん活動されていますか？
のはな美術展」が行われま

今年も銀座で

した。これを機に筆をとら

モネ、佐伯祐三、

いつもゴッホ、

画家の中では、

せて頂くことになりました。 す。
小生、練馬で内科開業以

まずは御礼を申し上げます。
来、個展を始め、今年で

では３回目を迎えることに

目標としては

回になります。昨年、今年、 ルオー、ピカソ

なります。２年間の絵を画

ル、ディジョンをスタート

ております。ア

集にまとめてみました。画 「 自 分 で 感 動 で

にブルゴーニュのワインル

80

41 40
45
45

45
47

）

第 回ゐのはな美術展
（９
どが異なる趣で描かれてお

ている次第です。今回で
なっております。展覧会場

大学生数の制限をしなけ

に終了致しました。ここに

回目となりましたが、よく
としては、望ましい立地条

なっており、いつ再開発が

40 38 36 26

医と絵の二刀流

月 日～ 月１日）
は、無事
ります。

続いているものだと改めて

安材料があります。一つは

現在、当会には二つの不

ご報告させて頂きます。こ
れも母校の応援と、皆様の
ご理解によるものと感謝し

感心しております。これも
件です。しかしながら、会

行われるかという状況にあ

場側の町並みは相当に旧く

今回は、旧大学病院の取

のでありましょう。

歴代ＯＢのご尽力によるも

42

り壊しに当り、その勇姿を
そうなると、

29年度会計報告

10

ります。

18,000円）
（次年度繰越金

40

42
42

25

絵画に残すようにとの要望

げが心配され

ます。作品が

売れれば、そ
れで賄えるの
ですが、一般
に芸術作品の
価値が理解さ
れるまでには、
時間がかかる
ものです。
もう一つは、
出品数の減少
です。年々、

32

420,000円
41,000円
59,000円
520,000円
29年度支出
会場費
案内状・郵便・通信費等
受付・搬入出経費
合 計
200,000円
300,000円
10,000円
510,000円
28年度収入
同窓会賛助金
会員出品料 10名
不出品料2名
合 計

42

45

会場費の値上

島田哲男 宮下久夫 吉川広和 橋本英明 菅ケ谷純弘

会 員 か ら （18）
報
会
窓
同
な
は
の
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欧州医学史巡り ─ウィーン─

はなかなかお目にかかれな
い病理標本やワックス皮膚

千葉県ゐのはな会

タなど様々なことの情報化

いました。今後、臨床デー

とができるのは魅力だと思

スに基づいた事実を示すこ

を解析し、正しいエビデン

将来何をしたいのか強い目

学びたいと話していました。

ＰＨでより

っていて、そのためにＨＳ

て多くの人を救いたいと語

自分の国で市民病院を建て

ＰＨに進学しており、将来

前はオーストリア航空でダ

日本からウィーンへは以

れ、現在は病理解剖学博物

その後医師官舎などに使わ

神科病棟として使用され、

られた。１８６１年まで精

源であるヒュゲイアの立像

で「衛生 “

は医神アスクレピオスの娘

洒な建物である。玄関前に

は

パス内にある医学史博物館

ー育成海外留学奨学金制度

県ゐのはな会次世代リーダ

一週間、ご縁に恵まれ千葉

ＨＳＰＨをはじめ、ハーバ

”
」の語
hygiene
平成

年９月中旬から約

医学部

年

留
 学報告─世界一の環境について─

イレクトに行けたが、最近
館になっている。医学部学
がある（写真）。この博物館

の第２期生として、中西恵

と呼ばれる瀟
Josephinum

日本からの直行便はない。
生が案内してくれたが、各
の〝至宝〟といえるのは、

克生 （昭 ）

が進み、情報が溢れる世界

的意識を持ち、それに向け

前号に掲載されたセンメル
階環状の廊下の左右の部屋
ビルロートが世界で始めて

れずに主体的に行動してい

イメージして、リスクを恐

将来像を少しずつ具体的に

の話を聞いて、自分も今後

こよかったです。多くの方々

なことを
public

で正確な扱い方を身につけ

てストイックに自分を追い

ワイス医学史博物館と同時
に標本が所狭しと展示され

病標本が豊富にあった。 次世代リーダー育成
同じウィーン大学キャン
海外留学奨学金制度

ているかどうかが鍵になっ

期に訪問した、ウィーンの
ていた。

健

として迎えて下さいました。 てくると思います。こうい

込んで努力する姿勢がかっ

病理解剖学博物館と医学史

上野

った学問の存在を知ること

博物館を紹介する。１７８

さらに学びたいです。

ーバードの学生達は授業中

達の姿勢についてです。ハ

たのは、千葉大学卒業生の

また、滞在中に嬉しかっ

サチューセッツ工科大学
（Ｍ

れだけでなく、ボストン周

さん
（医学部３年）
とともに

た後剖検で得られた術後胃 （ＨＳＰＨ）
に留学してきま

辺の複数施設にて活躍され

行った胃がん手術の摘出標

した。貴重な機会を与えて

欧州では中世から病人が

下さいました、千葉県ゐの

きたいと思いました。

標本である。その当時まで

２つ目は、ハーバード大

あり、その延長で解剖病理

進行した幽門がん患者は手

学や、周辺の施設にいる人

学が医学の基礎となってき

ＩＴ）
の医療ビッグデータ活

皇帝ヨーゼフ２世が２００
た。１ヶ月から ヶ月まで

用の講義を受けました。そ

０床のウィーン大学附属病

術できず、幽門狭窄で食べ

会員の皆様に深く感謝申し

や理事の先生方をはじめ、

はな会秋葉哲生会長
（昭

ーバード大学医学部関連病

問しました。具体的にはハ

いました。ハーバードの学

双方向的な授業が行われて

迎えて下さり、千葉大学同

初対面の私達をあたたかく

にも積極的に発言しており、 先生方との会食です
（写真）。

ることもできず最期を迎え

私が本奨学金に応募した

のですが、皆、

） ている千葉大学卒業生を訪

骨格標本や頭蓋骨標本、ヤ

ていたのであろう。

理由はいくつかありますが、

将来自分が何

の胎児から 歳までの全身
ーヌス奇形などの各種奇形

た正常解剖標本が展示され

私は今回の短期留学の中

”
Allgemeines Krankenhaus

を建てた。その際併設され
標本などが展示されていた。

ている。２００年以上前に

世界一と言われているハー

で、大きく２つのことに心

をしたいのか

“
た陸軍軍医学校の建物が現
またロキタンスキーが世界

バード大学と、そこにいる

生き生きと語

をせずに、真の因果関係を

れたデータから誤った解釈

学んだ因果推論は、与えら

生は、アメリ

キスタンの学

話を聞いたパ

例を挙げると、

と思いました。

ていただいた

から現在の自分の立ち位置

見いだす学問です。臨床や

カで専門医を

をさせて頂きました。

が見えてくるのではないか

医療政策において、何とな

取った後ＨＳ

ました。

窓の繋がりの強さを実感し

在の医学史博物館である。
で最初の病理解剖学教授と

フィレンツェの職人に大金

人達をこの目でみて、雰囲

１つ目は、医療への統計

を動かされました。

れる環境だっ

現地では、厚生労働省医

くこうだろうなと思われて

上げます。

王立総合病院の一角に円

を出して作成された。家族

気を肌で感じたいと思った

たのが素敵だ

系技官で、ハーバード公衆

いることに対して、データ

と思い志願しました。

）
がホスト

衛生学修士課程在学生の松
本晴樹先生
（平

Harvard Kennedy School（公共政策大学院）にて

別室にはワックスで作っ

筒型の２人部屋１３９室の

連れなども見学できる。子

ことが大きな理由です。世

的、論理的な解析によるア

医学史博物館

院である Boston Childrenʼs 生や、ボストンで研究をし
や、 Beth Israel ている医師など多くの方の
Hospital
などの見学 お話を聞かせ
Medical Center

なった伝統からか、日本で

どもの頃から人体に関心を

プローチです。ＨＳＰＨで

ウイーン大学内

18

５階建て精神科病棟が建て

もたせるのは良いことであ

界のトップレベルの授業、

50

院である王立総合病院

ハーバード公衆衛生大学院

4

本と術後３か月で亡くなっ

29

傷病兵と貧民を救う目的で、 死亡すると解剖する伝統が

４年トルコとの戦争の際に

ードの
（公 ができたことが嬉しかった
Kennedy
School
共政策大学院）（写真）
、 Busi- です。今回入り口の一部し
での講義や、マ か学べなかったので、今後
ness school

杉田
54

環境、学生をみれば、そこ

10

る。
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例
子宮穿孔による汎発性腹膜炎にて発症した局所進行直腸癌の1例

天海博之 当間雄之 大平 学 鈴木一史 西森孝典

成島一夫 藤代 健 栃木 透 宮内英聡 松原久裕
体外結紮による腹腔鏡下胃固定術を施行した成人特発性胃捻転症の1例

西田孝宏 新村兼康 吉留博之 文 陽起 佐藤 豊 中村純一
S状結腸癌および結腸過長症、偽性アルドステロン症による
麻痺性イレウスの患者に鏡視下手術を施行した1例

川名智之 鈴木健紀 木下裕子 新保和広 長谷川 純
完全腹腔鏡下手術で治療しえた外傷性空腸穿孔の1例

間宮俊太 仲本嘉彦 鈴木洋一 泉對貴子 服部 陽

三上隆一 松井郁一 長田俊一 松田充宏 松葉芳郎
エッセイ
続・博士論文審査の主査について：ゲッティンゲン大学での私の経験

髙野光司
学
会
第1346回千葉医学会例会・整形外科例会
第1353回千葉医学会例会・第34回千葉精神科集談会
雑
報
連続症例研究から臨床試験へ
関根郁夫
OAP要旨
大腿骨頭壊死症に対する体外衝撃波療法の安全性と
有効性：第1相臨床試験

中村順一 落合信靖 大鳥精司 折田純久

萩原茂生 山崎博範 鈴木崇根 高橋和久
乳癌術後第12胸椎転移性骨腫瘍に対してtotal en bloc spondylectomy
（TES）
施行後，Implant failureを伴う胸腰椎後弯増悪に対して追加固定
術を施行した1例

井上嵩基 折田純久 鴨田博人 佐久間詳浩 稲毛一秀 佐藤 淳

藤本和輝 志賀康浩 金元洋人 阿部幸喜 山内かづ代 中村順一

松浦佑介 青木保親 江口 和 高橋和久 萩原茂生

古矢丈雄 國府田正雄 鈴木昌彦 大鳥精司
完全房室ブロックを伴う限局的な心筋炎を呈したリウマチ熱

國松将也 江畑亮太 髙岡浩之 奥主健太郎 齋藤直樹

小林欣夫 下条直樹
CD4 T細胞を介した免疫恒常性制御機構の解明
平原 潔
編集後記
金田篤志
CHIBA MEDICAL JOURNAL Open Access Paper
Original Paper
Safety and efficacy of extracorporeal shock wave therapy for osteonecrosis
of the femoral head－a phase I clinical trial－

Junichi Nakamura, Nobuyasu Ochiai, Seiji Ohtori, Sumihisa Orita

Shigeo Hagiwara, Hironori Yamazaki, Takane Suzuki and

Kazuhisa Takahashi
Case Report
Successful revision enforcement surgery for postoperative implant failure
in a patient with combined anteroposterior fixation after total en bloc
spondylectomy：a case report with literature review

Takaki Inoue, Sumihisa Orita, Hiroto Kamoda, Yoshihiro Sakuma

Kazuhide Inage, Jun Sato, Kazuki Fujimoto, Yasuhiro Shiga

Hirohito Kanamoto, Koki Abe, Kazuyo Yamauchi
Junichi Nakamura, Yusuke Matsuura, Yasuchika Aoki, Yawara Eguchi

Kazuhisa Takahashi, Shigeo Hagiwara, Takeo Furuya

Masao Koda, Masahiko Suzuki and Seiji Ohtori
Focal myocarditis with complete atrioventricular block as an initial
presentation of rheumatic fever

Masaya Kunimatsu, Ryota Ebata, Hiroyuki Takaoka

Kentaro Okunushi, Naoki Saito, Yoshio Kobayashi

and Naoki Shimojo
The Chiba Medical Society Award（2016）
＋
CD4 T cell subsets are crucial for the maintenance of immune homeostasis

Kiyoshi Hirahara

2017年12月

例
偶然発見された腹腔内異物性肉芽腫に対し，腹腔鏡下摘出術を
施行した1例



碓井彰大



山崎一馬

児玉多曜

近藤

悟

北原美由紀

牧野治文

松原久裕

第九回千葉医学会奨励賞
難治性呼吸器疾患における血管病変とその再生機構に関する研究


鈴木敏夫
社交不安症に対する認知行動療法：
標準化と抗うつ薬抵抗性患者への適応，そして普及促進に向けて



吉永尚紀
乾癬の病態形成におけるサイトカインシグナルの役割



河野健太

学

会
第1336回千葉医学会例会・第6回臨床研修報告会
第1350回千葉医学会例会・平成28年度第16回千葉大学大学院医学研究院
呼吸器病態外科学教室例会
第1356回千葉医学会例会・第36回千葉泌尿器科同門会学術集会

研究報告書
平成28年度猪之鼻奨学会研究補助金による研究報告書
OAP要旨
臼蓋形成不全に対する寛骨臼回転骨切り術の長期成績


菅野真彦

中村順一

中嶋隆行

原田義忠

秋田



萩原茂生

宮坂

折田純久

輪湖

靖

三浦道明

瓦井裕也

縄田健斗

大島精司



健

編集後記

徹

松原久裕

CHIBA MEDICAL JOURNAL Open Access Paper
Original Paper
Long-term outcome of rotational acetabular osteotomy for hip dysplasia
Masahiko Sugano, Junichi Nakamura, Takayuki Nakajima
Yoshitada Harada, Toru Akita, Shigeo Hagiwara, Takeshi Miyasaka
Sumihisa Orita, Yasushi Wako, Michiaki Miura Yuya Kawarai
Kento Nawata and Seiji Ohtori
第10回（2018年度） 千葉医学会賞および奨励賞候補者の公募について
第11回

ちばBasic＆Clinical Research Conference開催のお知らせ

93巻総目次・索引

如樹先生（平 ）、松本晴樹

症

18

最後となりましたが、

千葉医学雑誌93巻5号

）、日本からサポートをし

写真左から武藤剛、藤村公乃、中西恵、上野健、松本晴樹、柳澤如樹

19

Boston Childrenʼs Hospital 先生（平

ご容赦ください。

て下さいました千葉県ゐの

込まれた方に届いた場合は

19

やラボの案内をして下さっ

い。なお、行き違いに振り

16

）
には重ねて御礼申し上げ

ます。

で、5千円を納入してくださ

た 藤村公乃先生（平 ）、

振込用紙を同封しましたの

Beth Israel Medical Center は な 会 の 吉 村 健 佑 先 生（ 平

平成29年度会費未納の方に

の案内をして下さった内御

堂亮先生、ＨＳＰＨの柳澤

会費納入のお願い

15

菱川

慎吾

多く導入しています。部活

って、西千葉キャンパスの

ンパスのグランド縮小に伴

学部棟新設による亥鼻キャ

います。今シーズンから医

合もしくは公式戦を行って

土曜日で、日曜日は練習試

練習日は火曜日、木曜日、

学交流戦、３月には広島大

東京医科歯科大学との３大

また、

て日々練習に励んでいます。

績を納めることを目標とし

育大会（８月）などで良い成

月）、東日本医科学生総合体

ッ カ ー 春 期 リ ー グ（ ４ ～ ５

月）、関東医歯薬獣大学サ

キャプテン
迫

原
泰生

直輝

役員

サッカー部の活動はＯＢ、
内務
祐亮

）著

同窓会員著書の紹介

松永 正訓（昭

常識のウソ

定価８４０円（税別）

松永 正訓（昭

て、正しい情報を発信して

いるのが本書です。

日に「抗生物質 正

朝日新聞は、２０１７年

しい使い方広めよう」とい

５月

う社説を掲げました。この

社説の中には、ある調査で

と半数近くの人が答えたと

「抗菌薬はウイルスに効く」

記述もあります。
「かぜは基

） 書かれています。こういう

た連載が１年も続いたのは

当初３カ月の約束で始まっ

進めたい」と結んでいます。

識をもち、正しい使い方を

て、
「患者も医師も正しい認

。 そし
医療エッセイを書きました。 本 的 に 自 然 に 治 る 」

ひとえに読者からの厚い支

その連載エッセイに加筆・

どないというのが私の意見

質を含めて風邪に効く薬な

持があったからです。今回、 まったく同感です。抗生物

修正・削除・推敲を加えて

年にな

て広く書いています。おも

内科疾患・外科疾患につい

風邪に限らず、子どもの

ります。大学病院を辞めて

常

です。

それが『こどもの病気

１冊の本に仕上げました。
君たちが教

ネット上にはあやふやな

ことが可能です。空いた時

開業医は自分の時間を作る

ことにありました。確かに

務を避けて仕事量を減らす

治療法がなかったために激

情報をばっさりと切り捨て

跋扈します。そうした偽の

ば高まるほど誤った情報が

医療に対する関心が高まれ

ぜひ、ご覧になってくださ

楽しみ頂けると思います。

がありますので、きっとお

説・思い込み・うわさなど、 の面と、医療エッセイの面

ネットに限らず、迷信・俗

い。

医療─常識のウソ」という

クターに「松永正訓の小児

売新聞オンライン・ヨミド

２０１６年の７月から読

に嬉しく思っています。

からの夢だったので、非常

す。新書を出すことは以前

書は７冊目の作品になりま

活動を続けてきました。本

間を利用してこれまで著作

がけました。実用書として

脳動脈瘤を患い、（この当時） 情報が溢れています。いえ、 しろくて役に立つことを心

にも書きましたが、解離性

えてくれたこと」（中公文庫） 識のウソ』です。

児がん外科医

開業医になった理由は、
「小

開業医になって

中公新書ラクレ

子どもの病気

62

最後となりますが、私達
ＯＧの方々に支えられ成り
六田
石木田修平

外務
ＯＢ担当
二瓶

立っており、今後もそのこ
とを忘れず、千葉大学医学
会計

豪崇

部サッカー部を盛り上げて
いきたいと思います。引き
続きご支援ご協力の程何卒

年

よろしくお願い致します。

全体の練習日以外にも、学

グランドを毎週木曜日に使

学、岡山大学と試合を行う

や新歓コンパなどを通じて

14

課外活動団体だより

サッカー部
医学部
ンドを借りています。練習

千葉大学医学部サッカー
行うことで、チーム内競争

看護学部８人の構成で活動
業の合間を縫って自主練習

って練習できるようになり

関西遠征を行いサッカーを

また土曜日は基本的に亥鼻

っています。

₆2

部は現在、プレイヤー 人、 メニューは、毎回紅白戦を
マネージャー 人で日々練
た今シーズンはフィジカル

習に励んでいます。現在は、 を活性化させています。ま
プレイヤーは全員医学部、

しています。プレイヤーは

マネージャーは医学部２人、 トレーニングのメニューも

経験者がほとんどですが、
に励むプレイヤーも多数い
主な年間の活動内容です

ます。
が、公式戦である国公立大

各学年に１人程度の割合で
す。経験の有無に関係なく

初心者のプレイヤーもいま
全員で同じ練習メニューを
こなすことで、切磋琢磨し、 会（ 月）、関東医歯薬獣大
技術の向上を図っています。 学サッカー秋季リーグ
（ ～

ました。人工芝の質の良い

月には東京大学、

グランドで練習できる機会

通じて大学間の交流を深め

10

質の向上を目指しています。 ています。また、追いコン

12

11

3
10

が増えたため、日夜練習し

12

グランドを使用しています。 ＯＢとの交流も定期的に行

会員近況報告誌

ちよに会

10

火曜日、日曜日は他のグラ

昨年度（平29）卒業生との集合写真

28
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著書紹介
（21） 課外活動団体だより

透（昭 ） たゆまずに進めてきた運動
の成果です。

はもとより世界中の市民が

原爆被爆者に連帯して日本

一歩となることでしょう。

現に向けての大きな大きな

の「廃絶」ですが、その実

に関する文章などをまとめ

そしてフクシマの原発事故

記録、その上さらに世界を

葉医療者の会などでの活動

県医師の会、九条の会・千

ＰＰＮＷ）
、核戦争防止千葉

核戦争防止国際医師会議
（Ｉ

）著

平和・核廃絶を求めて

現在、北朝鮮の核・ミサ

透
（昭

─一 臨 床 医 の 軌 跡 Ⅱ ─

イル開発問題に国際社会が

花井

権、戦争放棄、基本的人権

花井

の廃絶を求めて行動してい
どう対応するか、焦眉の課

原爆被爆者への医療は、
─に基づく日本の社会のあ

敏夫
（昭

）著

㈱医学書院

たものです。
ご一読いただければ幸い
です。

第２版

）

に増やされている。

３４例から１７１例と大幅

れる。

ションを共感できると思わ

克生（昭

察学であるが、初版以上に

杉田

定価５₆１₆円（税別）

─ General Neurology
のすすめ─

神経症状の診かた・考えかた

福武

震撼させたチェルノブイリ、

くことが人生の欠かせない
題になっています。

光陽出版社

テーマとなっています。そ

日本の医療課題の中で、一
るべき姿への希求がありま

本書は、原水爆禁止運動、

して言うまでもないが、私

つの必然として取り組まれ
２０１０年５月、当時の

す。

ン・ギムン）
氏は世界の草の

国 連 事 務 総 長 、 潘 基 文（ パ

『よい医療を求めて』─一臨

充実した第２版をこの際手

思考過程のパターンは人

学の確立に貢献した重要人

により異なっているので、

物としてシャルコー、ブラ

一方、第Ⅱ編は「緊急処

必ずしもこの通りに進める

根の市民に対して、
「地平線

置が必要な患者」として、

必要はないかもしれない。

の先に核兵器のない世界が

けいれん、意識障害、急性

床医の軌跡Ⅰ─に記しまし

球麻痺、急性四肢麻痺、脳

ただし本書は神経症状にと

たが、広島・長崎の被爆者

第Ⅰ編は、
「日常で遭遇す

どまらず患者の「診かた・

に取って熟読されることを

る患者」と題し、初版の「頭

梗塞が解説されている。第

考えかた」に関する著者の

ウンセカード、エルブ、オ
ジャクソン、ガワースをあ

痛、めまい、しびれ、パー

Ⅲ編、
「神経診察のポイント

著である。初版から３年で

るコースは日本では少ない

多くの研修医がＧＮを学べ

が必要と話されているが、

やすい自験例の豊富さがあ

大いなる特徴としてわかり

に記載されている。本書の

えられやすい疾患」が新た

髄症状」
、
「
『心因性』と間違

え、
「ふるえの診かた」
、
「脊

合 診 療 医 に は 一 般 神 経 学 「奇妙」 な症状など」 に加

り熟読、再読してこそ著者

と紹介されているが、やは

びに痛感させられる。医学

る著者の熱い思いを読むた

経学の〝魂〟である」とす

ル」では、
「神経症候学は神

医がいるようだ」を実感さ

できる本格的な神経内科書」 本の帯にある「傍らに上級

書院の本書案内には、
「通読

せてくれる必携の書である。

一般内科の先生方にとり、

経科さらには総合診療科・

ず脳外科、精神科、小児神

れる。神経内科医のみなら

身体診察免許皆伝書と思わ

被爆者の健康管理を通し

４刷も発行されたため、医

と思われる。医学生のみな

べている。

７月７日、ついに国連で「核

学書院から改訂を勧められ

らず一般医師にも敬遠され

の健康障害などの実相を、

その７年後の２０１７年

わかりやすく記述された名 （

福武先生は日ごろから総

兵器禁止条約」が採択され

たとのことで、
“古典的“名

点からご自身の診療経験を

社会に向かって、国の内外

ました。人類社会にとって

著の始まりと思われる。

の並々ならぬＧＮへのパッ

ページ）。

問わず、語らなければなら

初めての画期的な出来事で

るが、第２版では初版の１

精神症状・高次機能障害、

ッペンハイマー、クィンケ、 薦めたい。
げている。これらの方々が

キンソン病とその周辺、物

見えています。どうか行動

すべて内科医で当時の精神

忘れ・デメンチア
（認知症）
、 と画像診断のピットフォー

を続けてください」
「私たち

神経科医ではなかったと述

は、世界中どこででも二度

れる時、それは皆さんのよ

する症候や病態について、

うな人びとのおかげであり、 神経内科の日常でよく遭遇

と被爆者を作らないでほし

世界は皆さんに感謝するで

い、と訴えつづけています。 くすでしょう。それがなさ
て被爆者の心を知り、その

“

本書は、福武敏夫先生が

心をわが身に重ねあわせな

しょう」と語りました
（本文

ないと思っている。被爆者

す。ヒロシマ・ナガサキの

がちな神経症候学、神経診

臨床医として、広島・長崎

と手を取りあって原爆のも

は神経
Erwin Ackerknechit

：ＧＮ）
General Neurology

たらした被害の非人間性・

原爆被爆者の悲願は核兵器

”の観
General Neurology

がら生きようとする時、一

は必ず世界から核兵器をな

のかかわりは先に上梓した

分野です。この課題への私

知見が蓄積されてきている

国憲法の三つの柱─国民主

の生き方の根底には、日本

4₁

い、核兵器を禁止してほし

56

4１

非人道性を告発し、核兵器

41

な
は
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座頭市の話
職を持つ盲人は組合に入れ

灸などで生計をたてたが、
上常光寺に納められている

た。遺骨は会津若松市の井

から座頭芸を伝授して没し

牧野氏の御落胤であるとい

として、座頭市が長岡藩主

雑 文 雑 談
と記述されている。この話

段あった。この他に無

ぞれの官位は数階に分かれ
う話、屋敷では阿部顕如、

し

なかった。助五郎が繁蔵一
計
在野では佐渡市と名乗って

ざ とう

家との喧嘩で負けた後、子
官位の按摩がいた。官位に

いたという話などが付け加

こうとう

座頭市とは、亡くなった
分が繁蔵を闇討したことを
よって服装・使用する杖な

えられた。俗名を阿部常衛

けんぎょう

られていた。官位があり上

勝新太郎という役者が当り
批判して縁を切った座頭市
どが細く規定されていた。

史 （昭 ）

役とした時代劇の主人公で
は妻を連れて逃避行をし、
この官位は京都の公家久我

猛

ある。盲目で按摩の剣客が
足利で百姓をしたり、後に

出

悪党をバッタバッタと斬り
会津磐梯山の麓で余生を送

門 と い い 嘉 永 ２ 年（ １ ８ ４

石
は後に「座頭市は実在した」

倒すという話である。初作

９） 月 日に没した。（行年

ぶん

分・市名・都である。それ

から検 校 ・勾当・座頭・紫

は幕末の千葉県が舞台であ
た。都から検校に到達する

った。この映画で座頭市は、 ったという筋になっている。 大納言から買うものであっ

52

りとする博徒の親分で八州

飯岡村（現旭市）一帯を縄張

物語〟」というエッセイを書

廻りの道案内（俗に岡っ引） 間放談』に「真説〝座頭市

子母澤寛がその著作『お茶

この話の出所を辿ると、

の官位である。関八州の盲

う。座頭市は上から三番目

まで７１９両を要したとい

られている。常光寺には「座

治まで存命したように伝え

歳）
福良の古老の話では明

73

11

母 澤 寛（ １ ８ ９ ２ 〜 １ ９ ６

座頭市の原作は、作家子

展開される。

して知られる）
を軸に物語が

との喧嘩（「天保水滸伝」と

本拠地とする博徒笹川繁蔵

と笹川（現香取郡東庄町）を

分で用心棒である。助五郎

を勤める飯岡の助五郎の子

東を流れ歩いていた身元不

のが座頭市の話である。関

た宿の主人から聞かされた

もりで、夕飯を食べに寄っ

話もなく嫌になって帰るつ

材旅行に出かけた。面白い

めで冬の寒い日に飯岡に取

いていた。佐原の知人の勧

玄白らが小塚原で腑分を見

特権が金貸業である。杉田

ある。幕府が盲人に与えた

一（１７４０〜１８２１）
で

な総録が国文学者の塙保己

から任ぜられた。最も有名

吉の針治療にあたったこと

山流針灸の創始者）
が将軍綱

名）で、初代の杉山検校
（杉

人 全 て の 支 配 者 が 総 録（ 職

となっている。

語では市の年齢は

たものかどうか。座頭市物

常衛門がこの喧嘩に加われ

５年後である。数え歳

年は助五郎と繁蔵の喧嘩の

阿部常衛門が没した嘉永２

の地」の石碑が建てられた。

市飯岡に「座頭市物語発祥

てられている。平成

頭市の墓」という墓石が建

せて争いを収めたという話

や徳利を真二つに斬って見

事があると、投げ上げた升

う話はないが、賭場でもめ

合の達人で人を斬ったとい

もいえない小品である。居

の名は子母澤寛が付けたと

名は単に「市」で「座頭市」 幕末から明治にかけて関東

の話として伝わっていて、

ついては飯岡に寄った旅人

なかったともいう。余生に

から生れついての盲目では

いう。花の色を知っていた

を斬ったという話はないと

座頭市に関する記述がある。

市）
の項に、古老の話として

編１９８３）の福良（現郡山

『会津の宿場』（会津史談会

もいた。

どで数万両の蓄財をする者

の渡世者座頭市は福良で過

言われては、飯岡一家の名

琶・三弦の演奏・教授、針

江戸時代の盲人は琴・琵

ここで弟子をとり按摩の術

尽かせ会津に流れてきて、

した。渡世ぐらしに愛想を

折れになるだろうと加わら

年旭

８）の随筆『ふところ手帖』 明で盲目の市という男が来

学した頃には、大名貸しな

23

ったという話はあるが、人

78

に収められた「座頭市物語」 て升を放り上げて下から切

になっている。助五郎が繁

という ページ程の短編と

蔵一家を襲撃する際、目の

ある。

ふく ら

見えぬ者まで連れてきたと

10

の

22

73
代後半
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開
催
の
お
知
ら
せ

日 時

場 所

30 年 2 月 3 日 ( 土 ) 13:00~17:00
千葉大学ゐのはな記念講堂
平成

※本研究会はスカラーシッププログラムの講義としても位置付けております。
総合司会

13:00 〜

開会の辞

13:10 〜

講座紹介

千葉大学医学部

２年

千葉

暁大

教授 白澤

浩 先生

座長 千葉大学大学院医学研究院疾患生命医学
《座長》

教授 幡野

雅彦先生

演者 千葉大学大学院医学研究院腫瘍病理学

教授 池原

譲 先生

演者 千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科学講師 小野

啓 先生

千葉大学大学院医学研究院分子ウイルス学

『超1000nm近赤外波長域で捉える画像診断学の創成』

『代謝内分泌学・血液病学・老年医学の基礎と臨床の魅力』

13:50 〜

学生発表

15:40 〜

15:30〜 Coﬀee Break
特別講演

《座長》
座長 千葉大学医学部４年
千葉大学医学部３年
《演者》
演者 千葉大学医学部４年
千葉大学医学部４年
千葉大学医学部４年
千葉大学医学部４年
千葉大学医学部４年
千葉大学医学部４年
千葉大学医学部４年
千葉大学医学部３年

依田
飯村
大山
小山
菅原
仲
中務
平井
和田
荻野

夏美
太朗
壮歩
玄太郎
ゆたか
理允
由彦
健太郎
七海
智大

《座長》
座長 千葉大学大学院医学研究院分子ウイルス学

白澤

浩 先生

演者 国際医療福祉大学三田病院長
《演者》

宮崎

勝 先生

徳久

剛史先生

中山

俊憲先生

『Challenging Strategy in Surgery for HPB (HepatoPancreatoBiliary) Diseases
-これまでの私の挑戦を振り返って-』

16:40 〜

講評

16:45 〜

学生講演表彰・閉会の辞

千葉大学 学長

千葉大学大学院医学研究院長・医学部長

【世話人】（敬称略）

場

所

会

費

国立大学法人 千葉大学学長
国立大学法人 千葉大学理事
千葉大学大学院医学研究院長・医学部長
千葉大学医学部附属病院長
千葉労災病院長
船橋中央病院長
国際医療福祉大学三田病院長
千葉大学大学院医学研究院整形外科学前教授
千葉大学大学院医学研究院分子ウイルス学教授
千葉大学大学院医学研究院アレルギー・臨床免疫学教授
千葉大学大学院医学研究院整形外科学教授
千葉大学バイオメディカル研究センター准教授

17:30 〜 19:00 情報交換会
千葉大学ゐのはな記念講堂内
教員 1,000 円 教員以外 100 円

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

【事務局】千葉大学バイオメディカル研究センター内 内線 7901
担当：坂本
担当：坂本(sakamoto@faculty.chiba-u.jp)

主催
主催：千葉大学大学医学研究院・医学部
共催：
共催
：ちば Basic & Clinical Research Conference
共催：ちば
( 学生代表：荻野 智大)、千葉医学会、ゐのはな同窓会
智大 )、千葉医学会、ゐのはな同窓会
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オンライン会報 （26）

報

オンライン会報案内
http://www.inohana.jp/online/index.html
オンライン会報は10年以上の歴史あるインターネットサイトとなりました。300番組程の動画を掲載するに至
っており、500人以上の方々の協力も得てもおります。その真髄を一言でまとめるならば「医学・医療の原点を伝
える」です。
本紹介では、最近掲載の番組の中より、その原点を伝えているものを列挙してみます。オンライン会報は、殆
どの番組についてスマートフォンなどでも閲覧可能ですので、様々な視点からご活用ください。

オンライン会報

＊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。

総合目次

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

オンライン会報

・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

地域医療機能推進機構

医療法人鉄蕉会亀田総合病院

船橋中央病院
病院長

横須賀

副院長

深澤

亀田メディカルセンター

收
（中央）
元晴
（左）

ゐのはな同窓会副会長

鈴木

信夫
（右）

・地域医療・消化器・救急・周産期医寮の充実を図って
▼ ▼

福武

敏夫（左）

広報企画室係長

磯野

由佳（右）

神経内科の未来を市中病院から観る

地域医療、
地域包括ケアの中心的役割を担う

・専門医の密なる連携で支える地域医療

神経内科部長

映像を見る
映像を見る

・患者を全人的に診る神経内科医
・神経内科はシンプルに‼
［2017.7.21掲載］

［2017.8.9掲載］

■ 同窓会員経営の病院・医師・診療所の紹介
神経内科は、
認知症克服のパイオニア
医療法人同和会
神経内科千葉
所長

篠遠

仁

［2017.4.17掲載］

オンライン会報用
QRコード
®

▼ ▼

独立行政法人

映像を見る
映像を見る

（27） オンライン会報
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■ 生涯学習
アトピー性皮膚炎は、
スーパー抗原病
である
杉本

和夫

（神経内科津田沼アレルギー科）

ミクロの世界のトキシンハンター
─細菌毒素の無毒化プロジェクト─

▼

・私たちがとらえたアトピー性皮膚炎

野田

映像を見る

＊野田公俊教授最終講義

・スーパー抗原病としてのアトピー性皮膚炎
▼

公俊（千葉大学教授）

［2017.3.1掲載］

映像を見る

［2017.5.9掲載］

■ インタビュー
NEW
おもしろきこともなき世をおもしろく
安西

尚彦
（千葉大学大学院

医学研究院薬理学教授）

▼

・理論を実践する先達の薫陶を積み上げる
映像を見る

▼

・アグレッシブな医師を鍛え上げるもの

臨床現場に納得される医療政策を目指して

映像を見る

吉村

［2017.9.28掲載］

健佑

厚生労働省国立保健医療科学院
医療・福祉サービス研究部主任研究官
聞き手
克生（千葉大学教育学部教授）

・精神科臨床から医療政策へ
・科学的根拠に基づく公衆衛生の

映像を見る
映像を見る

実現と人材の育成

認知症治療克服の最前線を走る
島田

▼ ▼

杉田

［2017.6.9掲載］

斉

放射線医学総合研究所脳機能イメージング研究部

・認知症患者の脳と心を画像で診る

▼ ▼

・認知症を知り、
克服戦略を知る

映像を見る

▼

脳疾患トランスレーショナル研究チーム主任研究員

映像を見る

映像を見る

〜タウPET・アミロイドPET〜
・魅力あふれる神経内科

〜治療の切り札、
抗タウ治療の実現〜
［2017.4.27掲載］

旅行期間：平成28年11月3日〜9日
企画立案：杉田

克生

▼ ▼

（千葉大学教育学部教授）

［2017.3.1掲載］

を作製、掲載してもらいたいとのご希望あ
ください。対応を相談いたします。

ギリシャ医学史の旅

・オリュンピア遺跡

のものが好適）
で撮影したビデオから、番組
る先生は、同窓会本部事務局までお知らせ

■ 国際交流

・エピダウロス遺跡

iphoneの高画質スマートフォン
（7以降発売

映像を見る
映像を見る

お く や み

集
就任挨拶、ゐのはな会やクラス

編
明けましておめでとうござい

会のご報告、現役学生さんの活

俊二（昭 ）

した。平成の年号はあと一年半

動状況など、盛り沢山な内容と

英政（昭 ）

年の新年を迎えま

横田

なっております。この同窓会報

ます。平成

石谷 治彦（昭 ）

となります。天皇陛下の生前退

後

記

べきだという意見も挙げられま

した。また、他大学卒業の先生

方で会員として同窓会の活動を

ご支援いただき、発展に大きく

よりの喜びであります。一方、

士郎（昭 ）

をお祈り申し上げます。さて、

今回の編集会議では「同窓会員

芳賀

）

今回の同窓会報１７７号では、

石井 貞一（専 ）

貢献されている方々も数多くお

島

征洋（昭 ）

の皆様が真に望まれている情報

が会員の皆様にとって魅力ある

眞治（専 ）
原

ゐのはな同窓会長の済陽先生の

位は２００年ぶりの出来事との

られます。ゐのはな同窓会報が

智（昭 ）

）

光保（昭 ）

http://www.jtbw-mice.com/recq2018/

そのような方々にとっても親し

村山

海老原 勇（昭

矢崎

おります。

三木隆司（昭

同窓会
会員名簿（平成

年

年）について

年）を平成

月に会員の皆様の御協

会員名簿（平成

30

30

つきましては今後の検討課題

大学院医学薬学府生の掲載に

の掲載ができませんでした。

今回は大学院在学生・ 修了生

掲載が困難となってきており、

きました。 年々、 個人情報の

力で、 無事発行させていただ

10

同窓会事務局

とさせていただいております。

）

からの厚いご支援とご鞭撻を賜

ていく所存です。今後とも皆様

すよう、より一層の努力を重ね

みやすく有意義なものとなりま

本間 康正（昭 ）

を十分にお届けできているか」

より良いものになるよう努力す

年頭のご挨拶、ならびに各地域

を掲載いたしました。その他、

藤塚万里子（昭 ）

内藤 昭三（専 ）

学生を問わず、ご興味のある皆さまのご参加を楽しみにして

武（昭 ）

ものに出来上がっているのであ

目指しています。千葉県内での開催となりますため、教員・

渡辺

ことですが、同窓会員の皆様に

し、老化とその応用に関わる研究全般を学び、討議する場を

という点は常に真摯に振り返り、 りたく存じます。
勝治（富山医薬大・昭 ）

毅（昭

の領域から、国内外の第一線の基礎、臨床研究者をお招き

のゐのはな同窓会からのご挨拶

森

細胞老化やミトコンドリア、ゲノム、疾患iPS細胞など関連

内田由起夫（昭 ）

省三（昭 ）

古川

アジアで初めての試みとなり、早老症はもちろんのこと、

近藤

大磯 英雄（昭 ）

りました。

髙木 美典（専 ）

忠志（昭 ）

Helicases and Related Diseases 2018）」を開催する運びとな
れば、我々編集委員にとって何

岩井

「早老症と関連疾患2018（International Meeting on RECQ

とって良き１年となりますこと

佐藤 壹三（昭 ）

共催により、かずさアカデミアホールで、国際シンポジウム

晃（昭 ）

廣瀬

29

編集委員会委員
編集委員長
三木 隆司（昭63）
青木 謹
（昭36） 鈴木信夫
（昭47） 横須賀收
（昭50）
高橋和久
（昭51） 織田成人
（昭53）
吉田英生
（昭53）
杉田克生
（昭54）
巽浩一郎
（昭54）
廣島健三
（昭54）
瀧口正樹
（昭56）
白澤 浩
（昭57） 幡野雅彦
（昭57）
桑原 聡
（昭59） 松原久裕
（昭59） 木元博史
（昭61）
松宮護郎（大阪大・昭61） 松江弘之（昭62）
吉野一郎（九州大・昭62） 横手幸太郎（昭63）
清水栄司
（平2） 加藤佳瑞紀
（平4） 栃木直文
（平12）
（平成30年1月1日現在）

今年
（平成30年）
2月16日～18日に、難病医学研究財団との
重雄（昭 ）

30

塚原

63

柴崎

住吉 宗三（昭 ）

63

56 43 43 42 40 36 36 34 32 30 30 28

浜屋 潤吉（専 ）

28 28 27 27 26 25 25 25 24 24 24 21 21
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