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　大阪医大の外科学講座が第一外科、第二外科のナ
ンバー制講座から一般・消化器外科、胸部外科、脳
神経外科の３部門に再編成されたのは１９７６年（昭和５１
年）のことであった。
　私は１９６０年（昭和３５年）に第二外科（麻田外科）
に入局したが、その頃の第二外科では胸部（心・肺）
手術のほか一般・消化器（小児例を含む）や脳（対
象は外傷のみ）の手術も行っていた。そんな時代であっ
たから、昭和４１年に麻田教授が神戸大に転出されるま
での約６年間は、私も一般・消化器疾患の患者を受け
持つことが多かった（当時は受持医＝主治医であったが、
現在の研修制度下の受持医と主治医は別物だからやや
こしい）。見ること聞くこと初めての事ばかりで、先輩か
ら「１年違えば虫けら同然」と言われながら修行に励ん
だものである。
　私もまだ十分若く、記憶力もよかった（と思われる）
ためか、この頃に経験した症例、とりわけ小児患者につ
いてはよく覚えている。以下に挙げる先天性消化器疾
患の小児の２症例はそのような例である。
　１例目は２歳７カ月男児（Ａ君）。１０日間続く嘔吐のた
め小児科に入院中。１９６２年初夏のある日、小児科の
Ｂ君が「膿気胸と思われるので胸腔穿刺をやった」と試
験管に入れた膿様淡褐色の穿刺液を見せた。一緒に
持ってきた胸部Ｘ線写真を見ると、確かにニボーを形成
した膿気胸を思わせるものであったが（図１）、発熱や

「小児外科医ではなかったけれど」

文責／佐々木進次郎（学 8期）

肺炎の既往がないのが不思議であった。起炎菌によっ
ては悪臭を放つ場合もあるので、試しに穿刺液の臭いを
かいでみた。なんと、コーヒー牛乳の臭いがするではな
いか。そのことを言うと、「この子コーヒー牛乳が好きな
んや」とＢ君。間違いない、左胸腔に存在するのは胃
なのだ、と思った。横隔膜ヘルニアのようだからと、食
道胃造影を奨めた。念のために穿刺液の沈渣を鏡検す
ると、無数の脂肪球であった。その後の食道胃造影でも、
胃は間違いなく左胸腔内にある（図２）。

経時的に胸部単純Ｘ線写真で見ると、左胸部陰影が
様々に変化し、ときにはニボーが無くなるのが特徴的で
あった。行き掛かり上私が主治医になり、小児科入院
後２３日目に手術が行われた。術者は板谷助教授（当時）
だったと思う。
　左第７肋間で開胸すると、胸腔内に胃、脾、膵、小腸、
結腸など殆どの腹腔臓器が認められた。横隔膜後側部
に鶏卵大のヘルニア門を持つボホダレクヘルニアであっ
た。ヘルニア嚢はなかった。腹腔臓器を還納し、ヘル
ニア門を直接閉鎖し閉胸した。
　術後経過は順調とは言えなかった。一時的に経口摂
取が可能になったが、次第に嘔吐が見られるようになり、
栄養状態も悪くなった。食道造影で胃噴門部に通過障
害が認められた。初回手術から１カ月後に開腹術を行う
と、噴門部に軸捻転が生じていたので、これを整復す
るとともに念のために胃瘻を増設した。当時は現在用い
られているような胃瘻管は勿論のことフォリーカテーテルす
らなかった時代であったから、この時の胃瘻はネラトンカ
テーテルを利用したものであった。これがまた問題を起こ
すことになる。
　胃瘻による栄養補給を続ける間にＡ君もかなり元気を
取り戻してきた。ところが、胃瘻増設後３週間目頃からネ
ラトンカテーテル周囲から胃内容が漏れるようになり、そ
のうちにカテーテルの自然抜去が起こった。翌日見たＡ

君は明らかな脱水状態であった。とにかく胃内容の漏出
を止めなければならない。思案の末、すり減った自転車
のタイヤを直径２ｃｍのボタン状にくり抜き、その中心部に
４本の糸を付けたものを使うことにした。ボタン状にしたタ
イヤを折り曲げて胃内に挿入し、瘻孔を囲むように腹壁
上に置いたドーナツ状の枕に、引っ張り上げた４本の糸
を固定して瘻孔を閉鎖した。
　この工夫は思いのほか良く機能したように思う。胃内
容の漏出は激減し、瘻孔も次第に小さくなった。この瘻
孔部の処置にタンポンガーゼを使用していたのだが、A
君、タンポンは痛い処置の終わりに使うものだと気付いた
らしく、そのうちに、処置が始まるや否や「タンポン、タ
ンポン」と叫ぶのであった。瘻孔のさらなる縮小を待って
瘻孔閉鎖術を施行、初回手術２カ月後に全治退院した。
元気であれば６０歳を超えたはずだが、退院後のＡ君の
消息は聞かない。
　ボホダレクヘルニアは５０００出生に１例の割合で発生
するまれな疾患である。本邦での１９３１年～１９５８年の
約３０年間の治験例は３５例に過ぎず、私が受け持った
のは本学では最初の症例であった。
　約半年後に出会った２例目は生後８日女児。生後２４
時間に授乳を開始するも全て吐出、生後４日目から著し
い腹部膨隆を認めるようになり入院。腹部単純Ｘ線撮影
で胃及び腹腔内に大量のガス像を認めた（図３）。

胃内のガスを吸引するために食道にカテーテルを入れた
が、約１０ｃｍ部位に抵抗があり、それから先に進めるこ
とはできなかった。以上の所見から胃破裂を伴うＧｒｏｓｓＣ
型の食道閉鎖症（図４）が疑われた。すなわち、食道
上部が盲端に終わり、食道下部と気管が瘻孔で連絡さ
れているため、患児が啼泣する際に瘻孔を介して気道図１. 胸部単純撮影

図２. 食道胃造影

図３. 腹部単純撮影

から胃内に大量の空気が流れこみ胃破裂・気腹を起こ
したものと考えられた。
　緊急手術が行われた。術者はどなたであったか ？ 開
腹すると、大量のガスが排出され、腹部は一瞬のうちに
平坦となった。胃体部前壁大湾側に小豆大の穿孔が認
められたので縫合閉鎖し、胃体部中央に胃瘻を設けた。
次いで開胸を行い、術前疑診通りのＧｒｏｓｓＣ型食道閉
鎖症を確認した。気管食道瘻を切断・縫合閉鎖し、上
下食道の端々吻合を行った（図４）。

　この症例は残念ながら術後呼吸不全（恐らく上部食
道からの分泌物による誤嚥性肺炎が原因）のために失っ
た。食道閉鎖症の場合、胃破裂があったとしても胃内
容による腹腔の染はそれほど酷くはならないはずであり、
早期（肺合併症が起きる前）に手術を行えば救命の機
会もあったと思われる。
　胃破裂を伴った食道閉鎖症は極めて稀な病態であり、
本例は１９６３年の『ＳＵＲＧＥＲＹ』誌上の報告に次ぐ２
例目の症例と思われる。ちなみに『ＳＵＲＧＥＲＹ』の論
文では、空気による胃破裂は「ｐｎｅｕｍａｔｉｃ ｒｕｐｔｕｒｅ ｏｆ 
ｔｈｅ ｓｔｏｍａｃｈ」となっていた。
　ナンバー制講座に弊害が多いことから臓器別講座へ
の移行が進みつつある。その流れに逆らう積りはさらさら
ない。だが、これまで述べたように、私はナンバー制講
座のお陰で今では小児外科医にしかできない貴重な経
験をさせてもらった。それがなんだ、自己満足だ、老医
の懐古談だ、と言われればそれまでだが。ともあれ、２
人の幼い患者さんには感謝のほかない。

図４. 手術所見並びに術式

評議員近況報告
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　私は昭和３５年卒の者でございます。
　優秀な仁泉会後輩諸先生の御活躍は我が大阪医科
大学の評価をいやが上にも高からしめ、同慶に耐えません。
　同窓会の一員である私もその余録に与り、世間様から
実力以上の評価を受け、面映さと感謝でいっぱいです。
　此度の、仁泉会ニュースのご依頼を機に、一老卒業
生の生活の一端をご披露致し、皆様の緑陰休息の一
興に供したく存じます。
　８５歳にもなりますと、着実に呆けが出て参りましたが、
私のは先天的に持っていた所へ後天的なものが負荷され
ており、間もなく筋金入りの認知症になるでございましょう。
　５年前、病院の電子カルテ化を境に、「引退して美術
館巡り等、悠々自適の生活をしてはどうですか」と親孝
行な相続人の尊い奨めに、感謝もせずして、電子カル
テの操作ぐらい、練習すれば俺だって出来るワイと居直
り、今も週２回の外来と週３回の在宅診療を続けておりま
す。
　診療といっても４０年来、付き合いの老いたる患者さん
ばかりを診ておりますので、診療なのか日溜まりのおしゃ
べりなのか判りません。そのくせ、電カル操作がわから
んと云っては、度々担当の者に手間をかけさせるのです
から、病院にとっては、甚だコストパフォーマンスの悪い
医師と云うことになりましょう。
　ド忘れした薬剤名等は、長年連れ添った医療秘書と
の「アレ・コレ・ソレ」の連携でやっております。「中村さん、
水虫の薬アレ何やったかな？」「フロリードD、コレですか」
「ソレ、その薬や」という具合にすこぶるスムーズに診療
を進めております。
　所が、在宅診療ではそうはいきません。中村さんは同
行せずに可愛らしい孫の様な看護師さんがついてくれる
のですから、診療中のド忘れの醜態は相続人に直ぐば
れてしまいます。
　即刻、「父上 ！ やっぱ、引退なされませ。」と馘首さ
れてしまいます。
　ですから、止むなく「薬剤繁用一覧表」を密かに作
成して、これを患家まで持参する事にしました。

「ドン・キホーテの老醜」

文責／大隈義彦（学 9期）

　「此頃の薬剤師はケシカラン ！ 私の処方箋を勝手にゾ
ロ品に変えよる」とか、口実を設けて一覧表から所望の
薬品名を探すのですが、この動作は誠にダサイです。
　偶々、県立尼崎総合医療センターの初期研修医の先
生が地域医療研修の為に同行された事がありました。こ
の様な時、その先生は素早くスマホを取り出し、所望の
薬剤名を一瞬にして出して下さいました。これを見て「カッ
コ好イイ」と感心し、私もマネをすることにしました。
　丁度、医事新報社から電子版つき「私の治療」とい
うイヤーブックが出版されておりましたので、これを購入。
同時にスマホも求め、このスマホにこの本のアプリを取り
込んでもらい、俄か「スマホーマ？」となりました。
　１５００頁の本が入ったこのスマホさえあれば、何時で
も何処でも、好きな時にド忘れ情報を検索することが出
来るでしょう。もう怖い物なしです。
　とは言ったものの、言うは易く行うは難し、スマホはな
かなか私の云う事を聞いてくれません。目的の本文には、
そう簡単に到達出来ません。傍らにいる誰彼になく教え
を乞うて、一生懸命上級の「スマホーマ？」を目指して
おりますが、上手に使いこなせる様になる迄、命がもつ
でしょうか。
　８０歳過ぎて電カルやスマホにチャレンジして、「エライ」
と言われますと、「身体がエライ」を「偉い」と曲解して、
鼻をひくひくさせながら、その実、悪戦苦闘しております。
　院内の若い先生方は、老いたドン・キホーテが更な
る醜態をさらすが如き私の診察を見て「あのご老体は医
療事故を起こしやせんか」と危惧しておりますが、ナ～ニ、
片足を失った人が義肢をつけてパラリンピック競技に出る
ご時世です。私の脳がアミロイドβで半分破壊されても、
判断力さえ残っておれば、失った知識は他所から補充
可能です。認知症でもまだまだやれるでしょう。
　これからは AIも出来て「何でもありの世の中」です。
「欠損肢に義肢」があるのですから、「欠損脳にも義脳」
があってもいいじゃないですか。

評議員近況報告

　少し落ち込んでいる。年齢のせいか、老年性
の鬱か、外出が極端に億劫になった。足腰は当
然若干弱く、何事にも引っ込み思案となり、何
とか自分を励まして外出すれば筋肉痛、関節痛
が出現、愛犬の散歩に出れば犬に早く来てくだ
さいよ、と言わんばかりに待たれる始末。自宅
の少しばかりの庭に出れば庭木に雀が群がり、
足元では蟻、まるむし、ミミズ、トカゲが。加
齢によるせいか、やたら生き物にやさしくなり
足元の生き物を踏まないようにしている。屋内

「この頃の生活」

文責／丸山俊郎（学 12期）

評議員近況報告 ではあらゆるジャンルの本を乱読、本屋で目に
つく内容は若者向きが多く読む気がしない。好
きな小説は藤沢周平の清左衛門残日禄、東野圭
吾の容疑者Ｘの献身、が印象に残った。以前は
よく釣り、特に海釣りが好きだったが。この２
０年以上やめている。先輩の先生が「丸山君、
釣りはね、確かに魚を釣り上げる瞬間の感覚は
快感だがね、釣り上げられる魚にとっては自分
の命をかけて針を外そうと引っ張ってるんだ
よ」
　その言葉を聞いてから釣りはやめました。そ
の実感として、生きとし生きるものを愛した女
性詩人金子みすずの「大漁」に群れた小魚の悲
しみの状況を鮮烈に表現している。もう少し落
ち着いた世の中になれば無理をしてでも、雄大
な自然豊かな壮大な山か、湖に出かけたい。
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学１４期（昭和３６年入学）の福永 晶と申します。
この度、仁泉会広報担当より評議員としての原稿依
頼あり、少々物忘れがひどく認知症傾向もみられる
ようになり乱文、まとまりないことをお許し下さい。
昭和１５年６月３日（８１才）、広島の片田舎の
どん百姓の次男として出生しました。大地主であっ
たようですが、農地改革によりほとんど政府に献上
し、たちまち貧乏百姓となったようです。父は体が
あまり丈夫でなく百姓に向かないため祖父のすすめ
と本人の希望もあり医学の道を志し名古屋大学医学
部に進みました。卒業後、軍医として戦地に向かい
ましたが体を壊し（当時大流行の肺結核？）帰国し
ましたが４人の子供（私が５才）を残し病死しまし
た。昭和２０年８月６日（５才時）広島への原爆投
下により屋根が落ち、窓ガラスは破れ（爆心地より
約４㎞）防空壕へ避難しましたが、しばらくして爆
風とともに黒い雨が降ったことをおぼろげながら覚
えています。（原爆手帳を頂き治療費が免除され助
かっています）
母は教育熱心で兄（７才年上）を何としても父親
と同じく医者にすべく一生懸命仕事をしながら土地
を切り売りして、何とか広島大学医学部に入学させ
ました。広島市内で外科開業していましたが、８６
才で前立腺癌で死去しましたが、甥が私の近くの生
家を壊し整形外科を開業しました。
姉、妹も共に開業医に嫁ぎましたが、次男である
私にはあまり目が届かず当時の田舎は田んぼと山と
川の自然豊かな土地でしたので魚つり、めじろ捕り
等、朝から夕まで勉強そっちのけで楽しんだおかげ
で、兄と比べ勉強は苦手となりました。高校卒業時
進路指導で、当然医学部には学力が及ばず海が好き
でしたので水産学部を希望し、大海原で仕事をした
いと希望していましたが、たまたま大伯父が大阪で
医院を開業しており、母の勧めもあり、そこで下宿
して修学することになりました。当時の大阪医大は
専門学部のみで他大学で医学進学の単位を取れば受

「我が人生に悔いなし」

文責／福永 晶（学 14 期）

験資格が得られましたので、伯父の勧めで近畿大学
理学部に進学し、２年間で単位を取り、何とか昭和
３６年大阪医大に入学できました。
入学者６２名中物故者２３名現存者３９名で現役
活躍中は約１０名程です。
我々同級生は仲が良く、団結力もあり、毎年クラ
ス会（３６会）を開催（何回かは地方に遠征）して
おりますが、残念ながらコロナ禍によりここ２、３
年は中止となっています。優秀な人材も多く、教授
２名（勝 健一、島田眞久）、島田眞久学長。また四
方朋子先生のご逝去後、全財産を大学に遺贈され一
部は「四方朋子記念奨学基金」、高槻市民が集える
公園（四方公園）として大学敷地内に寄付されてお
り特別校賓となっています。
解剖実習、ポリクリが始まると、４、５人の組に
分かれて研修（私達は、広田、日置、藤井、花房、福永）
しますので、ほぼ毎日顔を合わすことになり、研修
が早く終ると茨木にある日置君の下宿に屯し酒を飲
んでだべったり、ある時は F 君 H 君等と大阪の北
新地へ繰り出し喫茶店（白馬）に屯し、女子学生を
ナンパしたり、大学の軽音楽部が主催するダンス
パーティーに参加（ほとんど不発でしたが…）した
り、花房君と２人での四国一周貧乏旅行、日置、藤
井君等と長野の白馬岳の征服等、青春が懐かしく思
い出されます。
さすがに国家試験は人生で一番勉強した時間で
あったと思います。入局は色々と悩んだすえ、日置
君と相談しながら当時の２外科（板谷外科）に入局
を決めました。入局者は（住田、日置、上原、大沢、
福永）の５名でした。当時の２外科は優秀で個性の
強い先輩達が多く（２０数名？）和気あいあいの中、
厳しく、楽しい医局生活を過ごすことができました。
当時は目まぐるしく医学発展の時機で、外科も臓器
別に発展的解消し２外科も胸部外科、一般消化器外
科（私達５人とも入局）にわかれ、公私にわたりお
世話になった先輩と道を別にすることになりまし
た。
入局３年後、助手に任命され、わずかですが固定
給が入るようになり結婚（２９才）に踏み切ること
にしました。（９才下の妻は大伯父の孫）当時の若
手医局員は当直も多く、指導も厳しく大変勉強にな
りました。約１２年間の研鑚の後、３７才で広島の
出生地の近くで外科・胃腸科福永クリニック（田舎
ですのでクリーニング屋とよく間違えられた…）を

開院する決心をし、帰広しました。
地元での勤務経験がないため、多くの心配があり

ましたが近くに大阪医大出身者が開業されており、
直ちに仁泉会広島支部に入会させて頂き大変助かり
ました。近隣の先生方の助けもあり、３、４年で何
とか患者も増え安定しほっとしていたところ、先輩
からぼつぼつ医師会の仕事をしろとの指示により医
師会役員、看護学生教員として働く事になり、後に
は、地区医師会長、看護学校校長まで係ることにな
りました。
医師会では役員同士として信頼関係も深くなり、

夜の「流川」（広島きっての繁華街）、ゴルフの仲間
も増え楽しい開業生活を過ごすことが出来ました。
３７才で開業し３５年間続き、２人の息子も何とか
金がかかる私立医大（兵庫医大）に進学し、夫婦２
人だけの寂しい生活で医師会活動も忙しくなり、夜
の仕事（？）も多く、自宅での夜食も良くて週２、
３回となり、それにより不摂生で肥満、高血圧等生
活習慣病となりました。
７２才のある朝、左手、左下肢の麻痺が起り、立

てなくなり救急車（初めて乗車）にて知人の脳外科
病院に搬送され急性硬膜下血腫（原因は不摂生？）
の手術を受けることになりました。医院のこともあ
り、無理をいって約１週間で退院しましたが、少し
早かったのか４、５日して高熱、食欲消失等症状が
出現し精査により手術後の感染（硬膜下膿瘍→脳炎）
が発生し、直ちに再入院となり抗生物質の点滴等約
１ヵ月の入院加療となってしまいました。今は、お
かげさまで後遺症もなく元気で安心しています。
体力、気力も衰退し、２人の息子も神戸で勤務医

となり医院の継承の気も全くなく、思い切って平成
２４年３月（７２才）をもって閉院を決断しました。
老後を色々考えましたが「老いては子に従え」の教
えに従い、子供達の近くの神戸に転居することにし
ました。関西には同級生、同じ釜の飯を食べ切磋琢
磨した先輩、後輩達が活躍しておられ、また、幸い
にも車で１０分位の所へ、医局の後輩の安藤嗣彦先
生（仁泉会理事長）が開業されており広島の紹介状
を持参し、無理矢理主治医となって頂き無理を聞い
てもらい助かっています。
神戸に転居し、かれこれ１０年になり手狭なマン

ション住まいですが、徒歩１０分に海があり、沿っ
て公園、遊歩道も整備され、天気の良い日にはピッ
チングを杖がわりにウォーキング（１日１万歩を目

標）で足、腰を鍛え、誰も居ないことを見計らって
素振りをしています。
転居後少しブラブラしていたところ、学生時代か

らの盟友である井上君（岡山出身で息子同士が兵庫
医大の整形外科入局）が雇われ理事長をしている老
人施設に月２回（井上君は残念な事に３年前脳梗塞
で倒れ施設に入所中）京都の大沢クリニック（同級
生）で週１回のバイトで、少々のゴルフ代を稼がせ
て頂いています。
ゴルフは下手の横好きでお誘いあれば万障繰り合わ

せて参加しています。（広島でのゴルフ仲間、３６会ゴ
ルフ、安藤杯ゴルフ等）

振り返れば生来４回の転居ですが、土地土地で楽し
い生活を過ごすことができ、平凡の日々 でしたが良い生
涯であったと思います。こんな私とほぼ５０年以上共に歩
んでくれた妻に感謝し、残り少ない人生を Let it be の
精神で他人に迷惑かけずピンピンコロリと逝けたらと願う
ばかりです。
とりとめない長文、乱文おゆるし下さいませ。

2013.11.17　安藤杯ゴルフ会　於城陽カントリークラブ

2014.4.6　於宮島志和 C.C（広島）

評議員近況報告
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　学１５期（昭和４１年卒業）の学年評議員の勘田
紘一です。
　私たちは毎年クラス会を各地で執り行ってきまし
たが、昨年と今年は例のコロナ禍のためやむなく中
止をしてまいりました。
　一昨年は、鹿児島の指宿の白水館に宿をとり、翌
日は観光バスで開聞岳などを周り、鹿児島市内を訪
れそれぞれ帰路につきました。
　昨年は、私が担当で亀岡の湯ノ花温泉で一泊して、
翌日は保津川下り等を計画していたのですが、例の
コロナ禍のため中止せざるを得ませんでした。
　今年も駄目でしょう。
　このコロナ禍が治まればいつもの同窓会に戻るこ
とを確信して、この難局を乗り越えていきましょう。
　さて私たち４１会の物故者も残念なことに３０名
にもなり残念でなりません。従って同窓会開催等の
お知らせをしている方々は、いろいろな実情も加味
して３４名ほどになってしまい、参加者も２０名を
下回ることも珍しくないことが多いのです。
　しかし同級生が集まるとあの昔の学舎の姿などを
思い出し、学生時代の頃に身も心も戻り楽しい時を
過ごすことができます。
　次の同窓会には、今まで参加していなかったから
出にくいなどと言わないで是非一度お越しくださ
い。同期の良さを十分にわかることでしょう。
　それにはこのコロナ騒動を早く乗り越えることが

学１５期（昭和４１年卒業）
４１会の会務報告
文責／勘田紘一（学１５期）

肝要なのではないでしょうか。私たち医師の役割は
非常に大きいはずでしょう。私も医師の一人として
ワクチン接種に協力していますが、もし自分がか
かってしまったらと忸怩たる気持ちでいっぱいで
す。
　さて私事ですが、私はそうとうな歳ではあります
が、南京都ラグビースクールで子供さんとともに汗
を流しています。写真は今年の６月、京都の久御山
町の河川敷グラウンドにてのものです。林の向こう
が木津川でさらに背景は八幡市の男山です。

　私もこのスクールに関係してから校長も１４年間し
ましたが、京都府警察医会会長職をしなければなら
くなり、今は顧問として医療の面で働いております。
　そのほか、久御山町、八幡市、京田辺市、城陽市
をめぐる凡そ３０㎞強の木津川サイクリングロード
を週３～４回ロードバイクでめぐっています。
　こう書くといつも遊んでいるように見えますが、
ちゃんと内科医としての仕事はしており、コロナウ
イルスワクチンの接種もこなし、警察からの要請に
よる検死もやっております。
　さて４１会の皆様、今度同窓会の案内があれば是
非大勢の参加のあることを祈念しております。

　初秋になって気持ち良い季節となってきました
が、仁泉会会員の皆様には如何お過ごしでしょうか
拝察いたします。
　新型コロナウイルスの猛威は育ち盛りの子供たち
の学校現場にも影響を及ぼしているところです。
　この厳しい社会情勢の中で人々の命を守るため医
療現場を含め多職種連携のもとに担当者は懸命にそ
の使命を果たしているのが現状です。早くこの状態
が平穏になることを願うばかりです。
　ここで今春にさかのぼりますが、喜ばしい出来事
のご報告を一つお届けいたします。昭和４５年卒業
の末澤慶昭先生（元大阪市北区医師会長）が令和３
年春の叙勲で旭日双光章を受章されたとの発表があ
りました。ご受章を心からお慶び申し上げますと共
に、今後益々のご活躍、ご健勝を祈念いたします。
大阪府医師会に関しては会長をはじめとして、仁泉
会会員の先生が府民の健康を守るため日夜努力され
ていることに対して心から敬意を表し感謝いたしま
す。
　さて、最近の医療界では超高齢化社会の現状に対
しての対策が打ち出されています。現役世代の人口
の急減という新たな局面に対応した多様な就労、社
会参加、健康寿命の延伸、医療福祉サービスの改革
をあげています。
　総務省は２０２０年国勢調査の人口速報値を６月
に公表しました。２０２０年１０月１日時点の日本
の総人口は１億２６２２万６５６８人で２０１５年
の前回調査から８６万８１７７人減り、１９２０年
の第１回調査以来２回連続で少なくなった事実があ
ります。
　総人口のうち、男性６１３６万１４人、女性６４
８６万６５５４人であり、人口が増えたのは東京な
ど大都市を抱える自治体を中心に９都府県であった
とのことです。総人口が減るなかで、子育て支援の
拡充などで人口を増やした市町村もあり、成功事例
を生かしてゆくことは大切なことでしょう。

「初秋にひとこと」

文責／稲森耕平（学 19期）

　一方、単身世帯の増加が示す問題の一つが家族の
ケアが届かない一人暮らしの高齢者の増加でありま
す。医療の現場でも社会としてどう支えるかという
重い課題を突き付けられている情況であります。さ
らに急性痛、慢性疼痛、がん性疼痛をかかえる方々
にいかに安寧に日常生活を送っていただけるかを考
慮に入れて薬物治療、手術療法、理学療法、心の持
ち方への対処など総合的に判断して差し上げること
は、われわれ医療人にとって極めて大切なこととな
ります。
　公益財団法人長寿科学振興財団によると高齢化が
進む日本で、７５歳以上の後期高齢者が要介護状態
になる原因に、認知症の前段階である軽度認知障害
や、転倒、サルコペニア、尿失禁、フレイルが挙げ
られています。フレイルとフレイルの原因でもある
サルコペニアは低栄養と関連が強く、高齢者の低栄
養防止、重症化予防の推進をあげています。社会全
体でこれらの予防の啓発に努めることは目標であり
大切なことです。
　さらに超高齢化が進む中、不意の転倒、転落での
骨折、脊椎疾患で手術を受ける人が存在することは
現実の問題です。これらの人々が元気で少しでも長
寿されるように願いを込め、医療人の一人として今
後も医療に励みたいと思います。

評議員近況報告 評議員近況報告

TEL ／ 072-682-6166　FAX ／ 072-682-6636
e-mail ／ jimu@jinsenkai.net

仁泉会事務局
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　私は平成２８年より大阪府医師会会長に就任させてい
ただき、６年目を迎えました。この間、大過なく会務運営
させていただきましたのは、仁泉会をはじめ、大阪府医
師会員の先生方の多大なるご支援とご協力のお陰と心
から感謝を申し上げます。
　この度、仁泉会より会報誌への寄稿の機会を得まし
たことに感謝申し上げます。私の立場からは、大阪府
医師会における新型コロナウイルス感染症対策について、
これまでどのような対応を行ってきたかをご報告させてい
ただきます。　
　日本で初めて新型コロナウイルス感染者の発生が報
告されたのは、昨年１月１６日でした。中国での感染拡
大の状況から、１月３０日には大阪府医師会に「新型コロ
ナウイルス感染症対策本部」を設置し、問題が発生する
度に臨時の理事会等を開催し、会員向けの研修会や
勉強会を通じて情報発信いたしました。詳細については
大阪府医師会ホームページを参考にしていただければと
思います。また、医療現場、介護現場のほか、小学校・
中学校・高等学校への感染予防対策に関する動画を
配信し、注意を促してまいりました。
　その他、大阪府が設置する新型コロナウイルス対策
専門家会議や対策協議会に委員として参画し、感染拡
大防止や医療提供体制のあり方について医学的見地か
ら助言を行うなど、大阪府と医師会との緊密な連携を図
りながら対応してまいりました。また、日本医師会でもＷｅｂ
会議システムを用いて、これまで計２６回の「都道府県医
師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会」
が開催され、全国の都道府県医師会との情報共有を
図ってまいりました。
　昨年４月からはＰＣＲ検査（ドライブスルー、ウォークス
ルー）やホテル宿泊療養に行政と連携して積極的に取り
組む方針を固め、実際に大阪府医師会や地区医師会
の役員をはじめ、会員にも多数出務に協力をいただきま
した。ご対応いただいた皆様には衷心から感謝を申し上
げます。
　さらに、地域・外来センターへの出務や、時間・空

「コロナ禍における
  大阪府医師会の取組み」

文責／茂松茂人（学 27期）

間的に自院での外来を分離できるところには診療・検査
医療機関として協力をいただき、約１‚６００の医療機関
が大阪府の指定を受け、さらに、第３波以降は電話等
を用いたオンライン診療に約２８０の医療機関が対応して
いただくなど、徐々にではありますが体制の拡充に努め
てきました。
　大阪での第４波（２０２１．３／１～６／２０）はＮ５０１Ｙ
（アルファ株）が猛威を振るい、重症が４４９名（５／４）、軽
症中等症者が１‚７３８名（５／１０）、宿泊療養者が１‚８３９
名（４／３０）、自宅療養者が１５‚０３１名（５／１１）と第３波
以上に感染が拡大しました。重症病床３２６床、軽症中等
症病床２‚４００床が確保されていましたが、重症病床が
満床となり、やむなく中等症病床で重症者の治療を行う
等、医療提供体制は逼迫しました。さらに、地域医療の規
模縮小により、入院を必要とする患者の対応も叶わず、大
阪はまさに医療崩壊に陥りました。この結果、残念ながら
自宅療養中に容体が悪化しても、必要な医療を受けるこ
となく１９名の方が亡くなられました。心からお悔やみを申
し上げます。
　こうした状況を受けて、本会としても会員に更なる協
力を要請した結果、電話等を用いたオンライン診療と往
診で自宅療養者に対応していただきました。また、登録
医療機関以外でも自宅療養中の患者に電話等による診
療や往診を行う機会が増えており、これをレセプトデータ
から見ても、昨年度１年間では１‚５００件であったのに対
し、今年は４月のみで１‚８２８件、５月で２‚５５４件の公費
請求があり、実績を裏付けているといえます。大変ご尽
力いただきましたことに感謝を申し上げます。
　６月２１日からの第５波ではＬ４５２Ｒ（デルタ株）が猛威
を振るい、８月２６日時点で、重症者２０２名、軽症中等
症１，８９２名、宿泊療養３，０６８名、自宅療養１６，３２４名、
調整中２‚５５４名と、第４波に比べると急速に感染者が

増加しています。重症者の割合は第４波はで０～５０歳
代で３３％でしたが、第５波では６４％と増加したものの、
高齢者のワクチン接種率が９０％近くに進んだことにより、
主に４０歳、５０歳代の方々が重症化しています。これに
より大阪府の方針では４０歳以上の基礎疾患を持ってい
る感染者は宿泊施設へ入所し、４０歳以下は現状では
自宅療養となりました。本来は原則、宿泊療養でしたが、
これだけ感染者が増加すると、家庭内感染を防ぐ必要
があることから、宿泊療養や臨時の医療施設（野戦病
院等）に患者を集約して対応することが急務であると考
えられます。
　また、第５波で急増した自宅療養者への対応としまし
ては、大阪府医師会では約１‚６００の診療・検査医療
機関や、約５２０の電話等を用いたオンライン診療に協
力している医療機関に往診への協力を依頼したところ、
９０の医療機関に加えて新たに５７１（８／３０時点）の医
療機関から協力して良いとの回答をいただき、現在その
体制の整備、拡充に努めているところです。また、同
時に患者、家族に寄り添い、不安を和らげることが求め
られており、自宅療養者が重症化しても入院できずに置
き去りになることは何としても避けなければなりません。い
ざという時に対応できる医療機関を少しでも増やせるよう
往診時における基本的な考え方やポイント（感染予防対
策等）を整理した「自宅療養者への対応ガイド」を作成
し、会員医療機関等に周知いたしました。こうした体制
を強化することで保健所機能を少しでも補完できればと
考えております。さらに、自宅療養者が必要に応じて迅
速に抗体カクテル療法へ繋げることにより重症化の予防
が期待されます。
　今後、グローバル化の進展により数年後にはまた違っ
た新興感染症が発生すると言われております。有事に
なっても対応できるよう、地域保健法の制定以降、統廃
合により半減されてきた保健所の機能強化、ＰＣＲ検査体
制・個人用防護具（ＰＰＥ）の確保、人材の育成と平時
と有事の切り分けが直ちに行える医療提供体制が求め
られます。今回の新型コロナウイルス感染症のパンデミッ
クを経験して、有事における日本の医療提供体制の脆
弱性、疲弊した医療現場があらわになりました。こうした
医療が置かれた厳しい状況を打開し、二度と対応を誤
らないよう、１９８０年代から長年にわたり続けられてきた
「効率化」の名のもとに医療費を抑制してきた医療政策の
方針転換を図らなければなりません。そのためにも医療
界が今、一致団結する時であります。
 

　世に友人と呼ぶ者は多いが親友と云えるのは
少ないものである。
　親友とは「心を許し、深く理解し合っている
友（日本大辞典）」である。
　私には三人の親友が居た。三人共、昭和３０
年に本学を卒業した学部４期生であり、結婚式
と告別式の両方に参列した間柄である。
　塩津貫一郎君は交通事故死であった。大学卒
業後は薬理学で学位を取得し、大学病院で研修
後、昭和３９年に現在の長岡京市で内科を開業
した２年目に交通事故死した。３７才であった。
あとで聞けば風邪薬を飲んでいたそうで、恐ら
くその中に入っていた抗ヒスタミン剤が眠けを
誘ったのであろう。
　上杉日出登君は糖尿病性腎不全で死んだ。５７
才であった。彼の家系は親子姉弟全員が糖尿病
であった。糖尿病の治療はカロリー制限が大切
であることは云うまでもないが、彼は生まれつ
きの大食漢でなかなか自制が出来なかったらし
い。
　伊達政照君は６３才で死んだ。肝臓癌であっ
た。彼は生まれながらの外科医で、個人の外科
病院を開設し、毎日、素手で手術している内に
肝炎ウイルスに感染し（何型かは不明）肝臓癌
に至ったのである。
　三人共「医者の不養生」と云われても仕方が
ないであろう。悲しくも腹立たしい限りである。

「三人の親友」

文責／西村 保（学 4期）

j i n s e n - p a r k
評議員近況報告



追憶 -父

文責／大澤 直（学14期）

j i n s e n - p a r k
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　この度の新しい學校名の発足について、改めてお祝
い申し上げ、益々の學校の御発展をお慶び申し上げま
す。
　世間はコロナウイルスに翻弄され、それこそ一部の飲
食関連の方々はそれこそ経済的な面でパニックに落ち
いっているようですが、ワクチンの接種が拡がることと、
アルコール「百薬の長」の解禁で落ち着くと考えたい状
況です。しかしながらオリンピックの開催等で誰にも先は
見えません。
　このような時にこそ感染症の知識を活用すべき医療関
連の勉強不足が残念ですが、今更それを言っても神様
は人の驕りを笑ってみていられると同時に反省の余地を
下さっておられるのだと思っています。
　さて、こんなことで愚痴っていてもしょうが無い事です
が、それより現実には新學校名も変わり、投稿記事の心
配も無い状態になる事を祈っています。実は連続して自
己の恥を売るような文章を残してしまって孫達に怒られる
のを覚悟していますが、なぜ生後間なく大連に行かなけ
ればならなかった理由だけ、おやじの大澤 達の名誉の
為にここに記させて頂きたいと思います。
　特に医専時代は勿論の事、小生が入学したころは京
都大学出身の教授先生ばかしでしたが、外科系の先生
方は【小生Ｓ１６年生】昭和１５年に当時の京大で起こっ
た宮様事件はみなさん御存知あるか無いかが本当のと
ころであり、我々の歴史には憲兵隊なんて考えもつかな
いでしょう。
　そこで、ここに京都大学の講義歴史書「非売品」が
手に入っていたので、これから消化器外科をやって下さ
るかたには腹腔鏡手術など術式も使っている器具も変
わってきているとは思いますが、後輩にはぜひ目を投じて
ほしいと考えて、あえて原文のまま投稿させて頂きました。
　その他２編程文献を添付させていただきました。

（中略）

（後略）

日血外会誌３巻１号より抜粋（一部）
「食道外科の開拓者」より一部抜粋



　私の義父に当たる前田義雄先生は大正１３年１
２月１８日生まれで今年の１２月には満９７歳をお迎え
になります。
私は学３１期で現在スタンフォード大学医学部で教
授を務めさせていただきＳＣＮ ｌａｂと言うラボの所長
も兼任しておりますが私がアメリカで基礎医学の道
を進むにあたり大変お世話になりましたので今回思
い出話をお世話になったお礼として書かせていた
だければと考えました。短いコラムで全４回に分けて
書く予定にしています。
　前田義雄先生は現在も泌尿器科の臨床医とし
て大阪市生野区で活躍なさっています。
　初めてお会いしたのは１９８２年私が国家試験に合
格した時に結婚の挨拶に妻の実家に伺った時です。
　私と妻は同じ中高の同級生ですがたまたま同じ
大学の卒業生だったと言う事で非常に喜んで迎え
て下さいました。
　私が結婚の話をする前から結婚式はいつ頃が
良いかななどと気さくに話して下さり緊張感が一度
に和らぎました。
　また、母校が大阪医大と言う事を常に誇りに感じ
ておられ解剖学教室として使っていた教室がヴォー
リズ建築の大阪医大の記念館ととなっている教室
には１６期前田義雄先生の名前と学３１期の私の名
前が並んで記されています。
　皆様もどうぞ見学に是非訪れて見て下さい。
　大阪医大ではラグビー部で活躍されたと聞いて
います。また、音楽にも非常に造詣が深くグリークラ
ブにも属されていた事も聞いています。
　泌尿器科の同窓会にも熱心に取り組まれており
腎臓と膀胱と言う事から仁望会と名付けたのも前
田先生だと聞いています。
　初稿はここまでにさせて頂きます。２回目も楽しみ
にしていて下さい。

高医 16期卒前田義雄先生について

文責／西野精治（学 31期）

j i n s e n - p a r k
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『人生の法則
「欲求の 4タイプ」で分かる
あなたと他人』
著者／岡田斗司夫

この本は岡田斗司夫氏の提唱する、人間は欲
求特性と社会生物としての本能に従って４
つのタイプに分類されるという説の解説本
です。４タイプとは２つの特性（外向性・内
向性、抽象的・具体的）を定量評価し、分類さ
れる、注目型（外向性、抽象的）、司令型（外向
性、具体的）、法則型（内向的、具体的）、理想型
（内向的、抽象的）という４種類の欲求傾向の
事です。４タイプを知ればどういったメリッ
トがあるのかというと、自分の組織の中での
立ち位置、自分と異なるタイプの人間との付
き合い方、自分の幸せの傾向を客観的にイ
メージ出来るようになるということです。
さて、私はこの説によると仮定を立てるのが
大好きな法則型のようなので、一つ面白い仮
定を立ててみました。医者も４タイプに分け
られ、それぞれ、注目型（ヒトを助けることに
喜びを感じるタイプ）、司令型（とにかく偉く
なりたいタイプ）、理想型（医学を極めたいタ
イプ）、法則型（安定した生活が一番のタイ
プ）に分類されそうな気がするのですが、現
役の先生方どうでしょうか？

医学部 5回生　たかつきおにく



バスキュラーアクセス
サルベージ手術集
著者：岡崎　睦、佐藤英一（学 42 期）
出版社：メジカルビュー社
価格：￥6,380（税込）

　千葉県松戸市にございますＩＭＳ（イムス）グ
ループ医療法人財団明理会新松戸中央総合病院
に勤務しております腎臓内科医です。東京大学形
成外科の岡崎 睦教授とともに１０年以上血液透析
患者さんのバスキュラーアクセス手術に関わらせて
頂いております。３年前に前著である「バスキュラー
アクセスの手技＆Ｔｉｐｓ（岡崎 睦、佐藤英一著
メジカルビュー社）」を刊行させて頂きました。こ
の度、続編となります、「バスキュラーアクセスサ
ルベージ手術集」を上梓する運びとなりました。
今回もすべて当院の症例で、写真を多く用いて内
シャント再建手術についてわかりやすい内容に
なっていると思います。よろしければご一読頂き、
ご批評を賜りますれば幸いに存じます。

佐藤英一（学４２期）

会 員 著 書
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2021年 9月5日付け大阪保険医新聞に掲載されました大阪医科薬科大学研究支援センター医療統計室長・伊藤ゆり
先生の記事を、前田壮二郎先生（学 33 期）にご紹介いただきました。

新 聞 切 抜



20 21

第 52巻 第 5号大阪医科大学仁泉会ニュース 第 52巻 第 5号大阪医科大学仁泉会ニュース令和 3年 10月 1日発行 令和 3年 10月 1日発行

2021 年 3 月 24 日（水）、4月 13 日（火）付けの讀賣新聞夕刊に森脇真一先生（学 35 期）の記事が掲載されました。

新 聞 切 抜

大阪医科大学 女性医師の会
メールアドレスご登録のお願い

　空気に涼しさが混じり秋らしさを感じられるようになりましたが、女性会員の先生方におかれまして
はお元気にお過ごしでしょうか。本学の女性の同窓生は１，２００名を超え、皆さま各地で様々な立場
でご活動されています。本会は、仁泉会の女性会員すべての先生方、他学卒業であってもご縁があって
本学でご勤務経験のある女性の先生方にご参加いただける会として発足いたしました。昭和６３年に始
まった大阪医大女医会各科医療勉強会は、今後は当会の年次会合として開催させていただきます。皆さ
まと専門分野や年代を超えて医学の最新情報に触れ、交流と絆を深めたいと考えています。昨年と本年
度は感染拡大防止と安全対策の観点からの開催は見送りましたが、次年度の会合が決まりましたら、仁
泉会ニュースやメール等でご案内をお送りさせていただきます。一日も早いＣＯＶＩＤ１９の収束を祈
念し、先生方と実際にお目にかかれる日を楽しみにしております。
　本会からのお知らせは、隔月発行の「大阪医科大学仁泉会ニュース」や仁泉会ホームページへの掲載
と共にメールでも配信させていただきます。この機会に仁泉会女性会員の皆さまに下記の通りメールア
ドレスのご登録をお願い申し上げます。なお、これまでにメールアドレスをご登録いただいた先生方に
は、８月中にメールをお送りさせていただきました。一部の先生方で、メールが差し戻される事例が発
生しております。メールアドレスのご変更を希望される場合やメールが届いていない場合には、下記ア
ドレスまでメールでご連絡いただけますと幸いです。

　上記アドレスまで①氏名（本学在学中の旧姓）　②卒業年度もしくは学期　③メールアドレス　をお
送りください。

　お手数をおかけしますが、皆さまのご協力をお願い申し上げます。

※迷惑メール対策を取られている先生におかれましては「jinsenkai.net」ドメインからの受信を「許可」
にご設定いただきますようお願い申し上げます。

代表世話人：福本敏子（学24）
連絡先：仁泉会事務局
TEL：072-682-6166
E-mail：jimu@jinsenkai.net（仁泉会）

仁泉会内 女医会メールアドレス：omc-women@jinsenkai.net
メールアドレスのご登録



『学生生活 虎の巻』で、
  心に栄養補給を！
中野隆史先生　（仁泉会理事　学 ��）

学生が、学生のために！
「医学生の道標」を作る。
 実行委員会より

『� 年生が学生生活を
 よりよくするために』
プレゼンテーター
藤井翔大さん（� 年生）
高濱  雅さん（� 年生）

� 年生による学生プレゼンテーション

　トップバッターは�年生の藤井さんと高濱さんによ
る、医学生の勉強の方法と重要科目、�年生なら誰も
が気になる部活やアルバイトについての話です。

医学部での勉強って？
　藤井さんから「何よりも、ご入学おめでとうございま
す！」お祝いのメッセージと共にプレゼンがスタートし
ます。「大学１年生が受ける授業は、多すぎてびっくり
するほどありますが、その中でも一番重要な科目って
何だろうって思いませんか？それは『人体発生学』と

『細胞組織学』だと言えます。この�科目の単位取得
が、恐らく�年次への進級に特に関係していると考え
られるからです。また、この�科目は医学部に入って初
めての医学の専門科目となりますので、�年生にとっ
ては『医学部に入って勉強をしている！』という気持ち
が初めて感じられる授業になる」と、強調しました。
　「人体発生学とは、ヒトが成人の体になるまでどの
ように細胞分裂していくかを学ぶ科目です。精子と卵
子の融合からどういったことが起こるのか、今の自分
たちの体がどうやって作られたかを知ることができま
す。覚えることもたくさんあり大変だけど、これを頑張
ることによって�年次での『解剖学』の理解に必ず直
結します！」と、振り返りました。
　「細胞組織学は、�年次では組織学の方法論、細胞
の構造、�つの主要な組織について学び、�年次では
組織学の各論として各器官／器官系の組織構造を
学ぶための基礎になります。�年生のうちに、顕微鏡
を覗いてスケッチをする際に見ないといけないポイン
トを理解できれば、�年生になってからもスムーズに
勉強を進 めていくことができます。細胞組織学の
ゴールは三次元に広がる組織・細胞構造を視覚的に
認知し理解することです。このスライドは�年次での私
が実際に描いたスケッチです。�時間ぐらいかけて描
いています。

　この課題はA,B,CとZの評価があり、Z評価は再提
出です。最初からきちんと描けばZ評価になることは
ありません。時間もかかり大変ですが丁寧に取り組み
ましょう」とアドバイスがありました。また、この�科目
の後期試験については「開講スケジュールにより、�
科目のうち一方の科目は後期試験の間際まで授業
があるので、テスト勉強の時間が少なすぎることに気
づきます。後期試験には一般科目も多くありますの
で、かなり余裕をもった事前のテスト対策も必要で
す。徹夜勉強したくなければ、�ヶ月前から取り組むこ
とをおすすめします」と、医学生の忙しさに�年生も驚
いた様子でした。

勉強ばかりでは気が詰まる ? ？
　続いて高濱さんより、勉強以外での学生生活につ
いてです。「入学するまで受験勉強ばかりでしたね。こ
れからも勉強だけになると、気が詰まります。在学中
は、ぜひ部活にも励んでください！勉強以外でのスト
レス解消にもなりますし、学生生活の中で最も重要な
こと『友達づくり』ができます。運動部では大会出場、
文化部ではコンテストなどに出られるチャンスがあり
ます。何かに集中して打ち込めることは、社会人に
なってからではなかなか難しく、今のあいだに取り組
むほうが良いです」ただし、「部活選びは慎重に」との
こと。「運動部は時間がとられやすく、他にアルバイト
などの活動がしたい人は、時間について考えなけれ
ばいません。また、部活に入っても雰囲気が自分と合
わない、上下関係の厳しさなどから退部した場合に
は、その部活の友人・先輩とは学業上で顔を合わす
こともありますので友好関係の懸念もあります」では、
学外での出会いや活動範囲を広げたい人にはとい
うと「サークルや学生団体がオススメです。サークル
では同じ趣味を持って集まる人が多く、学外での多
様な友達作りや、あらゆる大学の人 が集まるため
様々な考え方を知ることができ、医学生同士では得
られない刺激があります。一方、学生団体活動の多く
は、社会に貢献するための活動です。学生団体での
メリットは、社会人としてのメールの書き方、社会の構
造や問題、人を動かす為のコミュニケーションなど、
社会人としての必要なスキルの勉強になります」高
濱さん自身も、ゴルフ部やダンス部、学生団体のプロ
ジェクトやサークル活動と学業を両立されていること
もあり、大変説得力があるお話でした。
　ここから話題は変わり、「お金を稼ぎたい人」へ。�
年生から�年生までのアルバイトについてアンケート
をまとめてくれました。「全体の��％以上の学生がア
ルバイトに従事し、学業で忙しいなか働いている人が
多くみられました。一方、�～�年生でアルバイトをし
たことのない人は約�/�おり、バイト以外のことに専

　まずは開催にあたり、仁泉会理事の中野隆史先生
から御言葉がありました。「今回で��回目の開催とな
ります。ことの始まりは、学生たちの『あの先輩やOB
の話を聞いて、学生生活をより充実させたい！』とい
う希望を耳にしたことでした。それならば大学の同窓
会組織である仁泉会も何か手伝えることがあるので
はないか、OBの先生も手弁当で後輩の皆さんに話
やアドバイスができると、大学と仁泉会との共同で開
催したことが、学生生活虎の巻の始まりでした。ただ
し、運営にあたっては、先生が何か意見を言うのでは
なく、学生有志たちによって自主的に進めていただ
いています」と、開催経緯の説明がありました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止により、今回�年
生はオンライン開催での初参加となります。中野先生
は通常開催での様子について「コロナ禍でなければ
大学構内や、近隣の居酒屋などで開催しています。
我々OBの役割というと、話をするだけでなく、学生さ
んへのご飯サポートといいますか、『栄養補給』として
飲食費用の支援をしているのですよ（笑）」と紹介。

「今は感染拡大防止のため、残念ながら集まって会う
ことが難しい状況です。もしも私がドラえもんだった
ら、秘密の道具でZOOMの画面越しに、皆さんに美
味しいステーキや飲み物をたくさん届けてあげます。
でも、そうもいきません。今日は皆さんからの『美味し
い話』を聞くことで、栄養補給となればと思っていま
す。みなさん楽しんで、活発な議論をしていきましょ
う！」と、激励と共に��回目の開催スタートです。 

　続いて、実行委員会長の岡﨑早也圭さんより、�年
生に向けて趣旨説明がありました。「学生生活虎の巻
は、『学生生活の道標』となる内容を提供することを
目的としています。企画運営は実行委員会の学生が
行い、学生が学生のために情報を共有するだけでは
なく、大阪医科大学出身・大阪医科薬科大学病院で
実際に働いている先生からキャリアなどのお話をして
いただく機会も設けています。イベントを通して、普段
関わりのない先輩や先生と接することができます。ま
た、低学年でも臨床の先生と関わることができる機会
もあります。様々なロールモデルに触れ合えること
で、自分自身の大学生活や今後のキャリアをじっくり
考えることができ、学生と教職員で様々な意見交換も
できる貴重な機会となります。今回初めて参加の皆さ
ん、興味があれば次回も参加していただければ嬉し
いです。」と、力強く話してくれました。

念して集中している人が、この大学には多い結果で
した」アルバイトの内容については、「塾講師と家庭
教師が圧倒的に多くて人気。一方、他の学部には見
られない医療関係のアルバイトについては、�年生が
�％、�～�年生になると�.�％が従事しています。な
かでも夜間の医療事務のバイトは時給が高い」との
ことでした。勉強、友達、先輩、そして自分の時間。こ
れからの学生生活をより良いものにするためのプレ
ゼンテーションでした。
　ちなみに、お二人は「ラーメンが好き！」藤井くんは

『麺閣』、高濱くんは『麺屋たけ井』をオススメしてくれ
ました。大学の近くですので是非みなさんも足を運ん
でみてください。

���� 年 � 月 �� 日（土）�� 日（土）に『学生生活虎の巻』が開催されました。
学生の実行委員会が企画をし、仁泉会と大学が共催するこのイベントも
今回で �� 回目となります。
今年度より、日程を �日設けての開催となりした。
第 �� 回目のプレゼンターは、在学生の総勢 � 名。医学生になったばかり
の新入生に向けて「カリキュラム対策」「学生生活の過ごし方アドバイス」
などを、じっくり話していただきました。ここではお話を要約したもの
を紹介します。

新入生へ、
学びの心得と医学生ライフを
楽しむアドバイス！

2019年の虎の巻開催風景
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　この課題はA,B,CとZの評価があり、Z評価は再提
出です。最初からきちんと描けばZ評価になることは
ありません。時間もかかり大変ですが丁寧に取り組み
ましょう」とアドバイスがありました。また、この�科目
の後期試験については「開講スケジュールにより、�
科目のうち一方の科目は後期試験の間際まで授業
があるので、テスト勉強の時間が少なすぎることに気
づきます。後期試験には一般科目も多くありますの
で、かなり余裕をもった事前のテスト対策も必要で
す。徹夜勉強したくなければ、�ヶ月前から取り組むこ
とをおすすめします」と、医学生の忙しさに�年生も驚
いた様子でした。

勉強ばかりでは気が詰まる ? ？
　続いて高濱さんより、勉強以外での学生生活につ
いてです。「入学するまで受験勉強ばかりでしたね。こ
れからも勉強だけになると、気が詰まります。在学中
は、ぜひ部活にも励んでください！勉強以外でのスト
レス解消にもなりますし、学生生活の中で最も重要な
こと『友達づくり』ができます。運動部では大会出場、
文化部ではコンテストなどに出られるチャンスがあり
ます。何かに集中して打ち込めることは、社会人に
なってからではなかなか難しく、今のあいだに取り組
むほうが良いです」ただし、「部活選びは慎重に」との
こと。「運動部は時間がとられやすく、他にアルバイト
などの活動がしたい人は、時間について考えなけれ
ばいません。また、部活に入っても雰囲気が自分と合
わない、上下関係の厳しさなどから退部した場合に
は、その部活の友人・先輩とは学業上で顔を合わす
こともありますので友好関係の懸念もあります」では、
学外での出会いや活動範囲を広げたい人にはとい
うと「サークルや学生団体がオススメです。サークル
では同じ趣味を持って集まる人が多く、学外での多
様な友達作りや、あらゆる大学の人 が集まるため
様々な考え方を知ることができ、医学生同士では得
られない刺激があります。一方、学生団体活動の多く
は、社会に貢献するための活動です。学生団体での
メリットは、社会人としてのメールの書き方、社会の構
造や問題、人を動かす為のコミュニケーションなど、
社会人としての必要なスキルの勉強になります」高
濱さん自身も、ゴルフ部やダンス部、学生団体のプロ
ジェクトやサークル活動と学業を両立されていること
もあり、大変説得力があるお話でした。
　ここから話題は変わり、「お金を稼ぎたい人」へ。�
年生から�年生までのアルバイトについてアンケート
をまとめてくれました。「全体の��％以上の学生がア
ルバイトに従事し、学業で忙しいなか働いている人が
多くみられました。一方、�～�年生でアルバイトをし
たことのない人は約�/�おり、バイト以外のことに専

念して集中している人が、この大学には多い結果で
した」アルバイトの内容については、「塾講師と家庭
教師が圧倒的に多くて人気。一方、他の学部には見
られない医療関係のアルバイトについては、�年生が
�％、�～�年生になると�.�％が従事しています。な
かでも夜間の医療事務のバイトは時給が高い」との
ことでした。勉強、友達、先輩、そして自分の時間。こ
れからの学生生活をより良いものにするためのプレ
ゼンテーションでした。
　ちなみに、お二人は「ラーメンが好き！」藤井くんは

『麺閣』、高濱くんは『麺屋たけ井』をオススメしてくれ
ました。大学の近くですので是非みなさんも足を運ん
でみてください。

　続いて、�年生の甲田さんと織さんによる、�～�年
次の学生生活についてです。

� 年基礎医学の学生生活
　甲田さんからは�年次のカリキュラムについてで
す。「基礎医学は、正常とは何か、病気とは何か、体の
中では何が起こっているのか、など人のについて深く
学びます。授業科目では『人体の構造』のなかに肉眼
解剖学、組織学、神経解剖があり、『人体の機能』のな
かに分子生物学、生理学、生化学があります。ほか病
理学、薬理学、微生物学、免疫学が基礎医学の科目
にあたり、�年次は�月から�月にかけて学ぶ『人体の
構造』からスタートします。

『�～� 年次のカリキュラムと
総合試験について』
プレゼンテーター
甲田尚子さん（� 年生）
織 優月さん（� 年生）

４年生によるプレゼンテーション

『CBT 対策、マッチング、
病院見学、国試対策について』
プレゼンテーター
佐野詠里子さん（� 年生）
岡﨑早也圭さん（� 年生）
宇都山  遥さん （� 年生）
山本千𥙿さん（� 年生）

５年生によるプレゼンテーション

　まず、「CBT対策として使用していたのはどのテキ
ストですか？という質問では、���%の人が『QB(クエ
スチョンバンク)』というCBTの過去問題集を使用。
QBの次に多いのは、映像授業、参考書『病気がみえ
る』、ネットの演習サービス『テコプラ』を活用している
順になりました。では、映像授業は何を使用している
のでしょう？『medu�』、『Q assist』、『MEC』、『利用
していない』という人が、ちょうど�/�ずつの割合でし
た。これらの映像授業を出版している三つの会社の
サービスについてそれぞれの長所と短所について説
明します」と、これらのCBT対策サービスを徹底的に
レポートしてくださいました。出版社によって内容や

　現在�年生の藤井くんと高濱くんは、解剖学、組織
学、神経学を、ちょうど今、学んでいる真っ最中なの
で、新 鮮 な 感 想 を 聞 いてみましょう！」と、インタ
ビュー。藤井くんは「解剖は頭も手も動かし解剖に集
中するので、体力的に非常に疲れが出ます。�年生に
なって初めて白衣を着て、ご献体に学ばせてもらうこ
とで『自分は医者になる』ということを日々実感する
ようになりました」高濱くんは「解剖学は今まで学ん
だことが正しいのかを知ることができる場面が多い
です。組織学は�年次よりも先生の採点も厳しくなり
ました。ひとつひとつ丁寧に取り組んでください」と、
述べました。二人の感想に、当日ご参加いただいた
瀧谷公隆先生からも「医師も体力勝負です。解剖学を
頑張って乗り越えれば、臨床への道が開かれます」と
コメントをいただきました。
　ここから甲田さんより、学びのポイントをいくつか
ピックアップ。「解剖学はご献体によって血管、神経の
走行は異なります。教科書通りでないので、同定が難
しい場合もあります。体力的にもしんどいが、踏ん張り
どころです」「組織学は顕微鏡を用いて臓器のミクロ
構造を学び、病理学に活きます。スケッチをしますが、
これは画力を問われているわけではないので、講義
で学んだポイントを意識してください」「神経学では
脳の複雑な構造を学びます。講義数は少ないので
しっかり試験で合格しましょう」と解説。ちなみに、この
人体の構造の三科目を落とすと『グランドスラム』と
呼ばれるそうです。気をつけましょう。「免疫学は感染
症を学ぶ土台になります。最近の新型コロナ感染症
の流行でも分かる通り、感染症は診療科問わず、必ず
押さえておきたい分野です」「病理学は異常を学ぶ
科目です。ここでもスケッチしますが病理組織です。組
織学で学んだ正常のスケッチと見比べて学習すると
良いでしょう」とアドバイス。また�年次は「前期、中
期、後期、それぞれの科目を乗り越えれば、夏・冬・春
の長い休みが待っているので、大変な時とゆったりで
きる時の差があるのも特徴。再試験にかからないよう
にするのも充実した学生生活を送るうえで重要」だと
いうことです。

カリキュラムから見る、�～� 年生の過ごし方
　続いて、織さんへバトンタッチ。「�～�年次では臨
床科目となります。何の病気になったか？どういう風
になったか？治し方は何か？とかいうことを、PBL

（Problem-based Learning）という、課題解決型、
問題発見解決型の学習法で進めます。先生より課題

（患者の状態）の提示があり、学生が�～�人のグルー
プで課題文から問題点を見つけ、自己学習で解決し
ていく流れです。講義形式の授業もあります。附属病
院の先生が授業担当してくださり、��分もしくは��分
毎に教科と専門の先生が代わり、あらゆる分野につ
いて学びます」と、�年次からの�年次は大きく授業の
スタイルに変化があることがわかりました。
　�年次では試験にも変化があります。「勿論テスト
は科目ごとにありますが、それに加えて重要なものが

『総合試験』です。PBLで学んだことも含め、�年次で
学習した内容が総合的に出題され、進級試験も兼ね
ています。総合試験は３ブロック構成で、Aブロックは
知識問題の基礎、Bブロックは知識問題の応用、Cブ
ロックが臨床問題の構成になっています。�年次で学
ぶ科目が多い上に、全ての範囲が入り乱れて出題さ
れるので、理解を整理整頓しておくことが重要」とア
ドバイス。基礎から臨床まで広範囲となる�年次の学
習スタイルには工夫も必要で「友達とグループで勉
強する人が多く、解らないことを確認しあったり、問題
を出し合ったりします。コロナ禍でメンタル的にも大
変な時は、グループでZOOMをつなぎ、電話をしな
がら乗り越えました」と、コロナ禍での苦労、工夫を振
り返ります。何より「勉強するために友達は不可欠！」
できるだけ�年生の時から一緒に勉強するグループ
を作ることを意識したほうが良いそうです。続いて�
～�年次での『学生研究』のお話。「約�年間研究室に
通い、先生にアドバイスをいただきながら研究・分析
を行います。母校の基礎、臨床、薬大の研究室を含め
ると合計��もの研究室から選ぶことができ、私は生
理学教室で研究をしています」と、今現在の研究の様
子を伝えてくれました。

　会も大詰め、いよいよ５～�年生による卒業と進路
についての話です。

CBT、クリニカルクラークシップ対策について
　佐野さんより、CBTとクリニカルクラークシップ（クリ
クラ）についてのプレゼンです。「CBTとは�万問以上
のストックされている問題から、ランダムに選ばれた
問題を解く学力試験です。出題は受験生ごとに設定
されます。大医の私達の学年では��月に行われまし
た。大学によって異なりますが、概ね��%～��%ぐら
いの得点を取っていれば合格すると言われていま
す」佐野さんは事前に�年生に対してCBT対策に関
するアンケートを実施。「アンケート結果の信用度に関
わる」と、アンケート回答者の試験の得点率まで調査
する入念な準備をしてくれました。

情報量が異なるそうで、このレポートを聞いた人は、
サービス選 択の参 考 になったことでしょう。また、

「CBT対策の学習を始めた時期は、�年生と�年生か
らがそれぞれ半数と多く、�年と�年生の段階ではま
だ始めてないことがわかりました」「CBT対策を本格
的に始めてからの勉強時間は、１日あたり、�～�時間
が��%、�～��時間並びに��時間以上が��%とな
り、試験に向けては多くの学生が長時間の勉強をし
ているが、中には�～４時間の人も��%います」「QB
の中で苦労した冊子では、基礎編と連問編がそれぞ
れで半数を占め、臨床前編、臨床後編、最新問題編
に苦労は見られないようでした」また、「CBTでは出
題割合が分野別に予告されているため、出題割合が
大きい分野を重点的に勉強する」など、�年生の経験
の基づく具体的な声を知ることができました。
　 佐 野さんのプレゼンは、病 院 実 習 に続きます。

「CBT（学力試験）、OSCE（実技試験）を終えると、病
院実習がはじまります。これを大医ではクリニカルク
ラークシップ、略してクリクラと呼んでいます。このクリ
クラについても�～�年生にアンケートをとりました」
と、『勉強時間と方法について』『実際のクリクラ実習
の感想』そして、『クリクラと将来の進路との関わり』を
伝えてくれました。「将来の診療科をはっきり決めた
上で実習に挑む学生は全体の��.�%、ある程度目処
を立てている学生は��.�%」との回答、全員が進路
を意識しています。「実習した診療科に対して、��%
はイメージが良くなり、��%は悪くなった」というアン
ケート調査からは、自分の抱くイメージと現場を照ら
し合わせるのに大事な機会ということが伺えます。実
習中は「患者さんとの関わり、手術や検査の見学、実
際に診察ができること、手技を行えること、先生に付
きいろいろな症例を見て指導してもらえる機会」その
充実した学びには、将来の診療科を決める参考、一
助となることがわかりました。

其の十
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楽しい学生生活を送る中で、
勉強も頑張ってください。
瀧谷公隆先生（仁泉会理事　学 ��）

研修医マッチング・国試対策について
　岡﨑早也圭さんからは、�年生では未知、�年生で
もわかりづらい研修医マッチングについて「研修希望
者と研修病院を、それぞれの希望を踏まえてアルゴ
リズムに従い、コンピューターがマッチング（組み合わ
せ）決定をするシステムです。参加者（研修希望者）と
参加病院（研修病院）が希望順にない組み合わせは
生じません。参加は任意ですが、参加登録した者は
必ずマッチング結果に従うことになります」と、解説し
てくれました。続いて、�年生以上へのアンケート調査
からです。「病院見学については、�年生の夏休み以
降から始め、回数は�～�回が相場です」見学回数は
事前に情報収集を積極的にすること、実際に自分の
目で確かめることも大事とした上で「研修先の選考で
は試験だけでなく、面接の対策としては過去の事例
を情報収集して回答を準備すること、履歴書をしっか
り丁寧に書くことや、ファーストインプレッションで良
い印象を与えることで他者と差が出ることもある」な
ど、人としての印象も大事ということにも触れました。
 マッチングと卒業試験での両立で難しかった点につ
いては、「�月、�月と卒業試験とマッチングで両立が
大変。並行しながらの勉強は辛く、試験日程や卒業
試験日程が重複することもある。�年の春から計画的
に履歴書やマッチング準備を進めておくことが肝心。
�年次や１回目の卒業試験で学年順位から見て卒業
が危うくないのであれば、マッチングに専念すべき」
と、事前の心構えが必要ということです。研修病院を
選ぶ際に重視する条件では�～�年と卒後�年目（卒
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病院の雰囲気と回答。あわせて教育体制、研修医の
人数、地理的条件が重要視されています。卒一では、
病院の雰囲気は��%となり、研修医の人数、給与水
準の回答が多く得られました。また、全体の八割は将
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ことがわかりました。
　ここで、� 年生の宇都山 遥さん、山本千𥙿さんの
ケースを紹介、お二人共に病院を選ぶ基準につい
ては「病院の雰囲気」を重要視されてました。また
コロナ禍においての特徴としては「病院見学の受け
入れが限定的になることがある」ということに加え、

「緊急事態宣言の発令によって病院見学もオンライン
になった」など、コロナによって病院見学の形式も
変わってしまうことも浮き彫りになりました。実際に
行ける機会をつくるには「早めのアポイントも大事」
と、病院への見学希望の連絡手段『病院へのメー
ルの例』を実際に送った文面を披露、実践的な解
説となりました。

　まず、「CBT対策として使用していたのはどのテキ
ストですか？という質問では、���%の人が『QB(クエ
スチョンバンク)』というCBTの過去問題集を使用。
QBの次に多いのは、映像授業、参考書『病気がみえ
る』、ネットの演習サービス『テコプラ』を活用している
順になりました。では、映像授業は何を使用している
のでしょう？『medu�』、『Q assist』、『MEC』、『利用
していない』という人が、ちょうど�/�ずつの割合でし
た。これらの映像授業を出版している三つの会社の
サービスについてそれぞれの長所と短所について説
明します」と、これらのCBT対策サービスを徹底的に
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情報量が異なるそうで、このレポートを聞いた人は、
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の基づく具体的な声を知ることができました。
　 佐 野さんのプレゼンは、病 院 実 習 に続きます。

「CBT（学力試験）、OSCE（実技試験）を終えると、病
院実習がはじまります。これを大医ではクリニカルク
ラークシップ、略してクリクラと呼んでいます。このクリ
クラについても�～�年生にアンケートをとりました」
と、『勉強時間と方法について』『実際のクリクラ実習
の感想』そして、『クリクラと将来の進路との関わり』を
伝えてくれました。「将来の診療科をはっきり決めた
上で実習に挑む学生は全体の��.�%、ある程度目処
を立てている学生は��.�%」との回答、全員が進路
を意識しています。「実習した診療科に対して、��%
はイメージが良くなり、��%は悪くなった」というアン
ケート調査からは、自分の抱くイメージと現場を照ら
し合わせるのに大事な機会ということが伺えます。実
習中は「患者さんとの関わり、手術や検査の見学、実
際に診察ができること、手技を行えること、先生に付
きいろいろな症例を見て指導してもらえる機会」その
充実した学びには、将来の診療科を決める参考、一
助となることがわかりました。

　おわりに瀧谷公隆先生からの閉会の御挨拶です。
「今日、２年生から６年生の先輩が説明された内容は、
学生にとっても先生にとっても本当に大切なことばか
りでした。楽しく学生生活を送ることも大切ですし、
また勉強も頑張ってください。少し耳が痛いかもし
れませんが、私たち（先生方）と接する機会が多
い学生は、勉強を鼓舞しなければいけない学生です。
なので、私たちから声をかけられることは、『もっと
勉強を頑張ってください』という意味です。逆に成
績の良い学生はあまり声をかけられないでしょう。も
し、私たちに名前を覚えられたら『もっと勉強に励
まなければいけない』と意識してください。でも、
何故か今日の５～６年生の名前は良く覚えています
ね（笑）。いろいろとよく会う機会があるからでしょうか。
今日はこの会に参加できて本当に楽しかったです。
これからも先輩から後輩に経験を伝え、虎の巻を続
けていってください」と、会を締め括られました。 

　最後に研修医１年目の青山直人先生、浅野広中先
生、佐川峻一先生のインタビュービデオが公開されま
した。それぞれの病院見学や国家試験対策などの経
験を話していただき、「自分の進む道を信じて頑張っ
てください」と、後輩へメッセージが届けられました。

其の十

令 和 � 年 � � 月 � � 日（ 土 ）
� �：� � ～ � �：� �  〈 予 定 〉

Z O O M での 開 催 です
（正式な日時 は学内掲示板などでお知らせします）

お 問 い合 わせ

学 生 生 活 虎 の 巻 実 行 委 員 会（ 仁 泉 会 事 務 局 ）

E m a i l：t o r a n o m a k i @ j i n s e n k a i . n e t

次 回 予 告
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豪雨 大阪医科薬科大学

スパゲティナポン太ン（学��期）

まんが51

高医１９期　中馬 勇先生

令和３年６月２６日多臓器不全・老衰の為ご逝去
（９４歳）。昭和２５年卒。
卒業後、大阪大学医学部研究生になられ医学博士学
位を取得されました。昭和３０年１２月から兵庫県技術吏
員として県立西宮病院で勤務された後、尼崎市・中馬
医院にて内科医としてご勤務になり、昭和２６年７月から
平成３１年６月までのながきに亘り理事、副院長、院長、
理事長、名誉理事として地域医療に貢献されました。
また昭和３４年～尼崎中央警察嘱託医師、同年～神戸
税関尼崎税関支署嘱託医、昭和５２年～兵庫県阪神
南青少年本部長、昭和６０年７月～平成３年６月兵庫県
公安委員会委員及び委員長、平成２年～尼崎中央警
察署衛生管理医師をお務めになられました。平成１８年
には旭日双光章を受章されておられます。
ご遺族　長男　淳様

高医２０期　亀井良次先生

令和３年３月２４日肺炎の為ご逝去（９４歳）。
昭和２６年卒。
岸和田市にて外科・内科をご開業になり、地域医療に
尽力されました。
ご遺族　長男　朝廣様

学部９期　麻生泰成先生

令和３年７月１日急性腎不全の為ご逝去（８７歳）。
昭和３５年卒。
豊岡市にて皮膚科をご開業になりました。豊岡市城崎
郡医師会会長、兵庫県医師会代議員、兵庫県西部医
師会代議員・議会議長、新公立豊岡病院建設委員会
委員長、淡交会但馬支部支部長などを歴任され、地
域医療に尽くされました。「患者様だけでなく、まわりの
人皆に優しかった父は大勢に慕われ、自宅を棺が出る

際は自宅前の道が見送りの住民で溢れる程でした。ま
た茶道、書道、囲碁、禅画、詩吟、小唄等を親しみ、
師範や名取りを頂くなど多趣味でありました。日頃からよ
り良く生きるための指針を哲学・人間学といった書物に
学び、お陰で人生の実り多く、闘病生活も大変穏やか
に過ごすことができました。」とのご遺族のお言葉です。
ご遺族　妻　康子様

学部９期　伊藤憲子先生

令和３年８月１３日心不全の為ご逝去（８６歳）。
昭和３５年卒。
尼崎市にて眼科をご開業になり、地域医療に貢献され
ました。
ご遺族　長男　淳様

学部１３期　田中義之先生

令和３年６月１４日拡張型心筋症・リンパ球性白血病の
為ご逝去（８１歳）。昭和３９年卒。
卒業後、神戸大学整形外科に入局されました。新須磨
病院、姫路聖マリア病院でのご勤務を経て、神戸市西
区にて整形外科病院をご開業になり、地域医療に尽力
されました。
ご遺族　妻　陽子様

学部１４期　玉中省吾先生

令和３年６月２日心不全の為ご逝去（８２歳）。
昭和４０年卒。
産婦人科医として医療活動に携わってこられました。
ご遺族　妹　典子様

学部２０期　中野和子先生

令和３年７月１２日大腸がんの為ご逝去
（７６歳）。昭和４６年卒。
泉佐野市・西田病院にて内科医として地域医療に携
わっておられました。
ご遺族　夫　義一様

学部４１期　久野友子先生

令和３年５月２６日外傷性クモ膜下出血の為ご逝去
（５３歳）。平成４年卒。
卒業後、大学院に進まれ小児科学教室に入局されまし
た。平成１１年４月～平成１２年８月３１日千葉がんセンター
生化学研究部にて、平成１２年９月～平成１３年３月恵
仁会田中病院小児科にて医長として、平成１３年４月～

平成１８年３月母校附属病院小児科にて助手として、平
成１８年４月～平成２３年４月済生会茨木病院小児科に
て部長としてのご勤務を経て、平成２３年９月に大阪市
城東区にて「くの小児科クリニック」を開設され、地域
医療に携わっておられました。
ご遺族　実姉　大山慶子様
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　コロナ禍は多少の消長はあるものの、まだまだ
収束しそうにありません。仁泉会会員の先生方に
は、それぞれのお立場で対応されていることと存
じます。
　さて、今号では茂松大阪府医師会長や学年
評議員の先生方にご無理をお願いして、ご寄稿
いただきました。ありがとうございます。
　また、数えて１０回目になる「学生生活 虎の巻」
記事も掲載いたしました。このセミナーもＷＥＢ開
催だったようです。すっかりこの形式が広まってい
ますが、今までの学生生活を思うとやはり寂しい
感があります。記事中に一昨年のリアル開催時

の写真が掲載されていますが、こちらのほうが馴
染みやすく感じるのは時代遅れでしょうか。今後、
すべての授業がリモートになってしまえば、大学
の教室は不要になる可能性もあります。当院の
私立大学生の子供さんがいるスタッフですが、昨
年度はほとんど大学キャンパスに行っておらず、
授業料の施設整備費を返してほしいとぼやいて
おられました。ただ医学部の場合、臨床実習だ
けはリモートというわけにはいかないと思います。
これもオンライン診察になってしまうかもしれません。

（治）

編 集 部 よ り

会費納入のお願い

原稿募集のお知らせ

年会費
令和３年度　10，000 円
令和２年度　10，000 円
令和元年度　10，000 円
納入のご協力をよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　事務局　会計係

仁泉会ニュースの原稿を募集しております。日々の診療
で感じられた事、研究報告、趣味のお話やクラス会や支
部会のご報告なんでも結構です。
ご投稿お待ちしております。
●52 巻 6 号（令和 3年 12 月 1 日発行）
　締切　令和 3年 10 月末日
●53 巻 1 号（令和 4年 1月 1日発行）
　締切　令和 3年 11 月末日
●送付先：仁泉会事務局　〒569-8686　高槻市大学町 2-7
E-mail：jimu@jinsenkai.net　　FAX:072-682-6636
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令和３年６月１４日拡張型心筋症・リンパ球性白血病の
為ご逝去（８１歳）。昭和３９年卒。
卒業後、神戸大学整形外科に入局されました。新須磨
病院、姫路聖マリア病院でのご勤務を経て、神戸市西
区にて整形外科病院をご開業になり、地域医療に尽力
されました。
ご遺族　妻　陽子様

学部１４期　玉中省吾先生

令和３年６月２日心不全の為ご逝去（８２歳）。
昭和４０年卒。
産婦人科医として医療活動に携わってこられました。
ご遺族　妹　典子様

学部２０期　中野和子先生

令和３年７月１２日大腸がんの為ご逝去
（７６歳）。昭和４６年卒。
泉佐野市・西田病院にて内科医として地域医療に携
わっておられました。
ご遺族　夫　義一様

学部４１期　久野友子先生

令和３年５月２６日外傷性クモ膜下出血の為ご逝去
（５３歳）。平成４年卒。
卒業後、大学院に進まれ小児科学教室に入局されまし
た。平成１１年４月～平成１２年８月３１日千葉がんセンター
生化学研究部にて、平成１２年９月～平成１３年３月恵
仁会田中病院小児科にて医長として、平成１３年４月～

平成１８年３月母校附属病院小児科にて助手として、平
成１８年４月～平成２３年４月済生会茨木病院小児科に
て部長としてのご勤務を経て、平成２３年９月に大阪市
城東区にて「くの小児科クリニック」を開設され、地域
医療に携わっておられました。
ご遺族　実姉　大山慶子様


