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北里大学同窓会栃木県支部
定期総会, Relay for Life 2014

ニュース No.15
2014年8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。
 

新北里大学病院の竣工によって
相模原キャンパスが大きく変わります。

 
医療衛生学部 生理学 秋田 久直 

（北里大学同窓会 財務担当常任理事） 

医療衛生学部に勤務しております。本年 3 月まで本学部

に勤務されていた滝支部長からご依頼があり、新北里大学

病院を紹介させていただきます。 

写真１：写真の工事現場のプレハブ部分に、 

臨床研究棟が建設されます。 

1971年7月に開院した北里大学病院は当時東洋一の設備

を有する病院として注目されました。1998年には日本一の

免震構造を備えた新棟が増設されました。しかし、建設後

40年以上が経過し、新しい設備やシステムを有する病院の

建設が急務となり、2011年9月より新病院の建設が始まり

ました。2013 年 12 月に新北里大学病院が竣工し、内部設

備を整備して 2014 年 5 月 7 日に開院する運びとなり、名

実ともに日本を代表する病院が動き出しました。総工費は

430億円強にのぼり、学校法人北里研究所の大事業でした。 

新北里大学病院は地上 14階地下 2階で、屋上にはヘリポ

ートも備えています。原稿を執筆しているときにもドクタ

ーヘリが患者さんを搬送してきたようです。1階の玄関を入

ると病院というよりホテルのロビーと錯覚するような広い

空間があり、右奥には患者さんやご家族の方々が医療情報 

 

写真２：新病院北西側。高層部分が病棟になります。 

写真３：ドクターヘリ。ドクターヘリが飛び立つところです。 

を得、また憩える場所として健康情報館（けやきサロン）

が設けられています。そこには、スターバックス（北里大

学病院店）も入っています。若い人に人気のあるスターバ

ックスなので学生が詰めかけ大混雑していたようですが、

学生と職員に対し店内での飲食は控えるように指導がなさ

れました。1階には救急外来、救命救急・災害医療センター

や総合内科受付などがあり、2階から 3階までは各科外来、

4階には総合手術センターや救命救急病棟などがあります。

6階には産科病棟や小児病棟のほかに、患者用食堂や職員食
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堂とコンビニが入っています。7階から 13階までは病棟と

なっています。4階の総合手術センターには、最新鋭の内視

鏡を用いた手術支援ロボット“ダ・ヴィンチ（da Vinci）” が

導入されています。新病院に導入された医療機器等の総額 

は 130億円近くになります。 

新しい病院が建設されたからすぐに稼働するというもの

ではありません。それは、すでに入院されて治療を受けて

いる患者さんを 5月 7日の新病院の稼働に合わせ、直前の

ゴールデンウイーク中に既存棟から新病院へ移動する大仕

事が残っているからです。ICU で治療を受けている患者さ

んの多くは生命維持装置から切り離せないので、移動中の

十数分間が危険にさらされることになります。そのため、

年明けより患者さん移送のための検討チームが編成され、

各部署の職員を集めたシミュレーションを数回実施した上

で本番に臨み、トラブルもなく完了することが出来たよう

です。今後、本年 12月までに 1号館（1998年に増築され

た新棟）の改修工事がおこなわれ、そして、旧大学病院の

解体が行われます。 

ここから、相模原キャンパスの再開発がスタートするこ

とになります。病院に直結する臨床研究棟を建設し、それ

に接続する、医学部校舎、医療衛生学部校舎および看護学

部校舎を建設することになっており、今後 7～8年間はキャ

ンパス内が大きく変わっていきます。もしも東京にお越し

の節には、思い切って相模大野まで足を伸ばして、相模原

キャンパスをご覧頂ければと思います。 

現在、北里大学のご厚意により、北里大学同窓会会員に

対して北里大学病院健康管理センターで、「総合健診（人間

ドック）」を特別料金で検診を受けられます。北里大学同窓

会ホームページ（http://kitasato-dousoukai.jp/）でご確認

ください。 

資料： 

・新北里大学病院の詳細に関しては以下の新病院特設サイ

トをご覧ください。 

http://www.kitasato-u.ac.jp/khp/newhospital/conte

nts/floor.html 

・北里大学同窓会が設置した相模原キャンパスWebカメラ

から新北里病院の北側がご覧いただけます。以下のURLを

つなげて入力してください。 

http://live-sagamihara-ahs-a1- 

kitasato.miemasu.net/CgiStart?page=Single&La

nguage=1 

 

第三回 定期総会報告 

 去る 7月 13日（日）、栃木県支部定期総会が開催され、

秦 利憲氏を議長に選び、以下の議題を審議しました。尚、

同窓会本部より鈴木達夫副会長にご臨席頂きました。 

１：以下の活動報告、決算が報告されました。 

支部長 滝 龍雄 

活動報告（2012年 6月 30日～2014年 7月 5日） 

３：活動報告
（2012年7月1日～2014年7月12日）

2012年6月30日 総会：新運営委員
選出

2012年8月4日 第1回運営委員会
2012年9月13～14日 リレー・

フォー・ライフとちぎin 
Utsunomiya 2012 

2012年9月30日 第2回運営委員会
2012年11月4日 第3回運営委員会
2012年12月9日 「北里柴三郎展と

相模原キャンパス見学ツアー」
2013年1月11日 栃木県支部新年会
2013年2月23日 第4回運営委員会
2013年3月10日 第5回運営委員会
2013年4月13日 第6回運営委員会
2013年6月15日 第7回運営委員会

ニュース発行

2013年6月15日 「シラネアオイを
観に行こう～！」

2013年6月29日 支部講演会・懇親
会 講師：高橋幹夫先生

2013年9月1日 第8回運営委員会
2013年9月14～15日 リレー・

フォー・ライフとちぎin 
Utsunomiya 2013

2013年10月5日 第９回運営委員会
2013年10月26日 第10回運営委員会
2013年11月10日 第11回運営委員会
2014年2月16日 栃木県支部新年会
2014年3月21日 第12回運営委員会
2014年4月26日 第13回運営委員会
2014年7月5日 第14回運営委員会

No.９～14（５号）会計：塚原 訓子、会計監査：和貝 和子 

会計報告（2012年 6月 30日～2014年 7月 5日） ４：会計報告（１）
平成24年度収入 平成24年度支出

1,903,062合 計

154預金利子

21名参加99,000新年会費

45,000広告代金

34名参加162,000懇親会費

講演会、
通信費

260,200
本部補助

1,336,708繰 越 金

備 考金 額項 目

1,903,062合 計

916,210繰越金

10,500慶弔費

飲食費等103,175新年会費

ニュース
発送他

200,878通信・事
務費

参加費他70,000RFL2012

35,000パンフ代

50,000講師謝礼

会場費等517,299講演会費

備 考金 額項 目

単位：円

４：会計報告（2）
平成25年度収入 平成25年度支出

1,367,349合 計

139預金利子

17名参加87,000新年会費

23名参加115,000懇親会費

講演会、
通信費

249,000本部補助

916,210繰 越 金

備 考金 額項 目

115,000懇親会費

1,367,349合 計

814,055繰越金

飲食費等89,840新年会費

ニュース
発送他

124,799
通信・事
務費

参加費他53,120RFL2013

50,000講師謝礼

会場費等120,535講演会費

備 考金 額項 目

単位：円

（単位：円） 

平成 24年度と 25年度の活動報告と決算は賛成多数腕承認

されました。 

２：支部規約改正案について 

支部長 滝 龍雄 

 提案された慶弔規定を加えた支部規約の改正案につい

て、以下の通り全会一致で承認されました。 

北里大学同窓会栃木県支部規約 

平成 20年 10月 26日改訂 

平成 22年７月４日改訂 

平成 26年 7月 13日改訂 

（運営委員会の権限） 

 第 17条 運営委員会は、この規約で定めるもののほか、

次の各号について議決する。 

 ①総会の議決した事項の執行に関すること。 

 ②総会に付議すべき事項に関すること。 

 ③その他、総会の議決を必要としない業務の執行に関

すること。 

http://kitasato-dousoukai.jp/
http://www.kitasato-u.ac.jp/khp/newhospital/contents/floor.html
http://www.kitasato-u.ac.jp/khp/newhospital/contents/floor.html
http://live-sagamihara-ahs-a1-/
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 ④支部会員の慶弔にかんすること 

（付則） 

 第 3条 この細則の変更は、総会の議決による。 

 第4条 この細則の施行は、成26年7月13日とする。 

 （赤字部分が今回追加・改定した部分です） 

 

３：新運営委員の選任 

支部長 滝 龍雄 

 支部長より、現運営委員再任の提案があり、更に千野

根純子、村上明美の両氏の推薦の提案があり全会一致で

承認された。 

支部長：滝 龍雄(1971HH） 

副支部長：岸 善明(1973VV）、福田容子(1981HI） 

運営委員：天谷仁一(1997HI）、飯野 望（1985HH）、 

石川信一(1973HI）、磯恵美子(1981PP）、齋藤けさよ 

(1998VV）、芝田周平(1981VV）、鈴木一夫（1970HH）、 

千野根純子(1984HH）、廣田麻子(2001NN）、中野友裕 

(1999PP）、中野睦月(1994PP）、新島健司（1976MM）、 

長谷川恵美子(1981PT）、福田哲夫(1980MM）、村上明 

美(1991PT）山口正利(1976PP）、山内久恵(1986VV）、 

吉澤浩子(1981MM）、 

事務局：塚原訓子(1977HI）、田村久美子(1975HI）、 

篠崎和実（2006ML）、廣瀬英俊（2006LM）、 

松本典子（2010AL）、川又圭太（2010AL） 

会計監査：和貝和子（1982HH、富永英夫（1979PT）  

 

４：次期活動計画案（2014年 7月～2016年 6月） 

新支部長 滝 龍雄 

次期の活動計画については、若い支部会員のより参加

しやすい企画を積極的に行うこと、支部会ニュースに会

員の活動状況や話題などについて記事を掲載し、互いの

親睦を図ること、更に、今期も支部会費を徴収しなくて

も支部活動を行えるよう、財政的な基盤を確立するため

の努力する旨、説明があり、承認されました。又、次期

予算は、今後決算を参考にして検討するとの事であった。 

 定期総会終了後、兼丸卓美氏（元日本中央競馬会競走

馬総合研究所所長）による支部講演会「馬の進化と日本

在来馬のルーツ」が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（講演会後の集合写真です。） 

  講演終了後隣の宴会場で懇親会が開かれました。  

「馬の進化と日本在来馬のルーツ」を聞いて 

元日本中央競馬会競走馬総合研究所所長を勤められ、馬 

に関して非常に見識の高い兼丸卓美先生による講演は非常

に興味深く聞き入りました。前半はウマの進化について、

アメリカで発見された化石の解析の結果をもとに現在の馬

への流れが分かりました。馬の祖先は犬程度の大きさしか

なく、蹄も現在とは違い５本指だったとの事。日本の馬は

朝鮮半島を経由して大陸からやってきたモンゴル馬の系統

で、体格もそんなに大きくなく、農耕用であったことは非

常に興味をそそられました。後半は一転して、サラブレッ

トの活躍する競馬の話です。疾走する馬の姿が美しいダー

ビーの映像を見ながら、競馬場のこと、馬券の種類、馬券

の買い方などの解説は正に面目躍如といった所でした。懇

親会では、誰からともなく、「競馬場を見てみたい」、「馬券

を買ってみたい」という声が上がり、獣医学部同窓会・紅

緑会栃木県支部が 10月 18日（土）、または25日（土）に

予定している「福島競馬場観戦」と共催と言う形で実施で

きるよう検討しています。 

 実施に関しての詳しくは、栃木県支部の HP に掲載しま

すのでご覧下さい。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご講演中の兼丸卓美先生    本部より鈴木達夫副会長 

 懇親会は支部長の挨拶の後、兼丸先生からメッセージを

頂き、同窓会副会長の鈴木先生より、同総会本部の活動、

大学の現状、支部活動への激励など、非常に示唆にとんだ

お話をして頂きました。福田哲夫運営委員の乾杯の発声後

楽しい懇親会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
至る所で話の輪が広がり、ワイワイと食べ、かつ飲みなが

らの談笑で、瞬く間に予定の時間は過ぎてしまい、心を残
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しつつ、散会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リレー・フォー・ライフ 2014参加について 

栃木県支部 滝 龍雄 

今年もリレー・フォー・ライフ 2014 とちぎ  in 

Utsunomiyaに参加する予定です。開催は 9月 13日（土）

～14日（日）で、開催場所は例年通り宇都宮城址公園です。

支部では、チームの隊長＊＊＊＊、副隊長＊＊＊＊の指揮

の下、参加に向けて鋭意準備を進めています。 

参加費等の費用は支部で負担します。多くの会員の皆様

に参加して頂き、一緒に24時間ウォークにも参加したいと

思います。詳細は支部のホームページ等でもお知らせしま

すので、ご覧下さい。 

 

栃木県支部ホームページ 開設 2周年 

HP担当 天谷 仁一 

 2012年 6月 1日に栃木県支部ホームページ（以下HP）

を開設してから 2年が経ちました。 

閲覧・アクセス数は 7月 7日現在 791を数え、日平均で

1アクセス以上となっております。Google検索においては、

「北里大学 同窓会」の検索ワードでは 2 ページ目の表示

となってしまいますが、「北里 栃木」「北里 同窓会 栃

木」ではトップ表示されますので、比較的アクセスしやす

い状況が整ったと言って良いと思います。まだご覧になっ

ていない方は、是非この機会に検索→閲覧をお願いいたし

ます。（スマートフォンをお持ちの方は、巻頭のQRコード

をご利用下さると便利です。） 

 HPの作成に当りましては、北里大学同窓会本部を始め北

海道支部、長野県支部、福井県支部の各ホームページご担

当者様のご指導を賜りました。この場をお借りして改めて

御礼申し上げます。 

当HPにより、栃木県内在住の卒業生、Uターン・Iター

ン組、栃木県出身で他都道府県在住の同窓生に、新たなつ

ながりとコミュニティが生まれることを切に願います。 

また、HPの構成やデザインなどに関する皆様の貴重なご

意見をお待ちしております。 

※ http://www.kitasato-tochigi.jp/ 内「お問い合わせ・メ

ール」からご連絡下さい。 

新運営委員の抱負 

栃木県支部は、活発な女性会員の活躍が支部を支えてい

ます。栃木県を良く知らない支部長としては頼もしい限り

です。今期も運営委員の皆さんの協力を得て、会員相互の

親睦、新会員の積極的勧誘、多くの方の参加できる企画、

支部財政の確立等を目指し活動していきます。 滝 龍雄 

 

滝支部長が、最初に支部長を引き受けたときに、運営委

員参加の誘いを受け、少しでも役に立てればと運営委員を

引き受け、早いもので４期目になります。 

これまでの支部活動の期間、講演会、リレー・フォー・

ライフとちぎ in Utsunomiya参加、新年会など、色々な活

動を通して、運営委員会の人は勿論、多くの人と知り合い

になり、とても楽しい思いをさせて頂き感謝しています。 

私は、獣医学部出身で、獣医学部同窓会の紅緑会にも加

盟しています。今まで以上に紅緑会との連絡を密にし、特

に若い人たちに積極的に声掛けを行い北里大学同窓会栃木

県支部への参加を呼びかけていきたいと思います。皆さん

一緒に、栃木県支部活動を楽しみましょう。 

どうぞよろしくお願いします。        芝田周平 

 

微力ではありますが、栃木県支部会の活性化の為に尽力

できればと思っております。        中野 知裕 

 

平成 5 年度薬学部薬学科卒の中野睦月です。前回に引き

続き、主人とともに役員としてお手伝いさせていただくこ

とになりました。 

 例年、お酒の飲める席への参加が多くなってしまってい

る私ですが、一層多くの同窓生に参加していただけるよう、

明るく楽しい会の雰囲気を作りたいと思っております！ 

 よろしくお願いいたします。      中野 睦月 

 

 今期も事務局を仰せつかりました。 

運営委員会の後の雑談には、普段中々聞けない珍しい動物

の話や競馬の事、活躍されている先輩方の話し等々、知ら

ない世界のお話が飛び出し楽しい時間を過ごしています。 

 同窓会の集まりが、益々安らげる楽しい場所となり 

情報交換の場となりますよう、微力では御座いますが、事

務局メンバー協力しあって支部会を支えて行きたいと思い

ます。宜しくお願いします。 

 塚原 訓子、田村 久美子、和貝 和子 

 

昨年に続き、運営委員を務めさせて頂きます山内です。 

卒業してもう 20数年たちますが、やはり同じ大学の同窓

生と会う運営委員会は良いものでして、学部の壁を越え参

加していると、とても懐かしくもあり様々な分野で活躍し

ている同窓生とも出会え、有意義なものになっております。

今年度も少しでもお役にたてるよう、参加させて頂きます。

宜しくお願いいたします。         山内 久恵 

http://www.kitasato-tochigi.jp/

