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群馬大学医学部刀城クラブ会報
度は訪れて下さい。

入学おめでとうございます

さて、皆さんの後ろには6,000人近くの同窓生が

刀城クラブ入会
おめでとうございます

おります。北は北海道から南は沖縄まで、どこの県
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、刀城クラブの

医学部同窓会・刀城クラブ
会長
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誇りをもってその支部の皆様に有用な情報を提供す

森川 昭廣（昭44卒)

ることをお手伝いしてくれます。それでは、刀城ク

新入生の皆さん、ご入学おめでとう。医学の道を

ラブの本部は何をしているのでしょうか。我々は会

志し、歴史ある本学の一員になられましたことを心

員の懇親と連絡はもちろん学生の海外研修支援、教

からお祝い致します。多くの皆さんは入学と同時に

員の研鑽支援、各支部の支援等に力を注いでいます。

群馬大学医学部同窓会刀城クラブに入会し、正会員

皆さんに直接行っていることは、学友会や部活への

となりました。

援助、隔年開催される医学祭への補助、そして医科

刀城クラブの一員としての誇りをもって、これか

学生同士の国際交流への支援です。是非、医学部に

ら益々御活躍下さい。本学同窓会の歴史をひもとく

いる間に国際的な交流プログラムに参加して下さ

と、その設立は昭和27年（1952年）となっていま

い。同窓会も応援しています。

す。まもなく設立60周年を迎えます。「刀城クラブ

私達同窓会は群馬大学医学部の発展に少しでも協

同窓会」という名前がついていますが、刀は坂東太

力し、学生諸君の勉学、スポーツその他の活動への

郎である利根川の「刀（利）」で刀圭（医術）に通

援助を行い、それが皆さんの血となり肉となること

じ、城は赤城山の城を意味すると伝えられています。

を期待しております。多くの同窓会々員がそれを望

同窓会は昭和キャンパス内の西南に位置する刀城会

んでいます。皆さんが同窓会に入会し大学の歴史の

館の中にあります。刀城会館は各種行事に使われる

一端を荷い、そして君達の後輩へと歴史の絆をつな

ホールと事務室、財団法人群馬健康医学振興会の事

げていただきたいと思います。

務室があります。ここでは春に見事な桜の満開が、
夏はバーベキューに最適な青々とした芝生があり、

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。

秋は小さな黄色い舞扇の公孫樹が見事です。是非一

おめでとうございました。

平成23年４月９日 刀城会館
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的知識、そして友人・先輩方との出会い等は、この

入学オリエンテーション

時期にしか得られないかけがえの無いものです。何
よりも、この震災から医師となる私達が学ぶべきこ

新入生歓迎

とは無数にあります。現在、様々な人々が手を取り
合い、知恵を絞り、人々の命や健康を守るための取

学友会執行委員長

り組みが行われています。学生という立場から実際

内田恵理子（医学科５年)

に支援活動をするだけでなく、将来私達が同じよう

学友会執行委員長を勤めさせていただいておりま

な困難に立ち向かったとき積極的に行動できるよ

す、医学科５年の内田恵理子と申します。刀城クラ

う、全国の多様な支援の輪を知ることが重要です。

ブの先生方のご厚意により、今年も新入生歓迎会が

学友会では以上のような意識を持ち、震災に関す

執り行なわれましたことを学友会として感謝申し上

る情報を学生へと発信するためtwitter及びブログ

げます。

を立ち上げました。また福島原発事故を受け、正し

今年３月11日、東日本大震災が発生し日本中は

い放射線の知識を得るために、元核医学教室教授で

大きな悲しみと混乱に包まれました。群馬大学でも

ある遠藤啓吾先生を講師としてお招きし学習会を開

卒業式・入学式が中止になり、新入生も様々な情報

催しました。今後も学生として出来る支援活動や震

が行き交う中、不安を抱えながらの入学となったの

災に関連した学びを積極的に行っていきたいと考え

ではないかと感じています。しかしながら、震災が

ています。
最後になりましたが、同窓会の皆様には様々な場

発生したこの年に、私達が医学生であるということ

面で学生へご支援を頂き大変感謝しております。良

には大きな意味があると思います。
未曾有の困難の中で、安全なこの地で勉学に励み、

い医師となるために、学び多い充実した学生生活に

学生生活を送ることに「これでよいのだろうか」と

励んでまいりたいと思っております。今後とも学生

焦燥感に駆られている学生も勿論居るでしょう。し

への暖かいご支援・ご協力をよろしくお願い致しま

かし、大学生活の中で私達が身につける教養・医学

す。

刀城会館
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国立国際医療センター研究所

狩野 繁之

部長

を訪ねて
書上
稲葉

狩野 繁之先生（昭61卒）

奏（医学科２年）
遥（医学科２年）

群馬大学を卒業後、大学院に進学し、群馬大学寄生虫学教室で助教
授まで務められ、現在、国立国際医療研究センター研究所熱帯医学・
マラリア研究部部長、日本熱帯医学会理事長をされています。

左から 岩立拓子、岩崎竜也、書上 奏、狩野繁之部長、稲葉 遥、山本青葉
というのは、ほかにはない素晴らしい環境です。国
国立国際医療研究センターについて教えて
ください。

際人としての医療を行いたい人は、ぜひ国立国際医
療研究センターに来てください。

陸軍本病院がもとになっており、初代病院長は森
鴎外先生でした。その後、国立療養所中野病院と合

先生のお仕事について教えてください。

併し、平成５年にナショナルセンター国立国際医療
センターとなりました。さらに国府台病院と統合し、

私の熱帯医学・マラリア研究部は、熱帯医学研究

現在では疾病に特化するのではなく、オールマイテ

室とマラリア学研究室に分かれていて、主に国際医

ィな医療研究センターとなっています。また、日本

療と感染症対策研究を行っています。その中でも、

の防疫、水際の最前線のシステムがあり、日本にあ

開発途上国に流行する疾病を中心に研究をしていま

る特定感染症病床８床のうち４床がここにありま

す。

す。この度のような災害時に緊急に飛び出していけ

具体的には、フィリピンのマラリア感染率の高い

るようなフットワークの良い部局もあります。そう

パラワン島で、顕微鏡技師を育てる活動を行いまし

いった臨床を支えるための基盤となる研究もできる

た。今までの症状による診断方法から、顕微鏡によ

− 4 −
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って血液中の原虫を見つけるという確実な診断方法
にするためです。顕微鏡トレーニングのために集め

小泉賞を受賞した感想を教えてください。

た現地住民の方は、マラリアについての知識が少な
かったので、教育を含めた７週間のトレーニングを

研究のトレンドであった分子疫学や遺伝疫学など

行いました。その結果、２年間で344人が顕微鏡技

の手法を使いながら、色々な流行地域での研究を進

師となり、すべての診療所で顕微鏡を用いた確実な

めていくうちに、まとまった仕事として形になって

診断ができるようになりました。これにより、迅速

きたことが評価された結果だと思います。常に関心

な診断と正確な治療が可能になりましたが、そもそ

を広く持って、新しいことを取り入れていこうとい

も村民のマラリアに対する理解が不十分でした。そ

う貪欲な姿勢がなければ前には進めないと思いま

こで、村民に対しても健康教育を行いました。マラ

す。

リア原虫は蚊が媒介するということ、蚊帳を使用す
ることでマラリアに対する予防ができることなどを

学生時代のことをお聞かせください。

周知しました。これらすべての活動によって、マラ
リア患者を減少させることができました。現在も引

学生時代は空手道部に所属していました。現在、

き続き顕微鏡診断システムの維持・強化に努めてい

医学部空手道部がなくなってしまって残念です。最

ます。

初の２年間は、医学以外の語学や政治学、体育など
の幅広い教養を学べてよかったです。そのころの自

現在の研究に興味を持ったきっかけは何で
すか。

由な興味、とくに文化人類学の考え方が、熱帯医学
へとつながりました。また、国際保健医療学では、

大学１年生のときに、文化人類学の授業がきっか

容認できない健康格差があることを学びました。ア

けで、熱帯地であるミクロネシアを訪れ、１か月間

フリカでは、マラリアで亡くなる人の９割が５歳以

滞在しました。初めての海外旅行だったこともあり、

下の子供たちです。理不尽な状況をなんとかしたい

衝撃を受けたのをよく覚えています。ヤシの木の下

と強く感じました。貧困と疾病といったいくつもの

でのんびりコーヒーを飲む時間がたまりませんでし

問題をかかえる国のために働きたいと思うきっかけ

た。

にもなりました。

４年生の時に、韓国のハンセン病病院での体験学

群馬大学で、自分のやりたいことを応援してくれ

習、草津の栗生楽泉園の元患者さんたちとの交流を

る先生方、友人と出会うことができてとてもよかっ

通して、将来はハンセン病対策に携わりたい、小さ

たです。

き人たちと共にあるような医療がしたいと思うよう
群馬大学の学生へのメッセージをお願いし
ます。

になりました。
しかし、群馬大学にはハンセン病の研究を行って
いる研究室がなく、熱帯医学に関する研究をしてい

医学以外のことでどのくらいの教養があるかが卒

たのは寄生虫学教室だけでした。偶然、鈴木守教授

後の勝負を決めます。語学で言えば、とくに英語が

（当時）がマラリアの研究をされていたため、マラ

できないと話になりません。海外で働きたい人はフ

リアの研究に携わることになりました。マラリアは、

ランス語も身につけておくと役に立つと思います。

世界の感染症の中で単一な病原体としては最大クラ

自分が群馬大学を卒業したことを誇りに思えるか

スで、年間百万人もの人が亡くなっています。エイ

どうかは、学生時代にどれだけ充実した日々を送れ

ズ、結核とならぶ大きな感染症です。マラリアは熱

るかにかかっていると思います。ぜひ勉強や部活動

帯医学領域の中では、患者の数、感染規模が大きく、

に全力を尽くしてほしいです。良い先輩や先生を追

研究テーマとしては恵まれていました。

いかけていく生き方もいいのではないでしょうか。

患者さんにすぐ届くような医療研究を大切にして

先輩や後輩、先生との付き合いをしっかりして、一

いきたいです。現在はマラリアのワクチン開発に情

人でひきこもらないような学生生活を送ってほしい

熱を傾けています。

です。
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研修医の将来のキャリア等への円滑な接続が図られ

臨床研修センター便り ⑯

るよう配慮したものとなっています。
群馬大学ではこの研修制度見直しの趣旨に沿い、

群馬大学の臨床研修
―最新の話題―

平成22年度からより自由度の高いプログラムの基
本設計（図１）を採用いたしました。これにより、

医学部附属病院臨床研修センター
副センター長

第221号

研修医は一つの診療科で長期に研修することも従来

菊地 麻美(平７卒)

型のローテーション研修を行うことも可能になりま

群馬大学医学部附属病院では一昨年度来、群馬

した。群馬大学の臨床研修では研修内容の途中変更

県・県内臨床研修病院・協力病院との連携のもと、

などにも非常に柔軟に対応しているため、研修医は

研修医の確保に向けた様々な取り組みを職員一丸と

進路選択や専門性の高い後期研修への移行を考えた

なって進めて参りました。この柱の一つが、プログ

様々なローテーションを行うことが可能です。また

ラムと研修内容の見直しです。今回は平成24年度

各診療科の指導医が、キャリアプラン等に関する研

の新しいプログラムの概要やレジデントセミナーの

修医の相談に個別に対応するメンター制度も導入し

充実など、群馬大学の臨床研修に関する最新の話題

ています。
さらに、多様化する臨床研修への研修医の要望に

をご報告いたします。
医師としての人格の涵養と基本的な診療能力を身

応えるために、県内外の実力ある病院の協力により

につけることを目標として平成16年度から施行さ

５つのコースを設定し（図２）、common disease

れた臨床研修制度ですが、平成20年度の見直しに

からより専門性の高い診療まで、幅広い研修の機会

おいて「プログラムの柔軟化」と「大学病院におけ

を提供しています。今年度からはＥコース（群馬県

る研修プログラムの弾力化」が示されたことは、既

合同地域連携コース）での２年目の３カ月の院外研

にご承知のことかと存じます。これは、多くの診療

修を、２施設（計６ヶ月）まで選択可能としました。

科での一律の研修を課したことが研修医のモチベー

また、群馬大学附属病院の特性を生かした研修とし

ションを損なう面についての指摘や、大学病院の医

て、Ｃコースのオプションで「スーパー急性期コー

師派遣機能の低下等により地域における医師不足問

ス」と「オリジナルローテーション・コース」を新

題が顕在化したことへの対応などが必要になってき

たに企画いたしました。スーパー急性期コースでは、

たためです。具体的な内容では必修とする診療科を

救急患者・重傷者に対する高度な医療の研修を救急

８から３（内科・救急・地域医療のみ）に減らし、

部・集中治療部・手術部でシームレスに行うことが

(図１）

（図２）

(群馬大学初期臨床研修
プログラムの基本設計）
内科

内科

(３)

(３)

救急(３)または
救急・麻酔

内科

内科

内科

(２)

(２)

(２)

地
域
１
◇必修科目
■内科研修
■救急・麻酔科研修
■地域医療研修

(各1.5カ月)

選択
必修
(1〜
２)

(５つのコース）

選
必
１

選択（10〜11）

◇選択必修科目 ５つの研修領域
から2つの研修(診療科)を選択
■外科研修
■麻酔科研修
■小児科研修
■産婦人科研修
■精神科神経科研修

１年目

２年目

Ａコース

群馬大学

協力病院・施設

Ｂコース

協力病院

群馬大学

Ｃコース

群馬大学

群馬大学

Ｄコース

群馬大学

群馬大学
＋院外救急3カ月

Ｅコース

群馬大学

群馬大学
＋協力病院3カ月

Ｄコース(院外救急3カ月コース)では２年目の3ケ月間を、
ｉ)前橋赤十字病院高度救命救急センター
ii )高崎総合医療センター救命救急センター
iii)近森病院ER救命センターの３か所より選択し研修します。
Ｅコース(群馬県合同地域連携コース)では２年目の3ケ月間
を地域の協力型臨床研修病院で研修し、残りの期間を主に
群大病院で研修を行います。(＊3カ月×２回まで選択可能）
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（表１）（平成23年度前半に開催予定の主なレジデントセミナー）

月

タ

イ

ト

ル

講

４月〜(月１回）

心エコーハンズオンセミナー

検査部

５月〜(月１回）

画像診断部門Morning Conference

放射線部

５月

BLS講習

救急部

６月

講義「抗菌薬の適正使用について」

感染制御部

６月

講義「当院における医療安全の取り組み」

医療安全管理部

６月〜(月１回）

モニター付き除細動器の使い方

救急部

７月

講義「コミュニケーションスキルについて」

精神神経科

７月〜(月１回）

腹部超音波ハンズオンセミナー

第２外科

天沼
大嶋

誠先生
清宏先生

徳江

大嶋

豊先生
羽鳥

基明先生

清宏先生
福田

須納瀬

正人先生
豊先生

の呼吸器グループ医師が持ち回りで担当）
第１外科

外科手技シリーズ「糸結びセミナー」

浅尾

高行先生

（CVCインストラクター代表者）

９月頃〜(月１回） CVCハンズオンセミナー
11月

博之先生

（第１内科・第２内科・第１外科・第２外科

７月頃〜(月１回） 講義「（仮）シリーズ・呼吸器疾患」
８月〜(月１回）

角野

師

小児科

講義「（仮）小児の救急について」

岡田

恭典先生

可能になります。オリジナルローテーション・コー
スでは、必修科目期間に画像診断等に関する研修の
選択肢も設け、希望者には２年目に最短２週間の短
期ローテーションも可能とする予定です。その他に、
小児科・産婦人科を希望する研修医を対象とした小
児・産婦人科プログラム（定員４名）、前橋赤十字
病院高度救命救急センター集中治療科・救急科で６
ヶ月間の研修を行う、救急重点プログラム（定員２
名）も設けています。
いずれのプログラム・コースも、一つ一つの症例
を大切に自ら考え問題を解決していく能力を養い、
かつ、基本的な診療能力をより効率的に身につける

実践的レジデントセミナー（スキルラボセンターにて）

ように企画されています。また、昨年度
から、充実した講師陣によるレクチャー
に加え、実際の医療機器を用いたスキル
ラボ等でのトレーニングも取り入れた、
「実践的レジデントセミナー」（表１）を
定期的に開催しており、研修医にも非常
に好評です。
これからも魅力的な研修プログラムと
質の高い臨床研修の提供に努め、マッチ
者数の増加を目指して参りたいと考えて
おります。引き続き厚いご支援とご協力
研修医懇親会（石井記念ホールにて）

をお願い申し上げます。
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を見てただただ驚嘆したものです。ある科目の筆記

追 悼

試験の翌日から口頭試問があり５人一組で横に並び、
まず○○に関係するホルモンという問題がだされま

伊藤漸先生を偲ぶ

した。最初の人物が幾つかのホルモンをあげました。
まだあるでしょう。次の人が１つ答えました。
『まだ
あるでしょう、伊藤君』『？』『では次』『○○○○』

伊吹 令人(昭35卒)

と私。
『では次の問題、○○○○、伊藤君』
、
『では次

伊藤漸君は1956年に群馬大学医学部本科に試験

の問題、○○○○、伊藤君』、『では伊藤君はもう一

を受けて入学した最後の学年になります。戦前・戦

度やりましょう』と散々なめにあいました。この時

中・戦後の混乱期に教育を受け、大学の教養過程で

彼の上衣の襟元が細かく震えていることに気づき、

所定の単位を習得すると医学部受験の資格を与えら

彼も緊張するんだなと思った事を覚えています。こ

れるだけで、つぎに医学部の入学試験を受けるとい

の一件が後に彼が内分泌生理学を志した大きな要因

う２段階選抜が行われた最後のクラスと言えます。

になったのではないかと思っています。卒業後イン

というのは次の学年は６年制の医学部になったから

ターンは大学で行い（後半は入局する科へ）終了後、

です。国立大学入試は８科目、医学部入試も８科目

第１外科大学院生となり、1965年に医学博士とな

（英語、ドイツ語、数学、生物、化学、物理、人文

りました。これは同級生で最速でした。その５年後

科学系１科目、社会科学系１科目）でした。国立大

でしたか、私の学位論文審査があり石原教授にもお

学でも医学進学課程に入学していれば、医学部入試

世話になりました。この審査後の雑談で『君は誰な

はなく優先的に医学部に進学させたところもありま

んかと同級か』と質問され、『先生のところの伊藤

した。群馬大学では医学部入試が行われましたので、

君です』と答えたところ、『そんなのがまだ残って

国立は勿論、公立、市立大学からも入学者がありま

いたのか』といわれたことを思い出します。1965

した。先生は日比谷高校、東北大学経由でしたので、

年９月文部省在外研究員として、米国チューレン大

昭和31年群馬大学医学部の入学式の時に初めて出会

学・内分泌研究所：A.V.Schally教授のもとに留学、

ったことになります。この後４年間、五十音順の番

生理学者としての基礎を固め、モチリンから消化管

号からいくと、８番伊藤、９番伊吹で、解剖実習以

の生理的調節機能などに至る研究によって世界の

外は殆ど一緒にいたことになります。あの混乱の時

『Zen ITO』となりました。この間多数の論文を発

代にカメラを持っていたのは４〜５人でしたが、伊

表しているのは勿論、岩波新書から『胃は悩んでい

藤君はその一人でしたから、医学部生活の折々の有

る』という本も出版するなど、後輩や医師以外の人

り様や、卒業の撮影・編集などに活躍されました。

に対する指導もしています。1994年４月に群馬大

このクラスは、いろいろな大学からの入学者が多数

学内分泌研究所長、同年７月には内分泌研究所を拡

おりましたので、まとまりがなく、だめなクラスと

大改組して、生体調節研究所とし、定年まで所長を

いう評判でしたが、３年生の時、下の学年から注文

勤め、群馬大学の或いは日本の声価を高めました。

をつけられたのを機会に学友会の委員長に伊藤君が

このように類稀な能力、研究心、統率力、指導力

立候補し、学生ホールの拡張を公約にあげて当選、

を兼ね備えた君が、元々の専門であった腹部外科の

実行しました。これを契機にクラスに対する以前の

範疇に属する病で、一足先に天国に旅立たれたこと

評価は、明らかに改善されたと言えるでしょう。こ

は誠に残念であります。君はご家族、友人達の心の

の工事中職人と共に屋根の上にあがって注文を付け

なかで、これからも生き続けることでありましょう。

ていた所を法医学の井関教授にみられ、教授室に呼
びつけられたという話もありました。我々の学生時
代は１科目の講義・実習が終わるごとに試験が行わ
れておりました。クラスで相談の結果○月○日にお
願い出来るでしょうかと試験委員が教授の所に行き
ますと大体許可されることになっていました。筆記
試験は階段教室で番号順に並んで受けるのがいつも
のやり方でした。伊藤君は私の前（１段下）でした
から、上から観察すると万年筆でさらさらと書きま
くる（私は鉛筆と消しゴムをもってポツポツと）の
− 8 −
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学会報告（同窓会補助）

土屋・伊藤
両先生の功績を称える
元同窓会長

平成23年５月31日

日本登山医学会
第30回学術集会(2010）
麻酔神経科学
教授 齋藤

箕輪 真一（昭28卒)

繁（昭61卒)

今春、土屋純先生（昭34卒）、伊藤漸先生（昭35

この度同窓会のご支援を頂き、2010年度日本登

卒）が僅か１カ月の間に相次いで昇天され、誠に残

山医学会学術集会を平成22年５月８〜９日の会期

念無念であり、慎んで両先生のご冥福をお祈りいた

で開催させて頂きました。会の性格から、会場は群

します。

馬県みなかみ町と致しました。日本登山医学会は、

平成５年に私が同窓会長に就任した際は、本学部
創立50周年・同窓会館増改築事業を完遂させる至
上命令がありました。

本邦に於いて低酸素医学、高所医学、環境医学を、
高度な学術的レベルで議論する学会です。この領域
の臨床ならびに基礎研究に従事する医師ならびに救

その時、土屋・伊藤両先生は共に副会長に就任し、
新組織の会館建築常任委員会では、土屋先生は総務
委員長、伊藤先生は募金対策委員長に就任しました。
事業の推進に先立つものは何よりも建設資金の調達

命救急医療スタッフにとっては、学術交流の中核と
言えます。その記念すべき第30回大会は、例年の
会にもまして意義の大きい学術集会であると考え、
開催準備を進めました。特に、今回は「認定制度」

でした。
土屋先生は母校の発展と、同窓会の活性化は、そ

のスタート年となりました。また、「登山者健康診

の拠点となる理想的な同窓会館の建設にあるという

断」のプロジェクトも本格稼働へと体制が整いつつ

信念に燃え、大学当局・文部省との協議や、広範囲

あることをご発表頂きました。これまでのパイロッ

にわたる同窓生への募金勧誘に精力的に奔走しまし

トスタディーの検証や、活動拡大へのステップにつ

た。

いて、この学術集会で議論が進みました。更に、学

伊藤先生は学術的に高名な人脈を生かして、東京

術集会事務局での企画として、山岳救助訓練を実施

と大阪の医薬品協会に直接出向いて交渉を重ね、高

致しました。群馬県山岳連盟、群馬県警察山岳警備

額な協賛金を調達していただくことになりました。

隊、群馬県防災航空隊の協力を得て、高度なレベル

この事が契機になり、多方面の企業篤志家からの協

で訓練を行いました。幸い、気象等の条件にも恵ま

賛が得られることとなり、最終的には当初の建設目

れ、ヘリコプターを使った救助の訓練も実施するこ

標額を大きく上回ることになりました。

とができました。予想をはるかに上回る参加者にご

幸い資金に余裕ができ、充実した視聴覚機構や諸
機能を有する内容設備ができるようになりました。
この際に伊藤先生には、理工学的な卓見を発揮され、
学会、講演、式典、懇親などの多目的機能を有する
会館が出来上りました。また土屋先生の熱意で、刀

参加頂き、積極的に救助技術にトライして頂きまし
た。同窓会からは「体温制御」に関して昭和60年
卒業の山梨大学 松川隆教授に、「国際感染症」に関
して昭和61年卒業の国際医療センター 狩野繁之部
長にご講演頂きました。学術講演終了後の懇親会で

城ガーデンが造成されたことは周知のことです。
おわりに、16年前に完成された今日の刀城会館

は、前橋市医師会 大竹誼長先生、群馬県立心臓血

を訪れ、この建設にご尽力された土屋・伊藤両先生

管センター 金子達夫先生、群馬大学名誉教授 藤田

のご逝去にあたり、その功績を称え偲ぶことは、両

達士先生からご祝辞頂戴致しました。同窓会の皆様

先生に対する尊い供養になるものと念じています。

方のご支援によりこの集会が成功裏に終了できまし

合掌

たことを心より御礼申し上げます。
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クラス会だより
「青春のつづき」
昭和39年卒クラス会in北海道
田中 章二（昭33年入学)
友、遠方より来たる
平成22年の39会は、９月18日に初めて北の大地、
北海道の東にある十勝川温泉（音更町）で行われま
した。
実は、私は昭和33年入学から３年間のみ群大に
在籍した関係で同窓生とはいえませんが、級友のご
好意でクラス会に招かれて、時々参加していました。
平成18年の水上（谷川温泉）でのクラス会の席上、
そろそろ遠方での会をやっては、という多くの希望
もあって、たまたま北海道に縁があったのは私１人
ということで今回幹事役を引き受けた次第です。多
分北海道での開催は、これが最初で最後になるかと
考え、何とか記憶に残る、少しでも意義ある会にし
たいという思いで早くから準備をしました。幸い遠
距離にもかかわらず、22名も参加され、とくに今
回は私の勝手な提案で、会の本来の趣旨をふまえて、
亡くなられた級友のご夫人にもご案内を差し上げ、
都筑芳子様（故都筑等先生夫人）が参加されてうれ
しいかぎりでした。
十勝といえば広大な十勝平野、そこに流れる十勝
川、そして川沿いにある平原の湯の里十勝川温泉
（私のクリニックが近くにあります）で友好を暖め
ることができました。日本で唯一、植物性のモール

第221号

温泉につかり、地産のビール、十勝ワインを飲みな
がら道産の旬の食材（カニ、トウモロコシ、ジャガ
イモなど）を召し上がっていただき、年を忘れて楽
しい歓談のひとときを過ごしました。また今回の特
別な企画で、会の途中に地元のアーチストによるマ
リンバの演奏（ピアノ伴奏あり）を聞いていただき
ました。めずらしいこともあって当初30分の予定
が50分になり大変好評でした。宴の最中、トーク
を交えて目の前での演奏の為、会場からは種々な意
見や感想をいただきました。これも、いってみれば
アートの世界、感性の違いによって評価が分かれる
ものと理解しております。いずれにしてもインパク
トが強く、良き想い出になったと思います。
全体の印象では、出席の皆さんは、各人、年輪を
重ねて個性あふれる立派な人生を歩んでこられたと
思う反面、会の雰囲気で見る限り、50年前の学生
時代と少しも変わっていない一面があるとも強く感
じました。今回は、かつての延長で、変わらない世
界の中で心が１つになった大ファミリィパーティで
した。二次会は、更に話がはずみ、時を忘れて予定
時間をオーバーしてしまい、深夜の及びそうになっ
た為、幹事の判断で中断した次第です。
翌日は、せっかくの北海道ということで、各々の
スケジュールで行動された方もおりますが、近郊観
光を希望された方には私の方でセットしました。ご
夫人の方には十勝を代表するお菓子の工場を案内
し、男性諸君には、有名な十勝ワインの工場がある
池田町のワイン城を見学していただき、それぞれお
みやげを求められたようです。途中、田中医院に立
ち寄り、この日の為に２人で精一杯手入れをした緑
に囲まれた広い庭を見ていただきました。たまたま、

昭和39年卒クラス会（平成22年９月18日 十勝川温泉）
前列左から：品川洋三、佐藤夫人、小林夫人、都筑夫人、瓦井美津江(旧姓斉藤）
、田中夫人、松井夫人、松井晶、田中章二
二段目左から：内田好司、内田夫人、下山維敏、徳江章彦、吉野加津哉（旧姓岡野）
、高橋浩史、相川英三
三段目左から：根本俊和、佐藤和徳（旧姓近藤）
、小林二郎、小原甲一郎、鈴木慶二、古谷信雄
（敬称略）
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その日は町内八幡宮の秋の例大祭があり、子供御輿
と山車が当院前を通過した為、昔懐かしい踊りを披
露され、ギャラリーの皆さんはローカルな風情を楽
しむことができました。昼食は十勝平野を見下ろす
ワイン城のレストランで、再びワインを飲みながら
のランチパーティでゆっくりくつろぎました。最後
は、「恋人の聖地」といわれる当地の人気スポット、
「幸福駅」を案内しました。これからの人生に幸せ
をもたらすことを願いつつ、田園空港である、とか
ち帯広空港で再会を約して見送りました。

平成３年卒クラス会報告
徳永

卓（平３卒)

2010.10月２日の土曜日の午後４時から、昭和60
年入学〜平成３年卒業関係者の同窓会が、高崎駅に
近い、アーバンホテルで行われました。卒業後19年
以上が経ち初めての同窓会で、一次会52名、二次会
にはさらに４名が駆けつけ、あっという間に時間が
過ぎ、結局、三次会が散会になったのは12時頃でし
た。二次会へ８割方が参加したことが、今回の同窓
会を皆が待ち望んでいた事を表していると思います。
翌朝に目覚めた時に声が少し枯れており、自然に大
きな声で長い間話をしていたのでしょう。40代の
半ばあるいはそれ以上の年齢になり、それぞれの人
がそれぞれの立場で頑張っている様子がうかがい知
れました。それにしても皆いい顔をしていました。
同窓会をする話が８月下旬に決まってから、まず
苦労したのが名簿つくりでした。メールアドレスが
判明している人が44名、それから、皆さんの協力
で徐々に連絡先が判明していきましたが、それでも
不明者は大勢いました。インターネット、ホームペ

平成23年５月31日

この度のクラス会は、予想より多く参加され、天
候も何とか恵まれて私なりに精一杯役割りを果たし
たと思っております。
願わくば、この会が、青春の心意気を更に長く持
ち続ける契機となり、明日からの人生の活性化につ
ながり、末永く元気で活躍することに役立つならば、
幹事を引き受けた甲斐があったと確信しておりま
す。これからも健康管理に充分留意され、またの再
会を楽しみに、ご自愛を祈りつつ会の報告といたし
ます。
平成22年12月記
ージなどで関係者の勤務先を探った後に、病院宛に
メール、ファックスを送って連絡を待ちました。問
い合わせメール、お見舞いメール、職員募集メール
など、本来の目的外ですが利用させてもらいました。
最終的には残念ながら８名の連絡先が不詳でした。
確かに幹事の仕事は大変でしたが、本当に同窓会を
して良かったと思っています。当日の皆の楽しそう
な顔（もちろん自分も楽しみました）
、労をねぎら
う言葉、後日のお礼メールなどをもらい、幹事とし
て冥利につきました。
最後になりますが、司会進行係で着物が似合って
いた笹島ゆう子さん、スキンヘッドの森平和明君、
会計係で相変わらず堅実な仕事ぶりの石原真一君、
徳永真理、二・三次会担当で同窓会開催を言い出し
た（かつ私に幹事を丸投げした）萬田緑平君、カメ
ラマン役の瀬田享博君、玲子さんにお礼を言いたい
と思います。そして関係者のますますの発展をお祈
りします。また、中川敏之君、野村浩一君の冥福も
祈りたいと思います。
追伸 成田空港から高崎まで直行してくれたにも関
わらず、二次会会場にたどり着けなかった斉藤豊君、
ぜひ次回の同窓会では会いましょう。

平成３年卒クラス会（平成22年10月２日 高崎アーバンホテル）
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な揺れがありましたが、住宅の損傷、陸奥湾の津波

東日本大震災被災地会員からの連絡

は小さく、人身事故等もなく安堵しております。
地震発生から１週間ぐらいは、燃料（ガソリン、

≪青森県≫

灯油）と食材の確保が大変でしたが、現在は普段と

・白倉 外茂夫 先生（昭43卒）

変わりない生活を取り戻しております。

お見舞い状いただきありがとうございます。

ご心配をおかけいたしました。

小生在住のおいらせ町は海岸沿いに大きな被害を

ありがとうございました。

生じましたが、個人的には全く被害を被っておりま
せんので、ご安心のほどを。

≪岩手県≫

以上連絡まで。

・西郡 秀和 先生（平５卒）

・佐藤 都留雄 先生（昭50卒）

お手紙をありがとうございます。

八戸市の佐藤都留雄（50年卒）です。

平成５年卒岩手医科大学産婦人科の西郡秀和と申

ご心配いただき、誠に有難うございます。

します。

当地も津波に襲われ、漁港の被害は少なくありま
せんでしたが、幸いなことに私は停電が２日あった

実は震災の当日は大津波の直撃を受けた岩手県宮
古市に出張していました。

のみで、申し訳ないほど被害はありませんでした。

なので当日11日から14日までは岩手県立宮古病

看護師とともに避難所で生活しておられる被災者

院に缶詰で、そのまま診療、赤ちゃんをとりあげて

の方々の訪問ケアに参加させていただいておりま

いました。

す。

14日に岩手県内陸部にある盛岡市・岩手医大に

まだ余震がつづくものと思いますが、同窓会の皆

帰り、家族と再会、と同時に、いわゆる産褥難民の

様方の安全をお祈り申し上げます。

方の受け入れ体制をNPOと協議。17日に再び、宮

・水沼 英樹 先生（昭50卒）

古に応援診療に戻り、20日に盛岡・岩手医大に帰

皆様におかれましては益々ご清祥のことと存じま

りました。

す。

20日頃を境に、岩手県内の病院はほぼ平常状態

この度の東北地方太平洋地震の安否を気遣うお手
紙を頂きましてありがとうございました。

に、なって、現在は、収束していると言っていい状
態だと思います。

お陰さまをもちまして弘前では大きな被害も無
く、またその後の生活上の混乱も解消に向かい、今

なので、私は大丈夫です。
・駒込 昌彦 先生（平14卒）のご家族よりご連絡

週からは病院の業務も通常に戻れることになりまし

ご心配いただき誠にありがとうございます。

た。

現在埼玉医科大学病院に勤務しておりますが、

むしろ、福島原発事故の影響が群馬にまで及びそ

時々釜石や松島の病院で医療活動しております。

うで毎日ニュースを見ては心配しております。
一日も早く混乱が終息しますことを願っておりま
す。

≪茨城県≫
・鈴木 重興 先生（昭40卒）

青森県、岩手県には小生以外にも多くの同窓生が

電話にて

おりますが、交流もあまり無く安否情報も入ってお

壊れたところはありますが、業務はいつも通り行

りませんが、もし私にできることあればご連絡くだ

っております。

さい。

・中山 文子 先生（平４卒）

お役に立ちたいと思います。

電話にて

・板井 貴宏 先生（平９卒）

茨城県庁に勤務していて建物に一部ひび割れ等が

前略

ありました。断水のため業務に支障が出ております。

この度は、群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ会
長森川昭廣様及び財団法人群馬健康医学振興会理事

自宅はかわら・壁の取替えの被害を受け、ガソリン
の不足や放射線も心配です。

長山中英壽様から、ご心配のご連絡をいただきあり
がとうございました。

しかし、日立市の小山善朗先生（昭37卒）や海
岸沿いが被害が大きいと思われます。

私が現在住んでおります青森県むつ市は強い大き
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全国支部長・支部代表者会議
【日 時】 平成23年 ９月17日（土） 16：00〜17：00
【場 所】 群馬大学医学部刀城会館
総
会
【日 時】 平成23年 ９月17日（土） 17：00〜18：00
【場 所】 群馬大学医学部刀城会館
懇親会
「全国支部長・支部代表者会議」及び「総会」による合同懇親会
【日 時】 平成23年９月17日（土） 18：00〜
【場 所】 群馬大学医学部刀城会館
【会 費】 未定

役員会だより

謹 告
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。

第３回役員会（平成23年４月28日）
出席者 森川会長 他23名 学友会３名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．東日本大震災被災地区会員へお見舞いについて
３．退任教授記念送別会について
４．東京支部について
５．伝達式・医学科謝恩会について
６．新入生オリエンテーションについて
７．四国・瀬戸内沿岸地区同門会について
８．その他
協議事項
１．同窓会役員の選出について
２．平成23年度同窓会推薦講演について
３．その他

正会員
昭和25年卒 田畑 豊先生 （平成 22年12月29 日逝去）
昭和32年卒 荒川 淳先生 （平成 23年 3 月22 日逝去）
昭和40年卒 木村祥子先生 （平成 23年 4 月13 日逝去）
昭和35年卒 伊藤 漸先生 （平成 23年 4 月30 日逝去）

編集後記

未曾有の大災害を経、その後の復
興プロセスが模索されている今、同

窓生諸姉諸兄のご無事を祈りつつ、今号でも懐かし
の母校の現況をお届けしました。臨床・教育・研究
面での発展はもちろん、学内の日常面でも、病院内
に素敵なレストラン、コンビニや、軽食コーナーが

第４回役員会（平成23年５月26日）
出席者 森川会長 他17名 学友会４名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．その他
協議事項
１．同窓会役員の選出について
２．同窓会総会及び全国支部長・支部代表者会議に
ついて
３．平成22年度地域医療貢献賞実施要項（案）に
ついて
４．その他

出店し、施設の充実は目を瞠るばかりです。同窓生
にとって忘れがたい「おば食、水芭蕉、オリーヴ
（旧プレーゴ）」同様、新たな施設群も、同窓生に愛
される場になりそうです。

編集委員

（星野 綾美）

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(２年)、
書上奏(２年)、小尾紀翔(１年)、関口淳一(事務局)
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