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旧看護専門学校跡地に建設中の駐車場棟（地上 5階・地下 1階）

▲

立石池より望む。

　愛知医大の紹介として最も一般的に使用される、皆さんにとってもなじみの深い風景だと思います。しかし新病院建設とともにこの景色も、

　もう見られなくなります。現在すでに旧看護専門学校跡地に駐車場の建設がすすみ、同じ場所から撮影してもこの写真は撮れません。

〈写真・文　中尾直樹（Ｓ 54 年卒）〉
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　このたび卒後臨床研修センター（キャリア形成支援部門）准教授に就任

させて頂くこととなりました今村です。

　私の部署は今回新しく新設された部署で主に卒後の専修医（後期研修医）

のキャリア形成を導く仕事となります。詳しく説明しますと、文部科学省

が平成20年度から5年間の予定で大学間連携型高度医療人養成推進事業を

開始しました。この推進事業は、複数の大学が連携して若手医師のキャリ

ア形成システムを構築して、可視化し、大学病院にレジデント等の若手医

師を引き戻し、質の高い専門医や臨床研究者を養成して、研修中や研修終

了後により多くの医師が地域医療に貢献することを目的としています。東

海地区では、愛知医科大学を始め7医科大学と関連医療機関が連携して事

業を推進していくことになりました。この事業を担当する部署として卒後臨床研修センター内にキャ

リア形成支援センター部門が新設され、平成20年10月1日に専任教員として私が就任させて頂くこと

となりました。

　私はこれまでも大学および病院での勤務の中、卒前及び卒後の教育に関わってきましたが、多くの

学生及び若手医師に人格的にバランスの取れた指導医に育ってくれることを期待して教育を行ってき

ました。愛知医科大学の卒業生の一人として長年の医局長の経験を含め、多くのことを大学および病

院勤務より学びました。赴任先では、地域医療の遭遇する問題点や地域医療の現状を目の当たりにし

て大学病院が如何に地域医療に貢献できるかを考える機会も得ました。これらの経験を生かし今後、

後進の育成に全力を尽くしていくことを決意しました。また、平成20年4月より大学の学生生活委員、

進級支援委員にも就任させて頂き、同時に同窓会の理事・評議会にも出席させて頂くこととなり、大

学と同窓会の架け橋となり大学の教育を通して微力ながら愛知医科大学および同窓会のさらなる活性

化及び発展に寄与できればと考えております。

　現在は、卒後臨床研修センター唯一の専任教員として主に初期研修の整備及び広報を担当し2月に

は卒後臨床センターのホームページも完成する予定です。血液内科も兼任することから臨床家として

の心を忘れずに、教育に生かしていくように頑張りたいと思います。また今後、卒前を担当される医

学教育センターの福沢先生とも協力して、卒前、卒後が一体となった教育体制の確立にも執心してい

く所存ですので、同窓会の皆様のご支援の程を宜しくお願い申し上げます。

卒後臨床研修センター

今村　明　准教授

（昭和 62 年卒）

准 教 授 就 任 の 挨 拶

卒 業 生 准 教 授 の ご 紹 介
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日本めまい平衡医学会受賞
名古屋市立大学耳鼻咽喉科病院准教授

中山　明峰（昭和60年卒）

　この度、日本めまい平衡医学会総会（秋田市）

において、2008年度の最優秀臨床研究に与え

られる賞を頂きました。正直のところ、このよ

うな受賞とは縁がないと思っておりました。で

すので、授賞式の際も会場外にて、講演を頼ま

れていた学会終了後の市民講座の準備をしてお

り、自らの受賞には気づきませんでした。会長

より直接電話がかかり、一瞬何を言われたかわ

からないような状態で、慌てた次第です。

　愛知医大在籍中は瀧本　勲名誉教授をはじ

め、耳鼻科医局において3代の教授に御教授頂

いたお陰で、今回の栄誉を賜ることができたと

思っております。私は現在、愛知県下の大学

医局在職者としては唯一のめまい専門医として

日々勉強をさせて頂いております。また、愛知

医大在職中に、睡眠センター塩見利明教授の御

指導により、睡眠認定医を修得し、睡眠医療に

携わる仕事もさせて頂くようになりました。

2008年1月より名古屋市立大学に移り、現在、

めまいと睡眠を組み合わせた新たなるプロジェ

クトを開始致しました。めまい疾患は慢性化し

易く難治性であるという現実に、新たなる治療

方法はないかとの一心で、めまい患者の訴えに

多い不眠に着眼いたしました。めまい患者の睡

眠時脳波を解析した研究は一報もなく、現時点

では世界的にも報告はありません。このことが

評価され、学会全理事より投票して頂いたこの

賞は、めまい医療を担う者として、糧とし更な

る研究を進めて行きたいと存じます。

　名古屋市立大学耳鼻科村上信五教授は、世界

で初めてベル麻痺の原因ウィルスを解明し、耳

鼻科医でありながら中内耳から頭蓋底手術まで

も手掛ける事ができる稀有な存在で、世界的に

高く評価されている教授です。お人柄に引かれ

てか毎年多数の医局員が入局し、現在関連病院

を入れると約80名の医師が所属しています。医

局員に愛知医大卒業生も多く、私としても嬉し

い限りです。このような巨大な組織で仕事をす

ることは、決して容易なことではありませんが、

それぞれ専門性と熱意を持って仕事をしている

仲間が多く、刺激になります。大学勤務の医師

にとって苦難なこの時代、尊敬される指導者と

充実した中堅が居る組織だけが生き残れるよう

に思います。良き環境での仕事は良き成果に結

びつき、自身の生き甲斐に結びつくことに気づ

きました。卒業生としての誇りを持ち、更なる

医学貢献ができるよう、今後も尽力したい所存

です。

メール：nakayama@med.nagoya-cu.ac.jp
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30 周年記念事業計画について（ご案内）

　来年度2010年には、愛知医科大学同窓会は設立30周年を迎えます。

　記念事業委員会では、30周年記念講演会ならびに祝賀会のほか様々な行事を開催する予定で、この

計画の実行に向けて、また内容の充実を図るべく本年も積極的に活動をしてまいります。

　開催予定日につきましては、2010年９月19日の日曜日（第一候補）、10月10日の日曜日（第二候補）

いずれも祝前日で、メインイベントとして開催する予定です。

　詳細につきましては、今後この会報でご報告していく予定です。

《30周年記念事業委員会より》

平成 21 年度、同窓会定期総会開催のお知らせ

　　日時：５月23日（土）

　　　　　午後３時　受付開始

　　　　　午後４時　定期総会開催

　　　　　午後６時　懇親会開催

　　場所：名鉄グランドホテル

　　　　　11階「柏の間」にて

　名古屋駅に隣接する名鉄グランドホテルにおいて同窓会定期総会が開催されます。早いもので同窓

会が設立されて30年が過ぎようとしております。以前より会報などでもご報告させていただきました

が、設立30周年を記念していろいろな催しが予定されております。その一環としてとして同窓会の名

称（愛称？）が公募されました…愛知医科大学同窓会（？？会）…今度の定期総会で皆様に了承され

れば正式に決定し、今後半永久的に使用されることとなります。是非ともこの名称決定の歴史的な瞬

間に立ち会ってみませんか…ところで？？会って…それは出席されてからのお楽しみ！！

　定期総会終了後に学術振興奨励賞受賞者講演会ならびに愛知医科大学の現状説明・入試説明会が開

催されます。特に入試説明会は定期総会にご出席いただいた同窓会会員限定で開催され、大学の職員

の方に来ていただき、入試の内情等について詳細な説明が行われます。ご子弟様が進学予定の方は、

是非ご出席いただければと思っております。

　昨年初めて行われ非常に盛り上がった「優秀クラブ審査会」が今年も開催されます。各クラブの後

輩達が同窓会の先輩達にクラブの活動内容や現状をアピールし、投票にて優秀クラブが決まり助成金

が支給されます。総会にご参加いただいた皆様の一票が優秀クラブを決める大切な一票となります。

是非ともご参加いただき後輩達のアピールに耳を傾けてください。

　同窓会の定期総会は今後も毎年５月に名古屋駅周辺のホテルで開催される予定です。この機会にご

友人達とご連絡を取り合い、総会出席後に飲み会などを開いてはいかがでしょうか。総会出席がご家

族に公然と話せて名古屋に来ることのできる良い機会（口実）になればとも思っております。久しぶ

りに来られる方は名古屋駅周辺を歩かれるとその変貌にびっくりされることと思います。特に今年の

総会の会場は名鉄グランドホテルです。初めて名古屋に来たときの「ななちゃん」にびっくりし、珍

しそうに見上げたのは私だけではないでしょう。「ななちゃん」は今でも健在です。では会場で皆様

とお会いできることを楽しみにいたしております。 文責　奥山　誠
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看護学部同窓会設立総会に出席して

　平成20年11月30日、午後１時より愛知医

大看護学部同窓会設立総会に来賓として出席

しました。来賓は、小生の他、稲福学長、土

井まつ子看護学部長、衣斐学生部長です。約

35名の同窓生が集い、会長には第１期生の神

谷美帆氏が選任され、ほか役員20名が、紹介

され挨拶がありました。看護学部は来年で創立10年、すでに卒業生531名を送り出しています。毎年

の国試合格率が100％を誇り、週刊現代で紹介されていたそうです。看護学部事務の池谷さん、河本

さんが設立にあたって尽力され、今後も事務局として業務を行う予定です。小生は、「妹ができたよ

うな、いや娘かな……、とにかく身内ができたようなものです。同窓会は一生のおつきあいです。た

とえ2－3人でも集まって、末永く手を携えてやっていきましょう。」と挨拶しました。まずは報告まで。

会長　加藤　真司

報　告

父兄後援会役員との懇談会の報告
組織委員長　長谷川辰雄

出席者：山中会長・太田副会長・安藤副会長、中沢事務長（父兄後援会）

　　　  加藤会長・長谷川組織委員長・山田事務長（同窓会）

　平成20年8月2日、東京第一ホテル錦において父兄後援会役員と

の懇親会が開かれました。今回は、同窓会終身会費納入を入学時に

徴収するよう変更のために、ご父兄からもご理解を得て、実行した

い旨の説明をし、ご了解をいただくことが懇談の主眼でした。同窓

会としてはこれまでの学生への活動・援助を具体的に示し、これま

での数年間に同窓会年間予算の3割程度が学生に使われている事実

と、新たにクラブ活動への支援を開始したこと、来年度から同窓会会員の中に学生会員の資格を新設し諸権

利の発生することを示させていただきました。

　父兄後援会の今年度の会長は私と同期の山中寛紀先生で、同窓会西三河南部支部長でありご理解いただき

やすいと臨んだ会でしたが、父兄代表としての厳正な対応で、父兄会のもろもろの会での説明や来年度の父

兄会後援会総会での説明をきちんとしてから実施するように、などの提案を頂き、積極的意見交換もできま

した。

　そのほかにも学生生活の実態や、実習を含む勉学のさらなる充実の必要をご父兄からお話しいただき、同

窓会も父兄後援会と相互協力して学生を含む大学の発展に寄与できる会になるよう、父兄の言いにくいこと

の代弁者になれるよう尽力し、医学部学生が最高の医学教育が受けられるように私たち同窓会が積極的に最

大限の支援をすることが、同窓会の発展にもつながるものと実感しました。

　例年のこの時期の開催で、外の暑さの激しさとホテルの冷房の効きすぎで、アルコールを控えたのに疲れ

を感じました。日本の医師不足とか偏在の問題、医師の過重業務の実態の解消など国家レベルの問題の山積に、

小さな同窓会の未熟さにも無力感を感じたためでもありましょうか。
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愛知県私立大学同窓会連合会への加盟
　平成21年度より愛知県私立大学同窓会連合会への加盟をいたします。

　愛知県私立大学同窓会連合会は、平成3年4月に愛知県内の私立大学同窓会をもって構成し、会

員相互の親睦と協力により、会員相互の向上発展を図ることを目的として発足いたしました。現在11

大学の同窓会が加盟し、活動しています。

寅山グランド・地域交流イベント支援報告
会長　加藤　真司

　「望月重良氏が来る！！」
　11月22日（土）愛知医科大学・寅山グランドにて大学主催で、元サッカー

日本代表・望月重良氏を招き、小学生サッカー教室（155名参加）・トーク

ショー（約250名）からなる地域交流イベントが開催されました。

　同窓会から後援として参加小学生たちへ菓子詰め合わせを贈りました。

　寅山グランドは、２年目を迎えた芝が元気に根づき、美しく、けがの心

配が少ないコートで、学生のクラブ活動を支援するうえで良い施設になっ

ています。

　この度のイベントにおいては、整形外科の本庄教授、木全サッカー部顧問

ならびにサッカー部現役の学生諸君にご苦労いただき、感謝申し上げます。

大学事務部門との交流会の報告
会長　加藤　真司

出席者：（大　学）種村新司朗企画調整課長 経営改革推進事務室長（病院建設事務担当）

　　　　　　　　　池谷俊郎看護学部教学課長・佐藤伸二医学部教務課長・蓮池隆医学部学生課長

　　　　（同窓会）  加藤真司会長・藪下廣光副会長・山田晴生事務長・今村明評議員

　平成20年12月19日、和楽なかじまに於いて大学事務部門との交流会が開かれました。

　今まで事務部門の方々と同窓会役員との交流の場が少なく、このような交流の場が持てたことによ

り、今後益々現役学生と卒業生、大学と同窓会とのパイプが太くなれば幸いです。

全国私立医科大学同窓会連絡会　第 18 回西部会
日　時：平成20年9月13日（土）

場　所：ホテルオークラ神戸

出席者：加藤真司会長・藪下廣光副会長・小出龍郎副会長

第 19 回全国私立医科大学同窓会連絡会
日　時：平成20年11月29日（土）

場　所：ハイアットリージェンシー東京

出席者：小出龍郎副会長・山田晴生事務長
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野竹邦弘愛知医科大学名誉教授を偲んで

　微生物・免疫学講座の前身である細菌学講座の野竹邦弘初代教授が、去る平成20年8月9日にご逝

去されました。享年84歳でした。野竹先生は、大阪のご出身で、京都大学をご卒業され、愛知医科大

学では昭和48年9月～平成2年3月まで細菌学教授として教鞭を取られました。私共、その頃の学生

は親しみを込めてバイ菌学と称しておりました。先生の講義は、その独特の口調にあり、また音声も

聞き取りやすい方ではなく、講義では肝心な要点のところでは、声のトーンが下がるのが特徴でした。

その為に、講義の前半は先生の声に集中して拝聴するのですが、その集中力も長続きせず、後半は睡

魔が襲ってくるのでした。それは私だけの体験ではないと思いますが、私は先生にとってあまり良く

ない生徒だったかも知れません。先生の試験は、通常のペーパーテストもありましたが、講義時間に

カセットデッキを持ち込んでの試験もありました。１分間毎に１問の出題形式で、１問題につき、先

生が問題の内容を2回繰り返した音声がカセットデッキから流れ、その回答を記すという内容で、１

分経つと、自動的に次の問題の音声が流れる形式でした。総数80問のこの試験がありますと学生は皆

ヘトヘトになったものです。それにしても良く80問も問題が作れるなぁと思ったもので、京大卒は我々

とは頭の作りがチョットちがうなぁと皆と話したものでした。私は、講義中の睡魔の為に、案の定、

再試を受ける破目になりました。早速、その週の土曜日午前の講義が終わり、午後に再試の情報集め

にと教授室へ行きますと、講座技術員から先生は実験室にお見えになるとのこと。実験室へ足を運び

ますと、野竹先生はマウスのしっぽを摘んでは液体にチャポンとマウスを浸し、飼育箱へ戻す作業を

しておられました。「先生、何をしておられるのですか？」と尋ねると、「村田君、マウスの消毒だよ、

消毒液にマウスを浸して清潔にしているんだよ」とのこと。先生は、そのマウスを漬した消毒液を手

にとって舐められ、「この液には菌はいないから舐めても大丈夫なんだ」と説明されるのですが、見

てる私としては、“スゲー！”と“何をするんだ？！”の入り交じった複雑な気持ちでみていた所、「君

は良いところに来た、マウスの消毒を手伝いたまえ」となりまして、先生と二人で100匹以上のたく

さんのマウスの消毒をしたのが、今は良い思い出の一つです。ところで、この時の再試の手応えは覚

えてはいませんが、再試を無事合格させていただきましたのは、このお手伝いが先生に手心を加えて

いただいたのかと…思います。また、先生は前述のように大阪のご出身でありまして、私が学生の時

に、先生より「大阪府およびその近隣の学生も含めて交流を深め、助け合って行くような大阪府人会

なるものを作ってはどうか？。村田君は大阪出身だから取り纏めてみなさい」とのご提案があり、野

竹先生を顧問に大阪府人会が発足しました。これは、同窓会発足前の出来事でした。先生は退職され

てからも府人会に対しての思い入れは強く、毎回出席していただいておりました。また、先生は学生

や教え子と共にいるのが好きで、大好きなお酒を飲みながら皆とワイワイやるのが先生の元気の元に

もなっていたようです。晩年は奥様がご逝去されて後、ややお元気をなくされ、お足もやや不自由で

ありましたが、一昨年は杖を突かれながらも府人会へご出席いただきました。昨年は風邪を引かれた

とのことで初めてご欠席されましたが、今年11月に予定の大阪府人会35周年記念大会にはご出席い

ただけると府人会の皆が楽しみにしておりましたが、たいへん残念でなりません。

　野竹先生は、学生や教え子には厳しい指導をなされましたが、聡明で豪気

な一面があり、また、愛情のある接し方をなされる先生でした。最近の教授

にはない、一昔前の教授の香りを残した先生であったように思います。

　謹んでご冥福をお祈りします。

～追悼～

国立病院機構　東名古屋病院放射線科部長
大阪府人会初代会長　村田　勝人（昭和 53 年卒）
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～追悼～

林（旧姓水谷）秀子さんを偲んで

　水谷秀子さんから一通のお手紙をもらったのは、一昨年の12月の事でした。そこには現在入院して闘病中

である旨書かれていました。

　思いがけない内容に半信半疑のまま連絡を取り、お見舞いに伺った際には、病人とは思えない元気な姿を

見せてくれました。辛い治療を乗り越え、一度は退院となり喜んだのもつかの間、再び入院。そして10月９

日帰らぬ人となってしまいました。

　私と秀子さんの出会いは、もう30年以上前の事となってしまいました。入学当時自宅から電車とバスを乗

り継いで通学していた私は、時刻表の都合でいつも早めに登校していました。人影もまばらな教室には、い

つも必ず秀子さんがいて、静かに読書をしていました。どちらからともなく会話が始まり、次第に仲良くなっ

ていきました。気がつけばいつも一緒で、並んで講義を受け、一緒に昼食をとり、授業後は何時間も喫茶店

でお喋りしたり、映画を観にいったりしていました。彼女は授業態度も非常に真面目で、遅刻や授業中に居

眠りの多かった私は、彼女のノートにどれくらい助けられたかわかりません。私が医師になれたのも、彼女

のノートの御蔭と言っても過言ではありません。

　大学卒業後は、私は当時の第４内科に入局し、その後大学院へと進みましたが、彼女は岐阜大学精神科に

入局。そして郡上の美並病院へと赴任して行きました。それでも夏休みには、沖縄やバリ島に旅行に行き、

将来の事や仕事での悩みなどよく話していました。彼女と話すだけで、悩みや不安も消えていくようでした。

　その後遅まきながらお互いに結婚し、仕事と家庭で忙殺され、会う機会も、長電話する時間も無くなって

しまいました。彼女が関市で精神科のクリニックを開設してからは、更に忙しさが増したように思われました。

　そして一昨年の７月に病に倒れてからも、彼女は常に前向きで冷静さを保ち、辛い治療を受けていました。

でもついに最愛の夫と大事な一粒種の高校２年生になる息子さんを残し、彼女は遠くに逝ってしまいました。

どんなに心残りだったでしょう。

　以前、お互いに子供が独り立ちしたら、また一緒にのんびりと旅行しようと約束して

いたのに、叶わぬ夢となってしまいました。彼女が約束を破ったのはこれが初めてでした。

　常に冷静で優しく、精神科医としても母親としても、そして女性としても素晴らしかっ

た秀子さん。どうぞ安らかに。

　ご冥福を祈ります。

桜ヶ丘病院
長谷川（旧姓森島）朋子（昭和 59 年卒）

  平成 20 年度に開催されたクラス会

～クラス会開催報告～

83ヒポクラテスの小路会 平成20年 5月31日（土）　唐観月

72会  8月30日（土）　名古屋マリオットアソシアホテル

73会 平成21年 3月 7 日（土）　名古屋マリオットアソシアホテル

●クラス会開催助成につきまして

初回は10万円、２～５回までは５万円（総額30万円）の助成があります。

これを利用して久しぶりにクラス会を開催しませんか。

事務局では、名簿の作成・案内の発送等のお手伝いをしております。

幹事の方はお気軽にお問い合わせください。
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 平成 20 年度学術振興事業について 
教育学術委員長　中野　隆

　『学術振興奨励賞』は、“若き熱き研究者のために”

研究経費、海外留学および研修の経費、学会主催に

係る経費などを助成する制度であり、同窓会員の皆

様からの会費で運営されている同窓会の主要事業の

一つです。しかし、前年度まではPR不足のためか、

知名度が低く応募状況は“今一つ”でした。

　平成20年度は、細則を定めると同時にPR活動に

も力を入れ、大学学生課・教務課、図書館、病院管

理課、愛恵会などのご協力により、大学および病院

の随所にポスターを掲示し、学内の同窓生ならびに

学生全員に通知しました。その結果、例年になく多

くの応募があり審査に苦労するという、まさに“嬉

しい悲鳴”でした。厳正に審査した結果、下記の

11名が採択されました。私が助教だった頃は、電

子顕微鏡試料作成用のピンセット1本でさえ研究費

では買ってもらえなかったことを思えば、隔世の感

があります。採択された方には一層の精進を期待す

るとともに、皆様のご支援をお願い致します。

～学術振興奨励賞～

H20年度　学術振興助成金採択者

研究

所　属 氏　名 研 究 テ ー マ

腎蔵膠原病内科 鈴木　啓介 原発性アミロイドーシスにおける血清軽鎖タンパクの解析

研修医　リウマチ科
学生（4学年）

高橋　美裕希
酒井　かおり

関節リウマチ患者における抗CCP抗体と関節障害進展に関する横断的研究

学生（2学年） 浅井　慎平 口腔粘膜の組織学的研究、特に味蕾の分布について

学生（3学年） 北村　文也 医学生の立場からの医学教育学の研究及び成果発表

学生（2学年） 熊澤　佑介 上顎洞粘膜と骨の結合の解析

学生（2学年）
王子　緑蓉
蟹江　信宏

NASH肝ミトコンドリアの変化とNASHステージの関係について

学生（3学年）
足立　真実
浅野　栄水

ネズミ糞線虫の消化管の電子顕微鏡的研究

留学

所　属 氏　名 研 究 テ ー マ

血液内科 今井　敬和 米国 Cornell 大学にて白血病細胞の研究
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　私は膵臓前癌病変（PanIN）の分子病理組織学的解析について、池田洋教授御指導の

もと、研究をさせていただいております。

　大腸など消化管での発癌機構は、たとえば rasなどの癌遺伝子・p53, APCなどの癌抑

制遺伝子の異常として明らかにされています。しかし膵臓癌については、近年その前癌

病変（Pancreatic Intraepithelial Neoplasm: PanIN）がようやく病理組織学的に定義された

状態であり、その発癌にいたる分子機構は十分に解明されていません。

　近年膵臓癌のほぼ全症例でSonic hedgehog（Shh）と呼ばれる分子量約20kDaの分泌型

糖蛋白が過剰発現していることが報告されています。このShhは胎生期の中枢神経、肺、

消化管、膵臓などの臓器形成に重要な役割を果たしている糖タンパクで、多くの癌で過

剰発現し、癌細胞はShh依存性増殖をしていることが報告され、注目を集めています。

　正常膵管上皮細胞からPanINを経て膵臓癌に至る過程での、Shhの発現などの分子異常の詳細は未だ解明

されていません。そこで、愛知医科大学病院で外科的に摘出された担癌膵臓および剖検担癌膵臓のパラフィ

ンブロック標本を用いて、Shh発現とPanINとの関係を免疫組織化学的に検討しました。その結果、正常膵

管上皮細胞にはShh発現は見られませんでした。しかしPanINの異型度を増すにしたがってShh発現量は増

加していきました。また膵臓癌では高度のShh発現が観察されました。以上のことから、正常膵管上皮細胞

からPanINを経て膵臓癌にいたる過程と、Shh発現量が相関してい

ることが明らかになりました。

　また、Shhシグナル伝達に関わる細胞質蛋白SILの発現とPanIN
の関係についても免疫組織学的に検討したところ、PanINの異型度

が増すにつれSILは過剰に発現していました。

　以上から、前癌病変から膵臓癌成立に至る過程においてShhシグ

ナル系の活性化が重要な役割を担っていることが示唆されました。

　平成18年度、19年度に同窓会学術振興助成をいただき、上記研究

を進めさせていただくことができました。この場を借りて御礼申し

上げます。

　私に今年度の研究奨励金の交付をいただき本当にありがとうございました。申請時の研

究計画に従って以下のように研究を進めておりますので現状を報告させていただきます。

　私の研究テーマはヒトの口腔に分布する味蕾についての数値的解析を行うことにより、

その機能を検討することでありますので、まず第一に口腔粘膜の味蕾の顕微鏡切片を作

成することで算定する必要があります。

　今年度の2学年時の肉眼解剖実習はまだ頭部の解剖の段階に入っておりませんので、

昨年度の肉眼解剖実習の際に採取してあった頬粘膜および舌下面の粘膜を使用してパラ

フィン包埋を行い、解剖学講座の実験室のミクロトームを使用させていただいて光学顕

微鏡の標本作成を行っております。

　最初はミクロトームの原理も知りませんでしたし、厚みが5ミクロンの切片を作成することが難しくて満

足な切片を得ることができませんでしたが、研究を始めて3 ヶ月を経た現在では先生方からも「その調子で

進めなさい」と言っていただけるような切片を作成できるようになりました。

　切片作成が進んだ段階で、つぎは染色と検鏡が必要になります。この過程で組織や細胞を読むことが必要

になりますので、2学年の前期までに終えた組織学・組織学実習の知識を改めて復習できることになります。

今から検鏡できるのが楽しみです。

　また、実験の空き時間などには組織学研究の方法論や技術を教えていただいていますので、この研究をきっ

かけに形態学を自由に使える臨床医になりたいと思っております。

　まだ成果と言えるものは具体的に上がっておりませんが、ご指名をいただきましたので以上のように報告

させていただきますとともに、改めてお礼を申し上げます。

米山　亜紀子
（平成16年卒）

受賞者より

浅井　慎平
（2年）
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日　　時：平成 20 年 6 月 14 日㈯　午後 6時～
場　　所：東京第一ホテル錦　3階　ドルチェ

来 賓 者：加藤真司　同窓会会長

　　　　　印牧研吾　南支部長

　　　　　安川龍也　名東・守山支部長

出席者数：20 名

会　　長：石川正彦（Ｓ58年卒）

副 会 長：榊原文彦（Ｓ55年卒）

常任幹事：加藤　仁（Ｓ53年卒）　毛受弘親（Ｓ58年卒）

中村彰良（Ｓ53年卒）　上床　正（Ｓ54年卒）

会計監査：茶谷雅裕（Ｓ54年卒）　間瀬武則（Ｓ56年卒）

幹　　事（書記担当）：野村博彦（Ｓ58年卒）　綾川忠男（Ｓ60年卒）

幹　　事（会計担当）：佐藤之彦（Ｓ61年卒）　山本原嗣（Ｈ 7 年卒）

幹　　事（事 務 局）：竹内一浩（Ｓ62年卒）　小野真顕（Ｓ63年卒）

　石川正彦支部会長の御挨拶に引き続き、加藤真司先生をはじめ

とする来賓の先生方から御挨拶をいただきました。その後は石川

会長が議長をつとめ、前回議事録の承認、平成19年度会計報告と

その承認が行われ、総会は閉会しました。

　総会終了後には、愛知医科大学総合診療科教授の前川正人先生

による特別講演『大学病院での総合診療科の役割』が開催されま

した。総合診療科は、我々が学生や医局員として大学にいた頃に

はなかった科なので、大変興味深く拝聴いたしました。また、前川

先生は愛知医科大学の現状と新病院建設を含めた今後の姿につい

ても言及され、同窓生として母校への思いを新たにいたしました。

　講演会後は懇親会へと席を移しました。乾杯の後、参加者全員

にマイクを回して、近況報告など色々とスピーチしていただきま

した。ワイワイと歓談しながらの楽しい時間はすぐに過ぎ、午後

9時半を回って懇親会はお開きとなりました。

　第9回総会は、平成21年6月13日（土）に開催の予定です。次

回も多数の御参加をお待ちしております。

2．勉強会

　平成20年度の勉強会は、以下のものを開催しました。

1）平成20年9月13日　「機能性ディスペプシアの診療」

　講師：愛知医科大学　消化器内科　教授　春日井邦夫　先生

2）平成20年10月4日　「過敏性腸症候群の診断と治療」

　講師：マリンクリニック　院長　小長谷敏浩　先生

3）平成21年2月7日　「動脈硬化治療に関する新たな知見」

　講師：

　　半田市立半田病院　循環器内科　統括部長　志水清和　先生

今後も同窓生の親睦と勉強の場として、支部会活動を利用してい

ただきたいと思います。

支 部 会 だ よ り
Report

第 8 回

知多支部会 竹 内 一 浩（昭和 62 年卒）

日　　時：平成 20 年 6 月 21 日㈯

場　　所：岡崎ニューグランドホテル

出 席 者：13 名

会　　長：星野　　晃（Ｈ 5年卒）

副 会 長：石川小百合（Ｓ61年卒）

　　　　　若山　英雄（Ｈ 6年卒）

会計監査：中屋敷敦子（Ｈ 6年卒）

会計事務：青柳　武法（Ｈ 8年卒）

　平成 20 年 6 月 21 日㈯に第 13 回愛知県岡崎同郷会総会が岡崎

ニューグランドホテルで開催されました。岡崎で開業されている

先生を中心に卒業生 12 名、在学生 1 名の計 13 名の参加者で行わ

れました。司会進行は、昨年と同様に在学生の恒川佳子さんに担

当していただきました。今年は、役員の改選期であり、田那村収

先生より会長としての最後のご挨拶をして頂いた後、総会参加者

の満場一致で星野晃先生が新しい会長に選出されました。

　乾杯の後は、おいしい食事とお酒をいただきながら参加された

先生方に順次近況報告をしていただきました。最近の医療従事者

の不足、社会保障費の削減といった医療情勢の悪化など暗い話題

が多い中で、医療がいかにあるべきかなどといった大きな話題か

ら芸能や我が子の自慢話まで幅広い話題で大いに盛り上がった懇

親会となりました。

　最後に、今年国家試験に合格され、中京病院に勤務されている

宮地悠江先生より御講演していただく予定だったのですが、ソフ

トの互換性があわずスライドがうまく提示できませんでした。し

かたがないので、先生のパソコンにはいっていた卒業式、謝恩会

などの写真を上映して思い出話を語っていただきました。ほんの

ひと時でしたが気持ちが学生時代に戻ったようで、これはこれで

楽しい講演となりました。講演終了後、国試合格を祝って花束贈

呈があり、総会および懇親会はお開きとなりました。

　愛知県岡崎同郷会は、岡崎にゆかりのある愛知医科大学卒業生

および在学生で構成され、縦横のつながりを強化することによっ

て、地域医療に貢献することを目的に活動しております。実際、

開業などで大きな病院から離れて、経営面も含めて自分で責任を

負うことは不安が一杯なものです。また、在学生も臨床研修医制

度がはじまって、自分で研修先を吟味しなくてはなりません。そ

んな時、この会が色々な情報交換の場となり、1 つでも不安の解

消ができるのではないかと考えております。いろいろお忙しいと

は思いますが、今年参加できなかった先生および学生の皆様には、

来年はこぞって御参加をいただけますようにお待ちいたしており

ます。

　また、来年秋には岡崎で西三河の同窓会支部合同の講演会を予

定いたしております。そちらにも多くの皆様の御参加をお待ちし

ております。（同地区の皆様には追ってご案内状を発送いたしま

す。）

第 13 回

岡崎同郷会 若 山 英 雄（平成６年卒）
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日　　時：平成20年8月10日㈰

場　　所：オリエンタルホテル広島

来 賓 者：加藤　真司　同窓会会長

蓮池　　隆　学生課長

出席者数：10名

会　　長：槇坪　　毅（Ｓ54年卒）

副 会 長：佐藤　隆三（Ｓ54年卒）

事 務 局：金谷　雄生（Ｓ55年卒）河内　　健（Ｓ62年卒）

幹　　事：井上　博幸（Ｓ54年卒）川堀　勝史（Ｓ54年卒）

　　　　　岩崎　昭治（Ｓ58年卒）檜垣　昭光（Ｓ58年卒）

　　　　　山崎　正志（Ｓ60年卒）今井　　徹（Ｓ63年卒）

　　　　　藤谷　　薫（Ｈ 2 年卒）坪井　和彦（Ｈ 6 年卒）

大学幹事：菅村　和彦（Ｓ62年卒）

　平成20年8月10日㈰、「オリエンタルホテル広島」（広
島市）にて第15回愛知医科大学同窓会広島県支部総会
が開催されました。今回は同窓会本部より加藤真司会
長、また、昨年に引き続き入試説明会のため、蓮池学
生課長にもご出席いただき、総勢10名での会となりま

した。
　今回は諸事情により、日曜日夕方からの開催となっ
たため、広島市から遠方の会員や愛知県在住の会員に
は出席し難い状況となり、申し訳ありませんでした。
　また、今年は、西医体が広島大学主幹で行われたため、
参加する選手諸君にも会への出席を呼びかけてみまし
たが、各クラブの広島滞在期間が様々で日程の折り合
いがつかないため、物的協力として「お好み村」の食
事券を送らせていただきました。予算の都合上、全員
には行き渡らなかったと思いますが、有効に活用して
いただけたでしょうか？

第 15 回

広島県支部会 河 内 　 健（昭和 62 年卒）

日　　時：平成20年8月9日㈯　18時～
場　　所：ホテルグランドハイアット　FUKUOKA

2階　コンノート

来 賓 者：加藤　真司　同窓会会長

小出　龍郎　同窓会副会長

蓮池　　隆　学生課長

出席者数：31名

支 部 長：吉本　隆昌（Ｓ53年卒）

副支部長：江本　　精（Ｓ59年卒）

幹　　事：田中　正彦（Ｓ62年卒）

　例年にない猛暑の8月9日、第7回愛知医大九州支部
会が開催されました。
　昨年は、土曜の午後の病棟業務に追われ、支部会が
あった事に気が付いたのは、午後8時を廻った時刻でし
たので、今回の遅刻は許されないと気合いを入れて臨
みました。とは言いつつも、例年、可能な限り参加の

お誘いをしても、忙しい中、受付けにたどり着いて下
さる方はなかなか増えず、とても美味しいスイーツが、
殆ど手付かずの状態で、寂しく感じておりました。
　ところが今回は、受付け開始後も、同級生に声を掛
けられて急遽駆けつけて下さった方々が、お一人、ま
たお一人と増え続け、会の中盤には、予備の椅子も足
りなくなる程の予想を超える皆様にお集まり頂き、例
年のため息は、嬉しい悲鳴に変わりました。
　季節柄、会場には、浴衣を素敵に着こなして下さっ
た方も居て、華やかな演出となりましたし、遠路、同
窓会会長の加藤真司先生をはじめ、本部からも参加を
頂き、PCでのプレゼンテーションにて、目を見張るほ
ど近代化された愛知医大の学内紹介も頂戴し、最後ま
でとても盛況でした。本会がこのように盛況に、第7回
の支部会を無事終える事ができ、本部の皆様には心か
ら御礼を申し上げたいですし、忙しい中に集まって頂
いた支部会の皆様にも、感謝申し上げます。
　最後に、全国の愛知医大卒業生の皆様、各支部会開
催の際には、遅れての参加も大歓迎と思いますので、
お時間の許す限り、どうぞ参加をお願い致します。

第 7回

九州支部会 光 安 智 子（平成５年卒）
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日　　時：平成20年8月23日㈯

場　　所：ウェスティンナゴヤキャッスルホテル

来 賓 者：加藤　真司　同窓会会長

塩見　利明　睡眠医療センター教授

藪下　廣光　産婦人科教授

小出　龍郎　同窓会副会長

出席者数：18名

支 部 長：森　　文美（Ｓ54年卒）

副支部長：鈴木　寛路（Ｓ55年卒）

橋本　晋平（Ｈ59年卒）

会計監事：矢野　弓子（Ｈ54年卒）

監　　事：坪内　　博（Ｈ53年卒）

　平成20年8月23日㈯ウェスティンナゴヤキャッスル

ホテルにて、北支部会（名古屋）設立総会が開催され

ました。

　設立総会には同窓会より加藤真司会長、小出龍郎副

会長に御臨席いただき支部会役員等を選出し、会則の

承認を恙無く終了致しました。

　次に、会長、副会長より愛知医科大学の現況、新病

院建設計画などのお話しを、また同窓会発展の意義、

目的を熱く御挨拶をいただきました。

　そのあと、睡眠医療センター塩見教授より最新の睡

眠科学の触りを拝聴し、産婦人科藪下教授（初代同窓

会会長）より同窓会の経緯や最近の愛知医大生気質等

を拝聴しました。

　母校、愛知医科大学、近郊の名古屋市北区に遅くな

りましたが、同窓会支部会が設立されました。

　医師を取り巻く環境は、現在劇的な変化に直面して

います。医院も病院も大きな改革の波に直面していま

す。同窓生の面々、全国各地での医療活動等、御活躍

のことと思います。

　今回の北支部会設立総会が、名古屋市北区医師会事

業と重なり、出席できなかった先生方、申し訳なく思

います。又、出席されたのに在宅患者の急変で患者宅に、

かけつけた先生もみえました。社会の中堅所で活躍さ

れている愛知医大同窓生に支部会だよりをかりてyellを
送ります。

北支部会（名古屋）

設立総会 森 　 文 美（昭和 54 年卒）

日　　時：平成20年9月20日㈯

場　　所：名鉄トヨタホテル

来 賓 者：稲福　　繁　学長

井上　保介　救命救急科准教授

出席者数：25名

豊田加茂地区同門会　加藤支部長

岡崎同郷会　田那村支部長

西三河南部支部会　山中支部長　

中沢父兄後援会事務長

当地区ご父兄2組参加あり

　9月20日土曜日午後、昨年度に引き続き豊田・加茂

同門会、岡崎同郷会ならびに西三河南部支部会の三支

部合同の広域西三河支部会を開催しました。

　この広域支部会は昨年9月西三河南部支部の幹事の元

初めて行い、その席でやはり初めてこの地のご父兄の

方にも案内を出して若干ながらご参加いただきました。

　今回は9月の飛び石連休の前であり、同窓会の理事会

と重なったことなども原因であったかも知れませんが、

昨年ほどの人数には達しませんでした。また、ご父兄

の参加も2組とやや寂しい状況でしたが、参加された同

窓会の皆さまには久しぶりに旧交を温める良い機会に

なったようです。

　こんな中、特別講演をお引き受けいただいた本学救

命救急科准教授の井上保介先生による「救急医療の現

状とへり救急」には参加者皆が熱心に拝聴され、懇親

会の場においてはご来賓である稲福先生（学長）から、

建設の始まりつつある新病院の件についてもご説明い

ただき意義ある会が持てたと思います。

　次年度は岡崎支部の幹事の下でまたこの同窓会広域

支部会の開催が予定されていますが、今後各地の支部

会が支部の増加に伴い日程調整が難しくなることも想

定され、広域的に支部会を開催してゆくのも一案かと

思う次第です。

第 2回
広域西三河支部会

（第4回西三河南部支部会 兼） 山 中 寛 紀（昭和 53 年卒）
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日　　時：平成20年９月27日㈯

場　　所：名古屋キャッスルプラザホテル

来 賓 者：小出　龍郎　同窓会副会長

長谷川辰雄　昭和・天白・瑞穂・緑支部長

石川　正彦　知多支部会会長

田那村　収　岡崎同郷会会長

前川　正人　総合診療科 教授

出席者数：19名

会　　長：印牧　研吾（Ｓ56年卒）

副 会 長：笠井　啓子（Ｓ57年卒）

藤井　　了（Ｓ58年卒）

会計監査：田中　厚司（Ｓ59年卒）

幹　　事：金　　日成（Ｓ53年卒）

　名古屋市南区・熱田区・港区の同窓生の集

う南支部会も第4回目の総会を開催する事が

出来ました。引き続き行われた特別講演では、

愛知医科大学に新設された総合診療科教授で

ある前川正人先生にお願いし “大学病院にお

ける総合診療科の役割と高血圧のプライマ

リ・ケア

ただき、

ました。

　懇親会

後の同窓

支部幹事

しく語り

石川先生

員の近況

の発声で

第 4回

南(名古屋)支部総会 印 牧 研 吾（昭和 56 年卒）

日　　時：平成20年10月25日㈯

場　　所：犀楽

来 賓 者：加藤　真司　同窓会会長夫妻

出席者数：6名

会　　長：円山　寛人（Ｓ55年卒）

副 会 長：武藤　　寛（Ｓ55年卒）

松　　智彦（Ｓ61年卒）

幹　　事：畷　　宗久（Ｈ 3年卒）

古谷　　博（Ｈ 3年卒）

会計監事：飛田　研二（Ｓ63年卒）

小西　一典（Ｈ10年卒）　　

　平成20年10月25日、第4回愛知医科大学同窓会北陸

3県支部会総会が犀楽（金沢市）で開催された。北陸3

県支部会は北陸3県（福井、石川、富山）の合同支部会

として設立され、今回で4回目を向かえる。今回はご多

忙の中、加藤真司同窓会会長をお招きし、開催した。

総会参加者は会員4名と昨年よりかなり減りさみしい会

となったが、親睦が深まっており今後の会に期待がか

かる。

　今回の懇親会はいつもと趣をかえ篠笛と癒し（金沢）

と言うことでビンテージのワインをかたむけながら犀

川縁で至福のひと時をすごす事ができた。二次会にお

いても金

てもらい

た。懇親

だき懐か

いた。

　次回、

日㈯夜の

ろな企画

をお待ち

　最後に

たり、本

案内状発

ました。

第 4回

北陸 3県支部会

総会・懇親会
古 谷 　 博（平成 3年卒）
”と題して、新しい医療について講演してい

また、新病院建設の概要説明もしていただき

では、小出龍郎同窓会副会長の挨拶の中で今

会活動の重要性に関して話があり、続いて我

 金日成先生の乾杯の発声後、食べて呑んで楽

合う会が始まりました。来賓の長谷川先生、

、田那村先生からもお言葉を頂き、参加者全

報告のスピーチそして記念撮影の後、金先生

円陣組んで志気上げして終わりとなりました。

沢が満載であり心地よい夢心地の世界へ導い

なかなか味わえない空間に出会うことができ

会には加藤真司同窓会会長夫妻にも来ていた

しい話にも華がさき場を和やかにしていただ

第5回北陸3県支部会総会は平成21年10月24

部を予定することにしました。次回もいろい

、設定も考えております。是非、多数の参加

しております。

なりましたが、第4回北陸支部会総会開催にあ

部事務局の方、諸先生方には名簿作成および

送等とご支援いただき誠にありがとうござい

今後ともよろしくお願いします。
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日　　時：平成20年11月29日㈯　午後6時～
場　　所：大阪第一ホテル（マルビル）

来 賓 者：加藤　真司　同窓会会長

岡田　　忠　同窓会顧問

出席者数：35名

会　　長：長尾喜一郎（Ｓ60年卒）

副 会 長：西本　光廣（Ｓ56年卒）

坂本　平守（Ｓ60年卒）

福森　達郎（Ｈ 6年卒）

　平成20年11月29日㈯、大阪第一ホテルにて大

阪府人会を開催致しました。ご来賓として同窓会

長加藤真司先生、顧問である岡田忠先生にお越し

頂き、お言葉をいただきました。大阪府人会は

1975年に初代会長 村田勝人先生の多大なるご尽

力により設立されました。その後2代目津田信幸

先生が引き継がれ、現在に至ります。今回の総会

において、次期会長を昭和62年卒 大山哲先生に

御願いすることとなりました。昨年は、産婦人科

教授 若槻明彦先生のご講演を賜りましたが、今

回は、参加された先生方の近況や日々感じている

ことを紹介していただきました。同じ学舎で学ん

だ同窓であり、年代を飛び越えても共有しあえる何か

があると感じました。懇親会では初代会長 村田勝人先

生から府人会への思いが語られ、今後も同窓にとって

意義のある会とならなければならないと感じました。

来年度から次期会長の大山哲先生をどうかよろしく御

願いしたいと思います。

大山先生のコメント

　4代目大阪府人会会長を務めさせて頂く事になった昭

和62年卒 大山 哲です。 大学卒業後、地元大阪に戻り

母校に何の貢献も出来ていない事を恥ずかしく感じて

おります。参加すれば楽しく、何か得るモノがある様

な 大阪府人会を目指しておりますので、勤務医・開業

医を問わず会員皆様の 御協力をお願いします。

第 23 回

大阪府人会 長尾喜一郎（昭和 60 年卒）

日　　時：平成20年12月6日㈯　午後8時～
場　　所：LA・PAIX
来 賓 者：加藤　真司　同窓会会長

池田　　洋　同窓会監事

出席者数：5名

会　　長：木村　　博（Ｓ53年卒）

副 会 長：本多　正久（Ｓ55年卒）

監　　事：小山　　純（Ｓ59年卒）

　12月6日に行われた東北支部会の様子を御報告しま

す。 
　当日は本学同窓会から加藤会長、池田教授をお迎え

して仙台市にあるフレンチの店ラ・ペで行われました。

参加人員は東北支部会会長である木村　博先生、簡野

先生、そして私、本多と少数でしたが、アットホーム

な雰囲気で30年前に戻り、和やかで楽しい時間が美味

しい宮城の幸とすばらしいワインの香りとともに流れ、

久しぶりのくつろぎを感じることが出来ました。 
　幹事もすっかりくつろいでしまったため、写真を撮

ることも忘れてしまいましたこと御容赦くださいませ。 

東北支部会
本 多 正 久（昭和 53 年卒）

●平成 21 年支部会〈予定〉

4 月 25 日（土）　千種支部会 萬鳥商店

6 月 13 日（土）　知多支部会

6 月 20 日（土）　中川・中村（名古屋）設立総会 サンルートプラザ名古屋

6 月 27 日（土）　昭和・天白・瑞穂・緑支部会

7 月 11 日（土）　岐阜支部会 岐阜都ホテル

10 月 24 日（土）　北陸 3県支部会



16………

日　　時：平成21年２月７日㈯

場　　所：山口市　湯田温泉　割烹　「ひさご」

来 賓 者：小出　龍郎　同窓会副会長

出席者数：９名（参加者名：下記；敬称略）

会　　長：名和田　浩（Ｓ53年卒）

事 務 局：小倉　　寛（Ｈ 3年卒）

会　　員：天野　秀雄（Ｓ53年卒）

　　　　　宇野　道彦（Ｓ60年卒）

　　　　　周防　　拡（Ｓ60年卒）　

　　　　　相川　文仁（Ｓ61年卒）

　　　　　吉村　　晃（Ｈ 5年卒）

　　　　　吉田　研三（Ｈ18年卒）

　平成21年２月７日（土）、山口市にて第8回山口県支

部会「きらら会」を小出同窓会副会長を来賓に迎え開

催したこと報告いたします。

　今回は前年度と同様、山口市湯田温泉で開催となり

ました。

　ここ最近、参加者も減少し、顔ぶれも固定しており

平均年齢もあがってきましたが、新たにＨ18年卒の吉

田　研三先生に参加していただき、楽しく活気ある会

となりました。

　このきらら会は、毎年肩肘張らずフランクな会であ

り、まだお酒も入らないうちから話も盛り上がり、乾

杯後の近況報告では野次の飛び交う中、日常診療での

愚痴や苦労話を共有しました。気づけば、殆どが開業

医の先生でした。

　その後は、お酒が入り日ごろでは聞くことのできな

いような、先輩方の学生時代の思い出話を聞き、楽し

い時間を過ごさせてもらいました。

　最後になりましたが、新たに山口県に帰ってこられ

た先生方には今後積極的な参加を期待しています

第 8回

山口県支部

「きらら会」　
吉 村 　 晃（平成 5年卒）

日　　時：平成21年２月21日㈯

場　　所：千種メルパルク

来 賓 者：丹羽　滋郎　整形外科名誉教授

　　　　　稲福　　繁　学長

　　　　　伊藤　隆之　病院長

　　　　　加藤　真司　同窓会会長

　　　　　藪下　廣光　同窓会副会長

　　　　　小出　龍郎　同窓会副会長

　　　　　森　　文美　北支部長

　　　　　長谷川辰雄　昭和・天白・瑞穂・緑支部長

　　　　　具志堅　勉　千種支部長

出席者数：33名

支 部 長：安川　龍也（Ｈ 3年卒）

会計監事：高島みすず（Ｓ61年卒）

幹　　事：水谷　　聡（Ｓ57年卒）

箭頭　正倫（Ｈ 3年卒）

住田　秀介（Ｈ 4年卒）

　第４回名東守山支部会は平成21年２月21日（土曜日）

千種メルパルクにて開催されました。支部会総会では

会計報告ならびに役員の承認がなされました。

　懇親会に先立ち、本学整形外科名誉教授の丹羽滋郎

先生から、『 マジック体操　─腰痛、肩こり　さような

ら─』というテーマで御講演を賜りまして、出席者全

員大変興味深く拝聴させていただきました。また、講

演にちなんだ著書を全員にプレゼントしていただき、

温かい心づかい本当にありがとうございました。この

場をお借りし御礼申し上げます。

　懇親会では稲福　繁学長から近況報告・新病院の説

明をいただき、愛知医大同窓会には初めて参加してい

ただいた伊藤　隆之病院長からも同窓会へ激励のお挨

拶を賜りました。

　今回もゴルフ部の学生13名に参加していただき総勢

33名の会となりました。卒年・年代など関係なく談笑・

会話が弾み、終始和やかな雰囲気の中　閉会となりま

した。

　支部会設立が各地で広がってきておりますが、当支

部会は地元でもあり本学病院との関係も深い立場にあ

ると思います。同窓会が今後どのような方向性を持つ

べきか、皆様のご意見・ご支援が必要かと感じており

ます。来年も恐らく２月に支部会を予定するつもりで

す。同窓生の皆さんの御参加お待ちしております。

第 4回

名東守山支部会 古 谷 　 博（平成 3年卒）
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　第35回医大祭は10月16日に行われた水泳大会を前夜祭と

して、10月31日から11月2日まで開かれました。たった3日

間の医大祭ですが、僕らは何がしたいのか何ができるのかを

考えて、話し合い「夢」というテーマに辿りつきました。未

来を明るく、充実した今を過ごし、思い出という過去を作っ

ていく。そして、それはこの3日間だけでなく毎日僕らが生き

ていく中で大切にされるべきことではないかと考えました。

そんな夢のある楽しい学園祭を目指し、僕らは日々準備を進

めてきました。今年のチャリティーは、子供達に夢と未来を与えたいという考えで小児ガンに目を向けました。また、

医大祭は模擬店の出店や水泳大会の参加などが部活単位での活動が主となっているので、さらにそれを盛り上げるた

めに医大祭全体を通して部活対抗でポイントを争うという企画も行いました。そんなさまざまな企画をねったり、準

備したりと大変忙しい日々が続きました。実行委員数人で集まって、夜遅くまで話し合ったこともありました。でも、

忙しくもそんな日々はとても楽しくて、皆がどうしたら喜んでくれて楽しんでくれるかを考えて、ワクワクしながら

準備を進めてきました。やり忘れたことはないかと不安になりながらも医大祭当日を迎えました。以下に3日間の様

子を報告させていただきます。

第 35 回医大祭に寄せて

　医大祭を終えて正直やっと終わったという開放感よりも、終わってしまったという寂しさが強かったです。それだ

け3日間本当に楽しくて充実した日々を過ごせました。実は、医大祭直前に僕が体調を崩してしまいました。なんと

か気持ちで頑張って準備を進めていましたが、それを見かねた仲間に強制的に医務室で寝かせられました。結局医務

室にいる間も絶え間なく連絡が来たのであまり休めませんでしたが、みんなの優しさと自分の役割の重要さをあらた

めて感じました。また、医師になったらこれ以上に忙しい日々が来るだろうと考えもしました。この間に、自分の代

わりに仕事をしてくれている仲間に甘えてしまっては、将来の自分のためにならないのではないかと思い、すぐ医務

室をでてまた頑張ることができました。今思うと熱のせいで考えが少し飛躍しすぎたのではないかと思いますが、そ

れでまた成長があったのも確かです。僕が実行委員長として過ごした日々は、僕の人生において素晴らしい宝となり

ました。本当に仲間に恵まれていたと思います。この短期間で今まであまり関わったことない子とも仲良くなれまし

た。同じメンバーでなら、また学園祭を開きたいとすら思います。本当に、楽しかった。この医大祭に関わった方に

も「楽しかった」と言ってもらえれば、僕らにとってそれに勝る喜びはありません。少なくとも僕は、目指していた

夢のある楽しい学園祭を過ごせたと思います。

　最後になりましたが同窓会の皆様には毎年多大な御協力を賜っております。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

　ついに迎えた医大祭初

日は、不安だった雨とい

う天気予報も見事に外れ、

模擬店、看護企画による

体験コーナー、テニス大会、サッカー

大会予選、学生イベント、野外ライ

ブなど予定通りに行うことが出来ま

した。そして、夜まで盛り上がりな

がらも驚くほどあっという間に終わ

りました。

1日目
10/31

　今日で終わってしまうと

いう寂しさと今日が一番盛

り上がるに違いないという

期待感で、最終日を迎えま

した。朝6時からリサイクルマーケッ

トの準備をして、特別企画のキャベツ

販売、献血、病院イベント、模擬病院、

防災講演会、サッカー大会決勝戦、軽

音楽ライブ、キャンドル作り、ビンゴ

大会、芸大会と本当に目の回るような

忙しさでした。300個用意した小児ガ

ンのチャリティーグッズは午前中に完

売してしまいました。実行委員は最後

の最後まで走り回り、模擬店も「最後

だから許せ」と言わんばかりの激しい

盛り上がりを見せて医大祭は終了しま

した。

3日目
11/2

　さらに天気がよく

なった2日目はYOUさ

んによる講演会では会

場の30分前から長蛇の

列ができるほど多くの一般の方を

集め、学内展示の模擬病院も順番

待ちの方であふれていました。他

にラグビー学祭戦、ソフトボール

大会、模擬店、学生イベント、野

外ライブ、職員の方も参加された

3on3大会などが行われ初日以上の

盛り上がりを見せてくれました。

2日目
11/1

実行委員長　笹生和宏
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夢を与えるということ 
愛知医大同窓会　会長

加藤　真司（昭和53年卒）

　このたびは、第35回　愛知医大祭開催おめでと

うございます。

　実行委員長の笹生君から、「テーマは、「夢」です。

その中でも、医師として患者さんに夢を与えること

はできないでしょうか？」という素晴らしいコンセ

プトを伺いました。先輩として日頃の診療の体験か

ら、「夢を与えること」について述べたいと思います。 

　私は昭和53年に母校を卒業し医師となって30年

目を迎え、この間、胸部外科医として千人以上の患

者さんに肺の手術をしてきました。手術をする時に

は、事前に必ず患者さんに説明をして了解を得るわ

けですが、患者さんが外科医を訪れ

るまでの間にはさまざまな心の葛藤

があります。すなわち、まず病気に

なった現実に失望し、できれば手術

など受けたくない、と思い、しかし

病気を治すためにはやむを得ない、

そして、手術で病気が治るかもしれ

ない、というように、失意の底から

治癒という希望を見出しつつ外科医

を訪れるのです。とくに肺癌の患者

さんでは、なおさらです。外科医と

の初対面、これこそが外科医の正念

場なのであります。 

　しばしば医師は、病気ばかり診て人間を見ていな

いとか、患者さんへの説明不足が批判されています。

術前の説明書もマニュアル化され、印刷された説明

文には多くの合併症が記載されていますが、「大丈

夫」とか「希望」という前向きの言葉は決して書い

てありません。話すことも合併症のことばかりです。 

　その一因として従来の医学部では疾病学しか教え

てこなかったこと、人体を臓器のパーツに分けて捉

えていた、そして医療訴訟の増加という背景があり

ます。

　さて、ここで私が駆け出しの外科医だった頃の体

験談を紹介します。ある日、術前の説明の中で例の

合併症の話を長々としていたら、突然、患者さんの

ご主人が立ち上がりました。ご主人は「ようやく家

内は手術を決心したというのに先生はその決心を迷

わせるおつもりですか？合併症があるからといっ

て、私たちはどうすればいいのですか？」と言われ

ました。また別の患者さんは、「むつかしい事を説

明されても私にはわかりません。唯一言、先生から

大丈夫と言ってもらえればいいのです。 

　私は考え込んでしまいました。近年、医療は合理

主義の米国でビジネスとして発展してきました。何

か忘れていないか？そして、こう確

信しました。医療は奉仕業ではなかっ

たか？それ以来、私は病気の説明の

場において、手術で病気が治る可能

性があるという「夢」を与えようと

決心しました。患者さんに希望を持っ

てもらって手術室へ送り出すことが

外科医にとってもう一つの重要な仕

事なのです。勿論、このことは全科

に共通することでもあります。オペ

のない科では検査がオペに相当する

でしょう。とくに大学病院では検査

はつきものです。しかし患者さんにとって検査で治

るわけではありません。もうひとつエピソードを紹

介します。私がなじみにしていた自転車屋さんの娘

が貧血と診断されて愛知医大に搬送されました。検

査のため採血されるのを見た父親は、怒ってこう言

いました。「なぜ、貧血の娘から、さらに血を取る

のか？」無論、説明は可能です。しかし、ここには

歴然とした患者さんの論理が存在するのです。 

　感傷的かつ説教じみた挨拶になってしまいました

が、これから医師をめざす諸君に、患者さんに夢を

与える職業である、という言葉を改めて贈りたいと

思います。
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　愛知医科大学スキー部設立35周年記念

のスキー部OB会が、名古屋観光ホテルに

て7月5日㈯に開催されました。

　愛知医科大学スキー部も設立35周年の

節目を迎えましたので、スキー部設立の経

緯について記憶をたどってみました。

　1972年、愛知医大に1回生（72生）143

名が入学しました。この72生の中で、島

田達也君（長野市で開業）が中心となりス

キー同好会が設立されました。当時の体育学教授

であった八木菊夫先生のサポートをうけ、冬休み

に野沢温泉で初合宿がおこなわれました。

　翌年、2回生の近藤三隆君（大雄会病院外科部

長）、大庭忠弘君（佐賀県呼子で開業）の両名が

加わり、同好会から部に昇格し、戸狩温泉スキー

場でおこなわれた西医体に参加しました。初参加

の為、当初は滑降競技には不参加の予定でしたが、

現地入りしてから、急きょ滑降競技にも参加する

事になり、あわてて飯山市までヘルメットを購入

しに行った事を記憶しています。

　ほとんどの部員が競技スキー未経験者の為、

最初の合宿では、ポールのセッティングにも苦

労するような状態でしたが、夜になると皆元気

になり、雪に覆われた田んぼで水泳大会 (？)が
毎晩開催されました。

　その後、ノルディック選手が必要になり、体力

のあるサッカー部の山中寛紀君（碧南市で開業、

父兄会会長）を引き釣り込んだりしながら、3回生、

4回生が入部し、紆余曲折を経ながら、少しずつ

スキー部らしくなっていきました。　　

　この後の経緯、及びOB会の報告は、現OB会

長の池内先生に述べて頂きます。　

日時：平成 20 年 7 月 5 日㈯

場所：名古屋観光ホテル

愛知医科大学スキー部 OB 会（スキー部設立 35 周年記念）　　　  近田　研（72 生　昭和 53 年卒）

● OB会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池内　克彦 （昭和 57年卒）

　毎年7月の第1土曜日にスキー部OB会の開催

が恒例になっています。OB諸先生方と共に、現

役学生部員さんたちにも出席いただいています。

本年度はスキー部設立35周年の節目を迎える記念

の会となりました。OB会協議、会計報告の後、

懇親会へとすすみ、みなさんから懐かしい思い出

話や現在のご活躍ぶりを拝聴し、学生さんからは

西医体や東海医科学生大会などでの成績報告があ

り、1回生の近田研先生からスキー部誕生の秘話

や、現在スキー部顧問の精神科の鈴木滋教授（昭

和59年卒、スキー部OB）の祝辞に続き、締めは

2回生の大庭忠弘先生の一本締めで宴は閉会とな

りました。

　本当は雪の上でお会いしたいのですが、みなさ

ん多忙にてなかなか実現できず、夏のシーズンオ

フに行っています。今後もますますこの会が成長

し、発展していくことを願っています。
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FRACGP(Fellowship of  The Royal Australian  
College of  General Practitioners) 
　みなさんにはまだ夢がありますか？　医療現場

の第一線で精一杯働いて患者さんを助ける夢、医

師博士号を取る夢、開業して地域医療に貢献する

夢、大学に残って、教育育成に、研究に携わる夢

など、私もオーストラリアに移住するまではこのよ

うな夢をもっていました。しかし私はこれと全く違

う夢をオーストラリアで見つけてしまったのです。

オーストラリアでGP (General Practitioner)になり

たい。 
　なんの制約もなしにオーストラリアのドクター

と同じ資格を持って、地域の人を、オーストラリ

アに住んでいる日本

人の病気を治す手助

けをしたい。そして晴

れて去年、The Royal 
Australian College of  
General Practitioners
よりFellowshipを取得

し、GP の specialist と
してなんのsuperviseも
なしに自分でどこでも

GPとして働けるよう

になりました。 
　GPは日本で言う“家庭医”です。診療科目に

関わらず、新生児から終末期医療まで、浅く広い

医学知識が求められます。日本にはまだあまり見

られないドクターです。オーストラリアの人はま

ずGPにかかって、GPが適切な診断をし、軽い病

気ならが面倒をみ、もし必要なら適切なspecialist
に紹介します。病気の早期発見と、予防医療、患

者さんへの病気に対する教育など地域医療に深く

関わっています。GPのなかでは一つの家族の何

代にもわたって面倒を見ているドクターもいます。 
　幸いオーストラリアには海外から移住してきた

ドクター（International Medical Graduates: IMG)
に対して門戸を開いていたので、私はそのシステ

ムに乗っ取って、難しい試験を何回も失敗しなが

らクリアーして行きました。日本人のIMGは多分

私を入れて二人くらいしかいなかったと思います。 
　病院でresidentとして再び修行の日々を送るこ

ともありましたし、その間に二人の娘を妊娠出産

するという経験もしました。しかし何回失敗して

も決してあきらめなかったし、一度もあきらめよう

とも思わなかった。多分私は患者さんを見て、診

断し、治療をするということが好きだからと思いま

す。そして母校で学んだ知識とスキルは十分この

国の臨床に通用するもので、あきらめるには勿体

なかったのも事実でした。勿論夫、娘たち、そし

て周囲の人たちの協力がなければここまでこられ

ませんでした。 
　そして同じ境遇の

ドクターたち、中国、

イギリス、アイルラン

ド、中近東、南アフ

リカ、インドなど、様々

な国から移住してき

たドクターたちと情報

を交換し合い、励ま

し合いながら、勉強

し合ったのも貴重な

経験でした。

　このFellowshipは過去のイギリスの同盟国の名

残で、イギリス、香港、インド、カナダ、南アフ

リカでも通用します。GPとしてこれらの国でも働

くことができます。実際、若いドクターたちは海

外に出てトレーニングし、実績を積んでspecialist
になってゆきます。 
　グローバル化が言われる中、特に若いドクター

たちには大海原に出て行くことも将来の夢の一つ

に入れてくれることを望んでいます。 
　私は今 Brisbaneの小さなクリニックで毎日患者

さんをみています。日本人の患者さんもみえます。

毎日が勉強です。将来はGPとIMGの教育育成に

携わり、私の経験を伝えていきたいと思います。

海外在住者（オーストラリアより）　　　　　　　　　　 小林　孝子　（旧姓　渡辺） （昭和 61 年卒）
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６年生のみなさんへの陣中見舞い
あったかいね　同窓会

　昨年10月末、卒業試験を間近に控え、日夜勉強に励ん

でいる6年生のみなさんに同窓会から「大判ブランケット」

を贈りました。

　事務局に受け取りに来られた方からは、「ヤッター！嬉

しい。」「助かります。」「試験頑張ります。」など喜びと感

謝の言葉がたくさん聞かれました。

　同窓会の温かさ・同窓生の繋がりを感じていただけたと

思います。

～ 6年生へ～

うれしい♥

迷っちゃう

すごい！どれにしよう
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E s s a y

　‘東西冷戦’－アメリカ合衆国の軍備が対ソビエト連邦（現ロシア連邦）ではなく対テロリストに向

く今日、この言葉はもはや死語になった。第二次世界大戦終結から1980年代まで、東側諸国（ソ連が

支配する共産主義体制下の東欧諸国やキューバ）と西側諸国（アメリカの傘下にあった西欧諸国や日

本）との間は、軍事的にも緊迫した状況にあった。私は、学生時代および卒業直後を‘東西冷戦’の

真只中で過ごしたことになる。ソ連の領空を侵犯した大韓航空の旅客機が、ソ連の戦闘機に撃墜され

た時代である。ドイツは共産主義のドイツ民主共和国（東ドイツ）と資本主義のドイツ連邦共和国（西

ドイツ）に分割され、とくに東西ベルリンを分断する‘ベルリンの壁’では、西側諸国へ亡命しよう

とした多くの東ドイツ国民の血が流された。現在で言えば、北朝鮮からの脱北者が豆満江（鴨緑江）

を越えて中国に亡命しようとして射殺されるようなものである。

　このような時代に、私はしばしば東欧諸国を旅した。その目的は、蒸気機関車を撮影することであ

る。ドイツ型の蒸気機関車は‘機械美の精緻’と称えられ、私の好みであるが、当時既に西ドイツで

はその姿を消していた。東ドイツには未だ多くの蒸気機関車が生き残っていることは想像されたが、

軍事的にも重要な鉄道に関する情報が西側諸国に伝わることはなく、ましてやインターネットの時代

でもない。そんな中、欧米の鉄道ファンによるレポートが英国の鉄道趣味誌に掲載されるようになり、

また私が初回訪問時に知り合った現地の鉄道ファンからの手紙によって、いくらかの情報を得ること

が出来るようになった。これらの情報を頼りに、北はバルト海沿岸から南はチェコスロバキアとの国

境線まで、蒸気機関車を求めて旅したのである。西側諸国からの旅行者は、一般のホテルに宿泊する

ことは許されず、大都市にある外国人専用ホテルを利用しなければならない。四六時中監視されてい

るような気分がしたものである。また、東ベルリンから国際列車で西ドイツに戻る際は、銃を担いだ

兵隊が監視する中、大型犬のドーベルマンを連れた軍人が列車の床下に隠れている者がいないかどう

かを検査し、その後にようやく乗車が許された。緊張の一瞬であった。

　今回は、1981 ～ 1982年冬のSangerhausen ～ Blankenheim間の峠越えをご紹介したい。この頃、東

ドイツの隣国ポーランドでは労働者による民主化闘争の嵐が激しく吹き荒れていた。支配下の東欧諸

東西冷戦下の東欧紀行 愛知医科大学医学部解剖学講座　中野　隆（昭和 56 年卒）

本務機
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国に風穴を開けられることを警戒したソ連は、ポーランドと自国および東ドイツとの国境線にワルシャ

ワ条約軍の戦車を配置して、いつでも軍事介入できる体制を整えていた。私の滞在中に戦争が始まっ

てもおかしくはない一触即発の状況にあった。では、‘Blankenheim’と題した私のアルバムを久々に

紐解いてみよう。『』内の記述は、そのアルバムからの転載である。『まだ眠りの底にあるErfurtの街

を後に、列車は闇をついてひた走り、Sangerhausenに到着した。20分停車ののち、ようやく東の空が

白み始めた8時08分Sangerhausen発車。街並みが途切れる頃から、しだいに機関車の息づかいが荒く

なり、大きく左にカーブした築堤を越しRiestedtを過ぎると、いよいよ本格的な急勾配が始まる。山

が迫り、線路は右に左に曲がりくねり、機関車はいっそう激しくあえぐ。やがてSangerhausenからの

道路が川の対岸に再び現れると、Blankenheimの場内である。』長大編成の貨物列車は、列車の先頭で

牽引する｢本務機｣と最後尾から推進する｢後部補機｣の2台の蒸気機関車が力を合わせて、急勾配に

挑む。貨物列車は峠の頂に位置するBlankenheimに停車することはなく、｢後部補機｣はここで走行中

に解放される。近くに人家はない。Erfurt駅で‘nach Blankenheim’と言って切符を求めたとき、駅

員が‘Blankenheim!’と驚きの声を挙げたものである。この辺りは緯度が高いため、冬は太陽が手の

届きそうな低い位置にある。ホテルから持参した瓶入りのミネラルウォーターは、バッグの中で凍り

付いていた！ Sangerhausenを発車する蒸気機関車の汽笛が山間にこだまする。轟音が次第に迫り、待

つこと20数分、ついに噴煙が白銀に輝く林の間に舞い上がる。交感神経系が緊張する一瞬である。『日

中も氷点下であった気温は、陽がかげるとますます下がり、辺りは凍てついた大気に包まれる。ドラ

フトは静寂と寒気を割り裂かんばかりに勾配線に響き、煙は吐き出されたままの形で大気の中に横た

わる。』

　最近、｢世界の車窓｣や｢世界SL紀行｣など海外の鉄道を紹介するテレビ番組が数多く放映され、そ

の中にドイツで今も鉄道ファンや観光客向けに動態保存されている蒸気機関車の姿が映し出される。

知人から｢またドイツに行ってみたいでしょ？ ｣とよく聞かれるが、私の答えは｢いや｣である。現役

時代の輝く機関車と現在の美しく磨き上げられた厚化粧の機関車は、違うのである。かつての憧れの

人は、いつまでも瞼に焼き付いた姿のままであって欲しい。厚化粧の姿は見なくても良い。そんなも

のである。そう言えば、ドイツ語で蒸気機関車を意味するDampfl okは女性名詞である。

後部補機
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　2008 年 5 月 12 目 14 時 28 分、中国四川省で M7.8の大地震が発生しました。JICA（国際協力機構）

によれば、死者は約 69,227 人、負傷者数は 374,643 人、行方不明者は 17,923 人にも及んでいます。

この大災害に対して、私たちに何かできる事はないかという想いから、本ボランティアグループが発

足し、募金を中心に活動をしてきました。学生、病院スタッフの方などにより募金していただいた総

額は 406,637 円に達しました。この場を借りましてお礼申し上げます ｡ 本当に有難うございました。

募金は現地の医療の中心的役割を担っています西川大学華西病院（病床数 4300 床）で有効に使って

頂く予定です。

　中国西川省大地震の被災者への支援を引き続きお願いしています ｡ 下記の方法にて承っておりま

す。

＜募金振込先＞金融機関名：ゆうちょ銀行　記号番号：12150-17752751　氏名：ウスイ　チヅ

『中国四川省大地震災害における愛知医科大学
ボランティアグループ』より御報告いたします。

ご寄付に感謝いたします。
平成 20 年度学生クラブ支援プログラムにおいて、残念ながら選に漏れてしまいましたクラブにご寄

付をいただきました。

ここにお名前をご紹介させていただき、御礼申し上げます。

〈ご寄付をいただいた方〉

　  竹内　一浩 様
　  長谷川辰雄 様
　  箭頭　正倫 様
　  箭頭真理子 様
　  山中　寛紀 様
　　 　  （50 音順）

学生責任者

医６　佐野　正浩　看３　船戸　理恵

〈平成 20 年　クラブ支援〉
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浅　井　敬　子

浅　井　富　成

麻　木　俊　宏

安　藤　　　寛

池　田　ゆうき

石　井　良　和

石　田　一　成

石　田　久美子

磯　野　倫　夫

市　川　　　慶

伊　藤　亜紀子

伊　藤　博　子

稲　森　晋　平

犬　飼　　　崇

犬　飼　千　景

井　上　匡　央

井　上　洋　子

今　井　　　香

今　井　敬　和

岩　倉　賢　也

上　田　　　翔

生　方　綾　史

遠　藤　新　作

大　石　秀　和

岡　田　博　子

岡　村　奈津子

垣　花　将　史

梶　野　健太郎

片　野　拓　哉

加　藤　晴　通

加　藤　牧　子

加　藤　正　仁

蟹　江　健　介

菊　池　広　子

金　原　春　樹

楠　　　正　恵

向　田　善　之

後　藤　明　美

小　柴　京　子

小　西　健　一

小　林　　　聡

斉之平　真　弓

佐々木　　　綾

佐　藤　浩　明

佐　藤　雄　紀

椎　名　啓　介

上　甲　眞　宏

杉　田　美和子

杉　山　忠　光

鈴　木　景　子

膳　所　明　穂

宋　　　毓　彬

瀧　　　知　弘

竹　内　昭　裕

田　中　優　子

田　村　健太郎

柘　植　勇　人

壺　井　芳　子

時　田　裕　介

十　倉　佳　史

富　永　隆　史

永　井　章　子

長　井　　　優

那須野　寛　也

並　木　祥　代

西　川　智　子

西　本　昌　司

丹　羽　充　彦

原　田　昌　俊

比　嘉　健　就

飛　田　研　二

平　井　真　吾

廣　瀬　麻衣子

深　井　泰　守

福　岡　慶　子

藤　田　計　行

藤　本　拓　也

藤　原　千　子

保　條　説　彦

益　原　健　太

町　田　英　之

松　岡　尚　久

松　隈　義　則

松　永　理　香

三　木　靖　雄

水　野　昌　平

宮　川　嘉　真

毛　利　有佳子

諸　江　健　二

山　田　博　彦

山　本　裕　崇

山　本　瑞　希

吉　村　　　晃

龍　　　雅　峰

若　山　忠　士

早稲田　祐　也

渡　壁　恭　子

（50音順敬称略）

ご協力ありがとうございました
　平成 20 年度の卒業者を迎え、会員数は 3,090 名を数えるまでになり、益々同窓会活動の重要性が

増してきております。この同窓会運営もひとえに会員の皆様方の暖かいご理解、ご支援頂いた会費収

入よりなる資金で成りたっております。

　ここに、この 1 年間にご支援いただきました方々のお名前（敬称を略させて頂いております事お許

しください）を掲載させて頂き、改めて御礼申し上げる次第です。

　今後とも、皆様の暖かいご理解、ご支援を頂きますよう重ねてお願い申し上げますと共に、皆様の

益々のご活躍をお祈り致します。

終身会費を納入された方々（分割納入を申請された方々を含む）
（平成 19 年 11 月～平成 20 年 12 月末日迄）

同窓会会費納入につきまして
〈振り込み金額〉

15 万円（終身会費一括納入の場合）

〈振込み先〉

1）郵便局の同窓会口座へ直接お振込み（振込手数料は会員様ご負担）

　　　　振込先：記号　12190　　番号　84756351

　　　　　　　　愛知医科大学同窓会　会費口　　

2）銀行の同窓会口座へ直接お振込み　（振込手数料は会員様ご負担）

　　　　振込先：瀬戸信用金庫　本店営業部

　　　　　　　　普通　0634849　　　　　　

　　　　　　　　愛知医科大学同窓会　代表　加藤真司　

※ＡＴＭでお振込いただく場合…氏名の前に必ず同窓会会員番号（会報をお届けしました封筒の氏名

下に記載されている番号）をご入力ください。

ご不明な点は、同窓会事務局までお問い合わせください。
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次は茶ノ木医院かな…

小暮医院（内科外科）　
院長　加藤　真司 （昭和 53 年卒）

名古屋市中村区中村町字茶ノ木１６番地の２ 

電話 ０５２－４１２－０５３６ 

FAX　０５２－４１２－７０１９ 

（中村公園の西５０メートル）

同窓生からの協賛広告募集案内
目　的：愛知医科大学同窓会の事業に協賛される同窓生から、協賛広告を募集し会報、

　　　　名簿に掲載し、広告協賛金として得た収入を会報発行などの同窓会活動に充てます。

掲　載：愛知医科大学同窓会会報（年 2回発行あり）、会員名簿（数年に 1回発行）に掲載。会報広告は２~４頁　

　　　　程度の予定で先着順、満稿の場合は次号へ掲載します。

広告者：同窓会会員が業務している施設や会社・病院などの広告、会員個人の広告とする。

　　　　広告内に会員の名前（卒年）、所属または役職をいれること。

広　告：提出原稿を、申込広告サイズに拡大縮小し掲載します、校正はありませんので、

　　　　鮮明な原稿をお送りください。（申し込み毎に）掲載頁は御一任ください。

　　　　同窓会にふさわしくない広告や不鮮明な原稿はお断りします。（広報企画委員会で審査します）

費　用： 会報、名簿ともに 1回発行毎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広告サイズ概念：　

広告の大きさ 協賛金（1回）・税込

Ａ４　　全一頁 ４０，０００円

二分の一頁 ２０，０００円

四分の一頁 １０，０００円

※注意　会報、名簿ともに正会員へ配布するものですが、個人情報保護のため、

　　　　広告者への別枠の配布は致しませんのでご了承ください。

　　　　領収書発行は広告掲載誌が発行されてからとなります。

1/4 1/4

1/2

協賛広告のお知らせ！
　同窓会会報では同窓生の会員の皆様の協賛広告を受け付けております。今後在学学生のご父兄の皆様・同窓生の会

員の方が勤務している医療機関の掲載も行っていく予定としております。詳細は次回の会報をご覧下さい。同窓会会

報は全国各地の同窓生、全国各地の医学部同窓会に配布いたしております。広告・アピールを希望の方はお問い合わ

せください。
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ふりがな 会員番号

氏　名

（旧姓　　　　　　　　　） 年卒

自宅住所

〒

ＴＥＬ ＦＡＸ

勤務先

名　　　称   
( ふりがな                                            　　　　　                  ） 所　 属

科

所　在　地

〒 いずれの開設かを○印して下さい。
勤務医（ 国立  ・ 公立  ･  私立  ）
開業医　・　その他（　　　　 　）

ＴＥＬ ＦＡＸ

変更・訂正連絡用紙

愛知医科大学同窓会

ＴＥＬ：0561-62-3311　（内線 2940）

ＦＡＸ：0561-62-4065

E-mail：dousou-k@aichi-med-u.ac.jp

同窓会では、名簿作成・会報の送付・支部会、クラス会の案内送付等のため出来るだけ正確な情報を把握さ

せていただきたく、転居・転勤がございましたら、お知らせいただくようお願いいたしております。

つきましては、変更用紙を FAX・E-mail にて、同窓会までお願いいたします。

海外にお住まいの方は、国内の連絡先をお知らせください。（この項目は名簿へ掲載されません。）

※名簿へ掲載を希望されない項目を○で囲んで下さい。

　　自宅住所　　・　　自宅電話　　・　　勤務先　　・　　勤務先電話

　( 名簿には氏名・旧姓・会員番号・自宅住所・自宅電話番号・勤務先名称・勤務先電話が掲載されます。）

※掲載を希望されない方も、同窓会より会報誌などの発送を致しますので、

　上の欄には必ずご記入ください。
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発　　　行  2009 年 3 月 25 日

編集・発行  愛知医科大学同窓会

〒 480 － 1195　愛知県愛知郡長久手町大字岩作字雁又 21
電話（0561）62 － 3311 番（内）2940 番
FAX（0561）62 － 4065 番
E-mail dousou-k@aichi-med-u.ac.jp
会費振込先　瀬戸信用金庫 本店営業部 普通預金

口座番号　0634849
愛知医科大学同窓会 代表 加藤真司

印　　　刷  株式会社クイックス

愛知医科大学同窓会会報

●アメリカの経済不況に端を発し世界経済が影響を受けています。特に日本は発端であるアメ

リカやＥＵ諸国に比べてその影響は大きいようです。いかに日本がアメリカ経済に依存してい

たことか…「デフレスパイラル」という言葉を耳にするようになりました。品物が売れないか

ら安くする。利益率が低いから多く売らなきゃ儲からない。他社も安くするからさらに安くし

なければ売れない。結局は売っても売っても儲からない。我が家では３年程前に○ O ○ Y の液

晶テレビを買いました。40 型以上の当時出たばかりのフルハイビジョン液晶で定価は 40 万円

以上もしていました。今では○○ネットタ○タでは同様のテレビが下取りをつければ 12 万円

位で買えます。○○ネットタ○タは 12 万円で売っても利益が出るのですから、○ O ○ Y はいったいいくらで出荷し

ているのでしょうか？

　先日、「先生お世話になりました。退社し実家に帰ることになりました。」と患者さん。話を聞けば勤めていた会社は、

派遣社員だったので退職を余儀なくされ、次の職も決まらないのでやむなくとのことでした。　

　医療機関への支払いは厚生労働省が保険点数を定め全国一律にしているので、現時点では経済不況の影響は他業種

に比べて少ない様です。今後、経済不況が長引くと保険を持てない方の受診も増えてくるのではと危惧しています。

保険がないから支払えないからといって病気の方の受診を拒否することができるのでしょうか？治療の必要があり、

払いたいと思っていても払えない方々のことです。

  後期高齢者医療はその大多数が 1 割負担、検査や投薬をしてもたいした金額にならないだろう！欲しいと言われる

から薬を出す！なんてことはないでしょうか？麻生総理に文句を言われないような（会報が届く頃は総選挙？）医療

を志したいと改めて思う今日このごろでした。決して庶民とかけはなれた感性を持っていませんので…われわれ医師

は… （奥山　誠）

編集後記

　愛知医科大学 30年史を読み大学創設時のことが詳細に記載され

ていることに驚きました。時を経ると記憶は薄まるもので、この記

録は今しかできないすばらしいものだと思いました。

　この編集にあたり膨大な資料を集められたとお聞きしています。

　同窓会は 1998 年にすでに 25 周年記念として同窓会の歩みを記載

した同窓会誌を発行しています。そこにも医大祭の歩みとして第 1

回から 24 回のパンフレットの表紙が載せられたり、貴重な創成期

の資料が使用されています。

　しかしまだまだ皆さんがお持ちの秘蔵のものがあるのではないでしょうか。ぜひご紹介いただければと思います。

　今回私の秘蔵は大学祭の野球大会の賞状です。昭和 51年とありますので第 3回大学祭の時のものです。キャンデ

ィーズ全盛期なのでランちゃんです。チームの中にスーちゃんやミキちゃんのファンがいたかどうか、というかど

んなチームメンバーだったかもよくわかりませんが…。 中尾直樹（昭和 54年卒）

お宝発掘

〈第３回大学祭・野球大会賞状〉




