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お手伝いしてくれます。それでは、刀城クラブの本

入学おめでとうございます

部は何をしているのでしょうか。本部は昭和キャン

刀城クラブ入会
おめでとうございます

パスの中にある刀城会館の中に事務室をおき、会員
の懇親と連絡はもちろん学生の海外研修支援、教員
の研鑽支援、各支部の支援等に力を注いでいます。

医学部同窓会・刀城クラブ
会長
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皆さんに直接行っていることは、学友会や部活への

森川 昭廣（昭44卒)

援助、一年毎に開催される医学祭への補助、そして

新入生の皆さん、ご入学おめでとう。医学の道を

医科学生同士の国際交流への支援です。先日、私が

志し、歴史ある本学の一員になられましたことを心

所属している病院に医学部受験前のスタンフォード

からお祝い致します。多くの皆さんは入学と同時に

大学の学生が研修に来ました。スタンフォード大学

群馬大学医学部同窓会刀城クラブに入会し、正会員

はカリフォルニアのシリコンバレーにある、東のハ

となりました。

ーバード、西のスタンフォードと言われる大学です

刀城クラブの一員としての誇りをもって、これか

が、大変積極的に３ヶ月の研修をされてゆきました。

ら益々御活躍下さい。本学は1943年に設立され、

米国では医学部受験者はその前年に何らかの形で医

既に67年が経とうとしています。学部、附属病院と

療機関なり福祉施設で研修するようです。日本はな

もほぼ整備が一段落したところであり、またキャン

かなかそれが難しいわけですので、是非、医学部に

パス内には生体調節研究所や今年から稼働を始める

いる間に国際的な交流プログラムに参加して下さ

重粒子線照射施設があります。また医学部には医学

い。同窓会も応援しています。

科と保健学科があります。全国でも上位に入る学生

さて、医療がチームワークによって成立すること

一人当たりの校舎面積を持っています。これから４

が近年強く言われるようになりました。患者さんを

年間または６年間、素晴らしい学術環境と優れた教

中心に臨床各科の先生、時には基礎講座の先生方、

職員スタッフのもとで勉学や部活動、友情を培うこ

さらには看護師、助産師、薬剤師、臨床検査技師、

とを存分に行って下さい。今年のキーワードは「絆」

診療放射線技師、理学・作業療法士等、コメディカ

です。人と人との断つことのできないつながりを意

ルの方々の参加、さらには、附属病院で活躍をして

味する言葉です。しっかりした絆をつくることも学

いるボランティアの方々ともチームを組んでいま

生時代ならばこそできることです。

す。このキャンパスではこれらの方のチームで医療

さて、皆さんのバックには6,000人近くの同窓生
がおります。北は北海道から南は沖縄まで、どこの

をすすめられています。皆さんも積極的にこの方々
と交流を深め将来への糧としてください。

県に行っても必ず同窓生がおります。この方達は教
職員・同窓会事務局役員・職員と同様、刀城クラブ

皆さんの実り多い学生生活を祈念し、刀城クラブ
入会のお祝いを述べてお祝いの言葉と致します。

の誇りをもってその支部皆様に有用な情報の提供を

おめでとうございました。

平成22年４月10日 刀城会館
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私は運動部の活動をしていて、部活のOB・OGの

入学オリエンテーション

先生方に接する機会が多いのですが、その先生方と
お話を通して、自分が部活動に専念出来るのは先生

新入生歓迎会

方から引き継がれたものをお借りしているからなの
だと痛感いたします。先生方からの支援というと、

学友会執行委員長

資金的援助に目が向きがちですが、部活運営のノウ

伊東 寛哲（医学科５年)

ハウ、練習場の環境などは、全て今までの先生方が

学友会執行委員長を務めさせていただいておりま

苦労して作り上げてくれたものです。自分も卒業と

す、医学科５年の伊東寛哲と申します。この度は刀

同時に後輩へこの財産を託していけたらと思ってお

城クラブの先生方のご厚意により、今年も新入生歓

ります。運動部を例にしましたが、群馬大学という

迎会がとり行われましたことを学友会代表として感

全体で鑑みれば、刀城クラブという同窓会にも全く

謝申し上げたいと思います。

同じことが言えるのではないでしょうか。
学生生活を送っていると、どうしても先達の先輩

私は群馬大学医学部に2006年に入学しました。
当時、入学式やオリエンテーションで大学生活に関

方からの恩恵を忘れてしまいがちですが、新入生歓

わる様々なお話は聞いていましたが、群馬大学医学

迎会を通して今一度、同窓会からの様々なご支援に

部そのものに関しては余り実感が掴めませんでし

対する感謝の念を忘れてはならないと実感いたしま

た。しかし、同窓会主催の新入生歓迎会でチェンマ

した。

イ大学への留学制度や、群馬大学の歴史、特に戦後

最後になりますが、学友会を代表して、117名の

まもなくの前橋医科大学のお話を先輩方からお聞き

新入生が入学されましたことをこの場をお借りして

し、自分は

お祝い申し上げたいと思います。本当におめでとう

群馬大学医学部

という所に入学した

のだなとつくづく実感したことを覚えています。

ございます。

平成22年４月10日 刀城会館
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クロトロン、MRI室、PET／CT室があります。

重粒子線治療の
開始にあたって

重粒子線医学センターでは、その後も順調に前立
腺がんの患者さんに対して治療を続けています。最
初の患者さんは、予定通り４週間の照射スケジュー
ルを終了し既に退院されました。今後10例以上の

重粒子線医学推進機構長
理事・副学長

治療が完了した時点で厚生労働省へ先進医療の届け

和泉 孝志

を行い、先進医療としての治療をこの夏までに開始

(特別会員）

する予定です。先進医療として認められると、先進
群馬大学重粒子線医学センター内に設置された重

医療に係わる費用は患者さんにご負担頂き、通常の

粒子線治療装置が、平成22年３月９日に厚生労働

治療と共通する部分（診察、検査、投薬、入院料等）

省から医療機器として承認されたことに引き続き、

は保険給付の対象となります。先進医療に係わる費

同月16日に最初のがん患者さん（前立腺がん）に

用は未定ですが、前２施設と同様に、300万円程度

対して治療が開始されました。群馬大学の重粒子線

になる予定です。重粒子線治療の先進医療は「限局

治療装置は、日本では千葉市の放射線医学総合研究

性固形がんに対して、重粒子線を体外から病巣に対

所（放医研）、兵庫県立粒子線医療センターについ

して照射する治療法」と定義されています。群馬大

で３番目の設置になります。大学に設置される装置

学では、前立腺がん以外に、肺がん、肝細胞がん、

としては、ドイツのハイデルベルグ大学に次いで２

頭頚部腫瘍、直腸がん手術後の再発、骨軟部腫瘍の

番目ということになります。世界ではこの他にイタ

治療プロトコルを準備しており、今年の夏以降徐々

リアに建設中です。群馬大学に設置された装置は、

に開始していく予定です。照射プロトコルとしては、

放医研で開発された装置に比べて設置面積や費用が

４週間16回か１週間４回の２種類が基本となって

約３分の１に抑えられた小型実証機であり、今後こ

います。これらの適応や治療法の概要は附属病院の

の治療が日本に広まっていくためのモデルになるこ

ホームページに掲載しており、今後も逐次最新の情

とが期待されています。小型でありながら放医研の

報をお知らせしていく予定です。今年度は約50名

装置と同等のビーム性能を有しています。昭和キャ

の治療を行う予定ですが、徐々に治療患者数を増加

ンパス内に設置された利点を生かして、各分野の専

させて、数年後には年間600例、さらに体制を整え

門家が協力してがん治療にあたる集学的がん治療の

て将来的には年間800例の治療ができるように目指

開発・実践を行うことの意義も大きいと考えられて

しています。

います。さらに、がん治療専門医だけではなく、放

重粒子線医学に取り組む群馬大学の体制は、「重

射線技師、がん専門看護師、医学物理士などのコメ

粒子線医学推進機構」の中に重粒子線加速器の設置

ディカル人材育成の役割を担っています。

及び放射線医学研究と重粒子線治療技術の高度化研

この重粒子線治療装置に関しては、平成16年11

究の推進を担う「重粒子線医学研究センター」と、

月に群馬大学と群馬県との間において、「小型重粒

重粒子線がん治療を実践する「重粒子線医学センタ

子線治療等施設」設置推進に係る協議会が設置され、

ー」が置かれる形となっています。重粒子線医学セ

平成18年８月には両者の間で「重粒子線照射施設の

ンターは重粒子線治療施設の名称でもあります。重

整備に関する協定書」が締結され、平成19年１月

粒子線医学研究センター長は腫瘍放射線科の中野隆

に建屋の建設および装置の製作等が始まりました。

史教授が、重粒子線医学センター長は石川治病院長

建屋は平成20年10月に完成し、主要な装置の搬

が、重粒子線医学推進機構長は研究担当理事の私が

入・据付は平成21年３月に終え、以降約１年をか

それぞれ担当しています。今後の運営に当たっては、

けて各種の試験等が行われてきました。治療室は３

県内の医療機関と連携して施設の効果的な活用を図

室あり、各々の部屋は水平ポート、水平／垂直ポー

り、群馬県に高度な統合的がん医療体制を構築して、

ト、垂直ポートと合計４つの照射ポートを有してい

できるだけ多くのがん患者さんの治療を行うと共

ます。これ以外に、マイクロビーム照射が可能な研

に、様々な点で地域に貢献することを目指していま

究開発用の第４室を整備する予定です。他の主な設

す。群馬大学医学部同窓会の皆様のご理解とご協力

備としては、イオン源発生装置、線形加速器、シン

をお願い致します。
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のまま基礎医学を歩む人間として今日までやってき

新任教授紹介

ました。研究テーマとしてはこれまで一貫して、細
胞膜の水チャネルタンパク質であるアクアポリンの

着任のごあいさつ

研究をおこなってきました。水と最も関係が深い臓
器というと腎臓ですが、腎臓には多くのアクアポリ
ンのアイソフォームが存在します。なかでも重要な

生体構造学
教授

松h 利行 (平９卒）

のはバソプレッシンに反応して集合管での水の再吸
収を盛んにおこなうアクアポリン２です。現在はそ

このたび４月１日付で、母校である群馬大学大学

の調節機構を解明すべく、形態学的手法を基盤とし、

院医学系研究科生体構造学分野（旧第一解剖）の教

生化学的手法、遺伝子工学的手法等も積極的に取り

授として着任しました松h利行です。よろしくお願

入れた研究を展開しております。大学院生のみなら

いいたします。初めに私の経歴を簡単にご紹介いた

ず、研究に少しでも興味のある学生諸君は気軽に教

します。私は埼玉県立熊谷高校を卒業後、群馬大学

室に遊びに来てください。

医学部に入学し、平成９年（1997年）に卒業しまし

学生教育におきましては、当教室は解剖学教育を

た。学生のころから顕微鏡で組織、細胞を観察する

担当する一講座として、医学部２年生の組織学、神

ことが好きで、卒業後はすぐに大学院に進学し、生

経解剖学を中心とした講義・実習を担当します。肉

体調節研究所細胞構造分野でお世話になりました。

眼解剖学を中心に担当してくださる機能形態学分野

大学院修了後は本学の解剖学第一講座の助手、動物

（旧第二解剖）とも連携を深め、本学における解剖

実験施設の助教として研究と教育をおこなってきま

学教育をより一層充実させていきたいと思います。

した。2008年４月からは群馬大学を離れ、日本医

私は「普段は淡々としているが、成績判定はバッサ

科大学

リと行くタイプだ」とこれまで周囲の先生方から言

解剖学講座の准教授として２年間勤めまし

た。母校を離れる際には、多少なりとも複雑な思い

われてきました。そのようなつもりはないのですが、

はありましたが、研究者として教育者としてそして

今後も私のスタイルを貫こうと思います。

人間として大きく成長するチャンスと考え、結果的

高度経済成長を遂げた日本は今、これから進むべ

に２年間という短い期間でしたが、精一杯学んで参

き道を模索している状況にあるように思えます。社

りました。日本医科大学のためにはあまり貢献でき

会全体がなんとなく不安定であり、我々の生活も不

ませんでしたが、群馬大学の教授就任が決まった時

安定です。これまで国から守られてきた感のある大

には学長をはじめとして多くの先生方から温かい言

学についても、取り巻く環境が厳しくなりつつあり

葉をいただき大変感激しました。人脈は最大の財産

ます。群馬大学も例外ではないでしょう。しかし、

であるとよく言われますが、第２の母校として日本

こんな状況であるからこそ大学には学問を通じて社

医科大学と新たな関係ができたことをこれからも大

会をリードする使命があるのではないでしょうか。

切にし、お互い発展を続けられればと思います。こ

北関東の拠点大学として、我々は我々に課せられた

うして群馬大学に戻り、現在本学学長の高田邦昭先

使命を確実に果たしていくことが重要であると思い

生の後任として生体構造学分野の教室を預かること

ます。つまり、我々は教育・研究での成果を国へ、

となりました。本教室は、高田先生は言うまでもな

地域へ還元することが必要な時代になってきまし

く、伊東細胞で有名な伊東先生をはじめとして多く

た。群馬大学大学院医学系研究科・医学部の一講座

の著名な先生によって引き継がれてきた、非常に伝

の主任教授として、優れた医師・研究者を育て、研

統のある教室で、同窓会の先生方も「一解」として

究成果を挙げ、群馬大学のために地域のために貢献

強烈な印象（多くの思い出）があることと思います。

できればと思います。

私もその一人でありますが、光栄にも「一解」を引

最後になりましたが、群馬大学、日本医科大学の

き継ぐことができ、そのプレッシャーを感じながら

多くの先生方、同窓会の先生方のご指導により今日

少しずつ仕事を始めたところです。

の私があることに改めて感謝申し上げます。今後と

私が研究を始めたのは医学部の３年生の時で、そ

もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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られるようになりました。平成15年４月、前教授の

母校に望む 41

退官の際、私は東京女子医科大学の外科学教授、同

母校の更なる
発展を望む

附属第二病院の検査科部長となり、後輩たちに対し
申し訳ない気持ちで一杯でしたが、外科を離れるこ
とになりました。平成20年４月、日本医科大学の

日本医科大学外科学講座
教授

乳腺科設立に際し、そのトップとしての熱心な招請

芳賀 駿介（昭47卒)

があり、同大学の外科学講座教授、附属病院の乳腺

これまで刀城会クラブ会報を毎号楽しく拝読させ

科部長として赴任いたしました。まだ、新しい職場

ていただいてきましたが、今回予想もしていなかっ

環境に慣れたとは言えませんが、私のライフワーク

た本会報の投稿の依頼があり、光栄に思うとともに

である乳腺診療に忙しい毎日を送っています。私の

少し戸惑っているところです。また、先日は立派な

もとに集まってくれた群馬大学の後輩はそれぞれ自

群馬大学医学部同窓会からの盾を賜り心から感謝申

分の道を選んで活躍していること、また東京女子医

し上げます。

科大学東医療センター外科に残っている先生は医局

私は群馬大学を昭和47年に卒業し、単に実家に近
いという理由で東京に出てきてはや38年が経ちま

の中心的な存在として頑張っていることをこの紙面
をお借りしてご報告させていただきます。

す。最初は一般外科医にでもなろうかというような

ここで、長年関わってきた日本乳癌学会について

漠然とした気持ちで東京女子医科大学第二病院（現

簡単にご紹介させていただきます。日本乳癌学会の

東医療センター）の外科に入局しました。当時の一

現在の会員数は9,000人を越え、単一臓器の学会と

般外科は消化器外科が中心であり、乳腺外科は乳癌

しては唯一の日本医学会に加入を認められた学会で

の罹患率も低かったことからあまりメジャーとは言

す。今年退官を迎えられた群馬大学の飯野佑一教授

えない分野でした。しかし、乳癌には消化器癌とは

は学会設立当初からその重鎮として活躍され、本学

異なる特有な病態、多様な治療があることに興味を

会の理事、会長を歴任され、群馬大学の乳癌の伝統

抱き、卒後10年ほどから乳癌の診断、治療を主とし

を守られてきました。私も飯野佑一先生をはじめと

てこれまで研鑽を積んでまいりました。今思えばこ

して群馬大学の多くの先生のご支援により、理事８

れも群馬大学が日本の乳癌の研究・診療のメッカで

年を務めさせていただき、平成21年には会長とし

あること、特に藤森正雄先生に学生時代教えを受け

て日本乳癌学会学術総会を主催させていただきまし

たことが大きく影響していると思います。乳癌診療

た。その際、群馬大学の第二外科から多くの発表を

を学び始めた当初は周りに指導者も相談する先生も

いただき感謝いたしております。また全員懇親会の

おらず、頻繁に当時の群馬大学第二外科の石田常博

日には通年同門会が行われることになっているにも

先生、飯野佑一先生にご相談させていただき、多く

かかわらず、芳賀のためにと饗場庄一先生をはじめ

のことをご教示いただいたことが今でも鮮明に思い

として同門会の皆様全員が会員懇親会にご出席いた

出されます。そうしているうちに東京女子医科大学

だき、会を盛り上げて下さいました。このことは何

第二病院外科に昭和58年卒の今村洋先生、昭和60

にもまして嬉しく、群馬大学の同窓会の一人である

年卒の渡辺修先生、平成４年卒の岡部聡寛先生など

ことの有難さを身にしみて感じた次第です。

多くの優秀な群馬大学の後輩が集まってきました。

近年、テレビ、新聞などで「群馬大学では…」い

その時は群馬大学第二外科の先生からは優秀な学生

うニュースをよく見聞きします。その度ごとに群馬

を東京に引っ張っていくことに対してお叱りを受け

大学の発展、また先生方の活躍を自分のことのよう

たこともありました。しかし、その甲斐あって、今

に嬉しく、また誇らしく思っています。私もお送り

村洋先生は癌研究会癌研究所で乳腺病理を学び、渡

いただいた盾を机の上に置き、それに恥じないよう

辺修先生は米国に乳癌の基礎を勉強にと後輩たちの

に努力する所存です。同窓会の一人として更なる群

弛まない努力によって東京女子医科大学第二病院の

馬大学の発展と先生方の活躍を祈念して稿を終わら

乳腺グループは研究・診療において全国的に名を知

せていただきます。
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水
芭
蕉
女性医師シリーズ

30

いろいろな道
立川綜合病院産婦人科

小林 弘子（昭63卒)
結婚を機に、新潟に住むようになって、14年
目になりました。先日久しぶりに群馬大医局時代
の先生方とお会いする機会があり、大変懐かしい
時間を過ごしました。別に、偶然このコーナーへ
の原稿を依頼され、地方の一勤務医で、仕事、家
事、子育てに埋没している身では大変恐縮なので
すが、近況報告のつもりで書かせていただきます。
私は、昭和63年に群馬大学産科婦人科学教室
に入局しました。県内や長野、埼玉と転勤しなが
ら、先々の病院で貴重な経験を積ませていただき
ました。当時の五十嵐正雄教授のお人柄か、教室
の雰囲気はとても温かく、居心地は大変よかった
のですが、８年目が終わるころ、縁あって新潟に
移ることになりました。群馬を離れる前に新潟大
医局に連絡を取り、落ち着いたら入局させてほし
い旨お願いしたところ、「こちらは両手を上げて
歓迎します」とお返事いただき、大変びっくりし
たのを覚えています。当時から、県外から医師が
増える、というのは貴重だったのです。結婚と出
産で約１年のブランクののち、新潟大学産科婦人
科学教室に入りました。産後３カ月でしたが、初
めの３カ月は大学勤務をと言われ、住んでいる柏
崎市から新潟市に単身赴任せざるをえませんでし
た。幸い夫が開業歯科医であり、近くに夫の実家
もあったので、週末とんぼがえりしながら保育園
と家族と３人４脚での育児でした。（保育園の申
込書には「保育に欠ける」理由を書きます。好き
ではない表現ですが、その「欠けてしまう」部分
以外にも園の先生方には本当によく助けていただ
き、感謝しています。初めての育児には心強い味
方でした）その後、35km離れた長岡市の綜合病
院で働き始め、二人目の出産をはさんで、現在に
いたります。産科で常勤をやっていくには、当直
勤務が避けて通れません。主婦には一番の辛いと
ころですが、子供が小さい頃は少ない日数にして

第217号

もらい、なんとか当直を続けてきました。できる
ことはやる、でも一人では足りない時間や体力は、
周囲のあたたかい協力でなんとか乗り越えてきま
した。まだ途中ではありますが、子育てはとても
刺激的・魅力的です。子供は自分の映し絵のよう
で、でも別人格で、一人の人間の成長との真正面
での付き合いです。もし機会があれば、男女問わ
ずぜひ、と言いたいところです。子育てには時間
も手間もかかりますから、自分のやりたいことと、
どう折り合いをつけるかが難しい問題ですが、２
倍大変でも２つの世界を持つ楽しさが、働く主婦
にはあります。
年に数回、地域の女性医師が集まり、美味しい
ものを食べておしゃべりする機会があるのです
が、道が思わぬ方向へ進んでも、そこでするべき
ことはある、今を楽しんでいるというみなさんの
お話にいつも励まされます。新潟県では今年の初
め、県や医師会、病院協会、大学などの協力で
「新潟県女性医師ネット」を立ち上げ、私もその
世話人の一人になりました。昨今の勤務医不足は
新潟県でも深刻で、その確保対策として、女子医
学生や女性医師、今子育て中や離職中の方などの
御相談に乗っていく予定です。一般病院で、子育
てしながら勤務医を続ける女性医師は、そう多く
はありません。若い医師と話しても、出産・育児
に直面すると、一時は離職も考えるようです。女
性医師が離職しない環境作りが注目されている今
は、逆にいろんな働き方を提案できるチャンスで
もあります。世話人の先生方が口をそろえて言う
のは、できれば職場から離れないでいること。午
前だけでも週１日でも関われるといい。研修する
期間にするもよし。いろんな道があるはずです。
新潟県のHPから入れますので、県外からでもど
うぞアクセスしてみてください。
さて、拉致問題で有名になった柏崎で、中越地
震、水害、さらに中越沖地震と３度の災害を経験
しました。（もちろん、新潟の豊かな自然とその
恵みもたっぷり満喫しています。）中越沖地震で
は幸いわが家の被害は軽かったものの、電気、水
道、ガスの「ライフライン」が止まり、仕事の合
間に買い出ししたり、家族と給水に並んだりしま
した。道路被害はひどく、遠距離通勤は大変でし
た。人生、いろんなことがおきるものだと、改め
て思います。これからは？私の場合、単純に、仕
事を続けようと思っています。自分にできること
はやろう、という気持ちと、私が職業人として仕
事を楽しむ母が大好きだったように、子供たちに
とっての私もそうありたいと、思うからです。
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

第17回群馬県救急医療
懇談会を主催して

第19回乳癌基礎
研究会報告

臓器病態救急学
教授 飯野

病理診断学
教授 小山

佑一（昭46卒)

平成21年９月６日に前橋テルサにおいて、第17回
群馬県救急医療懇談会（会長：飯野佑一、実行委員

徹也（昭59卒)

第19回乳癌基礎研究会は去る平成21年７月25日
（土）、26日（日）、群馬県伊香保温泉

森秋旅館で

長：田村遵一総合診療部教授）を開催致しました。

開催されました。北は福島の君島伊造先生（北福島

群馬県内の医師、看護師、技師、救急隊、行政の方

医療センター

が一堂に会して討論するという主旨で、私の恩師で

正先生（ブレストピアなんば外科

ある森下靖雄先生（前群馬大学医学部附属病院院長、

で、いつものメンバー主体に、40名ほどが歴史あ

第４代群馬大学医学部第二外科教授）を中心に平成

る伊香保温泉に集結しました。

５年に、この研究会が発足致しました。事務局は当

前回世話人）から南は宮崎の駒木幹
次回世話人）ま

この研究会は現奈良市民病院病理の今井俊介先生

教室に設置され、群馬県救急医療懇談会誌（年１回）

などが中心になって、病理や解剖学者に外科医が加

も発行できるようになり、今年でVol.6となります。

わって、乳癌基礎研究の発展のために生まれた研究

今回は医学部学生も多数参加し、過去最高の500名

会です。 乳癌研究会

以上の参加者が集まりました。これは年々高まる救

会員数9,000名に及ぶ巨大な

急医療の重要性および関心の高さが表れた結果と思

長したのに比較すると、いかにもこじんまりした研

われます。群馬県も昨今話題となっている救急医療

究会ですが、しかしその分、基礎と臨床を結ぶ数少

に関連する多くの諸問題（搬送困難の問題、災害医

ない研究会として、また温泉につかりながら、本年

療など）に直面しています。これに対し、県内の各

で話し合うアットホームな会として、財政的な面で

組織、分野の方から救急・災害医療に関わる様々な

苦労しながらも引き継がれてきました。平成14年に

報告、討議がなされ、群馬県の救急・災害医療の向

群馬大学飯野佑一教授（昭46卒）のもとで第12回

上に大きく貢献している研究会に成長しています。

研究会が同じ森秋旅館で行われて以来の２度目の開

今回の研究会においては、災害対策をメインテー

が乳癌の増加にともなって
日本乳癌学会

に成

催ですが、これも第９回乳癌学会（飯野佑一会長）、

マとし、特別講演を２題（災害社会工学から見た群

第13回乳癌検診学会（石田常博会長

馬県の防災の現状と課題：片田敏孝群馬大学工学部

５回乳癌学会関東地方会（堀口淳会長 昭61卒）開

災害社会工学教授、群馬県の災害対策：饗場庄一元

催など群馬大学の伝統として、脈々と同窓の手に継

前橋赤十字病院副院長）と教育講演（新潟県中越沖

承された乳癌診療、研究の歴史のたまものと言える

地震における弁護士活動：采女英幸弁護士）を組み、

と思います。

昭41卒）、第

また一般演題では、昨年渋川でおこった老人施設

特別講演には聖マリアンナ医科大学の太田智彦先

「たまゆら」の火災事故、NPO法人群馬県救急医療

生に「乳癌の化学療法とBRCA1」について、国立

推進協会（理事長：飯野佑一）の災害医療活動など

がんセンター中央病院の津田均先生に「乳癌の

を含め、各病院における災害対策など興味深い様々

intrinsic subtypeと病理所見および遺伝子変化」に

な発表がありました。

ついてお話しいただきました。いずれも今日の乳癌

また群馬県においても他県と同様に搬送困難症例

に診療に直結するホットな話題です。また飯野先生

があること、2010年２月より群馬県においてもド

には「乳癌のホルモン療法」について歴史的な観点

クターヘリが導入されたことなど、群馬県のメディ

からお話しいただきました。初日夜の恒例の懇親会

カルコントロール体制の在り方も、ターニングポイ

では、宴会に引き続いてカラオケで盛り上がり、伊

ントを迎えています。このテーマに対しても活発な

香保の夜を満喫したことは言うまでもありません。

質問、討論がなされました。

会の終了後は上州観光、渓流釣りに行った参加者も

この研究会が今後益々育っていくことを願いつつ
報告させていただきました。

いたようで、多くが上州の夏の自然を堪能して帰っ
たようです。最後に資金の御援助いただきました刀
城会員の皆様方に厚く御礼申し上げます。
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の認定は困難であり、今後事業の拡大を図りながら

財団法人「群馬健康
医学振興会」一般財団
法人化に向け検討

将来の目標とすることが考えられます。
一般財団法人は、現有財産の公益目的財産を公益
目的支出計画に基づき、前述の事業を実施し、その
報告が義務づけられておりますが、比較的自由な立

(財)群馬健康医学振興会
理事長

第217号

場での公益的な事業が実施でき、税制においても非

山中 英壽（昭39卒)

営利制が徹底されるならば、収益事業のみ課税され

財団法人群馬健康医学振興会は、群馬大学医学部

ることとなります。ただし、設立に当たっては300

同窓会･刀城クラブにおいて、県民の健康増進を図

万円以上の基本財産の拠出が必要となります。認可

ることを設立の趣旨として、昭和54年12月11日に

時には、この財産は一般財団法人のものとなり、法

認可された公益法人であり、事業としては健康づく

人に帰属することとなります。

りのための講座、研究会、市町村が実施する健康づ

現在、群馬健康医学振興会では、常務理事会にお

くり事業に対する講師派遣、健康医学教育振興のた

いて一般財団か公益財団かの方向性及び事業につい

めの書籍事業及び群馬大学医学部支援などを行って

て検討を重ねておりますが、当分の間は一般財団の

います。

認可を目指すことを確認しており、前回の理事会・評

平成20年12月１日から新制度が施行され、従来

議員会においてご説明、審議をいただいております。

の公益法人は新制度における法人に移行申請を行わ
なかった場合、解散されることとなります。

なお、今年度は群馬県内における他公益法人の認
可・認定に向けての検討状況、公益目的事業等の情

公益財団法人は、認定の基本となる事業が、「学

報収集を行っておりますが、平成21年11月末現在

術、技芸、慈善その他の公益に関する事業（詳細な

における申請件数１件、認定・認可された公益法人

定義が定められている。）」並びに「不特定かつ多数

はありませんでした。

の者の利益の増進に寄与するものをいう。」と定め

平成22年度は、当財団が一般財団として検討し

られています。経理上においても公益目的事業の比

ている公益目的事業を主体的に計画・実施及び定款

率が、公益目的事業に要する費用に事業費及び管理

案の作成を予定いたしております。

費の合計額に占める割合が50％以上でなければな

今後の予定

りません。また、財産とそれ以外の財産の区別、収

平成23年度

「定款」の検討、作成及び申請にか

益事業の収益の一定割合を公益目的事業財産とする

かる業務の推進を行う。定款案について、公証人の

必要があるなど、法人法に加え認定法に則った様々

認証を受ける。

な基準が運営に必要となり、特に寄付等において税

平成24年度

制上の優遇措置が受けられるが、運営に制約も多く、

移行認可申請書の作成。一般財団法

人（案）への移行認可申請を行う。

当財団においては財産及び事業の規模から、現在で

平成25年４月１日付 一般財団法人へ移行

新入生歓迎会（平成22年４月10日 刀城会館）
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パジャジャラン大学交換留学実習報告
パジャジャラン大学交換留学報告

インドネシアの医療について

森田 信子（医学科６年）

鈴木 雅文（医学科６年）

２／16〜２／28の期間、パジャジャラン大学と

私は、以前インドネシアに行った時、道端で子供

の交換留学のためインドネシアに滞在し実習・見学

を抱いて座り悲しそうな顔をしているお母さんを見

を行ってきたので報告いたします。

ました。お母さんが抱いていた子供は、赤ちゃんで

２／16〜２／21の間は公衆衛生学教室の先生の

はなくけっこう大きな子供でした。しかし、お母さ

パプア

んが抱いていられるほど痩せこけていたのです。お

州に滞在しインドネシアで感染率の高いHIV/AIDS

母さんは貧しそうで、どうすることもできないよう

の現状を見る機会を得ました。感染拡大を防ぐため

な絶望感を漂わせて座っていました。その時以来、

に働きかけている方のお話を聞いたり、診療所にた

インドネシアの医療について興味を持ちました。そ

くさん張られた啓発用ポスターを見たりして、

して、Padjadjaran大学との医学生交換交流プログ

HIV/AIDSが日本に比べ大きな問題として扱われて

ラムに参加し、インドネシアの医療の現状を学んで

いることを実感しました。

きました。

研究に同行させていただき、インドネシア

２／22〜２／28は昨年11月に受け入れを行った

インドネシアの国民は保険によって４つに分かれ

パジャジャラン大学４年生の交換留学のメンバーと

ます。それは、①政府の保険に属する公務員、②政

行動をともにし、大学付属病院での実習や学生間の

府の保険に属する貧しい人、③民間の保険に属する

ディスカッションを行いました。実習ではいろいろ

人、④保険を持たない人です。

な場面で日本との違いに驚かされました。一つの病

②のように、インドネシアには貧しい人の為の保

室に10人の患者が入院している様子や、日本では見

険があり、標準的な医療費は無料となることがわか

られないデング熱やマラリアの患者を見ることがで

りましたが、その保険を行使するには

きたのはとても貴重な体験だったと思います。手術

JAMKESMAS CARDを取得しなければなりませ

室や一般の産婦人科医院の見学に行った際には、医

ん。それにはとても厳しい基準がありました。また、

療器具・設備が十分でないながらも患者のために腕

貧しい人は教育レベルが低いため、この保険制度を

を磨き治療に当たる医師の姿に感銘を受けました。

知らなかったり申請方法を知らなかったりします。

臨床実習で患者を診るとき私はつい検査結果や画像

申請方法を知ったとしても、申請にはcitizen card

に頼ってしまいがちですが、どのような状況でも医

を始め多くの申請書類が必要で、大都市に不法に出

療を行えるよう、設備に頼らない身体診察のような

稼ぎに来ている人はcitizen cardなどを所持してお

技術もこれから身につけていかなければ、と改めて

らず申請すらできません。

思います。ディスカッションはインドネシアの医学

私はこの問題の解決にはまず教育が必要ではない

教育を学び、また日本の医学教育を見直す良い機会

かと思いました。多くの島からなる島国で未だ通信

となりました。パジャジャラン大学の学生は自ら学

機関が発達していない国なので情報の共有は難しい

校を良くして行こうという意識が強く、とても熱心

のかもしれませんが、それでも一人ずつでも教育を

で感心させられました。土日など実習の予定がない

し、保険制度の情報を広げていくことが必要だと考

ときには観光のスケジュールも組んでもらってあ

えます。また、市民登録できない人などに対しては

り、メンバー間との交流を深めることができました。

制度も改革していく必要があると思います。

今回の交換留学は、受け入れ・訪問ともに学ぶこと

最後に、このような機会を与えてくださった森川

の多い充実したものとなりました。これから医師と

昭廣同窓会長をはじめ同窓会の皆様、鈴木庄亮名誉

して働いていくうえで大きな意義のある経験になっ

教授、小山洋教授をはじめ公衆衛生学講座の皆様、

たと思います。今回はこのような国際交流のチャン

星野洪郎医学部長他諸先生方に心から感謝いたしま

スを与えていただき、本当にありがとうございまし

す。

た。
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パジャジャラン大学医学生
交換交流プログラムに参加して

中澤 真奈（医学科６年）

尾川

陽（医学科６年）

今年の２月19日から３月１日まで、インドネシ

パジャジャラン大学医学生交換交流プログラムの

ア・バンドン市にあるパジャジャラン大学及びその

一環として、２月21日から２月28日にかけてイン

付属病院であるハサン・サジキン病院へ実習に行っ

ドネシアを訪問し、病院見学などをしてきました。

て参りました。今回の渡尼及び昨年の医学生受け入

インドネシアを訪問するにあたって僕の目的は、

れを通して、単に両国の医学・医療について学ぶと

インドネシアの文化や慣習、生活などを見て理解す

いう枠を超えて、彼らと生活や行動を一緒にする中

るということ、インドネシアの医療の状況を見るこ

で得られた大きなことが、主に二つあります。

とにありました。

一つは、インドネシアと日本の医療にまつわる

見学先は主にパジャジャラン大学医学生のポリク

様々な事柄―医療制度や医療の内容、医学教育など

リ先であるHasan Sadikin General Hospitalであ

―の差異について知ることで、今まであまり意識す

り、感染症内科、産婦人科、小児科、ER、外科を

ることのなかった日本での医療の特性についてより

見学させていただきました。ERでは見学するだけ

グローバルな視点から考えることができたことで

でなく、実際に静脈ラインの確保など、日本のポリ

す。国の地理的要因、経済状況、医療福祉上の政策

クリであまり行うことのできないようなことも実習

等々、多くの要因によって医療環境が左右されるの

させていただきました。そのほかに、Government

だということは様々なメディアにより今では私たち

Officeを訪れ、インドネシアの医療の現状の話を聞

の多くが知るところとなっていますが、それが実際

いたり、学生同士で両国の医療制度や医学教育につ

にその国の人々―特に貧困層の人々―にどのように

いてのディスカッションもしました。

係わってくるのか…それを直に自分の目で確かめ、
肌で感じることができたのは大きな収穫でした。

これらを通して、インドネシアの人々の生活や医
療状況を十分に見ることができたと思います。イン

もう一つは、私にとって今まで馴染みの薄かった

ドネシアの人々の生活観、宗教観、考え方などは日

イスラム文化圏に多くの友人を得たことで、西欧

本のそれらとは全く異なり、驚かされることが多か

的・キリスト教的なものとはまた少し異なる世界の

ったです。また、気候の違いなども相まって、医療

一面を垣間見ることができたことです。宗教や文化

状況も日本とは大きく異なっていました。

に纏わるデリケートな議論は、このプログラムに参

また、交流全体を通して、インドネシアに多くの

加し、彼らという友人を得ることがなければ絶対に

友達ができたことも大きな財産になりました。学生

できなかったことの一つです。このことは、私にと

の家にホームステイさせてもらい、未熟な英語では

って本当によい経験となりまし
た。
このような得難い経験をする
ことができましたのも、偏に同
窓会の皆様のご理解とご支援が
あればこそです。これからも、
一人でも多くの私たちの後輩が
このプログラムに参加し、この
プログラムを通じて私たちと同
じあるいはそれ以上の収穫を得
ることを願ってやみません。今
回は本当にありがとうございま
した。

世界遺産ボルブドゥール遺跡にて 平成22年２月27日
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ありましたが、お互いの国や自身に
ついて非常に多くのことを語り合い
ました。それらを通して、軽い冗談
も言えるような間柄になりました。
彼らとはこれからも長く付き合えた
らなと思います。
今回のインドネシア訪問において、
同窓会から多大な援助を頂きました。
このような貴重な経験をさせていた
だき、同窓会の皆様には非常に感謝
しております。今後医療者の一員と
なるにあたり、これらの経験を生か
せることができると思います。本当
パジャジャラン大学病院にて 平成22年２月23日

にありがとうございました。

学書でありながら健康作りのハウツー的なところも

書評

認知症予防 ―読めば納得！
脳を守るライフスタイルの秘訣―
山口

前橋協立病院院長

あり、すでに１万部以上の売れ行きである。「老化」
を考える事は、人間の「生」を考える事でもある。
病理学の大衆向け解説本であると同時に、哲学書で

晴保 著

もあり、老化防止全般に役立つ知識が満載されてい

深澤 尚伊（昭53卒）

る。日常診療で役立ち、説明する時間が無い時には
買ってもらっても良い。

山口晴保先生は、医学部バスケットボール部の先

禁煙と認知症の関係では、他の因子ほど明確な結

輩。当時は、昭和キャンパスに体育館は無く、練習

論がなかったが、その原因が、喫煙が癌をはじめ

は荒牧まで行き、教育学部の練習が終わってからや

様々な疾患を引き起こして早死にするので検討が困

っとウォーミングアップが始まるといった有様で、

難であったこと

公式戦も東医体と５大学対抗リーグ戦程度。中学高

によるという、

校と、バスケットボールばかりしてきた私は、重宝

もしかしたら、

がられたが、特に山口先生には可愛がってもらった

老化防止のつも

ように記憶している。

りで読み進んで

先生は、卒業後から病理学教室で「老化」をテー

も「禁煙」の動

マに研究を重ね、最近になってマスコミなどでも、

機付けになるこ

「認知症」「アルツハイマー」が注目され始めると、

とも期待され

「時の人」となった。教授職に就かれてからは、OB

る。

戦でお会いする事も少なくなったが、市中での講演
会などでは、シリアスな内容にも関わらず、会場に
集まった医師達の笑いをとろうとギャグを飛ばして
いた。期待するほどの反応がないと「ここは笑うと
ころなのに」とつぶやく姿が印象に残っていたが、
さすがにテレビで健康番組に出演するようになると

出版社：協同医書出版社;

トークも板についてきた。

ISBN-13：978-4763960207

この本を読む事自身が、老化を予防するかのよう
に、上州弁での書き出しは、読者の緊張を解く。医
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支

部

だ

よ

会の存続に明るい希望がもてましたが、平成卒の先

り

生方の参加が３名と少なく、不安も残りました。今
後は若い会員が参加し易いようにより一層の工夫を

刀城クラブ神奈川支部
総会報告
支部長

第217号

し、また１人でも多くの会員が出席されることを期
待して幕が降ろされました。県内在住で未加入の先
生は石井英昭（昭58卒）までご一報ください。

石井 英昭（昭58卒)

写真（敬称略）前列左から：大沢伸孝（昭34卒）、

平成22年１月23日（土曜日）に例年どおり刀城

辻村啓（昭24卒）森川昭廣（昭44卒）津田醇一

クラブ神奈川支部総会および懇親会が横浜駅近くの

（昭23卒）
、上原一夫（昭25卒）
、田邉晃久（昭45卒）

ホテルキャメロットジャパンで開催されました。当

中列左から：山本吉見（昭52卒）、石井英昭（昭58

日は規約通りの１月第４土曜日の実施で、前橋から

卒）、大浜悦子（昭47卒）、丸山甫（昭37卒）、忍田

刀城クラブ会長である森川昭廣先生（昭44卒）と

源一（昭24卒）、斉藤三朗（昭31卒）、古橋彰（昭

幹事長の岡田恭典先生（平３卒）が出席され、計

51卒）
、本村茂樹（昭52卒）

29名の参加がありました。古橋彰先生（昭51卒）

後列左から：左合典子（平20卒）、瀬崎壮一（平１

の司会で、支部長挨拶、通常の事務的報告、会計報

卒）、長堀優（昭58卒）、高橋正純（昭58卒）、濱田

告が了承された後、森川昭廣先生による「群馬大学

芳郎（昭56卒）、藤岡伸欣（昭58卒）、中山杜人

医学部の現状と未来について」の講演がなされ、会

（昭46卒）
、野村満（昭43卒）
、藤本修平（昭58卒）、

員一同、現在の群馬大学の変化には眼をみはる思い

中山優子（昭59卒）、渡辺治雄（昭50卒）、野中哲

でした。その後、辻村啓先生（昭24卒）の乾杯で

生（平７卒）、大浜用克（昭47卒）、岡田恭典（平

宴席に入り、全員が近況報告をして交友を深めまし

３卒）写真には写られていませんが、望月博之（昭

た。今回は50年代卒業の先生が10名以上参加し、

56卒）
、以上29名の出席でした。

神奈川支部総会（平成22年１月23日 ホテルキャメロットジャパンにて）
− 14 −
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告され、祝意を表しました。また、来年の総会・忘

刀城クラブ伊勢崎佐波支部
総会・忘年会報告
伊勢崎佐波支部

平成22年６月15日

年会にはさらに多くの会員が出席するように、５年
ごとに学年幹事なるものを決めて当支部をさらに盛

塩島 正之（昭59卒)

平成21年12月４日（木曜日）午後７時からクレ
インパーク山楽荘にて、恒例の支部総会ならびに忘

り上げようとの決議がなされました。
地区幹事の荒井泰道先生（昭46卒）の挨拶に引
継ぎ、県議会の議長に就任された原

富夫先生（昭

35卒）からもお話をいただきました。

年会が開催されました。当日は朝から冷たい雨で心

総会に引き続き現同窓会長、森川昭廣先生より

配しましたが、開催を待っていたかのように夕刻に

『群馬大学の過去・現在・未来』について御講演を

は雨もやみました。当支部は、会員145名（平成21

いただきました。重粒子線照射装置の本格的な稼動

年７月現在）からなる組織ですが、ここ数年参加者

開始にともなって群馬大学医学部構内が、旧病棟の

の減少が目に付くようになり、支部長の本多隆一先

改修・新病棟の増築で、昔の面影が変わっていく有

生（昭44卒）のご指導もあり、昨年から講演会を

り様をご紹介頂き、うれしい反面感慨深くもありま

同時に開催することとしました。また、同時に支部

した。

の会則を定め、支部の円滑な運営も図るようにしま
した。

忘年会の席では、のども潤い腹も落ち着いてくる
と会員の近況報告が行われ大いに盛り上がりまし

総会では、まず本多支部長より、開会の挨拶があ

た。最後に、副支部長の植竹

敏先生（昭46卒）

りました。この中で加久裕士先生（昭23卒）が長

より閉めの挨拶があり、来年の総会・忘年会にはさ

年の学校医としての功績が認められ『瑞宝双光章

らに多くの会員が出席することを期して散会となり

（ずいほうそうこうしょう）』を叙勲されたことが報

ました。

伊勢崎支部総会（平成21年12月４日 クレインパーク山楽荘にて）
前列左より：諏訪、鈴木(豊)、原、森川同窓会長、岡本(榮)、本多支部長、植竹副支部長、荒井地区幹事
中列左より：丸山、新田、草場、魚住、南部、古作、小内、木村、鈴木(知)
後列左より：岡田幹事長、神山、岡本、塩島、前田、田中、六川、佐川、竹澤、新井（敬称略）
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の御著書が会員に配布されました。

東京支部だより

次いで総合診療部教授

田村遵一先生（昭57卒）

による「群馬大学医学部附属病院外来診療の現況」
東京支部前支部長

乃木 道男（昭34卒)

について、ご講演が行われました。ご講演の中で、
我々卒業生の知りたい附属病院の現況についてお話

先日、東京支部の第３回会合が３月13日（土）

をいただきました。きれいな画像を駆使した興味深

18時30分より、渋谷エクセル東急ホテルにて開か

いお話で、得るところが多く、会員一同、大変感銘

れ、59名が参加されました。会の前半は講演会が、

を受けました。全員の記念写真の撮影も和やかに行

後半は懇親会が行われました。

われ、その後、懇親会となり、東京女子医科大学名

司会は東京支部会総務・会計担当の小原甲一郎先

前橋より前同窓会会長、（財）群馬健康医学振興
山中英壽先生（昭39卒）、同窓会会長

の会合で、相川先生が会員の皆様方のご推薦により
４月より東京支部会長にご就任になりました。私は

総合診療

相川新会長はじめ役員の皆様方の今後益々のご活躍

田村遵一先生（昭57卒）、同窓会幹事長

を期待しております。乾杯の音頭は２人の先輩、佐

森川昭廣先生（昭44卒）、同窓会副会長
部教授

相川英三先生（昭39卒）による「次期東

京支部長就任」のご挨拶が行われました。この３月

生（昭39卒）により行われました。

会理事長

誉教授

岡田恭典先生（平３卒）がご出席いただき、地元を

藤

代表して、同窓会前橋支部長

より行われました。懇親会は丸テーブルを囲んで、

大竹誼長先生（昭

正先生（昭23卒）、新宅喜治先生（昭23卒）に

グループ毎に話が弾み、時のたつのも忘れて、楽し

36卒）がお出で頂きました。
先ず、森川会長から刀城クラブの近況のご紹介が

い情報交換のひとときとなりました。中締めは帝京

あり、各支部が活発に活動しているとのお話があり

大学医学部附属病院外科勤務の門脇晋先生
（平17卒）

ました。

により行われました。
次回は同じ渋谷エクセル東急ホテルにて平成23

次に、昨年度、地域医療貢献賞を受賞された、
「表参道神経科診療所」理事長

村林利兵衛先生

（昭27卒）のご挨拶をいただきました。同時に先生

年３月12日（土）18時30分よりを予定されており
ます。皆様、多数のご参加をお願い致します。

第３回東京支部総会（平成22年３月13日 渋谷エクセル東急ホテルにて）
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施設の稼働など発展を遂げる母校の活躍についての

中国四国地区同窓会

プレゼンテイションに、懐かしさを覚えると同時に、
卒業生としての誇りを感じたことでした。

高知支部

宴席は、高知市から東に位置する芸西村の海岸沿

岡林 弘毅（昭44卒)

いの高台にある土佐湾を一望できる最上屋（９Ｆ）

４月17日（土）
、土佐ロイヤルホテル（高知）に、

のレストランで夕日に輝く海を眺めながらの地元産

川村武夫君（昭44、高知）のお世話で、森川昭廣

の食材を使ったフレンチのコースでしたが、川村君

同窓会長並びに岡田恭典幹事長をお迎えして開催さ

の配慮で、屋台も用意され、メインディッシュのサ

れました。出席者は、鶴野正基（昭43、香川）、川

ーロインの炙り焼きの実演や、カツオのたたき（ポ

村武夫ご夫妻、高田博（昭46、香川）ご夫妻、藤

ン酢が普通ですが、最近、塩たたきというのも出て

原徹（昭47、広島）、木村誠（昭50、愛媛）、平石

きており、結構いけます）、伊勢エビ・石鯛の刺身、

友（昭51、三重）ご夫妻、黒岩祥男（昭54、高知）

皿鉢料理などを賞味しながら、赤・白・黄それぞれ

ご夫妻、石川浩（昭54、香川）、早野良生（昭54、

グラスを傾け、時間の経つのも忘れて話の輪があち

大分）、吉本幸生（昭57、高知）、岡林を加えた17

こちで開いたことでした。

名でした。

翌日のKochi黒潮カントリークラブ（黒潮コース）

この会は、香川から始まって、四国を時計回りに、
徳島、高知、愛媛の順に輪番で年１回開催され、２

でのゴルフは、10名が参加してプレーを楽しみ、
ダブルペリアで黒岩君の優勝でした。

順目を行っているところです。今回は、三重と大分
からの参加もあり、喜びでした。

写真は、前列左から、岡林、鶴野、森川、川村、
高田、中列左から、川村夫人、黒岩夫人、黒岩、平

森川会長による母校の今昔をまじえての様子や、
世界で４番目（国内３施設目）となる重粒子線治療

石、藤原、木村、吉本、後列左から、早野、平石夫
人、岡田、石川。

第７回中国四国地区同窓会（平成22年４月17日 土佐ロイヤルホテルにて）
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拶されました。障害は神様が自分へ課した試練なの

クラス会だより

だと思い、頼まれた仕事は神様から与えられたもの
だと考え積極的に受け入れているとの言葉に、皆が

昭和59年卒クラス会
石塚

第217号

感動し、同時に勇気づけられました。その後、参加
者全員が近況も含め挨拶しました。自身のクリニッ

全（昭59卒）

クあるいは病院で地域医療の第一線、医師会活動で

私たち昭和59年卒業生のほとんどは、群馬大学

活躍している人、がん医療の最前線で活躍している

が国立２期校だった最後の年の入学で、教養部での

人、教授として臨床、教育、基礎研究に携わってい

ドイツ語、学１での解剖学、組織学で苦労した仲間

る人と様々ではありますが、皆50歳を超え、責任

です。卒業後26年経過した今年３月13日、高崎ワ

ある立場で活躍しています。２次会でも学生時代の

シントンホテルプラザで約10年ぶりにクラス会が

思い出話に花が咲きました。参加した多くの同級生

開催され、55名の同級生が集まりました。卒業後、

から、10年に１回のクラス会では、この先何回出

初めて会う仲間もいて、中山さんの用意してくれた

席できるかわからないとの意見が出て、今後、２年

ネームカードが役に立つ場面もありました。親友の

に１回、東京か群馬でクラス会が開催されることに

NHKアナウンサーにも負けない？中山さんの司会

なりました。ちなみに２年後は山田君が幹事で、東

進行の下、クラス幹事の小山君（病理診断学教授）

京で開催されます。今回参加できなかった皆さんも

の挨拶で開会となり、もう一人の幹事の山田君が乾

お会いしましょう。最後に、会場や２次会の手配、

杯の音頭をとってくれました。続いて、脳外科医と

おまけに収支の赤字の補填までしてくれた田村君、

して活躍中に事故で脳挫傷を負い、視覚障害者とな

準備を手伝ってくれた青木君、大滝君、川島さんな

りながら、みごとに社会復帰をされ、老人ホームで

どご苦労さまでした。

の相談役、講演活動などで頑張っている佐藤君が挨

平成22年３月13日 高崎ワシトンホテルプラザにて
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群馬健康医学振興会助成金のご案内
同窓会関連の財団法人群馬健康医学振興会は、群馬県地域住民の健康
増進を目的とし昭和54年に創立されました。創立から現在まで医学部同
窓会・刀城クラブとともに一般向け医学書籍の発行、医学部学生のクラ
ブ活動支援、実習支援、医師の卒後教育支援、同窓会員の学会活動支援、
海外医学部との国際交流支援、外国人留学生への経済的支援等の公益活
動を行ってまいりました。今年度より、これらの活動の公益性をさらに
高めるために、同窓会員のみならず多くの分野で地域住民の健康増進に
貢献するための活動をされている皆様を対象とした研究助成事業を行う
ことになりました。応募資格は同窓会員に限らず医師以外の皆様も対象

財団法人群馬健康医学振興会

になります。今年度は７月締め切りですが、来年度より前年の10月に

理事長

山中 英壽(昭39卒)

公募を開始し、同年４月までに採択の決定をし、通知を行う予定となっ
ております。本事業が地域の公益事業の活性化につながることを期待し、
たくさんの応募をお待ちしております。

平成22年度 群馬健康医学振興会助成金
財団法人群馬健康医学振興会は地域の保健・医療・福祉の向上のため、以下の助成を行う。
１．対象

３．申込方法

群馬県内または近郊、その他の地域に勤務する医

応募希望者は、応募用紙を同窓会のホームページ

師、看護師、臨床検査技師、療法士、保健師、社会

からダウンロードの上、平成22年７月末日までに

福祉士、その他の保健、医療および福祉関連職、教

郵送または、メールにて申請する。

員、団体等が年度内に行う研究または事業であって、

郵送先：〒371-8511前橋市昭和町３丁目39の22

以下の群馬健康医学振興会の設立の趣旨に則った活

同窓会事務局内 財団法人群馬健康医学振

動であること。

興会
E-mail：tojoclub@showa.gunma-u.ac.jp

１）健康医学調査・研究活動
４．選考と採否の通知について

２）健康医学普及・社会貢献活動

選考は群馬健康医学振興会助成金選考委員会が行

３）健康医学国際交流・研究活動

い、平成22年８月中に通知する。

４）医学部学生の健康医学実習
５）その他、保健・医療・福祉の向上に貢献する
活動

５．受給者の公表
受給者は、本人に通知の後、同窓会の会報および

２．件数及び助成金

ホームページに公表する。

総額50万円とし１件当たり約10万円、５件以内
とする。

６．その他の関連事項
活動終了後、すみやかに報告書にて活動報告を行
う。また、活動内容を公表する場合は、群馬研究医
学振興会助成金の助成を受けた旨、明記する。
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外

学

役員会だより

人

事

【昇任】平成21年10月１日

第３回役員会（平成22年３月25日）

高橋

孝（昭61卒）北里大学大学院感染制御科学
府教授

出席者 森川会長 他15名

【昇任】平成22年４月１日

報告事項

布施木 誠（昭61卒）帝京平成大学健康メディカル

１．法人のその後の活動について

学部臨床心理学科教授

２．医学部代表者と新任教授との懇談会について
３．退任教授記念送別会について

春の叙勲

４．東京支部総会について

瑞宝中綬章 間藤 方雄先生（昭31卒）

５．桐生支部会について

瑞宝中綬章 岩田 和雄先生（昭27卒）

６．学位記授与式及び医学科卒業謝恩会について

瑞宝小綬章 近藤 忠徳先生（昭32卒）

７．平成22年度新入生歓迎行事について

瑞宝小綬章 狩野 和夫先生（昭32卒）

８．その他
協議事項

謹 告

１．同窓会事務室の体制について

ご逝去の報が同窓会事務局に入りました。
ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。

２．北関東医学会・同窓会推薦講演について
３．その他

正会員

第４回役員会（平成22年４月21日）

昭和26年卒 齋藤春雄先生 （平成 21年 8 月29 日逝去）

出席者 森川会長 他20名 学友会５名

昭和41年卒 根本俊彦先生 （平成 22年 3 月22 日逝去）

報告事項

昭和49年卒 森田秀穂先生 （平成 19年 2 月 2 日逝去）

１．法人のその後の活動について
２．平成22年度新入生歓迎会について

編集後記

重粒子線医学センター／重粒子線

４．その他

医学研究センター前の躑躅が深紅に
咲いた後、キャンパスの緑は日々深まっております。

協議事項

新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。入学

１．同窓会総会及び教授の会の日程等について

式から早２ヶ月、大学生活も大分落ち着いてきたと

３．四国・瀬戸内沿岸地区同門会について

ころでしょうか。入学後最初に御覧になる本号が新

２．同窓会推薦講演について

会員の皆様と同窓会を結ぶ絆となることを望んでお

３．学術集会補助金について

ります。

４．その他

ところで、会報では、母校の現在をハード、ソフ

同 窓 会 員 だ よ り

ト両面から全国の会員の皆様にお伝えしておりま
す。この数年で最も大きな変化のあったソフト面で

授賞 中冨健康科学振興賞

の出来事の一つとして、臨床研修制度の導入が挙げ

鈴木 庄亮先生（昭37卒）

お

知

ら

られると思います。特別号で「群馬大学の臨床研修」
の特集を組みました。本号と特別号が、母校の現在

せ

について、同窓会会員の皆様の御理解の糧となるこ
この度平成21年度版の同窓会会員名簿が発刊さ

とを願っております。

（安部由美子）

れましたが、事務局にはまだ名簿の残部があります。
ご購入を希望される先生方にお届けすることができ
ますので、ご希望の先生はメールあるいはFAXで
事務局までご連絡ください。

編集委員

福田利夫(昭51卒)、平戸政史(昭53卒)、
萩原治夫(昭56卒)、藤田欣一(昭56卒)、

安部由美子(昭57卒)、星野綾美(平13卒)、宮永朋実(平15卒)、

同窓会会員名簿（平成21年度版）編集委員会

青木誠(平22卒)、稲葉敦(平22卒)、関口淳一(事務局)
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