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平成22年度 群馬大学医学部同窓会総会・群馬大学医学部教授の会
大学の施設ではありますが、重粒子照射施設が順調

総会・教授の会
を通して

にスタートしましたが、今後とも同窓会としてその
活動を支援できればと考えております。総会ではそ
のあたりを討論し、同窓会の長い発展への貴重なご
意見をいただきました。

医学部同窓会・刀城クラブ
会長

また、総会後、教授の会を開催いたしました。基

森川 昭廣(昭44卒）

調講演として高田学長に「わが国の大学医学部の現

会員の皆様には、お忙しい中、また雨模様の中、

状と課題」をお話いただきました。厳しい経済状況

群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ総会に出席いた

における大学のあり方や今後についてわかりやすく

だきありがとうございました。おかげさまでベテラ

お話をしていただき、会員に利するところ大であり

ンの先生から現役の学生会員まで沢山の会員の皆様

ました。なお、教授の会は従来群馬大学医学部出身

に御出席いただきました。また総会の司会・書記を

の教授の方々に御出席いただき、懇親を深め、学問

お勤めいただいた臓器病態内科学の磯達也先生、臨

的情報交換の場として大変有意義な存在でありまし

床試験部の大山善昭先生にも厚く御礼申し上げま

た。出席させていただくと知らなかった多くの情報

す。さて、同窓会ではここ何年かの支部活動の活発

や日本の各地で同窓生が活躍していることがわかり

化、会員諸氏の学術的援助に力を入れ、さらに、同

ました。そこでこのような形態をさらに進化させる

窓学生への援助等についても力を入れ、インドネシ

ために、出身大学は異なっても本同窓会特別会員で

ア、タイ、コロンビア等の大学への学生の研修旅費

いらっしゃる現役の群馬大学医学部の教授の先生方

の補助を行ってきました。また、地域医療貢献者表

にもご出席いただく形態を取らせていただきました。

彰を活発化させていただきました。このように、同

より幅広い情報で同窓会が一丸となって群馬大学医

窓会全体の活動自体が盛沢山になりました。役員会

学部の発展のためにと考えた次第です。また、本学

は毎月原則第四木曜日に開催し、種々のことについ

にはどこの教授になってもおかしくない優秀な准教

て提案、討議をして参りましたが、今後とも多くの

授がきら星のごとくそろっているとも聞いています。

方々から積極的な御意見をいただき同窓会の、ひい

私の関係する国際学会のwelcome addressに、この

ては群馬大学医学部の発展に役立たいと思っており

学会に出席したら必ずベテランの会員は若い会員を

ます。また、同窓会では、財団法人群馬健康医学振

学問的に同じ分野のベテランの先生に紹介し、討論

興会との連携を図り、より活動性を高めようとして

してもらい、勇気づけましょうと書いてあります。

おります。このように順調に同窓会が運営されてお

この会には今年から群馬大学医学部の准教授にも出

りますが、一方で会費納入率の低下、会報の年々の

席いただきました。是非若い方たちの今後の発展と

充実、内容・量の増加に伴う支出の増加、さらには

同窓会からの支援についても考えてゆきたいと考え

支部活動活発化に伴う諸経費の増加などの問題も抱

ました。
最後になりましたが、総会開催までに御協力いた

えております。現在、事務局員の努力により何とか
なっておりますが、早晩財政面での新機軸をだして

だいた役員の方々、学生の方々、さらには事務局の方

ゆかねばならないと考えております。さらに、群馬

たちに厚く御礼を申し上げます。有難う御座いました。
当で、議長に磯達也氏（平２卒）、書記は臨床試験

平成22年度
同窓会総会報告
幹事長

部・大山善昭氏（平14卒）が選出され、議事を進
めていただきました。
総会は議事次第にのっとり、この１年間の物故会員
の先生方に黙祷をささげ、ご冥福をお祈りしました。

岡田 恭典(平３卒）

次いで、森川会長よりあいさつがありました。続
いて、議長の司会により報告事項の承認と議事の審

平成22年度同窓会総会が10月９日（土）刀城会館

議が行われ、原案どおりすべてが承認されました。

にて開催されました。議長団は臓器病態内科学が担
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以下、各議事について概説いたします。
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第２号議案：平成21年度会計決算および書類の承認

第１号議案：平成21年度事業報告

を求める件について

（21.７.１〜22.６.30）

幹事長より平成21年度一般会計収支決算と奨学

１．会員状況 正会員5,451人、名誉会員23人、特

金収支決算の報告があり、会計収支決算が承認され

別会員67人、準会員３人で計5,544人。

ました。

２．支部の異動 平成22年９月現在なし。
３．事業

第３号議案：平成22年度事業計画について

１）北関東医学会の共催

副会長より事業計画についての提案があり、異議

第56回北関東医学会総会が平成21年10月８・９
日に刀城会館で開催され、同窓会推薦講演は鎌田英

なく承認されました。

男氏、望月博之氏により10月８日に行われました。
第４号議案：平成22年度予算案について

２）同窓会会報の発行

幹事長より予算案について説明があり、異議なく

刀城クラブ会報は第214号、215号、216号、217

承認されました。

号、特別号が刊行されました。

その他として、西松副会長より平成21年度地域

３）学友会並びに医学部等の援助
交換留学生の旅費、学会補助等の財政的援助を例

医療貢献賞の選考について説明があり、次いで本年

年どおり行いました。

度受賞された津田醇一先生、望月達夫先生、金沢義

４）定年退任教授の記念送別会

一先生、斎藤憲一先生、田所浪子先生、鈴木久雄先

平成22年３月４日に飯野佑一教授、小濱一弘教

生、堀口雅子先生、川村豊文先生、高野晃寧先生、

授の退任記念送別会がマーキュリーホテルで開催さ

鎌田慶市郎先生、牧元弘之先生、江原洋一先生、石

れ、多数の参加者がありました。

田常博先生、西野弘美先生に会長より表彰状と記念

５）卒業時表彰の実施

品が贈呈されました。

平成22年３月24日卒業謝恩会で卒業表彰者６人に
表彰状と記念品を贈呈しました。

第５号議案：群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ表

６）卒業生への記念品贈呈

彰・補助金制度規約の一部改正について
鯉淵学術担当より表彰・補助金制度規約の一部改

卒業生全員にネクタイピン（男性）、バッジ（女

正について説明があり、異議なく承認されました。

性）を贈呈しました。
７）新入生との懇談会
平成22年４月10日に刀城会館において新入生・
学士編入歓迎オリエンテーションが開催され、先生

１年間の物故会員（敬称略）

方と新入生の間で同窓会の紹介や質疑応答が活発に
行われ、親睦が深められました。

正会員：相原健次郎(昭26卒)、佐藤進三(昭35

８）医学部代表者との懇談会

卒)、古川研(昭30卒)、菊池幸雄(昭24卒)、関光

９）医学部新任教授との懇談会

晴(昭46卒)、宮澤とも子(昭59卒)、木村泰人(昭

平成22年２月26日に石井ホールにおいて、学長

30卒)、溝口勝司(昭23卒)、河合啓三(昭35卒)、

はじめ同窓会長以下同窓会役員、新任教授が出席し、

岡田順吉(昭23卒)、神保昭(昭25卒)、田村隆始

それぞれの立場から意見交換がなされ、有意義な懇

(昭24卒)、阿部良治(昭35卒)、雨宮修二(昭25

談会が開催されました。

卒)、小川嘉和(昭25卒)、後藤鹿島(昭24卒)、松

10）奨学補助金の実施（交換学生並びに学術集会）

山四郎(昭30卒)、武井朗夫(昭44卒)、齋藤春雄

医学部の交換学生旅費、および学術集会に対して

(昭26卒)、根本俊彦(昭41卒)、森田秀穂(昭49

例年どおり補助を行いました。

卒)、田中敏博(昭50卒)、松本朝之(昭27卒)、今高

11）財団法人群馬健康医学振興会の活動への協力

治夫(昭41卒)、今井孝祐(昭44卒)、星野矩之(昭

山中理事長より平成21年度の事業活動並びに平

26卒)、武島龍雄(昭25卒)、原澤幸彦(昭26卒)

成22年度の事業計画について報告がありました。
名誉会員：大江千廣

12）その他
役員会（役員会11回、委員会22回）について幹
事長より報告がありました。
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特別会員：栗原又雄、城所良明
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新任教授紹介

着任の御挨拶
臓器病態救急学
教授

大嶋 清宏 (平４卒）

この度、平成22（2010）年７月１日付で群馬大
学大学院医学系研究科臓器病態救急学教授に着任い
たしました大嶋清宏でございます。今回、群馬大学
医学部同窓会の御高配により、医学部刀城クラブ会
報で御挨拶申し上げる機会を頂戴いたしました。こ
の場を借りまして御礼申し上げます。
まず始めに、自己紹介を申し上げます。私は昭和
43（1968）年群馬県伊勢崎市の生まれで、群馬県
立前橋高等学校卒業後、群馬大学医学部に入学いた
しました。平成４（1992）年に卒業後、当時森下
靖雄教授が主宰する外科学第二講座（現 臓器病態
外科学）に入局し、関連病院では多くの救急診療も
経験いたしました。卒後４年目から循環器外科グル
ープに所属いたしました。外科医を続けながらも重
症者の急性期管理に興味を抱いた私は、平成15
（2003）年６月より、縁あって集中治療部助手の機
会に恵まれました。平成17（2005）年には同講師
となり、院内外の心肺停止や敗血症性ショック等や
救急外来からの多発外傷や広範囲熱傷といった緊急
重症症例や大侵襲手術後症例の急性期集中治療に全
身全霊を注いで参りました。また、集中治療医学に
関わりながら、心肺蘇生や外傷診療のスタンダード
の重要性を痛感し、様々な資格を取得いたしました。
中でもICLS（Immediate Cardiac Life Support、
日本救急医学会認定）コースではディレクターの資
格を取得し、現在群馬大学内で開催しております。
毎月開催している院内救命講習会も前任者から引き
継いで現在も継続しております。
次に、私が考えます救急医学領域における教育、
研究そして臨床に関して申し上げます。
救急医学領域における教育として、特に研修医お
よび学生に対する教育が重要です。研修医に対する
教育ですが、群大病院には実際１次〜３次まで様々
な救急患者さんがいらっしゃいますので、ACLSや
JATEC等の救急診療のスタンダードを踏まえた指
導体制のもと、研修期間内に救急外来での初期診療
や基本的手技を可能な限り多く経験させるのと同時
に、重症救急症例の集中治療管理を指導いたします。
初期診療だけでなく重症救急症例の継続した管理も
学ぶことが出来、さらに厚みのある救急領域の研修
となり得ます。また、研修医の院内ICLSコース受
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講必須化も考えております。特色ある救急領域の研
修が将来的に本院での研修医増加に繋がると思って
おります。
学生教育では、臨床実習に重点をおき、指導医や
研修医の行う診察や処置の現場に入り、救急医療の
現場の実際を直接経験してもらいます。また、入学
時から卒業まで一次救命処置に関する小コースを救
急部主催で毎年開催し、「本学の卒業生は全員一次
救命処置に精通している」状況を整えたいと考えて
おります。
「救急医療は体系化が困難で、救急医学という学
問体系は存在し得ない」という意見を耳にします。
私は、「救急医学」とは緊急に診断・治療を要する
病態に関する学問全てが対象であり、救急医学に携
わる医師は広く関連する病態や処置に精通する必要
があると思います。常に広く文献にあたり医学的知
識を深遠にするだけでなく、疑問に感じる点に関し
ては、基礎的研究での再検証や、臨床研究をデザイ
ンし遂行していく医学研究の姿勢が重要です。私は、
特に若い世代が、救急医学の分野でこのような姿勢
を学ぶことの出来る環境を整備していきたいと思っ
ております。
私が７年間所属した集中治療部は、多数の科の先
生方が出入りされるだけでなく、看護師さん、臨床
工学士さんや薬剤師さんといった多くのコメディカ
ルの方々と一緒に仕事をする機会が多く、そのおか
げで大勢の他職種の方々と知り合うことができたの
も大いに財産となり、現在の仕事にも大変役立って
おります。救急医療は、救急部を窓口とした救急患
者を病院全体で引き受けているのだという院内スタ
ッフの認識がなくては始まりません。そして、救急
医療は救急部だけで行っていけるものではなく、他
科の医師の救急部への理解が必要不可欠です。我々
救急部は、病院の全スタッフの協力があるからこそ
成り立っているのだと認識しております。他科の医
師達やコメディカルの方々とお互いを尊重し合いな
がら、病院の最前線で完璧なトリアージと完璧な初
療を行い、さらに臨床と研究をバランスよく両立さ
せ、教育にも熱心に取り組んでいく−これが私の目
指す救急部であります。先代の飯野教授が礎を築い
てくださった本教室を益々発展させ、群馬大学や地
域に貢献するべく邁進していく所存でございます。
最後になりましたが、現在まで私が所属してきま
した臓器病態外科学および集中治療部の多くの先生
方をはじめといたしまして、同窓会のたくさんの先
生方の御指導により支えていただいて参りました。
厚く御礼を申し上げますとともに、今後とも変わら
ぬ御指導、御鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上
げます。
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水
芭
蕉
女性医師シリーズ

32

女性医師支援プログラムを終えて
群馬大学医学部附属病院
地域医療推進研究部門
小児科学

羽鳥 麗子（平９卒)

先日、吐・下血で緊急入院した十二指腸潰瘍の
８カ月の赤ちゃんが、退院後、少し頬がふっくら
してお母さんと元気に外来を再診しました。出血
がひどく、輸血を必要としましたが、何事もなか
ったかのように、きょとんとしたかわいい無邪気
な顔を見せてくれました。小児科医になってよか
ったな、と思う瞬間です。日常生活では、あれも
これもと焦っていろいろと手を出して、中途半端
で終わってしまったり、体調を崩してしまったり
…しかし、育児をしながら仕事に奮闘できる今は
間違いなく充実しており、貴重な30代をその両
方にかけられるのも家族や職場の理解があってこ
そ！幸せなことだと思います。
現在、育児と仕事の両立に悩みながら勤務して
いる先生方へ…。自身の今までについて振り返り、
応援メッセージとさせて頂ければ幸いです。
医師になることを決めた時から、いつも頭に描
いていた小児科に入局し、以後数年間は、先輩方
の指導や技術を吸収したい、早く一人前の医師に
なりたい、とがむしゃらにベッドサイドに張り付い
ていました（休日には学生中から始めた剣道やス
ノーボードなどにも精を出していましたが…）
。半
人前の小児科医になりかけた４年目の夏、臨床研
究に携わる機会を頂きました。超音波検査や消化
管内視鏡など、臨床的な腕を磨くことにますます
興味を覚えていた時期でしたので、話を持ちかけ
られた時の返事はあまりよくなかったように記憶
しています。学会報告する機会は何度か頂いてお
りましたが、一つの仮説を検証し結果を出してい
く、という系統だった研究は初めての経験でした。
与えられた課題は、乳児のいつ乳や胃食道逆流
現象を抑えるために開発途中にあった 増粘ミル
ク と呼ばれる特殊ミルクの効果を検討するとい
うものでした。胃食道逆流症といっても、患者さ

平成22年12月15日

んを１人として診療をしたこともなく、上司に言
われるがまま、データを集め資料を読んでいまし
た。少しずつ仕事がまとまり始めると、今度は自
分の中で疑問点や解決したい事が湧き出てきて、
それを新しいテーマとして研究が始まっていく―
患者さんを診療するだけでは経験できない興味や
好奇心でした。病棟での診療が終わって、さらに
夜遅くに研究室に向かう先輩方にあこがれて、動
物実験や生理実験などにも手を出してみました。
その当時受けた指導がいかに貴重であったかに
ついては、現在、自分が後輩の指導をするように
なり改めて気付きました。後輩が学会向けにスラ
イドを作成したり読み原稿を作ったりしている脇
からあれこれとアドバイスしていると、笑ってし
まうほどに、今まで受けてきた指導と同じことを
繰り返し話している自分がいるのです。自分が勉
強する以上に、それを人に伝えていくことは困難
で根気のいることだと知りました。採血、点滴、
挿管、腰椎穿刺…、と診療に必要な技術を入局後
数年で先輩方から習得し、卒後５、６年目には１
人当直をすることもあまり怖くなくなっていまし
たが、研究に携わってみると驚くほど何もできず、
１からやり直し。しかし、ゆっくりと少しずつ研
究の積み木を重ねていくと、ふっと、臨床と結び
つく時があります。研究をする医者が味わえる醍
醐味のようなものでしょうか。臨床以外に研究面
でも十分な指導を受けられるのは、大学病院の魅
力の一つでもあると思います。当時の指導者が時
間と労力をかけて伝えようとしたものの全てを後
輩に伝えることはできませんが、そのいくらかで
も、医者だからできる 魅力ある仕事 の一つと
して伝えられればと思っています。
出産後の３年間、大学内の女性医師支援プログ
ラムに乗り、パート勤務をした後、今年の４月か
ら、地域医療推進研究部門に所属しています。こ
の部門は、県内の医師不足を解消するため、群馬
大学医学部附属病院に県の寄付講座として開設さ
れました。群馬県庁の職員の方々や県内の病院長
の先生方とのご挨拶や会議、高校生や医学生向け
の体験セミナーの開催など、これまで小児科医と
して続けてきた診療や臨床研究とはぐっとかけ離
れた仕事です。しかし、仕事を続けてきた中で多
くの方々から頂いた指導や助言が今の活動に活き
ている、と実感します。子育てしながらの仕事は
困難なことも数多くありますが、父親が自分の働
いている姿を子どもに知って欲しいと思うよう
に、私も自分が社会の一員として働いている姿を
我が子に感じて欲しいと思っています。
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に続けたいと思ったが、インターン後には前橋に戻

追 悼

り、先生との約束どおり薬理学教室の助手になった。

柴田勝博先生との
お付き合い

あの頃の教室は設備が不完全で、先生も教育・研
究については初体験であった。先生は最初研究テー
マをホルモンに絞り、胸腺ホルモンを想定して出発
した。私はラットの胸腺摘出術を開発したが、胸腺

田所 作太郎(昭24卒)

名誉教授

の生理的役割の研究は困難を極め、私は途方にくれ
柴田勝博先生とのお付き合いは古く、かつ親密で

た。しかし実験を繰り返すうち胸腺組織に対し、著

ある。話は群馬大学医学部の前身、前橋医学専門学

しい破壊作用を示した副腎皮質ホルモンに強くひき

校（前橋医専）開校の年、昭和18年にさかのぼる。

つけられた。そこで当時副腎皮質ホルモンの研究を

この年、私は薬理学の初代教授であった柴田先生と、

精力的に進めていた慈恵医大薬理に内地留学した。

群馬県立前橋中学校で初めてお目にかかった。当時、

その後漠然としていた教室の研究方針が、何とか定

先生は生理衛生学の非常勤講師として前橋中学校に

まり、教室員は懸命に努力をし、柴田先生は昭和

も来ていた。中学５年生であった私の印象によると、

26年日本医学会で副腎皮質ホルモンに関する特別

先生の講義はおっとりとし、歯切れが良いほうでは

講演を行なうことが出来た。創立が新しく伝統も先

なかった。

輩もなかった大学の歩みは険しく、通常の何倍もの

昭和19年には、先生は軍隊に召集され、戦地に

努力が必要であった。

おもむき、終戦後、フィリッピンの捕虜収容所から

柴田先生はいつも温和な笑顔をたたえ、教室員に

復員してきた先生を再び前橋駅に迎えたのは戦後半

対して無理な要求を強いることはなかった。私はし

年を過ぎた頃で、私は前橋医専の２年生であった。

ばしば大らかな先生の態度に不満を感じたが、今で

復員後の先生は、しばしば背中にPW（捕虜）と大

は何の束縛もなく、自由に研究を進めさせていただ

きく書かれたシャツを着ていた。先生は大らかで物

いたことに感謝している。

事を気にしない面があった。前橋における先生の家

昭和47年、私が新設の行動分析学の教授候補に

と私の家は近くで、また私の実家が薬局であったせ

立候補したとき、柴田先生は強力な後援を示し、全

いか、自然に薬理学教室に出入りする機会が増え、

教授に対して個別的に、私の研究態度や研究内容を

先生とは特別に親しくなった。

熱心に説明して、教授選を勝利に導いた。あの時の

さて私は卒業後には薬理学教室に入るようにいつ

先生の好意を忘れることが出来ない。大学引退後に

の間にか約束させられ、原宿の柴田宅の３畳の間を

は主として電話で連絡を取り合い、また同門会や忘

宿泊所に定め、国立東京第一病院でインターンをす

年会などで年に２・３回会う機会があった。
先生は平成22年４月18日に100歳で永眠された。

ることになった。３食は外食とし、柴田邸には宿泊

太平洋戦争中、戦地フィリッピンで大変な苦労をし

だけに帰った。
東京における１年間はまさに私の青春の凝縮で、

たが、比較的長寿であった。いまでも電話で〝田舎

新しく多くの友を得、よく勉強もしたが、よく遊ん

者…〟と元気な声が聞こえてきそうで、先生が亡く

だ。あの頃は１年間のインターン後に国家試験を受

なったとはどうしても思えないのである。

けることになっていた。若い私は東京の生活をさら

追 悼

亀井民雄先生を偲ぶ
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
教授

古屋 信彦(昭54卒)

亀井民雄先生は群馬県生まれで群馬大学医学部卒
業後、群馬大学大学院医学系研究科の入学、1962
年卒業と同時に耳鼻咽喉科の助手、1965年に専任
講師、1980年に助教授、1984年教授就任になり
1998年に退官されるまで一貫して群馬大学に勤務
し、退官後は群馬大学名誉教授の称号を授与されま
した。この間1977年からフンボルト財団研究員と
− 6 −
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してドイツ、ウルム大学神経学教室コーンヒュバー

となく週に何日も医学図書館に通われ文献を検索す

教授の下にご留学なされ異常眼球運動の研究をなさ

るお姿を見かけ、また数編の論文を投稿されており

れました。群馬大学耳鼻咽喉科教授に就任後は地域

ました。しかしここ数年大学でお姿を御見かけする

診療の中核として、病院診療、学生教育、教室員の

ことはありませでしたがご自宅で精力的にめまい関

教育、教室運営にあたり、さらに日耳鼻群馬県地方

連の論文活動、翻訳活動を続けておられました。先

部会会長として県下の耳鼻咽喉科医の核としての大

日倉林教授から先生がご入院されたことをお聞き

役もはたしておられました。先生は研究領域として

し、早速お見舞い申し上げました。先生はお元気そ

神経耳科学に大変力を注がれました。「遅発性内リ

うなご様子で安心いたしましたが、話し始めると息

ンパ水腫」に関する研究は世界に先駆けてその病態

苦しくなられるご様子で短時間にて失礼させていた

の詳細な報告を行い、また末梢前庭神経刺激の後に

だきました。其の５日後にお亡くなりになるとはそ

出現する後眼振に関して研究会を立ち上げ若い医師

の時は想像もつきませんでした。

に対する研究発表の場を設けたこと、さらに簡便な

我々は先生の数々の研究功績と日耳鼻群馬県地方

めまい平衡機能検査として「頭振り眼振検査の意義

部会に対する思いを忘れずに後輩として今後ますま

と臨床」に関する研究は大きな功績であります。日

す群馬県の医療、群馬大学と地方部会がさらに発展

本めまい平衡医学会の前身である日本平衡神経科学

するよう努力することをお誓い申し上げて、追悼の

会の評議員、運営委員として長らくご活躍なされそ

言葉とさせていただきます。

の集大成として1992年に第51回日本平衡神経科学
会総会を前橋で開催されました。

亀井民雄先生長らく御指導有難うございました。
どうぞ安らかにお眠りください。

先生は退官後も学問に対するエネルギーを失うこ

同窓会総会・教授の会（平成22年10月９日 刀城会館）
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

第44回日本リハビリテー
ション医学会関東地方会

第28回関東甲信越
糖尿病セミナー報告
医学部保健学科
教授 伴野

附属病院リハビリテーション部
教授 白倉 賢二（昭50卒)

祥一（昭50卒)

第44回日本リハビリテーション医学会関東地方会

11月８日「上州から広めよう！ブルーサークル：

ならびに専門医・認定臨床医生涯教育研修会は平成

群青、人情そして友情」をテーマに前橋市民文化会

21年12月５日（土）14時より群馬県社会福祉総合

館で開催された「第28回関東甲信越糖尿病セミナ

センター８階大ホールにおいて、約220人の参加者

ー」は、皆様のご協力で、参加者、開催スタッフと

を集めて開催されました。地方会幹事で本院リハ部

もに十分な充実感をもって終了致しました。同門会

長の白倉が会長を務め、群馬県では初めての開催に

をはじめ、ご協力いただいた方々に深く感謝致しま

なります。日本リハ医学会は、地域でのリハ医学・

す。「ブルーサークル」とは、国連が定めた「世界

医療の連携・活性化を求めて、地方会主催者に地元

糖尿病デー」Unite for Diabetesのロゴマークです

での開催を奨励しておりますが、地元開催では参加

（青が国連の色です）
。

者数が多く見込めない、すなわち経済的な問題から、

本セミナーは、日本糖尿病学会関東甲信越支部と

会場費収入が見込める都内での開催が慣例になって

日本糖尿病協会関東甲信越地方連絡協議会の共催で、

おります。今回は、交通の便を考えて新前橋駅前の

糖尿病に従事する、医師、歯科医師、スタッフ、糖

県社会福祉総合センターを会場に選び、多くの参加

尿病患者そして、糖尿病に興味を持つ人々全てを対

者を集めることが出来ました。

象としています。関東甲信越の10都県で順次開催さ

リハ医療は横断的診療科であり、小児から高齢者

れ、群馬県での開催は３回目となりますが、実に14

まで、また運動器のみならず末梢中枢神経障害、循

年ぶりです。セミナーの準備は平成20年９月の前橋

環器、呼吸器、精神科疾患まで広範囲を対象とした

市民文化会館の会場確保から始まり、後援・協賛依

臨床医学であり、今回も多彩な領域の発表がなされま

頼、プログラム作成、講演・座長依頼と１年以上を

した。今回は合計13題の一般演題の応募があり、脳

要しました。当日は、県内外から800人近い参加者

卒中、神経難病、運動器疾患の演題が多く発表され

があり、近年稀に見る充実したセミナーであったと

ました。群馬県内からは６題の演題の発表があり、群

の評価をいただきました。
講演会場は、一般向けの大ホールと医療者向けの

馬大リハ部に対する支援であると感謝しております。
一般演題の最後に、専門医・認定臨床医生涯教育

小ホールに別れました。医療者向けの講演会は、
「日

研修講演が行われました。同窓会員であり、本学保

本糖尿病協会登録医・療養指導医」「日本糖尿病協

健学科基礎理学療法学・土橋邦生教授より「COPD

会登録歯科医」「日本糖尿病療養指導士（JCDE）」

における呼吸リハビリテーションと病診連携」、山

の資格更新のための講演会の認定を得ました。

口晴保教授より「認知症の脳活性化リハビリテーシ

大ホールの一般向けの講演会では、「糖尿病の体

ョンと地域リハ」の二つの教育研修講演を頂きまし

験談」、「桂前治師匠（中島英雄先生）の落語」、「星

た。二つの話題はリハ医の関心が高く、参加者に大

野富弘さんの絵と詩の朗読」、「首村映子氏作の歌物

変有意義な講演でありました。

語：ナイチンゲール」が上演されました。

本学リハ部職員約20名は会の準備のみならず、当

会場の展示は、「薬の相談」「血糖値とHbA1cの

日は朝早くから参集し協力して会の運営を行い、参

測定」
「足のケア体験」
「野菜計量体験学習」「有酸素

加者から高い評価を受けました。補助金を頂いた同

運動の指導」「けんこう八木節：日本健康運動指導

窓会の皆様、リハ部職員および講師をお引き受けて

士群馬県支部」
「糖尿病カルタ」等が行われました。
心配された新型インフルエンザによる中止という

いただいた土橋、山口両教授に心より感謝を申し上
げたいと思います。

事態もなく、感謝感謝の１日でした。
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コロンビア・サバナ大学交換留学報告（同窓会補助）
違和感を覚えない程にしっかりと根付いていました。

コロンビア研修を終えて

街は教会を中心に据えて成り立ち、家の中にも十字
架やマリア像等が祀られていました。また、とても陽

医学科５年

気に騒いでいた研修医のバディでさえ、教会の中で

山田 宏明

はまるで人が変わったかのように敬虔で慎み深い態

まだ夏真っ盛りの日本から飛行機を乗り継ぎ半日

度になる様子は、異なる文化を生きる私にとって印

以上、初めて降り立った南米の地は、空が紺碧に広

象的でした。宗教が真の意味で、人々の心に安寧を

がり空気の薄いところでした。街を歩く人々は、一

与え、奉仕の精神や他者を敬い愛する心、弱者を労

目でそれと分かるような白人から、インディオの面

わるといった精神を教えていたように思います。そし

影を強く感じさせる人まで様々でしたが、純粋なア

て、このような宗教によって厳格に培われた精神が、

ジア人といえる人間は私達だけであったように感じ

コロンビア人の医療に対する思いの底に流れていた

ます。

ように考えます。古く日本では

癩

と呼ばれ、欧

コロンビアの首都ボゴダは、麻薬の取引やゲリラ

米においても忌み嫌われてきたハンセン病患者の治

の活動が盛んであった昔と比べれば安全になったと

療が、宗教者の手によってなされてきたという歴史

聞きましたが、町の所々には自動小銃を提げた警官

が、そのことを物語っているのではないでしょうか。

がおり、深夜に現地の運転手と二人で取り調べを受

キリスト教に根差した医療の精神を目の当たりに

けたのは、今となっては良い思い出です。そのよう

し、翻って自分自身について考えてみた時、果たし

な治安の状況もあってなのか、私達が訪れや大学や

て私はどういった理由から医療を志すのかという問

一部のマンションには、厳重な塀と門が設けられ、

題に行き着きました。今まで人を助けたいという気

武装した警備員が配置されていました。そして、持

持ちはあっても、一体何故その気持ちを抱くのかと

てる者と持たざる者との間の大きな壁が様々な場面

いった疑問は、あまり今まで持ったことがありませ

であったように思います。もし私がコロンビアに生

んでした。私が出会ったコロンビアの人であれば、

まれていたならば、医学部に入ることは不可能であ

キリスト教的な観点からその疑問に答えるかもしれ

ったかもしれません。政治や経済が安定しているこ

ません。そして、神の教えに基づいた答えは、揺る

とが、人々の生活にとって如何に重要であるかとい

ぎ難い確固たるものに近いものだと想像します。し

うことが、日本から出て痛感させられました。

かし、私はその答えをある意味自らで一から築いて

私達は首都ボゴダから、ハンセン病の療養所で実

いく必要があるのだと思います。結局のところ、現

習を行うために陸路アグア・デ・ディオスに向かい

在の段階ではその答えは完全に出てはいません。む

ました。アグア・デ・ディオスは車で３時間程ほど

しろこれから様々な経験をしていく中で見つけてい

の距離にあり、周囲をジャングルに囲まれた人里離

かなくてはならないことかも知れません。しかし、

れた暑い場所でした。何故その様な所に町があるか

自分が生活するものとは全く違った文化を持つ国で

というと、連れてこられたハンセン病の患者が逃げ

生活することによって、日本では気付くことのでき

られぬ様、そんな辺鄙な場所に町（収容施設）が作

なかった大切な問いに気付くことができたことは、

られたのです。そこで私達は現地の研修医と一緒に、

今後医師として生きていくために非常に意義のある

貴重な数日間を過ごしました。彼らが現地の人々を

ことだったのではないかと思います。

診察し治療する様子を目の当たりにし、あることを

今回、まだ学生である私たちが海外に赴き研修を

考えました。それは、医療者が患者に向かう姿勢や

行ったことには、どんな意味があったのでしょうか。

信念は、例え地球の裏側でも変わらないのではない

現地ではハンセン病の専門家の方から非常に専門的

だろうか、ということです。病気で困った人を治し

な知識を教えて頂き、また十分な医療機器がない中

たい、助けになりたいという思いは、世界のどの様

で如何に診断や治療を行うかということも学ぶこと

な地域であっても変わらない願いなのではないでし

が出来ました。これらは勿論非常に有意義なことだ

ょうか。しかし一方で、その思いは同じであっても、

と思っています。しかし、私にとって更により重要

生まれる源は必ずしも同じではないとも実感しまし

だったこと、それは現地の人々と共に過ごし、話を

た。それは 宗教 の存在です。

することができたことでした。バディとなってくれ

コロンビアの人々の生活には、キリスト教が全く

た若い医師たちは、自分たちの医療に対する思いや、
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大変危険な政情であった少年時代のこと、コロンビ

アでできた経験の中で最も大きな収穫だったと思い

ア国内や南米全体においての政治的な問題について

ます。それは単なる海外旅行では決して味わえない

も話してくれました。国が将来どのような姿となる

ものではないでしょうか。私達は幸運にも研修とい

べきなのか、そのために自分達が何をしなくてはな

う形で、地球の裏側のコロンビアという国を訪れる

らないのかといったことを、熱く語るその姿を目の

ことができたことで、現地の学生や研究者との貴重

当たりにして、只漫然と医学生である日常を過ごし

な交流の場が持てたのだと思います。そして、今回

ている自分は、忸怩たる思いを感じずにはいられま

私達がコロンビアに行くことが出来たのは、群馬大

せんでした。同時に、まさにこれから発展しようと

学や同窓会の皆さん、その他様々な方々から多大な

している国に住む者が持つ未来への希望とバイタリ

支援を頂けたからであると思っています。現在大学

ティーは、日本に生まれた私にとって少し羨ましい

やこの国全体にとって、非常に苦しい状態が続いて

ものでもありました。そして、この様に現地の人々

いますが、この掛け替えのない有意義な交流が、末

と腹を割って議論を交わせたことこそが、コロンビ

永く続いていくことを希望して止みません。
当初からそのようなものだったのではなく（それは

コロンビア夏期臨床実習を終えて

療養所付近にあったハンセン氏病博物館を見学させ
て頂いた中で痛感したことだったのですが）、長い

医学科４年

年月をかけて、患者さんやその家族、ドクター達や

向井 理恵

ナース達が築きあげてきたものだということを、実
８月14日から23日にかけての、コロンビア夏期
臨床実習に参加させて頂いたことで、私が学んだこ

習を担当して下さったドクターの先生方の態度や言
葉の端々より実感しました。

とを数え始めたら、おそらく多すぎてきりがないこ

今回の経験を活かし、今まで以上に今後の勉学や

とになってしまうでしょう。それらのうちの特に印

実習に励み、医療に貢献していくことができるよう

象に残った点について、この場を借りて書かせてい

になりたいという思いを新たにすることができたと

ただきたいと思います。

感じています。

それは、ハンセン氏病についてです。今回の実習

最後になってしまいましたが、今回私達がこのよ

内容はコロンビアでのハンセン氏病療養所に於いて

うな貴重な実習に参加することを可能にして下さっ

行われるものであり、実際にハンセン氏病について

たのは本当に多くの方々のおかげだと確信していま

の講義や実習などを受けさせて頂くことができまし

す。お世話になった同窓会の方々、学務課の方々、

た。実際に療養所を見学させて頂いた中で印象に残

コロンビアへの臨床実習へ向けて実習を受け入れて

っていたのは、患者さんたちが明るく、いきいきと

くださった皮膚科の先生の方々、引率して下さった

して過ごしていた（少なくとも、私にはそのように

先生方、現地でお世話になった数多くの方々、に深

映った）ことです。しかしそれは、療養所ができた

く感謝の意をここに表したいと思います。

コロンビア・サバナ大学付属病院にて（平成22年８月20日）
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ガラスで足を切ってERにやってきた女性の６針の縫

コロンビア夏期実習の報告
地球の裏側での実習
医学科４年

平成22年12月15日

合のうち、４針を縫わせていただきました。私が初め
て治療した彼女のメッセージを忘れることはないでしょ
う。
「勉強し続けてね。ありがとう。Muchas gracias」

藤田 真弥

神谷美恵子はハンセン氏病の患者と接した経験を
南米コロンビア。教会の土産屋でコカの葉を売っ

もとに『生きがいについて』を書きました。この中

ているような、地球の裏側で私たちは実習をしまし

で彼女は、文芸や宗教などの精神的な生きがいを持

た。赤城山より標高の高い首都ボコタから山道を下

っている人だけが人間らしさを持ち続けていたと言

ること２時間。晩秋から一気に夏の気候になります。

っています。しかし、Aqua de diosのハンセン氏

かつては唯一の交通手段だった「嘆きの橋」を渡り、

病患者の療養所へ行くと、神谷恵美子の主張に疑問

1961年に開放されるまでハンセン氏病患者を隔離

を持たざるをえません。そこでは高尚な趣味や特技

していたAqua de diosに行きました。この小さな

がなくとも、患者たちはイキイキと陽気です。音楽

村の病院が私たちの実習の舞台でした。

が流れれば踊りだすような明るい国民性は、ハンセ

研修を終えて間もない医師が、いわゆる総合診療

ン氏病患者を精神世界に閉じ込めようとはしませ

医として何でも診ており、聴診器や打診などのロー

ん。地理的にも文化的にも真逆であるコロンビアで

テクを駆使して診察していきます。コロンビアでは

の実習で、日本の医療の在り方が絶対でないことを

学生の頃から臨床経験をよく積んできています。学

知りました。このような貴重な体験ができ、鯉淵先

生にやらせることを指導者も躊躇しません。患者も

生をはじめ群馬大学やサバナ大学の人々への感謝で

協力的です。私は４年で、ポリクリもまだでしたが、

いっぱいです。ありがとうございました。
（病気を持った）人。決めつけない（judgeしない）
。

コロンビア共和国における
夏季臨床実習を終えて
医学科４年

そんな言葉が心に残っている。
ハンセン氏病の療養所の見学の後、特別講義を受
け、その歴史が詰まった博物館へ行った。患者さん

山口 紗代

は、お辛いこともある中で、それでも明るく、実習
私が今回の夏季臨床実習を希望した目的は、外国

のためにと病状をみせて頂くことを許可して下さっ

における医療を肌で感じる、そしてその経験を、人

た。今でこそ正しい知識が得られているが、過去の

としてまた医師を志す者として、自分自身の成長へ

悲しい歴史は痛ましいものだった。特に、かつて患

の糧とする、という二点だった。

者さんが家族と引き離される時に渡った、「嘆きの

前者については、赤道直下のコロンビアという国

橋」と呼ばれる橋を通った時、そして講義にて診断

で、十二分にその雰囲気を味わうことができた。技

の難しさを聞いた時、医学の果たす役割・責任の大

術だけでなく、医師がどのように患者さんへと心の

きさを感じずにはいられなかった。

コネクトを図るのか、見てみたいと思っていた。コ

後者の目的は、実習中だけでなく、今後も継続し

ロンビアの国民性は、とても陽気で明るい、と言っ

て行っていくべき課題でもあると考えている。今回

て良いだろう。その国民性を表すかのように、病院

培った、今までとは異なる視点を持ちながら、日本

は開放的な雰囲気で、病院の方や患者さんは笑顔で

の医療を見つめていくことが必要だろう。

挨拶をしてくれ、比較的ゆったりとした時間が流れ

貴重な経験の機会を与えて下さった、サバナ大学

ているようだった。医師は、患者さんを多く抱えて

ならびに附属病院の関係者の方々、快く実習にご協

いても、丁寧にひとりひとりの診察にあたり、医師

力下さった患者さん、そして群馬大学のお世話にな

と患者の関係の在り方についての自身の考えも、私

った皆様に心より感謝している。

たちに説明もしてくれた。治すのは、病気ではなく
− 11 −
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臨床研修センター便り ⑭

は92名（群馬大学出身者50名）と、昨年の77名か

〜シニアレジデント制度
(後期研修プログラム）⑩〜

や群馬県の医師確保対策室のさまざまな取り組みが

ら15名増えています（図２）。県内の臨床研修病院
功を奏したと言えます。しかし、群馬県の医師不足
を解消するためには、まだまだ初期研修医数が足り
ません。今後も、県内の臨床研修病院や群馬県と密

医学部附属病院医療人能力開発センター
副センター長

に連携しながら群馬県内の臨床研修を充実させ、群

大山 良雄（昭63卒)

馬県内の初期研修医数が更に増加するよう努力いた
１）はじめに

します。また、シニアレジデント数（後期研修医数）

医師臨床研修マッチング協議会は、10月28日に、
今年度のマッチングの最終結果を発表いたしまし

の推移につきましては、次回以降に報告させていた
だきます。

た。群馬大学のマッチ者数は31名（群馬大学出身

さて、今回は、当院のリハビリテーション部およ

者19名）と、昨年の28名（群馬大学出身者19名）

び検査部・感染制御部の後期研修プログラムを紹介

から３名増加しました。新しい臨床研修制度が導入

させていただきます。

された平成16年度から、群馬大学のマッチ者数は
減り続けていましたが、今回、初めて前年度のマッ

２）リハビリテーション部後期研修プログラム

チ者数を上回ることができました（図１）。全国的

リハビリテーション部は平成14年４月に創設され

に大学病院が苦戦している中で、僅かに３名ではあ

た比較的新しい部門です。リハビリテーション部で

りますがマッチ者数が増加したことに、ほっとして

は、「病気や外傷の結果生じる障害を医学的に診断

います。更に、大変喜ばしいことに都道府県別のマ

治療し、機能回復と社会復帰を総合的に提供するこ

ッチ者数をみましても、今年度の群馬県のマッチ数

とを専門とする医師＝リハ科専門医」の養成を後期
研修プログラムの目的としています。リハ科専門医
は、運動障害、認知障害を横断的、総合的に診る専
門家として、医療において重要な役割を果たしてい
ます。その業務は、疾病や障害の診断・評価・治療、
リハビリテーションゴールの設定、理学療法、作業
療法、言語聴覚療法、義肢・装具等の処方、運動に
伴うリスクの管理、リハビリテーションチームの統
括、関連診療科との連携など、多岐に渡っています。
脳卒中などの脳疾患、脊髄損傷などの脊髄疾患、関
節リウマチを含む骨関節疾患、脳性麻痺などの小児
疾患、神経・筋疾患、呼吸器・循環器疾患、その他
疾患（悪性腫瘍、末梢循環障害、熱傷、地域リハな
ど）について、大学では主に急性期のリハビリテー
ションを、また関連病院では回復期および地域リハ
ビリテーションの研修を行い、国内・国際学会での
発表、論文の作成をしながら後期研修４年目にリハ
ビリテーション科専門医を取得することを目標とし
ています。また大学院に進学し、基礎あるいは臨床
研究を行うことも可能です。診療機器としては床反
力計付３次元動作解析装置（Vicon 612）、３次元
機械刺激装置、等速性筋訓練測定装置（CybexⅡ）、
ワークシュミレーター（Primus）など、本邦でも
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納入実績の少ない機器が備えられており、臨床及び

レンスに参加しその症例の検討などの感染制御活動

研究に使用しています。

を行っている。したがって検査部・感染制御部にお

＜取得を目指す専門医名＞

ける後期専門研修内容もこれらに準じたものとな

リハビリテーション科専門医

る。

＜専門医を取得するまでのおよその研修期間＞

＜取得を目指す専門医名＞

後期研修１年次：大学病院で研修

日本臨床検査医学会臨床検査専門医、

後期研修２年〜４年次

日本内科学会認定内科医
＜専門医を取得するまでのおよその研修期間および

：大学あるいは関連病院で研修
後期研修４年次：リハビリテーション科専門医取得
（最短の場合）

研修施設＞
後期専門研修１年次：大学で研修

＜学会の研修施設として認定を受けている関連病院＞

後期専門研修２年次：日本内科学会認定内科医取得

沢渡温泉病院、日高病院、

（最短の場合）

日高リハビリテーション病院、藤岡総合病院、

後期専門研修３年次：ICD取得（最短の場合）

七日市病院、初台リハビリテーション病院

後期専門研修４年次：大学で研修
後期専門研修５年次：日本臨床検査医学会臨床検査
専門医取得（一般的な場合）
＜学会の研修施設として認定を受けている関連病院＞
利根中央病院：日本内科学会認定教育病院
日高病院：日本内科学会認定教育関連病院、
日本糖尿病学会認定教育施設

（リハビリテーション部 理学療法室にて）

３）検査部・感染制御部後期専門研修プログラム
検査部・感染制御部における後期臨床研修は臨床
検査専門医ならびにInfection Control Doctor
（ICD）の修得を目指すものとなっている。臨床検
（検査部 検査室にて）

査専門医は検査部全体のマネージメント、検査デー
タの解釈、患者や各科からの問い合わせに対するア
ドバイス、検査部外来における診療、検査の精度管

４）シニアレジデント（後期研修医）募集

理、検査法の標準化、新しい検査法の開発などを行

平成23年度のシニアレジデント募集は、平成22

っている。また、臨床検査を通じて予防医学や健康

年10月29日で締め切りました。しかしながら、締

診断に関する業務を行っている。感染制御部では

め切り後に当院での後期研修を希望される場合で

ICDとして院内感染対策（感染情報レポートを作成

も、個々の事情に配慮し、臨床研修センターで対応

し病棟別に細菌の検出状況を把握することや病棟を

させていただきますので、メールや電話等で遠慮な

巡視し廃棄物の適正処理、清潔な環境が維持されて

く問い合わせください。また、既に、他病院で後期

いるか等のチェック）や抗菌薬の適正な使用方法と

研修を開始されている方で進路変更を希望される場

抗菌薬使用状況の調査、ICUでの定期的なカンファ

合も、遠慮なく問い合わせください。
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地域医療貢献賞受賞おめでとうございます

後列左から：西野弘美先生、石田常博先生、江原洋一先生
中列左から：牧元弘之先生、鎌田慶市郎先生、高野晃寧先生、川村豊文先生
前列左から：堀口雅子先生、田所浪子先生、斎藤憲一先生、望月達夫先生

津田

醇一

よび教育委員長を務められましたので、ここに推薦
いたします。

先生（昭23卒）

生年月日：大正13年９月18日
住
所：神奈川県平塚市錦町2-4
学
歴：昭和23年３月前橋医学専門学校卒業
【略歴】
昭和24年４月 第６回医師国家試験合格
昭和24年10月〜昭和32年３月
育生会横恒病院小児科
昭和32年４月 東京大学医学部付属病院小石川分院
小児科入局
昭和35年３月 東京大学医学部博士
昭和37年12月 東京大学医学部付属病院小石川分院
退職、同、神奈川県平塚市に小児科開業
昭和48年〜 平塚市医師会理事
昭和62年 同医師会第一副会長（２期）
昭和63年〜平成４年
平塚市教育委員および教育委員長
【地域医療活動】
１．昭和42年８月から休日診療所開設まで13年間、
小児科有志と休日在宅診療を行う。
２．平塚医師会理事 (休日診療所開設担当理事) とし
て昭和55年の平塚市休日診療所オープンに貢献。
３．昭和54年、平塚市の東海地震防災強化地域指定
に伴い市より委託され、防災対策委員として災害
救助システム作成。
【推薦理由】
津田醇一先生は現在、神奈川県平塚市で小児科を
開業する傍ら、長年同市の小児医療、小児予防医療
小児（乳幼児保健）健康診断、学校（保健）健康診
断だけではなく、市の休日診療所開設や教育委員お

望月

達夫

先生（昭23卒）

生年月日：大正13年10月21日
住
所：静岡県静岡市駿河区曲金6-2-22-5
学
歴：昭23年３月前橋医学専門学校卒業
【略歴】
昭和29年 静岡養護園勤務
昭和41年〜昭和61年３月 静岡養護園院長
昭和63年〜平成５年３月
静岡医療福祉センター児童部施設長
平成５年〜平成10年３月
静岡医療福祉センター児童部顧問（常勤）
平成10年〜
静岡医療福祉センター児童部名誉施設長
【学校医、嘱託医】
昭和35年静岡県立養護学校を始めとして、静岡県
立南部養護学校、静岡県立富士養護学校、静岡県立
袋井養護学校等の校医、さらに各地の保健所や施設
の嘱託医を務める。平成12年からは国立療養所神経
医療センター嘱託医を現在も継続中。
【各種委員会、団体活動】
静岡県社会福祉審議会委員、静岡県済生会評議員、
静岡県児童福祉審議会委員等多数を歴任。
【福祉活動】
昭和42年の静岡県肢体不自由児協会理事を始め
として、全国肢体不自由児協会活動を中心とした福
祉活動を行ってきた。
【推薦理由】
昭和30年代から現在まで、先生は静岡県のリハビ
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リテーション医療に整形外科医として先進的に活躍
し、特に小児麻痺や脳性麻痺、先天性発達障害児の
患者に専門の立場から地域の保健、福祉、医療に深
く関わってきた。昭和60年頃には、恩賜財団静岡済
生会の医療機関である静岡医療福祉センター児童部
開設に尽力し、
昭和63年から初代の施設長を務めた。
平成元年には静岡リハビリテーション懇話会を立ち
上げ、初代の会長として同会の運営に中心的に働き
（現在名誉会長）、さらに静岡リハビリテーション医
学会の立ち上げにも尽力された。現在も名誉施設長
を務める静岡医療福祉センター（恩賜財団静岡済生
会）にて、医師としての診療活動も継続している。
先生が養育や治療に関わった児童は静岡県全域にお
よび、脳性麻痺の患者さんやその家族で彼の名前を
知らない者はいないほど、親身で広範な身体障害児
の養育・医療に尽力し、２度の厚生大臣表彰、さら
に平成18年春の叙勲・褒章で「瑞宝双光章」を授
かった。ちなみに、先生は現在群馬大学医学部同窓
会静岡支部会長でもある。

金沢

義一

先生（昭24卒）

生年月日：大正12年６月12日
住
所：前橋市総社町1-1-20
学
歴：昭和24年３月前橋医学専門学校卒業
【略歴】
昭和34年 東京大学学位授与
昭和44年３月 群馬中央総合病院退職し、金沢医院
開業
【役職】
昭和40年〜昭和54年
前橋市医師会立高等看護学院講師
昭和51年〜平成16年 学校医（私立５校）
昭和54年〜昭和58年 前橋市医師会理事
平成元年〜平成９年
財団法人群馬健康医学振興会理事長
平成３年〜平成10年 群馬県保険医協会会長
【推薦理由】
臨床医として40有余年、日夜診療に精励され、そ
の間高等看護学院講師を15年間、５校の学校医を28
年間、市医師会理事を４年間、県保険医協会会長を
８年間、また財団法人群馬健康医学振興会理事長を
９年間務められました。財団法人群馬健康医学振興
会理事長時代には県民の健康保持増進に寄与するた
めの「健康医学ガイドシリーズ」の発刊（３巻）に
御尽力されました。かくして地域の保健・医療・教
育に至るまで広範に永年力を尽くされたご功績は極
めて大きく受賞候補該当者ご推薦する次第です。

斎藤

憲一

先生（昭25卒）

生年月日：大正13年６月９日

平成22年12月15日

住
所：みどり市笠懸町阿左美2558
学
歴：昭和25年３月前橋医学専門学校卒業
【略歴】
昭和26年 医師免許証取得
昭和26年４月〜昭和27年５月
新田郡笠懸村国保直営診療所
昭和27年６月〜昭和31年６月
勢多郡東村国保直営診療所勤務
昭和31年７月〜昭和35年３月
群馬中央総合病院外科勤務
昭和35年３月 勢多郡黒保根村水沼にて開業
昭和46年５月 現住所に移転
【役職】
昭和56年４月〜平成19年３月
笠懸健康センター運営委員会委員
昭和62年４月〜
桐生市医師会裁定委員会委員
平成元年４月〜平成15年３月
群馬県医師会裁定委員会委員
【学校医】
昭和30年４月〜昭和32年３月 花輪小学校
昭和35年４月〜昭和50年６月 黒保根小･中学校
昭和51年４月〜平成18年３月 笠懸東小学校
昭和52年４月〜平成17年３月 笠懸北幼稚園
昭和53年４月〜平成18年３月 笠懸北小学校
【推薦理由】
昭和35年に開業以来50年間の長きにわたり今日
まで地域医療の必要性を実感し、地域に密着しなが
ら、住民の健康管理保持増進に大きく貢献した。
また地域住民からの信望も厚く、多くの住民から
も絶大なる信頼を得ている。現在も開業医として地
域医療に全力を傾注しながら活躍中である。

田所

浪子

先生（昭25卒）

生年月日：昭和３年７月９日
住
所：前橋市三河町2-16-3
学
歴：昭和25年３月前橋医学専門学校卒業
【略歴】
昭和36年11月〜 内科小児科田所医院開設
平成16年９月〜 第５代群馬県女医会会長
【推薦理由】
前橋医専卒女性医師第一号である。保健所勤務後
に、昭和36年11月現住所で、内科小児科田所医院
を開設し、49年間地域医療に従事し、その間、医師
会活動にも積極的に参加し、予防接種・住民検診・
学校医等を務めた。
平成16年９月に、第５代群馬県女医会会長に就任
した。昭和23年医専入学時は独りであった女子医
学生は40％となり、29歳以下の女性医師は36％と
増している現在に至るまで、女性医師の就業、医療
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活動のロールモデルとなり、また個人的にも、仕事
と家庭生活での助言、精神的支えとなり、多くの女
性医師を育てた。

鈴木

久雄

先生（昭26卒）

生年月日：昭和３年７月29日
住
所：北海道室蘭市高砂町5-25-5
学
歴：昭和26年３月前橋医学専門学校卒業
【略歴】
昭和27年３月 医学実地修練終了
昭和27年４月 札幌医科大学皮膚泌尿器科入局
昭和33年 医学博士
【役職（医師会）
】
昭和52年４月〜平成９年３月
室蘭市医師会理事（経理担当）
平成13年４月〜平成17年３月
室蘭市医師会副議長
平成17年４月〜平成21年３月 室蘭市医師会議長
【表彰】
平成11年11月 室蘭市功労賞
【推薦理由】
鈴木久雄先生は卒業後すぐに前橋を離れ、札幌医
科大学の皮膚泌尿器科に入局し、それ以来50年以
上も北海道にて腰を据えて医学医療に携わり、主と
して室蘭市に在職し、ご当地の地域医療に永く貢献
してこられました。室蘭市医師会では先生の信頼は
非常に厚く、経理担当理事を20年間も務めてきて
おります。大変なご苦労が多々遭ったようですが、
ただ「淡々と誠実に」勤めてこられたとのことです。
そのような先生の円満なお人柄が高く評価され、医
師会では副議長、さらには議長職にも就任されてお
ります。奥様と結婚されたのは昭和34年４月10日
で、平成天皇と同じ結婚記念日です。昨年は結婚
50周年記念の企画で室蘭市から祝福され、お二人
揃ってお元気という稀なご夫婦として評判になった
ようです。
昨年開催された、北海道支部総会で先生が北海道
における地域医療貢献賞に値する者としてふさわし
い先生であると満場一致で決定しましたので、ここ
に推薦いたします。

川村

豊文

先生（昭34卒）

生年月日：昭和８年11月26日
住
所：栃木県日光市鬼怒川温泉大原1396-20
学
歴：昭和34年３月群馬大学医学部卒業
【略歴】
昭和35年７月〜昭和37年６月
群馬大学医学部第二外科
昭和37年６月〜昭和44年６月 済生会宇都宮病院外
科（この間、慶應大学医学部赤倉外科研修生）

第219号

昭和43年３月 慶應大学医学部にて学位取得
昭和44年６月 鬼怒川温泉駅前に開業
【役職（医師会等）
】
昭和37年〜 栃木県医師会上都賀郡市医師会
平成９年〜平成17年３月 上都賀郡医師会副会長・
理事、県医師会代議員、塩原医師会病院委員、予
算検討委員会委員、保険委員会委員、国保審査委
員、救急委員会委員、医業対策委員会委員、医療
廃棄物処理検討委員会委員、予防接種委員会理事、
藤原地区医師歯科医師会会長
栃木県警察医：検視（開業40周年）3,000例以上
産業医７カ所
【学校医】
中学校３校、小学校３校、保育所４校
【表彰】
保健衛生大会会長表彰、公衆衛生大会会長表彰、社
会福祉大会県知事表彰、公衆衛生大会県知事表彰、
厚生労働大臣表彰
【推薦理由】
全国的に著明な日光市鬼怒川温泉地区に昭和44
年に開業以来、地域社会・福祉への貢献厚く、また
栃木県上都賀郡医師会副会長その他栃木県医師会代
議員等、医師会活動に多大な協力をされ、地域住民
の信頼厚きため推薦いたします。

高野

晃寧

先生（昭34卒）

生年月日：昭和９年１月10日
住
所：館林市上赤生田町4425
学
歴：昭和34年３月群馬大学医学部卒業
【略歴】
昭和35年４月 群馬大学医学部第二外科入局
昭和35年４月 群馬大学医学部第二外科助手
昭和42年４月 医学博士（学位授与）
昭和43年６月 館林厚生病院外科医長
昭和58年４月 館林厚生病院副院長、館林高等看護
学院院長
平成７年４月 館林厚生病院院長
平成11年５月 高野医院開設
平成17年４月〜 邑楽館林地区学校保険会会長
【所属学会等】
日本外科学会認定医、日本消化器外科学会認定、日
本乳癌学会認定医、群馬県結核審査会委員、群馬県
国保審査会委員、介護保険審査委員
【推薦理由】
高野晃寧先生は群馬大学医学部卒業後、インター
ン研修を経て、第二外科教室に入局し、渋沢教授門
下に入りました。その後研究及び臨床を研鑽し、そ
れまでの病院を拡大、増築した館林厚生病院に外科
医長として赴任しました。当時館林厚生病院は野戦
病院状態で群大から来た医師が、よく言うことに、
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前橋では珍しいが館林では当たり前の患者さんが多
いということがありました。また、「医療の僻地」
とか「群馬のチベット」とよく言われていました。
地域の救急医療体制も不十分で、館林厚生病院はい
つも24時間体制をとらざるを得ませんでした。と
きには、一人の事故患者さんに対して緊急手術に際
し同時に外科、整形外科、泌尿器科の医師が、それ
ぞれに呼び出され、執刀医として汗をかきました。
そこで外科系、内科系、産科系の三人当直と全科待
機制をとることに先生は努力してくれました。当時
は、医師をはじめ看護婦（師）も不足気味でしたが、
日頃の先生の真剣さと親密さで職員全員も協力し、
地域医療に貢献し市民からも信頼されるようになり
ました。そのためには、市町村の行政や議会に理解
されなければなりません。その方面にも、大変な努
力が必要だったと思われます。
その後、診療科の充実や医師をはじめ職員の増員
を図り診療内容を充実させました。先生が定年退職
後、館林厚生病院は病院機能評価病院となりました
が、先生が築いた努力が礎になったと思われます。
また、退職前の病院議会で特別発言が許され、そ
の際それまでのお礼と怨念を語ったことは、語り草
になっています。退職後は、現在76歳まで開業医
として活躍していますが、未だに館林厚生病院時代
の職員や家族が患者としてお世話になっているよう
です。館林邑楽地区の医療体制の充実、特に救急医
療に努力された先生に対して、表彰に値するものと
して推薦いたします。

鎌田慶市郎

先生（昭35卒）

生年月日：昭和10年２月12日
住
所：千葉県千葉市稲毛区黒砂1-15-2
学
歴：昭和35年３月群馬大学医学部卒業
【略歴】
昭和36年４月 千葉大学医学部耳鼻咽喉科入局
昭和42年７月 千葉労災病院耳鼻咽喉科副部長
昭和44年８月 鎌田耳鼻咽喉科医院開院
昭和44年９月 医学博士
【主な著書】
漢方古方用語辞典（医道の日本社 昭和61年）
、アレ
ルギー性鼻炎の漢方療法（現代出版プランニング）、
新漢方古方要型解説（平成12年）、明解傷寒論（医
道の日本社 平成14年）
【所属学会】
日本耳鼻咽喉科学会、日本聴覚医学会、日本鼻学会、
日本東洋医学会
【市医師会】
千葉市医師会理事､千葉市医師会耳鼻咽喉科医会会
長及び顧問､千葉市医師会漢方研究会世話人代表及
び顧問､千葉市医師会立千葉専門看護専門学校高等
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課程同専門課程講師､医業対策研究委員会委員長､学
術企画委員会､生涯教育委員会､保険医療研究委員
会､学校保健研究委員会､適正配置指導委員会委員
【県医師会】
編集広報委員会委員、千葉県医師会国民保険組合代
議員、県耳鼻咽喉科医理事及び監事
【その他】
千葉市療育センターふれあいの家嘱託医、千葉市障
害更生相談所嘱託医及び審査委員、公安委員会認定
医師、県警察本部交通部運転免許センター適正相談
室認定医師、日本耳鼻咽喉科学会県地方部会、学校
保険委員会委員、保険産業委員会委員、日本東洋医
学会学会、千葉県部会幹事・顧問、文部科学省放射
線医学総合研究所健康管理医
【推薦理由】
ご自身の闘病を期に漢方に傾倒、研鑽を積まれる
とともに当時未だ市民権を得ていない東洋医学の普
及に向け、書籍の執筆、講演会の開催に勤めてこら
れ、昨今は日本東洋医学会耳鼻咽喉科の集結に尽力
されておられます。自院の診療にとどまらず関係団
体の要請を受け、専門的立場にたち地域医療の浸透、
及び機関誌を通じてあるべき医療の啓発に努められ
ました。

堀口

雅子

先生（昭35卒）

生年月日：昭和５年３月28日
住
所：東京都千代田区六番町11エクサス六番町
402
学
歴：昭和35年３月群馬大学医学部卒業
【略歴】
昭和36年 東京大学医学部産科婦人科教室入局
昭和43年 愛育病院産婦人科
昭和45年〜平成２年 虎の門病院産婦人科
主任医員・医長を経て定年退職、その間、思春期
専門外を立ち上げる。
平成２年〜14年 虎の門病院思春期・更年期外来
【学校医】
お茶の水女子大学、恵泉女学園
【社会活動】
女性成人病クリニック（銀座）で専門的更年期医
療、主婦会館クリニックで思春期外来（からだと心
の健康相談室）、豊島区女性センター健康相談（ボ
ランティア活動）、千代田区教育委員会委員として
女性の立場から女性の一生の医療に幅広く関与。
【表彰】
平成11年 松本賞（家族計画･性教育への貢献）
平成13年 エイボン女性功労賞(幅広い活動に対し)
【推薦理由】
堀口雅子先生は、同性であるとの意識の立場から
多彩で先進的に女性医療に関わる広範囲な活躍を現
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在に至るまで継続しています。職歴に記した以外に
も、〈性と健康を考える女性専門家の会〉、〈性の健
康医学財団〉等多くの学会、会議の役員を歴任され、
公的な活動とともに保健所・学校における講演など
を通し、地域の女性の健康増進に貢献されています。
共著を含め著作も多く、「性・からだ・こころ
（障害者用）
」
「思春期の月経」
「初めての妊娠・出産」
「夫婦で読むセックスの本」「更年期障害、これで安
心」「シルバーエイジの健康book」など、女性の一
生にわたる心とからだの健康に寄与するものと評価
を受けています。

牧元

弘之

先生（昭37卒）

生年月日：昭和11年12月28日
住
所：高崎市芝塚町1845-2
学
歴：昭和37年３月群馬大学医学部卒業
【略歴】
昭和42年３月 群馬大学大学院卒業
昭和47年10月〜昭和53年３月
下仁田厚生病院院長
昭和53年６月〜医療法人牧元医院開業
【役職（医師会等）
】
平成５年４月〜平成17年３月
群馬県医師国民健康保健組合会議員
平成７年４月〜(社)群馬県医師会代議員
平成９年４月〜平成17年３月 (社) 高崎市医師会会
長、(財) 高崎・地域医療センター理事長、高崎市
環境保健協議会会長、高崎市総合保健医療対策協
議会会長、高崎市休日準夜診療所運営協議会会長、
高崎・安中地域保健医療対策協議会委員
平成９年４月〜平成18年５月
群馬県医師信用組合理事
平成９年４月〜平成19年５月
群馬県社会保険診療報酬支払基金審査委員
平成11年４月〜平成17年３月 高崎市等広域救急医
療連絡協議会委員、高崎・安中保健医療圏地域保
健推進会議同病院機能部会会長
平成17年４月〜(社)高崎市医師会顧問
【表彰】
昭和60年10月 群馬県警察本部感謝状（日航機事故
検視）
平成２年11月 高崎市学校保健会長表彰
平成16年11月 (社)群馬県医師会永年勤続役員表彰
（役員功労）
平成16年12月 (社)高崎市医師会役員表彰（役員功
労）
平成17年５月 群馬県総合表彰（保健功労）
平成21年10月 群馬県功労者表彰（保健功労）
【推薦理由】
牧元弘之先生は昭和47年10月より昭和53年３月
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まで下仁田厚生病院院長を務め、地域医療の充実に
貢献されるとともに、多くの医療従事者の育成に尽
力されました。
平成５年より高崎市医師会理事、平成９年４月か
らは９年間にわたり高崎市医師会会長として地域医
療の充実に寄与された功績は非常に大きいものがあ
ります。地域住民の医療の拠点となっている高崎・
地域医療センター開設に尽力し、高崎市医師会会長
就任と共に高崎市休日準夜診療所所長に就任し、市
民の健康維持のため、各種健康診断等公衆衛生活動
を広く推進し、救急医療体制の確立と診療内容の充
実など地域医療・救急医療の発展に努められまし
た。
国立病院機構高崎総合医療センターの建替え整備
にも多大な貢献を尽くされ、同センターと医師会と
の医療連携を推進し、さらに高崎・安中保健医療圏
地域保健推進会議病院機能部会会長として２次・３
次の救急医療体制の構築に寄与されました。
また、昭和57年４月から高崎市立塚沢中学校校
医、昭和60年４月から群馬県警察医、現在は高崎
市医師会顧問として多方面にわたり活躍されており
ます。
先生の積極的な行動力と各種役職における活動範
囲の拡大により、多方面な地域医療に活躍され充
実・発展に多大な貢献をされた功績は誠に大なるも
のがあります。

江原

洋一

先生（昭38卒）

生年月日：昭和13年３月28日
住
所：高崎市吉井町415
学
歴：昭和38年３月群馬大学医学部卒業
【略歴】
昭和43年群馬大学医学部大学院を修了後、母校
で文部教官として後進の指導にあたり、昭和51年
助教授を最後に退職。同年現在地である高崎市吉井
町に「吉井中央診療所」を、また平成９年には老人
保健施設「グッドウェル」を開設、以来今日まで地
域に根ざした医療・介護を展開してきている。医師
会活動では昭和58年に理事に就任後、監事、副会
長を経て平成17年に会長に就任。地域医療の向上
に尽力されると共に会員の医療技術と倫理の向上に
努め、当地域における医療の諸問題に対し医師会の
代表として、その持てる力を遺憾なく発揮してきて
いる。准看護師の養成いついては、地域医療の充実
を図るには欠くことのできないものであり、昭和
62年より平成９年まで副校長・校長を務め、定員
増に伴う校舎の増築等のハード面、またそれにも増
して教育等のソフト面の充実にも力を注ぎ、今日の
確固たるものの礎を築きあげてきた。
近年では公立藤岡総合病院外来センター建設、入
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院棟の改修工事などに伴い行政、医師会の間に立ち、
医師会員からもいろいろな意見が出される中、どの
ようにすれば住民に対して最良の医療サービスを提
供できるかなどといったことを東奔西走し、行政側
と積極的な協議を重ねるなどし、その指導力を発揮、
医療体制の整備を図ってきた。
また学校医としては開業後すぐに就任し、現在ま
での30余年の永きに亘り、児童・生徒並びに教職
員の健康管理、疾病予防などの学校保健の発展に寄
与してきている。それと同時に多野藤岡学校保健会
長である現在、最近その数が増してきている学校で
のいじめをはじめとし、家庭内での虐待等について
積極的な指導、助言、支援を行うなど幅広い活動に
も積極的に取り組んでいる。
【推薦理由】
上記経歴のごとく、地域医療のみならず、地域社
会の福祉・保健活動において、その業績は顕著であ
り、地域医療貢献賞候補者に相応しいものと考え推
薦いたします。

石田

常博

先生（昭41卒）

生年月日：昭和16年８月１日
住
所：安中市安中3541-5
学
歴：昭和41年３月群馬大学医学部卒業
【略歴】
昭和42年４月 群馬大学医学部第二外科入局
昭和48年９月 米国ミネソタ大学留学
昭和49年12月 群馬大学学位 医学博士
昭和50年12月 群馬大学医学部第二外科助手
昭和59年２月 群馬大学医学部第二外科講師
平成２ 年 ６ 月 群馬大学医学部第二外科助教授
平成５ 年 ６ 月 国立高崎病院外科医長
平成８ 年 ７ 月 国立高崎病院副院長
平成10年４月〜平成19年３月 国立高崎病院院長
平成19年４月〜国立病院機構高崎病院名誉院長、
医法済恵会須藤病院名誉院長
乳癌、甲状腺疾患の診断治療を専門にし、ことに
乳癌による死亡率減少のために乳癌検診活動に力を
注いでいる。平成15年11月に会長として第13回日
本乳癌検診学会を高崎市で開催している。現在、安
中市乳がん検診、二次精密検査医療機関としての診
療、高崎市マンモグラフィ読影委員会での読影を行
い、須藤病院で乳癌や甲状腺の診療・手術を行って
いる。
【所属学会】
日本乳癌検診学会（評議員）、日本乳癌学会（専門
医）、日本がん検診･診断学会（評議員）、日本臨床
外科学会（評議員）
、日本内分泌外科学会（評議員）
、
日本甲状腺学会（評議員）、日本甲状腺外科学会
（評議員）、日本内分泌学会（代議員）、日本外科学
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会（専門医）、日本癌治療学会、国際内分泌外科学
会等
【主な著書】
「甲状腺学」、「新外科学体系15巻」、「最新・乳癌の
診断と治療」、「乳腺疾患改定第２版」、「臨床電顕ア
トラス−内分泌関連腫瘍を中心に」、「乳腺疾患診療
マニュアル」
、
「最新家庭医学大百科」等分担執筆
【推薦理由】
群馬大学医学部第二外科助教授まで勤めあげ、日
本に於ける乳がん治療の第一人者として、数多くの
乳がん患者さんの治療に当たり、以後は当時の国立
高崎病院外科に移り、あまたの乳がん患者を治療、
かつ国立高崎病院の全面改築の際には病院長とし
て、今日の立派な建物に改築、地域医師会との交流
も深め地域医療に多大の貢献をし、昨年定年退職を
されましたので、ここに推薦いたします。

西野

弘美

先生（昭47卒）

生年月日：昭和16年２月13日
住
所：茨城県日立市久慈町5-45-21
学
歴：昭和47年３月群馬大学医学部卒業
【略歴】
昭和40年３月 茨城大学教育学部卒業
昭和41年９月 前橋育英高校非常勤講師
昭和47年４月 水戸国立病院
昭和49年４月 久慈茅根病院副院長
平成13年９月 医法久慈川会西野医院設立
【役職（医師会等）
】
平成８年４月 日立市医師会理事
平成10年４月〜 茨城県医師会理事、常任理事
平成10年４月〜 茨城県社会保険診療報酬支払基金
審査委員
平成14年４月〜 社団法人日立メディカルセンター
理事
平成18年９月 茨城県ケアマネジャー協会会長
その他、県に働きかけ、県庁舎内全面禁煙に貢献、
生活習慣病対策を推進
【推薦理由】
西野弘美先生は昭和47年に群馬大学医学部を卒
業されました。その後、水戸国立病院、久慈茅根病
院などで精勤され、久慈茅根病院の副院長に就任さ
れ、地域医療に多大な貢献をされました。
平成13年９月医療法人社団久慈川会西野医院を
設立、開業されました。在宅診療、在宅ターミナル
治療、日曜日診療等、地域のニーズに応じた医療活
動を行っております。この間、医師会活動としては
日立医師会理事、社団法人日立メディカルセンター
理事、茨城県社会保険診療報酬支払基金審査委員、
茨城県ケアマネジャー協会会長、茨城県医師会理事、
常任理事などを歴任され、現在も活躍中です。
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題

【報告事項】
１．支部活動（平成21年10月10日〜平成22年10月

刀城クラブ前橋支部
総会を開催して

８日）
１）第１回前橋支部総会（平成21年10月10日）
２）刀城クラブ会報第215号への寄稿（支部だよ
り）

前橋支部長

大竹 誼長(昭36卒)

３）東京支部総会出席（平成22年３月13日）
４）前橋支部役員会開催（２回）

前橋支部総会は平成22年10月９日、刀城会館で

平成22年４月21日（支部財産保有の件等）

開催された。昨年第１回の支部総会の議決事項は支

平成22年６月24日（地域医療貢献賞受賞

部規約の策定と役員選任の件であった。本年度の総

候補者推薦について等）

会では、報告事項として１年間の主だった活動の報
告と審議事項として①平成22年度（平成22年10月

【審議事項】
１．前橋支部役員の選任（平成22年10月10日〜平

10日〜平成24年10月９日）の役員選任、②支部財

成24年10月９日）

産保有の件、である。役員は現役員が引き続いて就

２．支部財産の保有について

任することで承認された。支部財産保有については、

３．その他 支部活動について

通信・連絡等支部維持のための費用が必要なことは

上記の全ての事項は出席した全支部会員により承

自明なるも、これをどのように徴収し保有するか複

認された。当日は教授の会、同窓会総会、合同懇親

雑な問題を含んでおり、更に役員会で検討を続ける

会が催され、懐かしい先輩・後輩と積もる話に盛り

ことになった。地域医療貢献賞候補には、昭和24

上がり、楽しい一夜を過ごすことができた。刀城ク

年卒の金沢義一先生をご推薦した。総会議事は以下

ラブ各支部の中で地元である前橋は最大規模であ

の如くである。

り、その役割は極めて大きい。来年度の支部総会に
は更に多数の出席を期待して止まない。

病院内に新設されたアメニティ・モール（平成22年９月）
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また、推薦制の学生数・学士入学の学生数の問題も

第４回埼玉県支部
総会の開催

考える必要があるとも説明されました。更に、女子
学生の数が増加しているのは何処の大学でも共通で
あるが、その卒業後10年以降をみると医療から離

支部長・第３地区幹事

れている現実が多く見られる。群馬大学では託児所

饗場 庄一(昭31卒）

の収容人数を増やすなど努力はしているが、根本的

今年度の総会は平成22年10月23日（土）午後４時
半からパレスホテル大宮で開催されました。

には国や社会全体で対応しなければ解決されないこ
と、更に女性医師の結婚相手は医師が圧倒的に多い

先ず、会務報告では地区役員の変更がありました。

が、夫である医師が自分の奥さんの医療現場への復

第１ブロック幹事でした埼玉がんセンター院長の布

帰を必ずしも後押ししないで子育ての生活を希望す

施嘉亮先生が定年を迎えて他の地区へ異動しました

る立場の多い現実も考えてみる必要のあることな

ので、後任の先生を決めて欲しいとの希望がありま

ど、かなり広範囲の話題提供をされました。質疑討

した。後任には、さいたま赤十字病院副院長（産婦

論は賑やかで懇親会の会場でも話題の中心でした。

人科）の安藤昭彦先生（昭53卒）が推薦されて承

第２回、第３回の総会は高すぎない会費をとの希

認されました。

望からお弁当にお茶または缶ビールとしました。し

今回の総会には同窓会長の森川先生が出張中で出

かし懇親会の意義を強調する意見も相変わらず強く

席できませんでしたので、特別講演にお迎えした群

今回は会場を移して懇親会を行いました。やはり懇

馬大学医学部附属病院長の石川治先生に挨拶もお願

親会の意義は大きいものがありました。

いして、続いて「群馬大学医学部・附属病院の現況」
の講演となりました。

また、前回には折角集まるのに先輩・後輩の関係
や何処に勤務されているのか等が分かった方がより

今回の総会の準備として予め開催日や特別講演の

有意義なので、参加者の名簿の配布の希望がありま

希望を役員の先生方から集めました。この特別講演

した。早速今回から参加者の名簿を作って配布致し

の演題を希望されたのが防衛大学校再生発生学（解

ました。

剖学）教授の今城純子先生とたまたま第３ブロック

なお、今回の会場選定には日の長い６月開催で準

の役員の饗場、清水、高橋の４人でしたので、特別

備をしておりながら都合で10月開催となりました

講演の司会者は今城先生にお願いしました。

ので、着手が遅れたことが反省させられました。３

石川先生は群馬大学附属病院の稼働率や在院日数

ヶ月前には既に公的な会場は予約できませんでし

の経緯に始まって現在、全国国立大学では５番目の

た。総会の後、懇親会をホテルでと考えていました

成績で皆で頑張っていますが、収入が多くなってい

が総てをホテルとしたために会費が15,000円と高

る群馬大学には交付金が減らされている一方で、収

くなってしまいました。

入の少なかった大学病院には交付金が増額して補充

今回は試みとして第３ブロックの幹事饗場が総会

されるなど、予算配分の遣り繰りは独立法人化以降

の司会、副幹事の清水庸夫先生（関東脳神経外科病

おかしな状況にある現状を説明されました。また特

院院長）が懇親会の司会、閉会の挨拶は高橋泰先生

に研修医の減少は各臨床教室への入局者の減少とな

（小川赤十字病院副院長）と役割分担を行いました。

って、各関連病院への医師派遣が難しくなっていて

そこで次回の開催からは折角４地区に幹事がおりま

従来の医局制度の急激な崩壊にも繋がり、附属病院

すので、会場の選定など地元の利を生かした回り持

では逆に患者数の増加もあって診療にさかれる時間

ちでの開催を提案いたしました。その結果、来年の

が増大していて大学病院の本来の使命である教育・

第５回総会は第１地区（中央ブロック）の幹事であ

研究がままならなくなっている傾向にある。一方、

る安藤先生（さいたま赤十字病院副院長）、副幹

研修医は優遇される病院を選んだり、所謂３Ｋと言

事・宮坂牧宏先生（宮坂産婦人科クリニック）、川

われたり訴訟問題で騒がれる科は敬遠される傾向が

島吉之先生（埼玉がんセンター消化器外科）の３人

強いと言う。群馬大学医学部の卒業生が群馬県に残

がお引き受けいただけることとなり、来年も楽しく

るためには、入学試験のあり方も考える必要もある。

賑やかな再会を願って散会となりました。
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会員の

著書リスト

第219号

同窓会役員会（平成22年９月16日）決定に基づき、会員の先生方に著書リスト作製のご協力を依
頼し、回答を頂いた分について、事務局への回答到着順に掲載致しました。
なお、掲載著書の条件は１．平成22年１月より現在までに刊行されている。２．臨床医学、基礎
医学、その他医学に関連する単行本。３．会員が著者、編集、監修者のいずれかである。の全てに
該当する著書です。

姓名(敬称略） 卒年

書

名

著

者

等（全員）

出 版 社 名

定価(税込)

石崎 泰樹 特別会員 カラ―図解アメリカ版大学生物学の教科書 第１巻細胞生物学

監訳：石崎泰樹、丸山敬

講談社

1.365
1.575

〃

〃

カラ―図解アメリカ版大学生物学の教科書 第２巻分子遺伝学

監訳：石崎泰樹、丸山敬

講談社

〃

〃

カラ―図解アメリカ版大学生物学の教科書 第３巻分子生物学

監訳：石崎泰樹、丸山敬

講談社

1.575

著：桑野博行

金原出版

3,360

桑野 博行 特別会員 食道がん標準化学療法の実際
〃

〃

らくらくマスター外科基本手技

著：浅尾高行、桑野博行（監修）

中外医学社

9,240

〃

〃

エキスパートが伝える食道外科 up-to-date

著：桑野博行

中外医学社

12,600

〃

〃

ナースの外科学 改訂５版（P313-321：縦隔、横隔膜の疾患）

著：桑野博行（分担）、田中司玄文

中外医学社

7,035

〃

〃

標準外科学 第12版（P51-57：総論５「無菌法（滅菌法および消毒法」） 著：桑野博行（分担）

医学書院

8,925

〃

〃

消化器外科学レビュー2010（P185-190：Ⅱ章 ２．癌の遺伝子診断・治療） 著：堤荘一、桑野博行（分担）

総合医学社

〃

〃

生物の事典（P363-371：第９章人類 ２．３「移植と再生医療」
） 著：桑野博行（分担）

朝倉書店

〃

〃

重粒子線 切らずに治すがん治療と医療最前線（P153-157：
Ⅱ.30 食道がん、P162-163：Ⅱ.32胃がん（外科治療）)

著：桑野博行（分担）、加藤広行、持木彫人

9,975
15,600

上毛新聞社

2,000

村上 正巳 昭57 甲状腺疾患と自己抗体検査

著：村上正巳

診断と治療社

2,940

小島

著：斉藤理恵、小島至

メディカルレビュー社

4,935

和泉 孝志 特別会員 脂質生化学研究52巻

著：和泉孝志

日本脂質生化学

岸

著：岸 章治

エルゼビアジャパン

23,100
10,500

至 特別会員 糖尿病ナビゲーター（門脇 孝編）
「膵β細胞の再生機構」
章治 昭51 OCT眼底診断学
Advanced Initiatives in Interprofessional Education in Japan - Japan

5,000

編：H.Watanabe、M.Koizumi

Springer

齋藤

繁 昭61 病気に負けない健康登山

著：齋藤繁

山と渓谷社

1,000

石川

治 昭54 皮疹から診る皮膚病理

著：石川治、田村敦志

南江堂

8,400

監訳：武田文和

医学書院

3,990

渡辺 秀臣 昭54

Interprofessional working and Education Network

武田 文和 昭32 トワイクロス先生のがん患者の症状マネジメント 第２版
〃

〃

がん緩和ケアに関するマニュアル 改訂第３版

監：厚生労働省・日本医師会 改訂委員長：武田文和

鈴木 庄亮 昭37 シンプル衛生公衆衛生学2010
〃

〃

新保健体育改定版

〃

〃

現代保健体育改定版

〃

〃

心身の健康と生活−健康チェック票THIの事例から 第２版

日本ホスピス緩和

500

ケア研究振興財団

(送料込)

監：鈴木庄亮、久道茂 編：辻一郎、小山洋

南江堂

編著：高石昌弘、加賀谷照彦、鈴木庄亮ほか28名

大修館書店

600

〃

560

〃

2,520

著：鈴木庄亮

NPO国際エコヘルス研究会

230
1,000/月

松崎

茂 昭38 月刊誌 統合医療でがんに克つ

編：松崎茂

日本腫瘍学会編集室

高橋

孝 昭61 新老年学第３版（P974-981：インフルエンザ・ノロウイルス感染症

著：高橋孝(分担）編：大内尉義、秋山弘子、折茂肇

東京大学出版会

42,000

南江堂

10,500

著：田口功（分担）編：小室一成

文光堂

15,750

著：長嶋和郎（分担）

金原出版

著：Krieg T, Bickers D, Miyachi Y

Springer, Berlin

〃

〃
田口

功 平３

長嶋 和郎 昭42

呼吸器疾患最新の治療2010-2012（P21-26：ヒトメタニューモウ

著：高橋孝（分担）編：貫和敏博、杉山幸比古、

イルス新興呼吸器感染症

門田淳一

新 心臓病診療プラクティス15 血管疾患を診る、治す（P6870：Topics 動脈硬化のバイオマーカーとしては何があるか
プリオン病と遅発性ウイルス感染症（項目：進行性多巣性白質脳
症PMLの成因と病理）

宮地 良樹 特別会員 Therapy of Skin Diseases

9,000
22,702

〃

〃

薬局で役立つ皮膚科治療薬FAQ

著：大谷道輝、宮地良樹

メディカルレビュー社

3,990

〃

〃

WHAT'S NEW IN 皮膚科学 2010-2011

著：宮地良樹

メディカルレビュー社

3,990

〃

〃

診療ガイドライン UP-TO-DATE

著：門脇孝、小室一成、宮地良樹

メディカルレビュー社

4,830

New Frontiers in Respiratory Control -Advances in Experimental

編：Ikuo Homma, Hiroshi Onimaru, Yoshinosuke

Medicine and Biology-

Fukuchi

Springer New York

16,828

福地義之助 昭39
石原

理 昭55 生殖医療と家族のかたち

〃
小島

勝

著：石原理

平凡社

〃

講義録 産科婦人科学

編：石原理、板倉敦夫、三上幹男、柴原浩章

メディカルレビュー社

院

大腸疾患NOW特別号〈大腸癌取扱い規約〉病理診断上の問題点

著：小島勝

日本メディカルセンター

芳賀 駿介 昭47 整容性からみた乳房温存治療ハンドブック
〃
相澤
〃
〃

〃

〃

小山

非浸潤性乳管癌のすべて

監：坂本吾偉、芳賀駿介

徹 昭50 ガイドライン外来診療2010（P192-209：内分泌代謝疾患、糖尿病） 著：相澤徹、駒津光久、山内恵史 編：泉孝英
〃
〃

浅尾 高行 昭58
〃

編：矢形寛、芳賀駿介、中村清吾

〃

〃

メディカル・サイエン
ス・インターナショナル
アイワード

735
8,190
8,820
12,600
7,770

日経メディカル開発

14,700

著：駒津光久、相澤徹 編：門脇孝

メディカルレビュー社

4,935

著：相澤徹 編：日本糖尿病学会

南江堂

3,990

著：浅尾高行

上毛新聞社

2,000

らくらくマスター外科基本手技

著：浅尾高行、桑野博行（監修）

中外医学社

9,240

手足症候群 重篤副作用疾患別対応マニュアル 第４集（P5-36）

著：浅尾高行、江藤正俊、江見泰徳、大野真司、狩
（財）日本医薬情
野葉子、木村剛、斎田俊明、進伸幸、田口哲也、寺
報センター
内文敏、猶本良夫、増田慎三、山崎直也（マニュア
（JAPIC)
ル作成委員会）

1,680

著：荒井由美子、圓藤吟史、加藤則子、川上憲人、
川田智之、北村勝彦、桐生康生、小林清吾、小林敏
生、小山洋、志渡晃一、鈴木庄亮、鈴木基司、高野
南江堂
健人、瀧澤利行、竹内一夫、辻一郎、土井由利子、
中村和利、中村好一、本田靖、星野洪郎、村嶋幸代、
吉田亨

2,520

糖尿病ナビゲーター 第２版 (P48-49：インスリン分泌におけ
るKATPチャネル非依存性経路の役割）
科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン2010（P219-230：
高齢者の糖尿病）
重粒子線 切らずに治すがん治療と医療最前線（P153-157：
Ⅱ.33大腸がん）

洋 昭56 シンプル衛生公衆衛生学2010
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著：村上博和

医学書院

14,700

〃

〃

造血器腫瘍取扱い規約

著：村上博和

金原出版

5,600

〃

〃

IMiDsの基礎と臨床

著：村上博和

医薬ジャーナル

3,990

〃

〃

血液疾患における分子標的治療 ドラッグラグ解消に向けて

著：村上博和

医薬ジャーナル

12,000

〃

〃

造血器腫瘍治療２版 これは困ったぞ、どうしよう！

著：村上博和

中外医学社

8,820

編：武田雅俊、鹿島晴雄

金芳堂

4,830

村上 博和 昭53 看護学大事典第２版

大川 匡子 昭42 POCKET精神科（Ⅳ各論 18.睡眠障害 P118-125）

監：古池保雄 編：野田明子、中田誠一、尾崎紀夫 名古屋大学出版会

〃

〃

基礎からの睡眠医学（４ 慨日リズム睡眠障害 P305-313）

〃

〃

脳とこころのプライマリケア１ うつと不安（高照度光療法 P461-468） 監：日野原重明、宮岡等 編：下田和孝

〃

〃

不眠の医療と心理援助

シナジー

6,090
29,800

編：大川匡子、三島和夫、宗澤岳史

金剛出版

高岸 憲二 特別会員 整形外科手術テクニック Ⅳ.肩関節編

編：高岸憲二

メディカ出版

16,800

小林 義治 昭48 循環器研修ノート

著：小林義治 編：永井良三

診断と治療社

9,975

竹内 一夫 昭60 学校保健の世界

著：大澤清二、鈴木和弘、竹内一夫、柿山哲治、小磯透、永井大樹

杏林書院

2,520

著：竹内一夫他

南江堂

2,520

編著：山口晴保

協同医書出版社

3,465

〃

〃

山口 晴保 昭51

シンプル衛生公衆衛生学2010
認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント 快一徹！脳
活性化リハビリテーションで進行を防ごう 第２版

クラス会だより
昭和44年卒業クラス会だより
石橋 浩明（昭44卒)
44クラス会は10月10日岩手県花巻温泉郷大沢温
泉で行われた。この温泉は南部藩主や宮澤賢治も訪
れた江戸時代から続く風情ある宿で、絶壁の緑の
木々やカヤブキ屋根の別館を対岸に望み、せせらぎ
の音の心地よい豊沢川沿いに点在する露天風呂など
を楽しめる。
当日南部富士カントリークラブでゴルフコンペが
あり、昼から相原さんも駆けつけ７人のコンペとな
った。雨予報も午後には日差しも照り、満足出来た
ようだ。ゴルフ組は前夜盛岡で地酒を楽しみ、ゴル
フの話題で盛り上がり、次回はゴルフで行きたい名
古屋がベターとの話になった。
クラス会は途中で５名のキャンセルがあり、21
名となった。乾杯の後、芸能日本一になったことも
ある岩手北上の勇壮な鬼剣舞で始まった。２年前沖

3,780

縄でのクラス会後、石黒・武井・今井の３名が故人
となり、鬼剣舞後３名の状況説明があり、冥福を祈
り黙祷した。再度乾杯し、森川君による群大の近況
と重粒子線医学研究センターの説明に始まり、それ
ぞれの近況報告があった。他分野で活躍の杉山さん
以外、全員現役で多忙なことが判明した。この間、
酒の中で遊泳しているような岩魚の骨酒２升や岩手
の地酒が次々と空になった。また、今回のクラス会
はコンペ組の提案どおり強引な電話連絡で、名古屋
の中野佐上君が幹事と決定した。話も盛り上がり酒
も回ったが、さすがに濁り酒の消費は６合程度だっ
た。一旦お開きとなりカラオケスナックに移り、学
生時代の歌も飛び出し、最後は「山並みさやか」で
終宴となった。
翌日は都合で小澤・岡林君と山根夫婦が抜けた
が、バスで一関に向かい猊鼻渓舟下りを行った。竿
で行く平た船に乗り、餌に群がる無数のウグイや鯉
に見入り、両岸にそそり立つ絶壁の巨岩と に紅葉
時の絶景を想像し、下りは岩と水面に反響する船頭
の民謡「砂鉄川音頭」の澄んだ歌声に悠久の時空を
過ごした。昼食は古い酒蔵を改造した料亭で郷土料
理に舌づつみし、新幹線で散会となった。

昭和44年卒クラス会（平成22年10月10日 岩手県花巻温泉郷大沢温泉）
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たちの近況報告に耳を傾けました。クリニックで一
次医療を担う者、市中病院や大学で専門医療やリサ

平成５年卒クラス会

ーチ・教育を担う者、研究機関でリサーチ一筋の者

高柳

と活躍の場は様々。そしてアクセル全開で奮闘して

亮（平５卒）

いるメンバーもいれば、少し息切れぎみのメンバー
卒業後17年目をむかえんとする平成22年３月６

もいます。それでも飾ることなく付き合えるのが同

日、早春の前橋―群馬ロイヤルホテルにおいて、群

窓会の良いところ。なんか「久しぶりに生まれ故郷

馬大学医学部平成５年卒同窓会が開催されました。

に帰ってきた」ような感覚を覚えたのは私だけだっ

私たちの学年はオリンピックの年、つまりせめて四

たでしょうか。昔話をしたり、苦労話をしあったり、

年に一回は集まろうと目標を立てていたのですが、

最新の医学情報を交換しあったりするうちに、みる

それぞれ多忙な日常に流され、実に14年ぶりの開

みる時間は過ぎて行きました。まだまだ話足りない

催となりました。

ということで、ロイヤルホテル地下オリンポスにて

今回、登坂雅彦君を先頭に、情報収集隊長として
前島新史君、そして高柳が補佐として準備を進めさ

二次会に突入。二次会にも30名以上が参加し、遅
くまで旧交を温め合いました。

せていただきました。当初は集まっても十数名であ

私たちの世代はバブル崩壊とともに医師の仲間入

ろうと駅前の居酒屋での開催を予定していました

りをしました。そして中堅からベテランをむかえる

が、次第に参加希望者が増え、また女性陣の参加も

現在、医療崩壊の波が押し寄せています。厳しい社

多いとのことで、直前にホテルでの開催に変更。当

会状況のなか、医療現場の荒波を泳いできた仲間が、

日は二次会からの参加者も含め、36名もの卒業生

久しぶりに同じ筏（いかだ）に集まり、肩をたたき

が集まりました。遠方からの参加もあり、大阪から

合って笑い、また筏を去って行きました。
様々な舞台で、様々な人生を歩んでいるメンバー

は紅露拓君、富山からは岡田俊則君が駆けつけまし

ですが、今後も同窓生として、細くても長くお付き

た。
会に先立ち平成21年にご逝去された野村浩一さ

合いしていけると良いですね。次回同窓会は2014

んのご冥福をお祈りし、一同で黙とうを捧げました。

年ソチ五輪にあわせて開催しましょう。平成５年卒

乾杯の後はお酒と料理に舌鼓をうちつつ、各同窓生

のみなさんよろしくお願いします。

平成５年卒クラス会（平成22年３月６日 群馬ロイヤルホテル）
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を立て反対デモをしたり、国会周辺に座り込み、革

昭和36年卒クラス会
（七毛会）だより

命前夜の予感さえしたものであった。あれから半世
紀経った。隔世の感がある。
近況報告になると、背中が曲がった、膝が痛い、

小林

功（昭36卒)

腰痛に悩んでいる、胃を手術した、腸を手術した、

平成22年６月12日(土)、伊香保温泉森秋旅館にお

心筋梗塞でステントが入った等、自らの体の不調を

いて、私たちのクラス会が開催された。わがクラス

率直に述べる。開業しても、息子は帰って来ない、

は常に女性群が牽引車となり、日時、場所が決まっ

帰って来ても、どうも親子では波長が合わない。微

てゆく。実は昨年秋に田島貞子（旧姓

前田）女史

笑ましくもあり、哀しい実感がこもる。二次会では

から連絡があったが、母校に重粒子線照射施設が稼

胃瘻を作って患者を延命させることがよいのかどう

働する頃にしようと前伸ばしにしていたのである。

か、数名が激論となった。また、政権交代の是非な

60名のクラスであったが、他に香港から女子学生

ど話題になると、かつての論客の目は冴えて、なか

２人（卒業後渡米、以後消息不明）がいた。既に物

なか寝ようとはしない。

故者12名となった。

翌６月13日(日)、かねて予約してあった母校の敷

記念写真撮影（田村多繪子女史は遅れて参加）後、

地に完成した重粒子線照射施設を見学した。事務の

恒例の栗原寛幹事の大きな声で開会宣言。一同、足

土屋・榎本両氏の出迎えを受け、大野准教授の丁寧

腰が弱くなったためか、椅子に座り、対面式の宴会

な解説を拝聴した後、施設見学となった。大規模な

はまことに好評であった。病気で１年遅れた佐藤豊

装置の偉容に、一同感嘆するばかりだった。「切ら

明君も参加し、斎藤義雄君は奥様同伴で23名の参

ずに」治すがん治療のわが国の推進役を荷って欲し

加となった。カラオケはクラス会には必要ない。顔

いと誇らしく思った次第である。

を眺めて、昔の青春時代を偲びながら、雑談させて
おけばよいのである。

次回は４年毎に開催する原則では、出席メンバー
の激減も予想されるため、２年後くらいと曖昧にし

60年安保闘争の折、皆で前橋の街をプラカード

て名残惜しくも散会となった。

昭和36年卒クラス会（平成22年６月12日 伊香保温泉 森秋旅館）
写真：左より。
（ ）内は旧姓。３列：佐藤、萩原、徳永、栗原、小泉、小林
２列：高柳、富田、荻野、竹村、斎藤、釼持、高野、成田
前列：岡部、大竹、石川、伊澤、田島（前田）
、高野（福原）
、金井（青木）
、斎藤夫人
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なられたことが報告され、全員で黙祷した。

昭和50年卒クラス会だより

そして渡辺治雄君が、今年４月、国立感染症研究
所の所長に就任（国立の研究機関の所長就任は群大

池村

同窓生としては初めてとのこと）したことが報告さ

繁（昭50卒)

れ、皆で拍手喝采、祝福することができ、同級生と
平成22年８月28日夜、群馬ロイヤルホテルにお

して本当にうれしく誇りに思った。酒が入り打ち解

いて昭和50年卒業生の同窓会が開かれた。前回の

けたところで出席者全員が席順に一人ずつマイクの

開催から２年しか経過していなかったが、還暦を祝

前に立ち近況報告を行った。仕事の話をする者、趣

おうと幹事の白倉君が呼びかけ、今回は32名（新

味について語る者、健康状態を話す者等々、笑い声

垣君、白倉君、谷崎君は奥様を同伴されて合わせて

の中いろいろな話を聞くことができた。沖縄の瑞慶

35名）が集まり盛会となった。特に今回は50年卒

山君や、富山の山内君など卒業以来、初めての顔に

の中で教授になった７人、相澤徹（信州大）、石川

会うことができ、本当に懐かしい時間が過ぎていっ

三衛（自治医大）、白倉賢二（群馬大）、田部井薫

た。あっという間に一次会終了の時間となり集合写

（自治医大）、竹之下誠一（福島医大）、伴野祥一

真を撮り（竹之下君は所用で中座したため残念なが

（群馬大）、水沼英樹（弘前医大）、（敬称略）が各々

ら不在）お開きとなったが、引き続きほぼ全員で地

多忙の中、初めてそろって出席でき、有意義なクラ

下のバーに移動し二次会となった。各々自由にソフ

ス会となった。会場入口のくじ引きで席が決められ

ァーにすわり、なごやかな談笑のうち夜は更けてい

（ちなみに１番を引いた者がこの文を書いています）

き、今度はどこか温泉でやろうなどと次回の再会を

約６人ずつの丸テーブルに着席して、白倉君の挨拶、

期して散会した。

司会で会は進行した。昨年２月に田中敏博君が亡く

昭和50年卒クラス会（平成22年８月28日 群馬ロイヤルホテル）

後列左から：秋山、相澤（徹）
、朝倉、大塚、高橋（阿部）
、池村、田崎、玉田、吉沢、野際、色川、矢野
中列左から：村田、小田島、北島、星野、水沼、加藤（清）
、井上、田部井（吉田）
、石川、相場、前田（秀）
前列左から：山内、谷崎夫人、谷崎、白倉夫人、白倉、新垣、新垣夫人、渡辺、伴野、瑞慶山、木村（良）
（敬称略）
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や広島の竹内和昭君は残念ながら参加できなかっ

花の三八会の同級会

た。
会場は花の宿「松や」であり、女将は竹下夢二に

松崎

傾倒して美術館まで設立している。夕方の懇親会に

茂（昭38卒)

はシャンソン歌手とジャズピアニストが懐かしい歌
10月30日（土）の台風14号が日本に近づいて来

で会を和ませてくれた。料理も飲み物も上地幹事の

た日に、我ら38年卒の同窓会が鬼怒川温泉で開催さ

きめ細かな配慮のお蔭で満喫することができた。さ

れた。宇都宮で産婦人科を開業している上地弘二君

らに地元名物の巨大な梨２個までお土産に頂戴し

が幹事となり、会を設営してくれた。ゴルフコンペ

た。

も計画されていたが、豪雨のために中止せざるを得

この宿は昭和36年に公衆衛生の研修旅行で泊ま

なかった。天童から前日に宇都宮に来て、早々にコ

った旅館ではないかと記憶している。その時には、

ンペに備えた小野寺俊直君は憤懣やるかたない心情

仲間同士で大変な騒動が起こり旅館にも辻教授にも

を吐露した。足尾から自転車で鬼怒川温泉に来る予

迷惑をかけたことがあった。50年近くも時が経つ

定を立てていた安部直利君も、豪雨の中のサイクリ

と、このように腕白であった同級生も各方面で活躍

ングは諦めざるを得なかった。

し各種の受賞を受ける者が増えて来た。引退して医

会に参加したのは鈴木斌君の夫人も含めて19名

療の最前線からは撤退した級友が大部分であるが、

であった。我々のクラスは66名が卒業したが、すで

いまだに何らかの形で活躍していることが自己紹介

に13名の同級生が鬼籍に入っている。約３分の１の

で判明した。

級友が参加できたのはまずまずの成功であったと言

31日（日）は、天気もある程度回復し日光の観

えよう。数年前からクラス会は毎年開かれることに

光も昼食のフランス料理も楽しむことができた。来

決まったが、それは２年毎では永遠に会えなくなる

年は千葉の鈴木斌君が幹事を引き受けて、三八会を

級友が増えることを憂えたためである。同級生は全

開催することとなった。来年も元気で再会すること

国各地にいるが、八戸から駆けつけた伏谷靖君が最

を約して別れを告げた。

も遠方からの参加であった。山口県の最所陽太郎君

昭和38年卒クラス会（平成22年10月30日 鬼怒川温泉花の宿 松や）
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多くの仲間の

顔はすぐにわかりましたが、中には少々人相の変わ
った人もいて、この名札は大いに役立ちました。
鏡先生の開会のご挨拶、麻生敏夫先生の乾杯のご

横尾 英明（平４卒)

発声で宴は始まりました。大屋成之先生が撮影して
残暑の厳しかった平成22年９月４日、高崎ワシン

いた卒業式当日の秘蔵映像も大いに場を盛り上げま

トンホテルプラザにて、平成４年卒のクラス会が開

した。歓談中に椅子に座っている人はほとんどなく、

催されました。卒後18年にしてようやく実現した本

席を立って熱く語り合う姿が会場のあちこちで見受

格的な同期の集まりでした。話の発端は６月15日、

けられました。大嶋先生の教授就任を祝うコーナー

同期の大嶋清宏先生が臓器病態救急学講座の教授に

では、鏡先生による大嶋先生の略歴紹介、花束贈呈

選出され、ぜひみんなで集まってお祝いしようと西

を田村幸子先生、記念品の目録贈呈を金井眞理先生、

原文夫先生が天の声を発してくださり、大嶋先生と

奥様からのメッセージの朗読を山口貴子先生、そし

剣道部仲間だった鏡一成先生が幹事役を買って出て

て締めくくりに大嶋先生の力強いご挨拶をいただき

くれたことに始まります。所在の判明したすべての

ました。最後には牛久保重智先生の仕切りの下、全

同期生に連絡を取り、多くの方より出席の返事があ

員で肩を組み合って山脈さやかにを合唱して記念撮

りました。

影に収まりました。学友会長だった市田勝先生、ク

当日は土曜日の夕刻であり、普通に診療している

ラス幹事の笠原先生、堀江健夫先生が残念ながら欠

仲間も多く、残念ながら当日になって出席できなか

席だったため、運動部長だった麻生先生が音頭を取

った方もいました。生体肝移植のスペシャリストで

って次回開催の目処をつけてくれました。閉会に当

ある笠原群生先生からは急に移植ドナーが発生した

たって、天の声の主であった西原先生よりこのクラ

ので会には間に合わないという連絡が入り、一同ち

ス会が開かれるまでの経緯と、鏡先生に対する謝辞

ょっと落胆しましたが、それでも余人を以って代え

が述べられました。

難い笠原先生のご活躍ぶりに少し胸を熱くしまし
た。

一次会が終了したところで笠原先生から電話があ
り、ちょうど高崎駅に着いたというので、ホテルの

鏡先生は全員の名札を用意してくれましたが、そ
の裏には学生歌の「山脈さやかに」の歌詞が印刷さ

下にみんなで集まり、笠原先生をお迎えしました。
その後は気の会う仲間同士が連れ立って真夏さなが

平成４年卒クラス会（平成22年９月４日 高崎ワシントンホテルプラザ）
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けて少し感傷的な気分になりました。大屋先生から

後日、平山功先生のご好意により当日の様子を収

もご自身が所蔵する学生時代の貴重な動画像を次回

めたDVDが出席者全員に送付されました。その中

のクラス会の出席者に配布したいというありがたい

には学生時代の貴重な映像をフラッシュムービーに

お申し出があり、次回出席の強力なモチベーション

した作品もあり、若々しい我らが一同の姿に喝采を

となりそうです。

送るとともに、一足早く鬼籍に入った友の姿を見つ

だ？」の声も聞かれましたが、懐かしい話をしてい

卒後40周年記念クラス会開催

るうちにしわが伸びて、昔の若い顔になるのが不思
議です。記念写真撮影の後で、九州から駆け付けて
くださった刀城会会長、森川昭廣先生の「群馬大学

安岡 義人（昭45卒)

医学部の現在・過去・未来」の講演を聴かせていた
45年卒のクラス会が10月30日（土）伊香保のホ

だきました。大学の周りはすべて野原だった時代か

テル木暮で開催されました。折からの台風の影響で

ら今の重粒子線施設と新しい医学部、付属病院の威

雨の中、まず古屋信彦先生（現耳鼻咽喉科教授）の

容と周囲の町並の変容、群馬大医学部の発展のため

先導で重粒子線見学に16名の参加がありました。

に尽くしてくださった懐かしい先生のお顔、大学が

ハイテクの加速器とその治療システムを目の前にし

進んできた道と将来の方向について、重粒子線の詳

て、「NASAの宇宙ステーションのコントロールセ

しい紹介を含め熱く語っていただきました。皆も母

ンターだ」との福田均先生の言葉どおり、皆放射線

校のためにもう一働きしなければと、決意を新たに

治療と母校の変容ぶりに驚き感嘆しました。

しました。

場所を伊香保に移し、台風による電車の不通と体
調不良で２人欠席しましたが、29名の参加で開宴と

翌日の少し早い榛名湖の紅葉見物は雨と霧に煙っ
ており、たいへん残念でした。

なりました。40年の歳月は青年医師を老人医師に変
え、顔を見ても誰だかわからなくて、「おまえは誰

またの再会を新幹事の市川秀一先生、鈴木忠先生
に託して解散しました。

昭和45年卒クラス会（平成22年10月30日 伊香保 ホテル木暮）
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役員会だより

瑞宝中綬章 安齋徹男先生（昭和34年卒）

第８回役員会（平成22年９月16日）

謹 告

出席者 森川会長 他12名 学友会１名
報告事項

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。

１．法人のその後の活動について
２．同窓会総会、教授の会について

正会員

３．その他

昭和23年卒 若江三郎先生 （平成 22年 7 月13 日逝去）

協議事項

昭和49年卒 加藤革也先生 （平成 22年10月 4 日逝去）

１．重粒子線照射施設への援助について

昭和32年卒 亀井民雄先生 （平成 22年10月23 日逝去）

２．著書の刊行について

昭和24年卒 守屋保男先生 （平成 22年10月28 日逝去）

３．学術集会補助金について

昭和35年卒 吉沢良平先生 （平成 22年11月 2 日逝去）

４．その他

昭和34年卒 川村豊文先生 （平成 22年11月 3 日逝去）

第９回役員会（平成22年10月21日）

名誉会員

出席者 森川会長 他13名 学友会３名

宇田川英一先生（平成22年９月３日逝去）

報告事項

柴田 勝博先生（平成22年４月18日逝去）

１．法人のその後の活動について
２．同窓会総会・教授の会について

編集後記

３．コロンビア・サバナ大学研修お礼について
４．その他
協議事項
１．平成22年度事業計画について
２．群馬大学重粒子線照射施設への援助に係る趣意
書（案）について
３．同窓会財政基盤強化のご協力（案）について
４．学術集会補助金について
５．その他

第10回役員会（平成22年11月17日）
出席者 森川会長 他15名 学友会２名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．パジャジャラン大学学生来訪歓迎会について
３．その他
協議事項
１．平成22年度退任教授記念送別会準備について
２．医学部代表者及び新任教授との懇談会について

今年も残すところあとわずかにな
りましたが、同窓の先生方におかれ

ましてはお健やかにお過ごしのことと拝察申し上げ
ます。さて、平成22年10月より編集委員となりまし
た大山良雄と申します。昭和63年卒で、現在は、社
会環境医療学講座総合医療学分野に所属し、附属病
院の医療人能力開発センターの仕事を兼務していま
す。2007年５月号の同窓会報より、群大病院の臨床
研修の様子を臨床研修センター便りとしてシリーズ
で報告して参りました。これまでは、決して同窓会
報の熱心な読者とは言えませんでしたが、今後は、
より多くの同窓の先生方に興味を持って読んでいた
だける会報を目指して編集作業に努めたいと思いま
す。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ところで、来年は卯年ですが、気なる景気はどう
なるのでしょうか。株式相場では干支にちなんだ有
名な格言があるそうです。「辰巳天井、午尻下がり、
未辛抱、申酉騒ぐ、戌笑い、亥固まる、子は繁盛、
丑つまづき、寅千里を走り、卯跳ねる。」来年の卯
年は、格言的には株価が跳ね上がる年だそうです。
景気が良くなることに期待しましょう。
最後になりましたが、年末年始は、何かと多忙に
して寒さ厳しくなる折、くれぐれもご自愛賜ります
よう心よりお祈り申し上げます。 （大山良雄）

３．役員会忘年慰労会ついて
４．その他

編集委員

学

内

人

事

【昇任】平成22年11月１日
日野原 宏（平５卒）集中治療部講師

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)、大山良雄(昭63卒)、星野綾美(平13卒)、
宮永朋実(平15卒)、岩崎竜也(３年)、稲葉遥(１年)、
書上奏(１年)、関口淳一(事務局)
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