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北里大学同窓会栃木県支部
公開講演会のお知らせ公開講演会のお知らせ

ニュース No.17
2015年5月1日発行

栃木県支部ホームページQRコードです。

スマートフォンでのアクセスに利用下さい。

栃木県支部公開講演会開催します
北里大学栃木県支部 支部長 滝 龍雄

来る6月 20日(土)午後、北里大学同窓会、下野新聞社

の後援で、北里大学同総会栃木県支部主催の公開講演会

を開催します。

北里大学同窓会栃木県支部
公開講演会

北里大学東洋医学総合研究所所長
漢方鍼灸治療センター長

花輪 壽彦先生
演 題：高齢者の健康と漢方
日 時：2015年6月20日午後3時半より

場 所：栃木県立総合文化センター

第一会議室

講師は北里大学 東洋医学研究所所長・漢方鍼灸治療セ

ンター長花輪壽彦先生です。

花輪 壽彦先生のご略歴

1980年 浜松医科大学卒業。同大第一内科にて研修。

1982年 北里研究所東洋医学総合研究所に勤務。

その後、同研究所漢方診療部長、所長補佐。

1996年 北里研究所東洋医学総合研究所所長

2001年 北里大学大学院医療系研究科・東洋医学指導教

授を兼務

2008年 4月 研究所と大学の法人合併により北里大学  

東洋医学研究所所長、および同大学院教授。

学会活動、その他：

社団法人・日本東洋医学会理事・副会長を経て現在監事、

東亜医学協会常任理事、厚生労働省薬事食品衛生専

門委員、WHO伝統医学協力センター長などを兼務。

著書：

『漢方診療のレッスン』（金原出版、1995年）

『漢方よろず相談』（永劫、2001年）

『漢方は女性の健康をたすける』（岩波書店、2005年）

など多数

「高齢者の健康と漢方」講演要旨

花輪 壽彦

１）漢方医学は日本で約 1500 年の歴史を持つ伝統医学

で、現在医師の約9割が日常診療に漢方薬を使用して

いるのが実態である。しかし現在８割以上の原料生薬

を中国からの輸入に頼っており、近年生薬価格が約 2
倍～4 倍に上昇している。今後は国内生産で、安全・

高品質な生薬を安定供給する必要がある。

２）健康長寿の実現を目指して
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漢方では老化には2つのタイプがあると考える。

①腎虚証タイプ

・「老化」に伴う症状（歯がもろい・骨が弱い・動脈

硬化関連疾患など）が出やすい・物忘れ・精力減退・

年より老（ふ）けた感じ。高血圧・糖尿病など生活

習慣病タイプ。

→ 血管・骨から老化していくタイプ

②脾虚証タイプ

・筋肉量が低下し、自律歩行に難渋する。

・食欲が無い。食べるのが遅い。味にうるさい。食

後傾眠

・胃腸が弱い。下痢しやすい。

・うつ気分。かぜをひきやすい。

・暑がりで寒がり、余力がない。

  → 内臓から老化していくタイプ

３）北里大学の文部科学省の COI (Center Of 
Innovation)としての取り組み（2013～2021年）

「安全高品質な漢方 ICT 医療を用いた未病制御シス

テムの研究開発」という課題の元に、10年後の日本の

医学・医療の在り方を考え革新的な技術や方法論を研

究する拠点リーダーとして、活動を始めている。

具体的には、診断ロジックの明確化、診断センサー

の開発、安全高品質な生薬の確立と国内生産の奨励な

どを鋭意進めている。

講演会パンフレットへの広告募集
さて、6月20日に開催する北里大学東洋医学総合研究

所所長・漢方鍼灸治療センター長、花輪 壽彦先生の北

里大学同窓会栃木県支部公開講演会「高齢者の健康と漢

方」で、講演要旨等を収録したパンフレットを配布しま

すが、現在そのパンフレットに掲載する広告を募集して

います。

パンフレットに掲載する広告の基本サイズは A4 版の

４分の１の大きさです。掲載料は５千円で、現在、８区

画を予定しています。是非、病院、クリニック、薬局、

製薬会社、その他等で広告を掲載しても良いという方は、

４月中に支部長まで御一報下さい。掲載は申し込み順で、

詳細はパンフレット担当者より後程連絡いたします。

当日は、栃木県支部会員５０名、一般県民１００名の

出席を予定し、計２００部の製作を予定しています。

又、広告以外にも配布希望のものはありましたら、当

日出席者に配布することも可能ですので、支部長まで御

一報下さい。

支部会員、一般県民への宣伝にもご利用下さい。

申し込み先：

〒329-0434 下野市祇園2-24-1
北里大学同窓会栃木県支部 支部長  滝 龍雄

         Tel. ＆ Fax.0285-44-8666
       e-mail address：tatabox@kitasato-u.ac.jp

Relay for Life Japan 2015 Tochigi
支部長 滝 龍雄

『Relay for Life (RFL)』はがん患者さんやそのご家族

を支援し、地域全体でがんと向き合い、がん征圧を目指

すチャリティ活動です。今年の RFL Life Japan 2015 
Tochigiは 9月19日（土曜日）・20日（日曜日）に開催

されます。24時間リレー・ウォークは仲間と歩きながら

命の尊さを伝え分かち合う場です。ルミナリエは、一人

一人の手でつくりあげるものです。不安や孤独を感じな

がら再発の恐怖と闘う患者が朝目覚めた喜びを象徴する、

夜明け前の空を一瞬染める紫色。ルミナリエの灯を囲み

ながら仲間と「紫の夜明け」を共有しませんか。

栃木県支部は、本イベントの趣旨に賛同し、第１回か

ら参加しています。今年のRFL Japan 2015 Tochigiは
今までの宇都宮城址公園から壬生町総合公園陸上競技場

（下都賀郡壬生町大字国谷2300）に会場を移します。

壬生町総合公園
陸上競技場

おもちゃ博物館

（グランドとメインスタジアムの屋根つきスタンドです）

このスタジアムのメインスタンドはおもちゃ博物館・

とちぎわんぱく公園に隣接し、週末や祝祭日は子供や家

族連れで非常に賑わいます。

現在、栃木県支部では今回も本イベント参加に向けて

準備を進めています。詳細は、7 月下旬に支部会ニュー
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ス、又、栃木県支部のホーム・ページでもお知らせしま

す。参加費等の費用は支部で負担します。

9月19日（土）から23日（水）までは生憎、秋のシ

ルバーウイークの連休となり、色々な予定もあることと

思いますが、皆さん一緒に 24時間歩きませんか？

新年会に参加して
滝 龍雄

今年の新年会は、宇都宮のGOLDA Loungeで開催さ

れました。今年の世話人は、自治医大付属病院の安田是

和病院長（外科学主任教授）を代表とする自治医大に勤

務する若い方々で、30名の出席者がありました。

新年会は予定より少し遅れて始まり、ましたが、美味

しい料理が次々と運び込まれ、飲み放題で一気に場は和

みました。世話人の皆さんが準備した景品、参加者の提

供した本などを巡りじゃんけんやビンゴで賑やかでした。

大学卒業以来 30 年以上ぶりの再会や、学生時代のクラ

ブの先輩・後輩と様々な巡り合いの中で楽しい時間は瞬

く間に過ぎていきました。

予定していた終わりの時間となりましたが、話は尽き

ず、福田副支部長のご尽力で同じ会場での時間延長もあ

り、結局 10 時近くまで楽しい時間は続きましたが、そ

れでもお開きとなりました。

来年は又、県庁に勤めている方たちが世話人で新年会

が開催されるそうで、今から楽しみです。

新年会参加のお礼
飯島康之(自治医大病院)

去る2015年 1月 31日（土）午後６時より、宇都宮の

ダイニングバーGOLDA Lounge で栃木県支部新年会を

行いました。今年は天候にも恵まれ予定どおり開催する

ことが出来ました。

滝支部長の挨拶、世話人代表安田自治医大病院長の乾

杯の発声で宴会が開始しました。ムール貝の白ワイン蒸

しや、豚肉のグリルなど洋食を中心とした美味しい料理

を肴に、近況報告や 10 月に開催された福島競馬場観戦

ツアーの話などで大変盛り上がりました。また、当日持

ち込み企画として、持参して頂いた子育て本、自己啓発

本など多種多様の本を巡ってじゃんけん大会が模様され

ました。

そして、瞬く間に予定の２時間が過ぎてしまいました

が、参加者はお互いに去りがたく、福田副支部長の計ら

いでそのままGOLDA Loungeで二次会を行うことがで

き、一次会の勢いそのままに楽しむことが出来ました。

参加者の皆様におかれましては、楽しい時間を過ごし、

さらに親睦を深めて頂けた事と思います。無事に新年会

を終えることが出来ましたことをご協力、参加して頂い

た方々にお礼申し上げます。

北里大学同窓会本部よりお知らせ
「北里大学同窓会ホーム・ページに会員交流の   

ための掲示板の設置について」

＜掲示板の目的＞

同期会、クラブや研究室の OB・OG 会の開催に関

するお知らせ、打ち合わせ、開催報告などの同窓会会

員交流を目的に設置します。

＜投稿者の限定＞

  北里大学同窓会規約に定める会員のみ投稿できま

す。

  投稿の際には、「氏名・学科・卒業期・連絡先（メー

ルアドレス・電話番号等）」を本文に明記することを必

須とします。

＜投稿内容の削除について＞

  以下の禁止事項に違反している書き込みは、予告な

く管理人の権限で削除いたします。

違反している書き込みを見つけた場合には、同窓会

事務局（dosokai@kitasato－u．ac．jp）までご連絡下

さい。

＜投稿の禁止事項＞

  １．法令に違反する書き込み。

  ２．公序良俗に反する行為。

  ３．商業目的、宣伝、別サイトのＰＲ等。

  ４．政治、宗教・思想、および１・２・３に関わる

団体活動などの勧誘・宣伝。

  ５．著作権や知的所有権を侵害する内容の投稿。

    （著作権のあるＣＤ・ＤＶＤコピーの交換や肖

像権・商標権などの侵害には注意してくださ

い。）

  ６．個人への誹謗中傷、不愉快な内容やわいせつな

   内容の書き込み。

(場合によっては、名誉毀損罪や侮辱罪に問われ  

ます。)
  ７．携帯会社独自の絵文字、半角カタカナなどの使

用。

  ８．第三者の個人情報が特定されるような内容（住

所・氏名・電話番号・勤務先など）の投稿。

９．了解・同意を得ていない個人の画像の掲載。

   （同期会、OB会等の写真を掲載する場合は、事

前に参加者の了解・同意を得てください）

10．なりすまし投稿。

＜責任の所在・免責＞

  本掲示板に投稿された個人の発言により生じたト  

ラブル等については、その責任は投稿者本人に帰す

るもので、北里大学同窓会は一切責任を負うことは

ありません。

掲示板の利用の際は、以下のアドレスをご利用下さい。

http://kitasato-dousoukai.jp/cn13/keijiban.html
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栃 木 県 支 部 ニ ュ ー ス 送 付 先 ：

学 部 別 ・ 卒 業 年 度 別

現在の支部会ニュース等の発送先リストを掲載しま

す。学部別、卒業年度ごとに纏めてあります。お近くに

北里の卒業生で、このリストに掲載されていず、新たに

発送リストに加えてほしいという方がいましたら支部

（ tatabox@kitasato-u.ac.jo ）までお知らせください。

現在、栃木県支部では同窓会本部からの活動援助金等を

活用し、会員からの年会費を徴収しないで自主運営して

います。尚、この発送リストの中に個人的に連絡を取り

たい方がいましたら、支部までご連絡ください。相手の

方への仲介いたします。

≪衛生学部・医療衛生学部≫

1966年 東海林 治三郎（HH）

1967年 岩谷 靖央（HH）

1970年 今井 幸子（HC）、荒木 俊光（HH）、        

早乙女 正男（HH）、鈴木 一夫（HH）

1971年 水野 照三（HH）、滝 龍雄（HH）、

中澤 芳子（HH）

1972年 藤野 恵美（HC）、渡辺 晴江（HH）

1973年 青木 正一（HH）、石川 信一（HI）、
野崎 雄幸（HI）

1975年 小沢 幸子（HI）、田村 久美子（HI）
1976年 南山 智也（HH）、寺内 篤子（HI）
1977年 南山 律子（HC）、鈴木 宣子（HI）、

塚原 訓子（HI）、星野 和子（HI）
1979年 佐藤 昭彦（HH）

1980年 池田 優子（HI）
1981年 石川 由利子（HH）、川子 博巳（HI）、

福田 容子（HI）
1982年 和貝 和子（HH）、荒川 智篤（HI）、

坂田 友里子（HH）、見川 恵理子（HH）

1984年 荒木 由紀子（HH），千野根 純子（HH）、

小川 淳子（HI）、田村 明美（HI）
1985年 飯野 望（HH）

1986年 大塚 悦子（HI）
1987年 新見 智子（HH）

1989年 大塚 智子（HH）、小林 尚美（HH）

1990年 黒田 良佳（HH）

1991年 奥畑 啓江（HH）

1992年 石嶋 香代（HH）

1994年 藤村 善行（HH）、土山 典子（HH）、

塚原 智典（HB）、若色 博行（HB）
1995年 高久 静香（HC）
1996年 後藤 由紀子（HH）、高橋 紀子（HH）、

宮田 昌浩（HI）
1997年 天谷 仁一（HI）

1998年 小平 恵美（AR）
1999年 四方 美絵（LM）

2001年 児山 貴之（AR）
2002年 茂木 麻理恵（AC）、山崎 伸哉（AR）

2006年 荒井 ゆり子（AL）、小倉 祐紀子（AL）、
篠崎 和実（AL）、廣瀬 英俊（AL）

2007年 青山 翔子（AL）、鈴木 健太（AL）、
山東 崇紀（AL）

2009年 小笠原 篤（AL）、小倉 弘也（AL）、
中村 衣理（AL）

2010年 飯島 康之（AL）、岩永 あかり（AL）、

川又 圭太（AL）、酒井 正祥（AL）、

野口 恵理（AL）、松本 典子（AL）
2011年 福島 愛理（AL）
2012年 海老原 祥子（AL）、中野 真希（AL）、

高橋  良（AR）
2013年 佐藤 航（AC）
2014年 関根 夕佳（AV）、石﨑 幹子（AL）、
≪薬学部≫

1970年 佐藤 繁喜（PT）
1971年 須釜 安正（PP）
1972年 佐藤 眞知子（PT）
1973年 福澤 英子（PP）
1975年 石田 喜美子（PT）
1976年 薄井 千恵子（PP）、山口 正利（PP）
1977年 山口 直子（PP）、見目 昇平（PT）
1979年 大木 美智子（PP）、富永 英夫（PT）、

富永 京子（PT）
1980年 谷島 美保子（PP）
1981年 磯 恵美子（PP）、五月女 蓉子（PT）、

長谷川 恵美子（PT）、宮本 裕子（PT）
1982年 朝倉 秀子（PP）、上石 祐子（PT）、

大栗 聡子（PT）
1983年 小野崎 卓子（PP）
1986年 板橋 薫子（PP）、小野﨑 智子（PP）、

相良 清美（PP）、鈴木 篤子（PP）、

大塚 清人（PT）
1987年 近能 五百合（PP）
1988年 福島 祐子（PT）、福田 京子（PP）
1991年 村上 明美（PT）
1994年 釜井 聡子（PP）、中野 睦月（PP）
1995年 大塚 敏弘（PT）
1998年 小島 史章（PP）
1999年 鈴木 隆仁（PP）、中野 友裕（PP）
2002年 柳原 猛（PT）、柳原 陽子（PT）
2004年 篠原 梨絵（PP）
2005年 町田 匡俊（PP）
2006年 泉 聡美（PP）
2007年 金子 麻衣子（PP）
2009年 阿久津 敦美（PT）
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2010年 郡司 久恵（PL）
2013年 永瀬 希美（PP）
≪獣医畜産学部・獣医学部≫

1971年 兼丸 卓美（VV）、渡辺   寛（VV）
1972年 菅野 享（VZ）
1973年 岸 善明（VV）
1977年 犬塚 直三郎（VV）、 奈良部 好司（VV）、

奈良部 洋子（VV）
1978年 高橋 律子（VV）
1980年 鈴木 守（VV）、鈴木 久美子（VV）、

宮脇 英市（VZ）
1981年 芝田 周平（VV）
1982年 猪瀬 光二（VV）
1984年 勝碕 健登（VV）
1985年 福井 えみ子（VZ）、福井 和夫（VZ）
1986年 江面 和彦（VV）、江面 清美（VV）、

國田 智（VV）、鈴木 和子（VV）、

鈴木 昭宏（VV）、福田 恭秀（VV）、
山内 章（VV）、山内 久恵（VV）

1987年 戸崎 和成（VV）
1989年 竹澤  靖（VZ）
1990年 戸崎 啓子（VV）
1991年 竹澤 友紀子（VV）
1992年 鈴木 成幸（VV）、鈴木 俊洋（VV）、

岡崎 鈴子（VZ）
1993年 大島 藤太（VV）
1994年 岡崎 克美（VV）、大森 宏美（VZ）、

佐々木 美奈（VV）
1995年 坂井 喜子（VV）
1996年 渡邉 絵里子（VV）、原田 康子（VZ）、

高久 英治（VE）
1997年 篠原 淳子（VZ）
1998年 黒川 輝幸（VV）、黒川 由貴江（VV）、

齋藤 けさよ（VV）
2000年 野口 知子（VZ）、秦  利憲（VZ）
2001年 湯澤 裕史（VV）、齋藤 功治（VZ）、

隅谷 耕治（VZ）
2002年 福島 正人（VZ）
2003年 戸﨑 香織（VV）、米山 州二（VV）
2004年 藤田 慶一郎（VV）、福島 綾子（VA）
2006年 南 亜矢子（VV）、小松 典史（VA）
2008年 酒井 麻衣（VV）
2010年 阿部 祥次（VV）、深堀 紀子（VB）
2012年 真岡 紘子（VA）、
≪医学部≫

1976年 関口 文雄、新島 健司、安田 是和

1977年 阿久津 行永、小川 雅利、佐藤 充、

関谷 守行、多島 直衛

1978年 伊野田 法子、大草 尚、筒井 仁

1979年 加藤 謙吉、増山 伸夫

1980年 浜島 秀樹、福田 哲夫、森 清志

1981年 東 博、倉松 俊弘、吉澤 浩子

1982年 浜島 令子

1983年 大家 準、塚原 敏正

1984年 上石 聡、大栗 健彦、桂島 良州、姜 健、

見川 泰岳

1985年 福島 一哉、米倉 丈司

1986年 小倉 建夫

1988年 阿久津 あかね、加藤 朗夫

1989年 塚原 哲哉

1990年 石原 雅行、龍野 佐知子

1992年 今井 環

1993年 大木 岳、山中 真理子

1994年 小澤 平太、根本 祐太、八代 忍

1995年 加藤 正人、原 洋

1996年 川村 英樹、竹原 めぐみ、二渡 信江、

横堀 学

1999年 飯塚 美香、室井 理佳、山中 尋子

2000年 小村 賢祥、田村 大輔

2001年 春田 英律

2006年 牛久 秀樹

2007年 新島 聡、森澤 宏行

2008年 小池 真美

2010年 齋藤 友哉

2011年 小西 久也

≪水産学部・海洋生命科学部≫

1996年 佐藤 啓（FF）、田中 泉（FF）
2001年 茂筑 洋平（MB）
2003年 斎藤 久美子（FF）
2010年 堀江 尚道（FM）

2013年 渡邊 友樹（FB）
≪看護学部≫

1991年 小堀 深雪

1996年 川上 勝

1999年 川上 敦子、佐藤 美雪、吉川 佳孝、

吉川 睦宮

2001年 戸田 麻子

2009年 粂川 広平

2010年 青栁 香里

≪理学部≫

2002年 村上 慎也（SC）
≪その他≫

034-8628 十和田市    上野 俊治

≪卒業年・卒業学部不明≫

173-0003 板橋区      藤江 宏

330-0843 さいたま市  齋藤 明日美

329-0431 下野市      江田 泰幸

321-0141 宇都宮市    荒川 美果

321-0953 宇都宮市    宮崎 隆文
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支支部部会会ニニュューースス原原稿稿大大募募集集
支部会ニュース編集担当

今年は北里研究所創立 100 年、北里大学創立 52 年で

す。1962年に白金の地に誕生した大学も1968年から相

模原の地に教養部が移転しました。

（張る色に包まれる旧北里本館、明示村）

それ以来 6万人余の卒業生を出し、栃木県には1,200名

弱の卒業生が居ます。支部会ニュースは栃木県支部に登

録していある方々の交流の場として活用して頂ければと

思い、以下のテーマで皆様からの投稿をお待ちしていま

す。

１：楽し、懐かしの学生時代

白金、相模原、十和田、三陸とキャンパスは離れてい

ますが、同じ北里に集い貴重な甘酸っぱい青春を過ごし

た事と思います。勉学や研究に勤しんだ方、部活動に情

熱をささげた方、社会勉強に励んだ方など、様々な貴重

な個人史とも言うべき経験を多くの方は持っていると思

います。その様な思い出を共有しませんか？是非、学生

時代の思い出をご投稿下さい。

（上：発展を続ける十和田キャンパス、下：東日本大震災前の三陸

キャンパス）

２：私、こんな事をやっています!!
卒業後、社会で色々な経験を重ね、今も様々なボラン

ティアや創作活動を続けられている方も多いでしょう。

今、私はこんな事をやっています。是非一緒にやりませ

んか？という事もありです。仲間の輪を広げるためにも

是非現在の様子をお知らせ下さい。

同窓会 HP への掲載写真募集

北里大学同窓会事務局                

2015.04.10
同窓会HPでは会員からの写真を募集します。詳細は

下記のとおりです。

・募集内容：

  各キャンパスやイベント等、大学に関する写真

・注意事項：

  頂いた写真については、HP に公開することに同意

いただいたものとさせて頂きます。

  個人が写っている写真については、事前に本人の了

解・同意を得てください。

  また、各写真にタイトルの入力をお願いします。

HP に掲載された方には、ささやかながら謝礼を差し

上げます。

不明な点、問い合わせは同窓会事務局までご連絡下さ

い。

ご応募お待ちしております。

原稿の送り先

原稿は、印刷したものでも、メールの添付でも構いま

せん。写真を挿入する事も可能です。郵便の場合には投

稿原稿と朱書きして下さい。薄謝を進呈します。

329-0434 下野市祇園2-24-1
         滝 龍雄

  Tel. ＆ Fax.0285-44-8666
    e-mail address：tatabox@kitasato-u.ac.jp
尚、原稿は、到着順に掲載しますのでご了承下さい。

編集後記

何となく季節の変化早く、桜の開花もずいぶんと早まっ

てきていますが、これも地球温暖化の影響でしょうか？

昨夏には、熱帯・亜熱帯地方の感染症と考えられていた

デング熱の国内での感染例が報告されました。今後は

マラリアや西ナイル病の国内での発生も真剣に危惧され

ています。

ところで、今年は同窓会本部、下野新聞社の後援を得

て、花輪壽彦先生の公開講演会を 6 月 20 日に開催しま

す。多くの方のご参加をお待ちしています。  滝 龍雄


