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平成23年度同窓会総会が９月17日（土）刀城会

館にて開催されました。議長団は生体統御内科学が

担当し、議長に廣村桂樹氏（平元卒）、書記は高橋

哲史氏（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年間に物故さ

れた会員に黙祷を捧げ、ご冥福をお祈りいたしまし

た。次いで、森川会長から挨拶がありました。

続いて、議長の司会により報告事項と議事の審議

が行われ、原案どおりすべての議案が承認されまし

た。以下、各議事について概説いたします。

第１号議案：平成22年度事業報告

（22.71～23.6.30）

１．会員状況 正会員5,510人、名誉会員19人、特

別会員68人、準会員３人　計5,600人。

平成23年度同窓会総会ならびに全国支部長・支部

代表者会議開催にあたり、一言御挨拶申し上げます。

まず、３月11日の東日本大震災につきましては、

被災された方々に心からお見舞い申し上げます。震

災後すでに８ヶ月以上が経過し、被災地の方々もこ

れから厳しい寒さの中、復興への一歩一歩を力強く

歩まれることと存じます。課題は山積みですが、こ

れから短期間に解決しなければならないこと、そし

て一方で10年、20年の長期にわたる対策と実施を

考えると、国民一人一人がこの国難に不断のそして

できる限りの努力を重ねてゆくことが必要でありま

しょう。さらにここにきて、タイでの水害は日本の

産業界に多大な影響を与えることが心配されていま

す。これについても、グローバルな視点からの対策

２．支部の異動 平成23年９月現在なし。

３．事業

１）北関東医学会の共催

第57回北関東医学会総会が平成22年10月７・８

日に刀城会館において開催され、同窓会推薦講演は、

浅尾高行氏、山崎恒夫氏により10月７日に行われ

ました。

２）同窓会会報の発行

刀城クラブ会報は第218号、219号、220号、221

号が刊行されました。

３）学友会並びに医学部等の援助

交換留学生との交流会援助、学会補助等の財政的

援助を例年どおり行いました。

４）定年退任教授の記念送別会

平成23年３月３日に古屋信彦教授、遠藤啓吾教

授、星野洪郎教授、池康嘉教授、酒井保治郎教授の

退任記念送別会が刀城会館で開催され、多数の参加

者がありました。

５）卒業時表彰の実施

平成23年３月23日保健学科ミレニアムホールに

おいて卒業生６人に表彰状と記念品を贈呈しました。

６）卒業生への記念品贈呈

卒業生全員にネクタイピン（男性）、バッジ（女

が求められています。

さて、本年の同窓会総会と全国支部代表者会議が

９月17日に刀城会館で多くの方の御出席のもと開

催されました。総会では昨年の事業報告と会計報告、

本年の新たな活動方針と予算案を皆様にご検討いた

だきました。御討論をいただき、皆様の御賛同を得

ますればこれに沿って事業を進めたいと思います。

来年は同窓会創立60周年となり、学校の創立から

はまもなく70周年を迎えます。また、財団法人群

馬健康医学振興会も来年４月をもって一般財団とな

ります。これらにつきましては来年度には同窓会の

創立60周年、いうなれば同窓会還暦祝いと財団の

お披露目をかねて種々記念行事を考えております。

なお、教授の会も同時に開催されます。

最後になりますが、活動の活発化により財政の面

で課題も出てまいりました。会費の徴収率の向上と

ともに種々の節減にも努力を行ってゆく予定です

が、今後皆様にお願いすることもあろうかと存じま

す。その節には温かいご援助をよろしくお願いいた

します。また、この総会、全国支部長・支部代表者

会議に種々御協力願いました方々に、心から御礼を

申し上げ閉会の言葉といたします。
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性）を贈呈しました。

７）新入生との懇談会

平成23年４月９日刀城会館において新入生・学

士編入生歓迎オリエンテーションが開催され、先生

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。

８）医学部代表者との懇談会

９）医学部新任教授との懇談会

平成23年２月18日石井ホールにおいて、学長は

じめ同窓会長以下同窓会役員、新任教授が出席し、

それぞれの立場から意見交換がなされ、有意義な懇

談会が行われました。

10）奨学補助金の実施（交換学生並びに学術集会）

医学部の交換学生旅費、学術集会に対して例年ど

おり補助を行いました。

11）財団法人群馬健康医学振興会活動への協力

山中理事長から平成22年度の事業活動並びに平

成23年度の事業計画について報告がありました。

12）その他

役員会（役員会10回、委員会24回）について幹

事長から報告がありました。

第２号議案：平成22年度会計決算および書類の承

認を求める件について

柳川役員（会計）から平成22年度一般会計収支

決算及び表彰・奨学金収支決算の説明があり、異議

なく承認されました。

第３号議案：平成23年度事業計画について

田村副会長から事業計画について提案があり、異

議なく承認されました。

第４号議案：平成23年度予算案について

柳川役員（会計）から平成23年度一般会計収支

予算案及び表彰・奨学金収支予算案について提案が

あり、異議なく承認されました。

その他として、西松副会長から平成22年度地域医

療貢献賞の選考についての説明と受賞者の紹介があ

り、森川会長より表彰状と記念品が贈呈されました。

被表彰者 斎藤　弘一先生、村岡　正治先生

梶原　信夫先生、八木　秀明先生

黛　　卓爾先生、梅枝　定則先生

次に、森川会長から役員表彰（副会長退任による

感謝状・記念品贈呈）が行われました。

続いて、森川会長から北関東医学会同窓会推薦講

演演者に感謝状と刀城楯が贈呈されました。

１年間の物故会員（敬称略）

正会員：若江三郎（昭23卒）、加藤革也（昭49

卒）、亀井民雄（昭32卒）、守屋保男（昭24卒）、

吉沢良平（昭35卒）、川村豊文（昭34卒）、斉藤

敏昭（昭27卒）、小林恒太（昭56卒）、小林利次

（昭33卒）、大島昭作（昭28卒）、岡野暢宏（平元

卒）、中島巌（昭29卒）、根岸正勝（昭44卒）、大

川卓男（昭43卒）、栗原豊一（昭50卒）、林映利

（昭39卒）、土屋純（昭34卒）、荒川淳（昭32卒）、

木村祥子（昭40卒）、田畑豊（昭25卒）、伊藤漸

（昭35卒）、小島春善（昭25卒）、佐藤詩朗（昭29

卒）、大橋宏（昭30卒）、須藤和史（昭25卒）、丸

山和雄（昭31卒）、山中忠夫（昭35卒）、川船月夫

（昭26卒）、村田貞雄（昭23卒）、高橋博行（昭

25卒）、武田治（昭25卒）、土田幸男（昭48卒）

名誉会員：宇田川英一、柴田勝博、前川正、石

川英一

Flow Orchestra & Chorusの演奏（同窓会総会後の懇親会にて、有志）



この度、平成23年９月１日付で、群馬大学大学

院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科の教授に着

任しました近松一朗です。今回、群馬大学医学部同

窓会のご高配により医学部刀城クラブ会報でご挨拶

申し上げる機会をいただきました。この場をお借り

して御礼申し上げます。

私は福岡県の出身で高校卒業後、熊本大学医学部

に入学し、平成元年に熊本大学を卒業しました。学

生時代に免疫学に非常に興味をもちまして、免疫学

と関わった臨床がやりたいと考えていました。その

ため、当時頭頸部がんへの免疫療法を実践されてい

た石川哮先生が主宰される熊本大学耳鼻咽喉科学教

室に入局しました。研修医を終了後、大学院へと進

み腫瘍免疫学のテーマで学位を取得したのち、石川

先生の計らいで平成７年からUniversity of

Pittsburgh Cancer Institute（UPCI）のProf.

Whitesideのラボでがん抗原の同定やwild-type

p53をターゲットとしたがんワクチンの臨床応用を

目指した研究を行いました。この時期に基礎研究の

厳しさと同時に楽しさを学ぶことができたと思って

います。２年間の留学を終え熊本大学に戻った後は、

主に頭頸部がんの臨床を中心に研鑽を積みました。

石川先生の退官に伴い勤務医や開業を含めて自分の

進路をいろいろ悩みましたが、医師になってやりた

かったことである腫瘍免疫学をもう少し続けていき

たいと考え、再び渡米してUPCIでResearch asso-

ciateとして研究を続けました。私が研究を始めて

以来、腫瘍免疫学の分野は、がん抗原の同定やその

認識機構、がん免疫抑制機構の解明が進むとともに、

今年のノーベル医学生理学賞受賞で注目された

Ralph M. Steinman博士による樹状細胞の同定など

により急速に進歩しました。現在では、がん免疫療

法は、手術、化学療法、放射線治療に続く第４の治

療として注目を集める治療となっています。２回目

の留学が終了後、平成14年から19年までの５年間

はここ群馬大学の耳鼻咽喉科教室に在籍し、腫瘍免

疫の研究とともに臨床として国立がんセンター東病

院で学んだ遊離皮弁による再建術の実践と耳科手術

の修得を経験させていただきました。この時期に耳

科学について多くのことを学ばせていただいたこと

は頭頸部外科に偏っていた自分にとっては非常に貴

重な時間でした。特に耳科手術に対しては頭頸部が

んの手術とはまた違った面白さを知ることができま

した。平成19年からは先輩医師の誘いもあり山梨

大学に異動し、がん免疫療法として樹状細胞を使っ

たがん免疫化学療法の臨床試験の立ち上げに関わら

せていただきました。

さて、耳鼻咽喉科・頭頸部外科学はいわゆるマイ

ナー外科ではありますが、対象疾患は非常に多岐に

わたり、領域ごとに様相もかなり異なっています。

また、聴覚、平衡覚、嗅覚、味覚などの感覚器を対

象にしていることに加え、発声や摂食・嚥下などヒ

トの生活の質（QOL）に非常に関わる診療科です。

今後の更なる高齢化に伴い悪性腫瘍の患者さんが増

加することはもちろん、このような耳鼻咽喉科領域

の機能障害が生じるため患者数はますます増加して

くることが予想されます。地方大学の使命の一つは

やはり地域医療への貢献だと思います。当大学の耳

鼻咽喉科はこれまで伝統的にめまいや耳科学の臨床

と研究が盛んなところですが、このような分野の更

なる発展を図りながらすべての領域で地域のニーズ

に応えられるよう教室員と協力しながら努力していき

たいと思います。耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域にお

いては、電子工学や画像処理技術などの先端技術の

進歩に伴って人工内耳や鏡視下手術、ナビゲーショ

ン手術、NBI内視鏡などの新しい技術や治療法が出

現しています。また、境界領域では他科との協力関

係のもと治療を行うことが度々必要となってきてお

ります。新しい技術を積極的に取り入れながら、他

科との円滑なチーム医療を推進して臨床面の更なる

向上を目指したいと考えております。がん治療に関

しては、皆様ご存知のように、群馬大学は重粒子治

療センターが稼働しており現在頭頸部がんに対して

も臨床試験が進んでいます。この重粒子治療に加え、

私がこれまでやってきたがん免疫療法の開発を推し

進め、頭頸部がんに対する先進医療の開発と実践を

行っていきたいと思っています。

最後になりましたが、今後ここ群馬の地において、

研究と臨床を両立させながら教室を発展させ、群馬

大学に貢献すべく努力していきたいと思います。同

窓会の先生方には、ご指導、ご鞭撻のほど何とぞよ

ろしくお願い申し上げます。
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平成22年10月１日（金曜）～２日（土曜）の期

間、群馬県前橋テルサおよび元気プラザ21におい

て、日本肥満学会学術集会が「新規分子の展開と専

門施設の充実：肥満症の克服」のテーマの下に開催

されました。事務局長は当科の岡田秀一講師です。

肥満は糖尿病や動脈硬化病変を発症する大元であ

り、肥満をベースとしたメタボリックシンドローム

の診断も設定されています。肥満の発症に最も大き

な影響を及ぼすのはエネルギーホメオスターシスで

あり、それは摂食とエネルギー代謝から構成され、

そのホメオスターシスの破綻により肥満が生じま

す。近年の遺伝子手法により、ホメオスターシスを

担う組織から新規の活性分子が同定されて、エネル

ギーホメオスターシスを制御していることが次第に

判明してきました。

本学術集会では最新の12のシンポジウムと16の

教育講演が企画され、また海外からの特別演者とし

てDr. Cone R（Vanderbilt University School of

Medicine, USA、中枢性食欲制御の専門家）、Dr.

Auwerx J（Universite Louis Pasteur, France、

核内受容体共役因子と肥満発症の専門家）、Dr.

Tache' Y（University of California, USA、脳消

化管制御と肥満発症の専門家）が来前し、さらに日

韓米シンポジウム「肥満発症の分子機構」も企画さ

れ、米国から３名、韓国から３名、日本人若手科学

者４名が共に講演を行い、肥満に関する熱心な討議

がなされ、肥満に関する先端の情報が群馬の前橋か

ら発せられました。

全国から多数の医師やコメデイカルの方々が集ま

り、肥満の臨床と研究に対して一般講演も行われ、

活発な討議がなされました。また、元気プラザ21で

開催されたポスター会場では軽音楽と共に、美味し

い上州ワインや軽食が提供され、前橋のおもてなし

に皆、感激していました。本学術集会開催期間中は

前橋テルサや元気プラザ21界隈が大変賑やかでした。

参加者の多くの皆様から、本学術集会をとうして

肥満領域での新たな最先端の診断と治療および研究

のトピックスの知識を得ることが出来たとの感想を

寄せて頂きました。サポートして頂いた刀城クラブ会

員の皆様に、この紙面を借りて、お礼申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

第31回日本肥満学会　
の開催

病態制御内科学

教授 森　　昌朋（昭47卒)

2011年９月18日、東京大学山上会館にて第４回

国際小脳学会（4th International Symposium of

the Society for Research on the Cerebellum）が

開催されました。刀城クラブからのご支援のお陰で

大成功をおさめましたことをここにご報告させてい

ただきます。

本学会は、スプリンガー社の学術誌「The

Cerebellum」のEditorial Board Memberが中心と

なり発足した学会で、毎年世界各地で開催されてい

ます。今まで、ジュネーブ、シカゴ、アムステルダ

ムで開催されました。第４回大会の日本開催を打診

されたのが第２回シカゴ大会の理事会においてで

す。その後、実行委員会を立ち上げて、準備を重ね、

開催日程が決まり、プログラムもほぼ完成した矢先

に東日本大震災が起こりました。開催返上も心をよ

ぎりましたが、世界各国の研究者からの温かい支援

と「絶対行くから！」という力強い言葉に心を新た

にして準備に励みました。結果として、シンポジス

ト１名の辞退はありましたが、その代わりに国際的

にも非常に高名なJ. Voogd教授から「ぜひ話をさせ

てくれ」との連絡を頂き、ご高齢である事を心配し

ながらもありがたくお申し出を受けさせていただ

き、予定どおりの開催となりました。

大会は小脳学会名誉会長の伊藤正男先生（理化学

研究所前所長）の病を押しての基調講演から始まり、

午後７：30までびっしりと講演スケジュールをく

みました。講演は９：00からと比較的早朝から開

始したのですが、おそらくこれが伊藤先生の最後の

講演になるだろうとの予想のもと、最初から会場は

ほぼ満員となりました。50年以上に渡るご自身の

小脳研究の集大成ともいえる発表は迫力がありまし

た。体調が優れないため、当初はすぐにお帰りにな

るとおっしゃっていたのですが、結局最後までご出

席され、懇親会でもスピーチを頂きました。

その後、基礎から臨床まで、テーマごとの５つの

シンポジウムとポスター発表を行いました。演者は

国内の第一線の小脳研究者がほぼ全員顔を揃え、ま

た欧米各国からも著名な研究者がシンポジストに名

を連ねました。また、ランチョンセミナーには慶応

大学の岡野栄之先生にiPSや遺伝子改変マーモセッ

トに関する特別講演を頂きました。会場からの質問

は途切れる事がなく、私を含め、座長は質問を仕切

学会報告（同窓会補助）

第４回国際小脳学会大会
を終えて

応用生理学

教授 鯉淵　典之（昭60卒)



平成23年10月20、21日にベイシア文化ホールお

よび前橋商工会議所会館において開催されました第

26回日本整形外科学会基礎学術集会が盛会裡に閉

会しましたことを皆様にご報告致します。これもひ

とえに森川昭廣会長をはじめとした群馬大学医学部

同窓会の皆様の暖かいご支援があったおかげと心か

ら感謝申し上げます。

３年前の日本整形外科学会学術総会の代議員会に

おいて基礎学会を私ども群馬大学整形外科教室が担

当する事になってから、教室では篠崎准教授を中心

とした準備委員会を立ち上げ準備致しました。お陰

様で多くの先生からお褒めの言葉をいただきました。

本学術集会のテーマは、「知の飛躍と集約―基礎

と臨床の融合―」にしました。基礎科学における発

見、検証、発明は知の飛躍をもたらし、さらに、そ

の成果の集約はイノベーションによる新しい価値創

造を促して、直接的・間接的に社会の発展に寄与す

るという、整形外科医が行う基礎科学の原点をあら

わしています。一般口演には608題の申し込みがあ

り、500題を採用しました。特別講演は埼玉医科大

学の須田立雄先生にお願いしました。教育研修講演

は海外よりの招待講演者４名を含めて11名の方々

にお願いしております。シンポジウムおよびパネル

ディスカッションに10テーマを選びました。また、

特別企画として『臨床に役立つ機能解剖とバイオメ

カニクス』と題して上肢、下肢、脊椎のエキスパー

トである９人の主任教授の方々にお話ししていただ

きました。

東日本大震災および福島第１原発事故が３月に発

生して以来、前橋市は十分に立ち直っていないこと、
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このたび国立京都国際会館においてWorldsleep

2011（国際睡眠連合会議）と第36回日本睡眠学会

を合同で開催しました。Worldsleepは４年ごとに

開催され、世界の７つの構成学会から成り立ってい

ます。この４年間、開催準備を進めてきましたが、

３月に東日本大震災が起こり、一時は開催を危ぶま

れました。世界各国から多くのお見舞い・支援メッ

セージをいただき、京都の秋期ということもあり、

国外から予想以上の参加が得られました。参加国

37、学会参加総数は3,300名ほどになり、天候にも

恵まれ、主催者としては皆様に楽しんでいただけた

ことを嬉しく思いました。

今回の学会のテーマは“New Horizons of Sleep

Research for Our Planet”としました。これは睡

眠に関する健康問題が世界的にも大きくクローズア

ップされ、現代の24時間社会で生きる人々が心と

身体を損ねていることが明らかになり、一方で睡眠

障害を引き起こす睡眠と脳のメカニズムを研究する

基礎科学も大きく発展してきているからです。

大会初日はWHOとの共催シンポジウムにおいて

“Future Direction of Global Sleep Medicine”と

いうタイトルで、うつ病が2020年の予測で世界疾

病順位の第１位としてあげられていることに注目

し、うつと睡眠関連対策を進めることを提案しまし

た。その他、講演、シンポジウムでも近年の生活習

慣病、小児の睡眠、生活習慣、職場の労働衛生、災

害時の睡眠など広い領域の目覚ましい進歩を知るこ

とができました。

さらに開会式での人類霊長類学専門の山極寿一先

生の講演は人の進化が睡眠を変えたこと、小児期・

思春期の脳発達・身体発達、霊長類の生活からみた

ヒトの子育て・社会生活、相互の関係論まで結びつ

けたお話で参加者に大きなインパクトを与えて下さ

いました。このような意義ある学会を支援して下さ

った同窓会の皆様に厚く感謝申し上げます。
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学会報告（同窓会補助）

World Sleep 2011/日本睡眠学会
第36回定期学術集会

滋賀医科大学　睡眠学講座

教授 大川　匡子（昭42卒)

学会報告（同窓会補助）

第26回日本整形外科学会
基礎学術集会を終えて

整形外科学

教授 高岸　憲二（特別会員）

るのが大変でした。参加者は居眠りをする暇が全く

ないほど充実していたのではないでしょうか。懇親

会の最後には福島県立医大神経内科の宇川教授から

今回の震災に際しての種々の援助に対するお礼の言

葉があり、来年バルセロナでの第５回大会での再会

を約束して散会となりました。

震災もあり、参加者が集まらないのではないかと

の心配は大会直前までありました。また、時節柄、

寄附も思うように集まらないのではという不安もあ

りましたが、終わってみれば赤字も出さず、参加者

も多く、大成功となりました。刀城クラブからは過

大なご援助を頂き大変感謝しております。本当にあ

りがとうございました。今後の刀城クラブの益々の

ご発展をお祈り申し上げます。
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APAPARIは表題にありますように、アジア・太

平洋地区の小児のアレルギー病学・呼吸器学・免疫

学を討議する歴史ある学会であります。現在その本

部は日本にあり小生がその理事長をつとめ、また本

年はそのannual meetingの会長をつとめさせてい

ただきました。開催各国ではその国の学会とjointで

行うことが多く、本年も日本小児アレルギー学会

（会長　小田嶋博福岡病院副院長）と合同の学会と

なり、福岡での開催となりました。

学会は９カ国から1530人の参加があり、約250

の演題が提出され、福岡国際会議センターで10月

28日～30日の３日間開催されました。

実はアジア、特に東南アジアとオセアニアは小児

のアレルギー性疾患が増加しており、特にオセアニ

アでは学童の四分の一が気管支ぜんそくにり患して

いるという報告があります。しかしながら、アジア、

オセアニアでは小児アレルギーの専門医が少なく、

学会としてもベトナム、ミャンマー等で教育ワーク

ショップを行って開発途上国の小児アレルギー治療

のレベルアップに寄与してきました。今回の学会は

それらの国も含めた学会で、これらの国への情報の

提供とともに、アジアから世界へ発信する最新の研

究発表も行われました。

日本からも多くのアレルギー・呼吸器・免疫の臨

床医や研究者が参加されました。本同窓会会員から

も、群馬大学小児科の荒川教授、東海大学の望月教

授が出席され、講演に座長にと大活躍でした。また、

お二人の教室から多くの最新のペーパーが提出され

アジア・太平洋各国の参加者や北米・欧州からのゲ

ストスピーカーとも盛んに討論されておりました。

しかしながら、まだこの地域では経済的に学会出

席がかなわない国々もあり、今回の学会でもトラベ

ルグラントをそれらの国の若手研究者に配ることに

なりました。さらに、韓国、シンガポール、オース

トラリアやニュージーランドと共に日本がこの分野

をリードして行かなければならないことを痛切に感

じました。

学会の運営が厳しくなる今日今頃、本同窓会から

多大な助成をいただきましたことに心から御礼申し

上げます。

学会報告（同窓会補助）

「APAPARI2011：
Asia Pacific Association of
Pediatric Allergy, Respirology
and Immunology」

を開催して

北関東アレルギー研究所

所長 森川　昭廣（昭44卒)

原発事故後の風評被害、台風12号および15号によ

る全国的被害や前橋市で行うと東京都内に比べて参

加が２－３割減ると聞いておりましたので、参加者

数について大変心配しましたが、最終的には1500

名を越す参加者があり、ほっとしております。群馬

大学医学部同窓会の皆様も多くの先生にご参加いた

だき、盛り立てていただきました。

また乗車したタクシーや飲食店では「こんなのや

ってくれるとありがたいんだよね。これからもどん

どんやって欲しいね。」と言われました。２年前、

第35回日本整形外科スポーツ医学会学術集会を開

催した際、沢山の方々からの同様の言葉を思い出し

ました。群馬大学整形外科と一緒に成長して欲しい

群馬県および前橋市の活性化に少しはお役に立てた

のではと考えています。

「よく練られたプログラムで勉強になりました。」

とのお手紙をいただきました。同窓会の皆さまの多

大なるお力添えにより、教室員一同、学会準備に専

心することができましたことを心より感謝申し上げ

ます。

同窓会の皆様、本当にありがとうございました。

閉会式後　教室員全員で



授となりました間藤君と第2外科に仲間入りしたも

のですから、私は渋沢教授の許しを得て東一で一年

頑張りました。今に思えば先生の後を追っていたよ

うな思いです。

先生は昭和30年には薬理学教室の2代目の助教授

になられました。昭和39年には医学部の同窓会長

になられました。しかし1年で産婦人科の伊藤昭夫

先生に交代されましたがそれは昭和40年に米国の

ミシガン大学薬理学教室に2年留学されたためでし

た。帰国後も研究熱心な先生でしたが群馬大学付属

行動医学施設が設置されて昭和42年には脳外科教

室の川渕教授（第1外科助教授）が誕生。続いて昭

和47年に行動分析学部門の初代教授に先生が就任

されて第2薬理学教室的存在でした。翌年には動物

実験施設長も兼任されるなど大学の基礎医学の振

興・大学院教育の発展にも尽力されました。

また先生は医学部同窓会の創設期から各委員会で

活躍されました。昭和47年には米津先生（1回生）

が同窓会会長に就任され、私は請われて副会長にな

りました。米津先生は鬼石病院長でしたが会務には

熱心でした。ワンダーフォーゲル部の学生から山小

屋建設の希望がだされ、その顧問でした病理の石田

陽一教授が米津会長と同期生でしたのでその検討委

員会は長い間継続審議となりました。一方同窓会に

山小屋という財産をもつための手段として創められ

たのが今日の群馬健康医学振興財団でした。会長の

任期は2期4年と明記されていますが米津先生は一

向にお辞めになる気配すらなく、6期目を阻止する

ための雰囲気を作ったのは先生と私でした。そして

昭和57年に先生が会長に就任、次いで私が61年か

ら会長でした。私の任期中には創立50周年記念事

業として同窓会館増改築を決めて努力しておりまし

たので長年の山小屋建設の夢は私の時に幕と致しま

した。また昭和63年4月4日には先生達2回生が卒業

記念に植樹されて母校のシンボル的存在に成長して

いた銀杏並木の4本が何の予告もないままに病院新

築工事のために伐採されてしまいました。あの時の

先生はかなり怒って施設部長室に駆け込んで伐採の

中止を訴えました。同窓会では早速に緑の基金募金

を同窓生にお願いしたのです。そして専門業者に依

頼して伐採予定の銀杏の木を所謂根回し作業の後に

校庭の西側に移植しました。残念ながら切り倒され

た無念の銀杏の樹は、当時の眼科清水弘一教授の提

案をいただいて群馬大学医学部をはじめ基礎・臨床

各教室の看板に生まれ変わりました。そして医学部

母校である群馬大学医学部を誰よりも愛し、開学

以来の歴史を知り尽くして生き字引的存在で居られ

た田所名誉教授が忽然と黄泉の国へ旅立たれまし

た。なんとも残念でなりません。

田所先生は昭和24年の卒業ですから全寮制であ

った養心寮に寝起きして軍隊生活さながらで、戦闘

帽に国民服の学生生活で苦労されたことをよく話し

ておられました。医専の二代目の校長さんは解剖学

の大先生の西成甫先生で群馬大学初代学長でもあり

ましたがエスぺランティストとしても有名で温厚な

先生でした。田所先生は西先生に強く感化されたよ

うで特にエスペラントに夢中になられ昭和30年頃

にはエスペラント部が大盛況でした。

前橋医専は4回生まで、前橋医大が3回生までで

私達が医学部の2回生として入学したときには医学

部の玄関に医専・医大・医学部の看板が3枚並んで

下がっておりました。古い木造の校舎や階段教室、

そして剣道・柔道・学会・ダンスパーティーなど、

何にでも使われた木造の大講堂を知る世代ですから

先生をより身近に感じるのかも知れません。先生は

剣道部で活躍され後に居合道を極めて5段でした。

先生の強い精神力や体力は剣道の賜物であったと想

像しておりました。

卒業は終戦後でしたからインターン制度が始まっ

ており、当時から難関と言われていた国立東京第一

病院の試験に合格して多分しごかれたことと思いま

す。東一は陸軍第一病院から戦後、厚生省の直轄の

病院としていち早くアメリカ医学・医療を取り入れ

ましたから検査室制度もどの大学病院よりも進んで

おりました。私も東一の研修組ですから此処でも先

生の後輩でした。先生は学生中から薬理学の柴田教

授の教室に入る約束で柴田先生の東京のお宅で自炊

生活を続けられてインターン修了後は大学へ戻られ

たことを先生の著書で拝見しました。

私の学部3年生の頃、医学部に大学院設置のため

に第2内科・第2外科・第2病理などの教室が誕生し

ましたが、研究室の明かりが夜も消えることがない

との研究熱心の噂から、後に自治医大の解剖学の教
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追　悼

元同窓会長　饗場　庄一（昭31卒）

田所作太郎先生の
ご逝去を悼む
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木工室の井上政造氏によって創作された銀杏の切り

株（直径67cm）の飾立の美しい年輪が同窓会館の

玄関を飾り、群馬大学医学部の歴史の一端を語って

いてくれます。この銀杏の樹の伐採事件が先生に

色々とご指導いただいた長いお付き合いの中で最も

思い出に残る事件でした。先生は大学を定年退職さ

れて名誉教授となられましたが更にその後は県立医

療短大の学長を6年勤められて平成14年には勲３等

旭日中緩賞に輝いた有能な先生でした。先生のご冥

福を祈念申し上げます。

同
窓
会
館
の
玄
関
を
飾
る

思
い
出
の
切
り
株

去る平成23年11月５日、６日に第28回群馬大学

医学祭が挙行されました。６日は生憎の雨となって

しまいましたが、前回を上回る数の方に訪れて頂き、

大変盛況のうちに終えることができました。

また、医学祭中に集まった東日本大震災義援金は

7,544円と２ユーロにのぼり、協賛金の10％と共に

日本赤十字社を通じて被災地に寄付させて頂く予定

です。

私見ではありますが、今回の医学祭で得られた大

きな成果として、公開医学セミナーと医学研究ポス

ター発表が挙げられると思います。公開医学セミナ

ーでは今回、本学臓器病態内科学教授の倉林正彦先

生に「動脈硬化を予防する」というテーマで講演し

て頂きました。私も拝聴したのですが、会場には予

想を上回る数の人が集まり、座席が足りなくなって

しまう程でした。

また、医学研究ポスター発表につきましては、前

回の医学祭での発表者が7名だったのですが、今回

は13名の学生が発表することになり、学生の研究

意識の高まりを非常に強く感じました。また、本学

OBの豊田守國先生からハンセン病に関する貴重な

資料をお借りし展示したり、群馬県赤十字血液セン

ターの方に献血に関するセミナーをして頂いたり、

数々の新しい試みがありました。

他にも多くの部活・サークルによる展示・発表や

模擬店など学園祭としてとても華やかなものになっ

たと感じました。

一方、運営面等で課題も見つかりましたので、近

日中に実行委員会で反省会を開き、次回以降の医学

祭がよりよいものになるよう努力していきたいと思

います。

最後になりましたが、このように成功裏に医学祭

を終えることが出来ましたのも、多くの先生方の多

大なる御支援、御協力のお陰であります。この場を

お借りして厚く御礼申し上げます。また、今後とも

御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

医学祭実行委員会委員長

宮坂　勇平（医学科４年）

医学祭報告 医学祭報告 

医学祭を終えて

部活・サークル対抗企画“早食い競争”
（保健学研究科西棟前）

倉林正彦教授による講演会「動脈硬化を予防する」
（保健学研究科新棟中講義室）



て参りました。

しかし、初めは純粋の卒業生が少なく、群馬大学

医学部附属病院医局に所属していた他校出身の医師

も含めて第一歩を踏み出しました。

純粋の卒業生が多くなり、気運も昇り、平成４年、

25年卒斎藤弘一先生、佐藤昭三先生。26年卒 高橋

徳光先生（故人）が発起人となり、31回卒の奈良が幹

事をおおせつかり、準備会を開き、平成４年（1992

年）１月17日（水）午後９時、吉岡町角藤で第１回

総会を開きました。この日は会として忘れることの

できない記念すべき日であります。

斎藤弘一先生渋川支部長に就任され、饗場同窓会

会長（31年卒）を支部総会に招き同窓会の現況に

ついて話をしていただきました。以来、毎年10月

に総会を開き、会員100名の結束と融和を図ってい

ます。先生は同窓会活動の中心になってすでに10

年になります。

斎藤弘一先生は県下の各地区医師会に強固な支部

をつくることが同窓会発展の基盤であることを常に

提唱しています。又、渋川北群馬学校保健会会長を

長くつとめられております。

以上の如く、刀城会活動の先駆者であり渋川地区

医師会活動の貢献を認め推薦致します。

（渋川支部　副支部長　奈良　純夫（昭31卒））

生年月日：大正15年９月29日

住　　所：渋川市金井932-4

学　　歴：昭和25年３月前橋医学専門学校卒業

【略歴】

昭和26年　群馬大学第1病理学教室

昭和28年　群馬大学薬理学教室（医学博士）

昭和32年　前橋赤十字病院外科勤務（12年）（外科

部長）

昭和44年　渋川市内にて開院

現在に至る

【医学会活動】

・平成4年同窓会渋川支部創立

会長に就任以来支部同窓生の結束と融和に努力す。

・渋川・北群馬学校保健会々長として10年勤め、日

本医師会長より感謝状（平成20年）

・渋川市長より保健衛生功労賞

・県学校保健会長奨励賞（昭和62年）

・北群馬・渋川地区学校保健会長賞（平成11年）

・警察医　県警本部長より感謝状

・学校医　青翠高校創立より35年校医を勤める。

・産業医　制度設立時より勤務

【投稿】

県医師会報へ“私の趣味シリーズ”として33篇投

稿

【推薦理由】

群馬大学医学部同窓会（刀城会）は今年で59年目

になります。

群馬県下には14の地区医師会がありますが、その

中で活動している支部はあまり多くありません。そ

の中で刀城会渋川支部は略々毎年総会を開き活動し
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生年月日：昭和２年11月６日

住　　所：群馬県桐生市本町三丁目２番28号

学　　歴：昭和25年３月官立前橋医学専門学校卒業

【略歴】

昭和26年６月　群馬大学第一外科教室入局

昭和27年２月　医師免許証交付

斎藤　弘一　先生（昭25卒）

村岡　正治　先生（昭25卒）

後列左から：梅枝定則先生、黛　卓爾先生

前列左から：八木秀明先生、村岡正治先生、梶原信夫先生

地域医療貢献賞受賞おめでとうございます 地域医療貢献賞受賞おめでとうございます 地域医療貢献賞受賞おめでとうございます 地域医療貢献賞受賞おめでとうございます 
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生年月日：昭和３年８月22日

梶原　信夫　先生（昭28卒）

（医籍登録第142480号）

昭和31年４月　群馬大学草津分院外科勤務

昭和32年３月　同職退職

昭和33年６月　群馬大学第一外科教室退局

昭和33年６月　沼田市利根外科病院勤務

昭和40年２月　現住所にて開業

昭和50年４月　桐生市医師会理事就任

昭和60年３月　同上退職

平成元年４月 桐生市医師会理事就任

平成５年３月 同上退職

平成５年４月 桐生市医師会副会長就任

平成９年３月 同上退職

平成９年４月 桐生市医師会長就任

平成19年３月　同上退職

【表彰歴】

平成３年11月27日　

群馬県学校保健会長表彰　奨励賞

平成５年11月10日　

保健事業推進功労知事表彰　結核予防

平成６年６月28日　桐生市教育委員会　永年勤続

平成６年11月　　　

群馬県学校保健会長表彰　功労賞

平成10年５月25日　

国民健康保険法施行60周年記念知事表彰

平成11年11月25日　

群馬県教育委員会長表彰　功労賞

平成12年11月14日　

群馬県健康づくり財団　健康づくり功労者表彰

平成13年11月８日　

文部科学大臣表彰　学校保健功労

平成14年５月17日　群馬県総合表彰 保健医療功労

平成14年10月１日　

群馬労働局長表彰　産業衛生功労

平成15年６月25日　桐生市学校保健会　特別表彰

平成17年11月８日　

群馬県功労者表彰　保健衛生功労

平成20年４月29日　旭日双光章　保健衛生功労

【推薦理由】

①医師となり、以後59年間にわたり大学あるいは地

域の医療に貢献した。

②桐生地域に医院を開き、地区の医療に貢献した。

③桐生市医師会の理事、副会長、会長を歴任し、地

域の医療を指導し、その充実と発展に活躍した。

（桐生支部長　　町田　裕一（昭37卒））

（桐生支部会員　大澤　英夫（昭52卒））

住　　所：東京都墨田区墨田４-11-２-1208

学　　歴：昭和28年３月前橋医科大学卒業

【職歴　地域医療（医師会活動を含めて）】

昭和29年４月 前橋医科大学衛生学教室大学院研究

科在籍と同時に、日本赤十字中央本院（現日赤医

療センター）外科に入局。

昭和34年　　　父逝去のため、第５代院長として現

梶原病院を継承。

昭和43年以降　墨田区医師会理事・副会長・会長を

歴任。

昭和47年　　　東京都医師会労災・自賠責保険委員

会委員・委員長。平成22年まで関与。この間15年

余りに亘り日本医師会代議員。

また院長就任とほぼ同時に墨田区立小学校学校医、

更に現在も保育園顧問医として学童・児童保健衛

生に貢献。

【推薦理由】

梶原信夫先生が伝統のある地域密着型医療機関と

して、永年地元住民に信頼され親しまれてきた病院

を、御尊父の急逝により、第五代院長として継承さ

れたのは半世紀以前のことでした。

以来外科医として中心的に多忙な日常診療を継続

されるのみならず、職歴にありますように、地区医

師会活動に貢献されるとともに、東京都医師会更に

日本医師会役員として活躍されました。

また、地域小学校学校医を、現在も保育園顧問医

を引き受けられ、医療だけでなく、学童・児童の保

健衛生の面にも尽力を続けて居られます。

（東京支部会長　相川　英三（昭39卒））

（総務担当　　　小原甲一郎（昭39卒））

八木　秀明　先生（昭30卒）

生年月日：昭和６年３月14日

住　　所：群馬県前橋市千代田町一丁目二番二号

学　　歴：昭和30年３月12日群馬大学医学部卒業

【職歴　地域医療（医師会活動を含めて）】

昭和31年６月より34年３月まで

東京慈恵医科大学組織学教室入局

昭和34年４月より37年３月まで

群馬大学第一内科学教室入局

昭和37年４月１日　八木内科医院開業

昭和38年４月１日から

市立桂萱小学校校医（平成４年３月31日まで）

昭和48年４月１日　

前橋市医師会理事、市学校保健委員会理事

昭和50年４月１日 群馬県学校保健会医学部会役員

昭和56年４月１日　群馬県公衆保健協会理事

昭和56年６月１日　
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生年月日：昭和17年３月16日

住　　所：邑楽郡大泉町坂田988-２

学　　歴：昭和42年３月群馬大学医学部卒業

【略歴】

昭和44年４月　群馬大学医学部泌尿器科入局

昭和50年４月～昭和60年11月　

社会保険診療報酬支払基金審査委員

昭和58年４月１日　

前橋市老人ホーム入所判定委員会委員

昭和58年４月１日　前橋市公害対策審議会委員

昭和58年５月22日　前橋市労働教育委員会委員

昭和60年２月１日　

群馬県前橋保健所老人保健連絡協議会委員

平成元年４月１日　前橋市医師会会長

〃　　　　医師会立准看護婦学校校長

〃　　　　医師会立高等看護学院学院長

〃　　　　群馬メディカルセンター副理事長

〃　　　　群馬県健康づくり財団理事

平成元年５月23日 群馬県医師信用組合監事

平成４年４月１日　県立勢多農林高校学校医

平成13年３月31日

前橋市医師会会長退任（同時に諸委員会理事・委

員を退任）

平成13年４月１日より八木内科医院院長として地域

医療に専心され現在に至る

【推薦理由】

・地域医療に関して：昭和37年４月八木内科医院を

開業。

以来50年近くに亘って地域住民の健康維持・増

進を図り、住民に密着した献身的医療を実践され

てきた。

・学校医として：小学校医として28年間、高校校医

として14年間、児童・生徒及び教職員の健康管理・

指導、学校保健活動に多大な功績を残された。

・医師会活動として：平成元年から13年まで前橋市　

医師会会長、准看護婦学校長、高等看護学院長、

夜間急病診療所長として医師会活動を通して医師

会員の医療技術、倫理感の向上に努め、地域住民

に対する救急医療の整備・発展に、看護師の養成

に、住民及び事業所職員の健診態勢の充実に、更

には住宅医療の推進に多大な貢献をされた。又、

ご自身、群馬大学医学部非常勤講師として医学生

の指導にあたられた。

上記の如く地域医療全般に幅広く貢献された八木

秀明先生を推薦いたします。

（前橋支部長　大竹　誼長（昭36卒））

群馬県立がんセンター勤務

昭和60年11月　黛泌尿器科内科医院開設

【役職（医師会、同門会、市町関係等）】

館林市邑楽郡医師会監事　

平成５年４月～平成11年３月

館林市邑楽郡医師会理事　

平成11年４月～平成19年３月

群馬大学医学部泌尿器科学教室同門会会長　

平成20年４月～

大泉町健康作り推進協議会委員　

平成11年６月～平成21年５月

大泉町健康作り推進協議会会長　

平成13年６月～平成21年５月

大泉町介護保険運営協議会委員、会長　

平成12年９月～平成15年９月

大泉町国民健康保険運営協議会委員　

平成11年６月～平成19年５月

【学校医・産業医】

大泉町立西小学校校医　昭和61年４月～

イシノ療護園嘱託医　平成２年４月～

大泉町内の５つの会社の産業医　昭和61年４月～

【地域医療活動】

昭和56年、太田市他５町で前立腺癌集団検診体制

を確立する研究に参加。検診は現在、市町村が主体

となる検診体制として全国に広がっている。

【推薦理由】

先生は大学、県立がんセンターを通して深く専門

技術を積まれ、更に地域医療の実践に尽力され数々

の業績を残されております。このことは川島康宏先

生の推薦文で明らかでありますが、私からは当同窓

会刀城クラブ、及び当クラブ太田館林支部における

並々ならぬご努力の成果を表彰の第一義としたいと

考えます。当支部は昭和40年に設立され、その時

より先生は事務局として事務一般の業務を率先して

こなし、その上刀城クラブ同窓会太田館林支部会報

を絶やすことなく発刊仕続けたのであります。最近

号は平成22年７月５日（第37回総会号）で各号で

当支部の活動状況や、会員の情報を詳細に伝えてお

ります。このような単一支部で会報を発刊している

支部は他に類を見ないものであろうと推察しており

ます。当支部としては先生の同窓会への熱意とご貢

献に是非とも報いたいと、この機に表彰の栄誉を賜

らんことを念願するものであります。

（太田・館林支部長　成田　忠雄（昭36卒））

【推薦理由】

黛　卓爾先生は群馬大学医学部を卒業後、泌尿器

科学教室に入局し、群馬県立がんセンター勤務を経

て、大泉町に黛泌尿器科内科医院を開業されました。

黛　　卓爾　先生（昭42卒）
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生年月日：昭和20年５月８日

住　　所：前橋市富士見町原之郷696

学　　歴：昭和46年群馬大学医学部卒業

【職歴　地域医療（医師会活動を含めて）】

昭和60年10月12日　梅枝内科医院開業

昭和58年４月～平成13年３月　

富士見中学校校医

平成13年４月～平成19年３月　

勢多郡医師会会長

平成19年４月～前橋市医師会顧問

平成21年６月～群馬県医師会代議員会副議長

【推薦理由】

梅枝先生は昭和60年に勢多郡医師会に入会され開業。

それ以前より、富士見中学校校医として学校保健

に貢献。

平成13年４月から平成19年３月までの間、勢多

郡医師会長として、地域医療発展の為、御尽力され

た。

平成19年の前橋市医師会と勢多郡医師との合併

を推進しこれを順調に成し遂げたことは地域医療貢

献賞に価すると思量す。

平成19年４月からは前橋市医師会顧問、平成21

年６月からは群馬県医師会代議員会副議長として活

躍されている。

（同窓会役員　猿木　和久（昭53卒））

梅枝　定則　先生（昭46卒）

多くの患者さんの診療に従事するとともに在宅医療

や学校保健、産業保健など幅広い分野で地域に貢献

されています。同僚の医師からの信頼も厚く、平成

５年より14年間館林市邑楽郡医師会監事、理事を

歴任。平成９年の館林市邑楽郡医師会館新築移転に

際しては、建設準備委員として先頭に立ち活動され

ました。また、産業衛生担当理事として、特に小規

模事業所における産業医活動（東毛館林邑楽地域産

業保健センター）に目を向け、過重労働やメンタル

ヘルス対策に取り組まれました。地域の医師不足の

中、平成14年より館林夜間急病診療所での診療に

率先して参加し活躍されています。

（館林市邑楽郡医師会長　川島　康宏（昭53卒））

【推薦理由】

このたび縁あって、黛先生を地域医療貢献賞に推

薦いたしたいと存じます。黛先生は、昭和44年に

群大泌尿器科（志田教授）に入局しています。私が

62年入局でありますから、18年上の大先輩であり

ます。私が開業を志し、色々迷っている時に先輩の

紹介で、黛泌尿器科内科医院（昭和60年開業）で

平成13年～17年まで勤務させていただきました。

昔は酒の席で医局の先輩と大喧嘩をしていたと噂を

聞いていました。それまで直接お目にかかった事が

なかったので、最初は緊張していました。しかし、

実際に働かせていただくと、整理された書庫やカル

テなど大変キチンとされている方でした。また、診

察机の上に患者さんから送られたと思われる柔和な

似顔絵が置かれており、そのことがまさに地域の

人々の信頼を物語っていました。また我々スタッフ

にも包容力をもって、接してくれました。一方先生

は町の健康作り推進協議会、介護保険運営協議会、

国民健康保険運営協議会の委員や会長を務めてきて

おります。また、大泉町立西小学校校医、イシノ療

護園嘱託医、民間５社の産業医と地域に貢献してき

ております。専門の泌尿器科関係では、平成20年

４月からは、群大泌尿器学教室同門会会長の役職で

あられます。

県立がんセンター勤務時代の昭和56年には、太

田市他５町の前立腺集団検診体制を確立する研究に

参加されました。大学や病院から医師が出かけて検

診を提供するスタイルでなく、行政主体の前立腺が

ん検診を確立されたのでした。老人クラブや保健師

さんの会に積極的に働きかけたと聞いております。

またその研究のなかで、がん登録の重要性にいち早

く気づき、厚生省の前立腺班会議で提案し、班長の

垣添忠生先生に大きな賛同を得ております。現在で

は行政主体の前立腺がん検診は全国に広がっており

ます。また当県の前立腺がん登録は群大泌尿器科で

管理され、前立腺がん研究の大きな成果が出ていま

す。さらに健診の結果としての疫学データから、地

域医療における高血圧症対策の必要性を感じ自院で

これまで実践されてこられました。また、私が先生

の医院に務める前の年にすでに糖尿病患者さんの将

来の爆発的増加を予見し、盛んに糖尿病の勉強をし

て来いと励ましてくれました。これがきっかけで私

の糖尿病中心の開業を導いてくれました。最後にな

りましたが、先生の医師としての姿勢をあらわすエ

ピソードを紹介いたします。黛泌尿器科内科医院の

看護師長さんは、元々県立がんセンターで黛先生と

一緒に働いていました。どうして先生についてこら

れたのですかと尋ねたことがあります。「先生は末

期がんの患者さんが医師の対応が必要になった時、

夜中でも遠くの自宅からいつも駆け付けてくれる一

番の先生でした」と答えてくれました。これが黛医

院の現在の在宅医療に繋がっていることは、言うま

でもありません。このように先生はまさに地域医療

貢献賞にふさわしいと思い、強く推薦いたします。

（太田市医師会　川田　敏夫（昭62卒））
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平成23年10月15日大宮銀座アスターにて、群馬

大学より竹吉泉教授をお招きし、第５回埼玉支部総

会が開催されました。参加者は30名でしたが、重

鎮、中堅、若手のバランスのとれた構成となりまし

た。まず、恒例の饗場庄一会長（昭31）の挨拶で

すが、いつもながら若々しくエネルギッシュで、敬

服の至りです。竹吉教授の講演は外科医不足に関す

平成23年７月22日、沖縄県那覇市ロワジールホ

テルにおいて沖縄県支部同窓会が開催された。久し

ぶりの開催にもかかわらず県内在住会員40人中22

人の参加があった。

今回は新規に大浜悦子先生（昭47卒）と沖縄県

る話題でしたが、身近なテーマであったため、活発

な質疑応答が行われました。外科医を増やすべく

様々な努力をしていることが判り、努力が結実する

ことを願うばかりです。懇親会は、東靖宏先生（昭

39）の乾杯の音頭で始まりました。参加者の多く

は初対面にもかかわらず、自然と打ち解けて、和や

かな雰囲気で進行しました。この辺が同窓のいいと

ころです。当初、参加者全員にご発言をお願いする

予定でしたが、会員の親睦が深まったことに加え、

幹事の酔いが進んだ影響で、進行がバタバタとなり、

有志のみのご発言となってしまいました。最初は藤

田達士名誉教授の登場ですが、頭脳明晰でまたダン

立中部病院研修医の舟越　優先生（平23卒）、柴田

綾子先生（平23卒）の出席があり、女性会員が一

挙に３人（含、多和田ひろみ先生）に増え宴に華が

添えられた。会は屋良澄夫先生（昭33卒）の乾杯

の音頭で開催された。続いて懸案の役員人事が討議

され、病気療養中の宮良当益現支部会長（昭41卒）

に代わり、金城忠雄先生（昭44卒）が新会長に互

選された。幹事は新川（昭53卒）が留任となった。

宴も一段落ついたところで、恒例の各会員による

近況報告があり会はいよいよ盛り上がった。記念写

真撮影後、金城新会長より次回開催の約束の挨拶が

あり会が締めくくられた。

群馬大学医学部刀城クラブ会報 第223号平成23年12月15日

平成23年 群馬大学医学部
沖縄県支部同窓会報告

新川　唯彦（昭53卒)

第５回埼玉支部
同窓会報告

宮坂　牧宏（昭57卒)

支　部　だ　よ　り 支　部　だ　よ　り 

写真は、後列左から　舟越　優、玉城　修、渡邊　孝、玉那覇康一郎、新川唯彦、多和田健、国吉和秀、大城　隆
中列左から　石内勝吾、上里　博、久高弘志、新垣義孝、安里　洋、大浜悦子、多和田ひろみ、柴田綾子
前列左から　大浜長照、金城忠雄、松岡政起、屋良澄夫、金城　毅、山根邦夫

沖縄県支部同窓会（平成23年７月22日　那覇市ロワジールホテル）
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ディーな装いは在職当時からお変わりありません。

お話を伺っているうちに自然と学生時代に戻り、酔

いが醒めていくから不思議です。以下、清水庸夫

（昭46）、家冨克之（昭53）、山梨美紀夫（昭52）、

紅一点の今城純子（昭57）、若手から黒住献（平19）、

などの諸先生から近況、研究、苦労話などが披露さ

れ大いに盛り上がりました。最後に幹事からご挨拶

をさせていただきましたが、全く締まらないままに、

散会となってしまいました。しかし、なんとか無事

に大役を果たすことができました。講演会座長担当

の安藤昭彦（昭53）、会計及び写真撮影担当の川島

吉之（昭59）、両先生に厚く御礼申し上げます。来

年も開催する予定ですので、多数のご参加をお待ち

しています。

（追記）会が無事に終わったので、同級生を誘って

さらに数件ハシゴしてしまいました。その同級生と

は竹吉泉（昭57）です。これも同窓会のいいとこ

ろですね。

埼玉支部同窓会（平成23年10月15日　大宮銀座アスター）

同窓会における主な活動方針である「支部活動の充実」及び「学術集会支援」が年々活発に行われて

おります。

同窓会として、これらの活動に支援を行ってきておりますが、平成23年６月20日開催の財務委員会

における予算審議の際「活動方針に則り増加する活動に支援を続ければ、同窓会の財政基盤が脆弱とな

る。」との提言があり、同年６月23日・10月20日開催の役員会で審議した結果、財政基盤強化のため会

員の皆様に協賛金をお願いし、皆様からいただきました協賛金は「支部活動の充実支援」・「学術集会

補助金支援」及び「刀城クラブ創設60周年記念事業支援」に充当することが了承されました。

協賛金は、１口１万円以上（振り込み手数料を含む）にてご協力をお願い申し上げます。

同封の振込票によりお振り込みくださるようお願いいたします。

なお、同窓会・刀城クラブは任意団体のため、協賛金を納入される先生方に対する法人税控除が適用

されないことを申し添えます。

＊同封の振込票に依らず他の金融機関から振り込まれる口座番号

店　　名　　〇一九（ゼロ　イチ　キュウ）

店　　番　　０１９

預金種目　　当　座

口座番号　　０２６３５３７

口座名称　　医学部同窓会・刀城クラブ財政基盤強化係

（イガクブドウソウカイ・トウジョウクラブザイセイキバンキョウカカカリ）

同窓会財政基盤強化のご協力について（お願い）
医学部同窓会・刀城クラブ財務委員会　委員長 梅　枝　定　則
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平成23年７月９日（土）に昭和58年卒のクラス

会が開かれました。我々のクラス会は、３年ごとに

開催しておりますが、今年４月に山崎恒夫先生が群

馬大学大学院保健学研究科リハビリテーション学の

教授に就任、また、５月には加藤真吾先生が埼玉医

科大学国際医療センター放射線腫瘍科の教授に就任

といううれしいニュースが飛び込んできました。次

平成23年５月28日に、わがクラスとしては４回

目となるクラス会を高崎市のホテルメトロポリタン

で開催しました。当日は、季節外れの台風が関東地

方に接近していましたが、32名の出席がありまし

た。今回は、高橋健夫君が、埼玉医大総合医療セン

ター放射線腫瘍科教授に、渡邉直行君が、群馬県立

県民健康科学大学教授に就任したお祝いも兼ねて行

いました。日下君の乾杯で会が始まりました。恒例

の近況報告では、日々の診療の難しさや、病院内や

医師会などでの役職も増え、診療以外での苦労話な

ども多く聞かれました。また、群馬大学や他大学で

勤務する人たちからは、現在の医学生気質や医師国

家試験の合格率なども含め、医学教育に対する苦労

や苦言なども聞かれ、それぞれが第一線で活躍して

いる印象でした。その後の懇親会の中では、老眼の

回幹事の山田正信先生が祝賀会をかねて、「58卒の

集い」と称して、クラス会を企画してくれました。

当日、会場の前橋のRyoutei一楽には、山崎恒夫

先生、加藤真吾先生をはじめ、浅尾（以下敬称略し

ます）、荒川、楮本、金井剛、金井裕子、川島、猿

木、大門、高田、高橋修、竹原、谷口、田端、田村、

辻、手塚、中村、南雲、西野、野口、服部徳昭、福

島、藤本、本庄滋一郎、蒔田、増田、山口、山崎雅

夫、山田正信、吉永、若松の計33名が集まりました。

幹事の山田正信先生の司会で会は始まり、クラス

幹事の蒔田先生の乾杯でクラス会は四半世紀以前に

戻ったかの様な雰囲気となりました。しばらく、歓

ため、遠近両用メガネを作ったとか、作ろうと思っ

ているなどの話で盛り上がり、つい先日卒業したば

かりと思っていましたが、23年の歳月が流れてい

ることを改めて実感しました。高橋君の講演会では

放射線科のみならず病院でのさまざまな役割やそれ

に関する仕事について、多くの群大放射線科出身者

が全国で教授として活躍中といった話もあり同窓生

として誇りに思いました。渡邉君は、しばらくジュ

ネーブのIAEAで仕事をしていた時の話をきれいな

スライドを交えて披露してくれ大変興味深く拝聴し

ました。２名には女性陣から花束と記念品の贈呈が

ありました。記念撮影のあと、２次会も行い遅くま

で思い出話に花を咲かせました。翌日のゴルフは台

風の影響で残念ながら中止となってしまいました。

今回のクラス会も、岡本栄一君が企画から連絡、さ

まざまな手配までおこなってくれました。毎回のこ

とながら、もう一人のクラス幹事として大変感謝し

ます。次回のクラス会は未定ですが、今回のクラス

会後に、対馬義人君が、群大の核医学科の教授に就

任されたという連絡もあり、お祝いを兼ねて開催さ

れることと思います。

昭和63年卒クラス会（平成23年５月28日　ホテルメトロポリタン高崎）

昭和63年卒　
第４回クラス会を開催して

伊藤　郁朗（昭63卒)

「58卒の集い」のご報告

竹原　　健（昭58卒)

クラス会だより クラス会だより  
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談が続いた後に、当日の参加者がそれぞれ、山崎恒

夫先生、加藤真吾先生への祝辞とともに各自の近況

報告をしました。今年は３月11日に東日本大震災

が起こりましたが、平成７年の阪神大震災のときと

は違って、今回の参加者はもとより、58卒の仲間

は幸いに大きな被害には遭わないですんだようで

す。また、我々の学年も卒後28年目を迎えて、今

後の人生の生き方について「社会貢献をするか」、

あるいは「快楽を求め生きるか」、その両立できれ

ば…などの話もあり、皆がいろいろ考えながら語り

合いました。そして、最後に加藤真吾先生、山崎恒

夫先生から就任のあいさつと今後の抱負、クラス会

への御礼が述べられました。

次回幹事の山田正信先生から：また、来年の11

月伊香保「森秋」でお会いして語りあいましょう!!

それまで、健康にはくれぐれも留意し、お元気で!!

昭和58年卒クラス会（平成23年７月９日　前橋市Ryoutei一楽）

31会はシンプルに、昭和31年卒のクラス会で、

卒業時総員48人（内19名の方が亡くなられました）

の会です。

開催は不定期で、ここ数年開催はありませんでし

たが、今年以下のスケジュールで開催することにな

りました。

９月10日　帝国ホテルに宿泊

後列左より　阿部夫人、栗原夫人、齋藤夫人、渡辺のり子、小林璋好、齋藤三朗、長江大、高橋統一、高橋夫人、長江夫人
前列左より　吉野豊明、阿部照雄、饗場庄一、栗原憲雄、佐藤昭一、深井登起子、山路達雄

昭和31年卒クラス会（平成23年９月10・11日　帝国ホテル「レ・セゾン」）

『31会』を開きました

長江　　大（昭31卒)
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８月27日に東京、ホテルニューオータニで昭和

51年卒の同窓会を行いました。約20名が出席しま

した。今年は卒後35年、現役であればちょうど還

暦になることからまあちょうど良いかとの発想でし

た。これ以上遅くなると出席できなくなる人が続出

しても困ります。前回は10年前に同じニューオー

タニでおこない、その前は伊香保で行っています。

群馬にいるものは次第に少なくなり、東京で行った

ほうが参加者が多いのではと考えた次第です。不思

議なもので、あった瞬間は全く誰かわからなかった

ものが、しばらくするとしっかり昔の顔と重なって

きます。最近の話題、また学生時代には知らなかっ

た事実をはじめて知らされるのも衝撃的でした。い

くつかの話題を紹介します。

以前は形成外科だったＳ先生は、へき地医療をめ

ざし、現在は千葉県で勤務中ですが、転職を考えて

いる当時、岩手の診療所も勤務候補地だったとのこ

とでした。今回の震災後その地を訪れると、診療所

は跡形もなかったとのことです。Ｓ先生も助からな

かったかもしれません。運命はわからないものです。

趣味に目覚めているものも多いようです。最近に

なりスキューバダイビングにはまっているもの、学

生時代からのグライダーを極めている人、落語を人

生の中心に添える人さまざまです。まったく、うら

やましい限りです。

今回も２次会までほとんどの人が出席し盛り上が

りました。そんな中、次回は５年後との話もありま

したが、５年は持たない、３年後程度でないとの話

もあり、そんな形になるかもしれません。今回は大

震災の影響で学会がずれ込んでいたこともあり出席

できなかった人も多かったかと思います。この同窓

会誌を見て次回は参加したいと思ってもらえればと

思っています。そんな同窓会誌に記事を書く機会を

与えていただき、（おそらくは福田先生のお力かと

も思いますが、）感謝いたします。参加してくださ

った方、ありがとうございました。次回もよろしく

お願いします。

昭和51年同窓会に参加して

田代　雅彦（昭51卒)

昭和51年卒クラス会（平成23年８月27日　ホテルニューオータニ）

同ホテルメインダイニングの「レ・セゾン」

個室でゆっくり食事会

９月11日　品川の船宿「三河屋」から天ぷら

屋形舟を仕立て、江戸下町情緒を味わう

今回の31会案内状には、“メンバーが年をとり、

今回が最後の31会になるかも知れません…”と記

しましたが、お集まりになった方々は、そんな文言

が全く当てはまらない程溌刺とされ、現役で活躍さ

れている方も多くいらっしゃいました。皆、学生時

代からの変わらぬ人柄のまま、昔話や近況報告など

を語り合いました。いろいろな話題で、本当に懐か

しい、楽しい会になりました。

そして今回の31会には、しばらく欠席が続いて

いた佐藤さんが参加され、さらに来年９月９日谷川

温泉で、31会を引き継いで開催して頂けることに

決まりました。

会員出席12名、奥様方の出席も大歓迎なので、

計17名の参加となりました。
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平成23年10月９日日曜日の午後６時より平成７

年卒、平成元年入学の同窓会がホテルメトロポリタ

ン高崎で開かれました。はじめに同窓会企画までの

経緯をお話します。平成22年６月に行木君、黒崎

君を中心に同窓会開催のためのメーリングリストを

作成、１ヶ月で約半数の同級生が登録、１年後の６

月になり岸（旧性設楽）さん、石川君らの高崎開催

の提案により年内開催が一気に進展、１ヶ月前の９

月に行木君から産休中の三梨さん、私が幹事として

任命され、岸さん、小和瀬（旧姓川合）さん、宮嶋

君が加わり幹事団が結成されました。すぐに同級生

の連絡先の捜索開始、女性陣の驚異的な捜索により、

ほぼ１週間で９割以上の連絡先が判明。同級生の協

力もあり、最終的にほぼ全員の出欠確認が可能とな

りました。驚異的につながりの強い学年であると実

感しました。

さて、同窓会当日は出席者50名プラスお子さん

たち、合計60数名ということでにぎやかな会にな

りました。独協医大准教授の山口君の発声で乾杯、

しばし歓談の後近況報告がありました。時間の関係

で、遠方からの参加者のみでしたが、最後はなんと

言っても前応援団長の福地君の長ラン姿が圧巻でし

た。この日のために新調してくれたそうです。団長

の呼びかけにより壇上にあがった元応援団のメンバ

ーと共に「山脈さやかに」を披露しくれました。筑

波大学准教授の石川君の締めの挨拶の時に、平成

14年に急逝した飯野君に黙とうをささげ、お開き

となりました。その後40人近くが二手に分かれて

二次会に流れ、ここでも話に花が咲きました。最後

は有志数名が深夜まで３次会を楽しんでいたようで

す。宮嶋君の計らいで、同窓会の写真を掲載したウ

ェブ上のアルバムが翌日作成されました。

大盛況だった群馬での第一回、次回は東京近辺で

の開催になりそうです。今回は残念ながら参加でき

なかった行木君、黒崎君、弓削君、次回の同窓会企

画よろしくお願いします。

平成７年卒同窓会報告

山h 勇一（平７卒)

平成７年卒クラス会（平成23年10月９日　ホテルメトロポリタン高崎）
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今年は、千葉県が当番で、今年９月24日・25日

に帝国ホテルを会場として、開催いたしました。出

席者は、クラスメート29名、その奥さん６名の35

名でした。

９月24日の会は、宴会場“舞”の間で６時から

始まりました。人数を考え、一人３分という条件で

最近の状況、思う処を全員が話し、マイクが回るよ

う企画いたしました。ただしその時間では、個々の

胸の内は吐露出来ないものと考え、前もって原稿を

募り、過去や最近の各人が伝えたいことを書いても

らい、文集にして当日会場で配布いたしました。会

は和気藹々の中で進んでゆきました。会場や、料理

や飲み物に対して、参加者が喜んでくれているとの

話も入り、幹事一同嬉しく思いました。

会の途中で、「突然ですが“花の三八会ニュース”

です。」とサプライズ・アナウンスを行い、幹事の

独断と偏見により６名のクラスメートに壇上に上が

ってもらいました。そこでおおよそつぎのようなこ

とを述べて、表彰いたしました。①石崎高志君：臨

床薬理の途に進み、多数の業績を上げ、我がクラス

の誇りです。②江原洋一君：医療や介護の分野で地

域医療に多大の貢献をし、長妻厚生大臣、大澤群馬

県知事等から表彰され、クラスメートとして嬉しい

かぎりです。③松崎茂君：生化学の教授として業績

を多々上げ、後進を育て、また“がんの学会”を立

ち上げ、現在も活躍中です。④伏谷靖君：青森県八

戸市で３・11の災禍の渦中で、直後から現在に至る

まで、献身的に活躍をしている苦労を皆で称えます。

⑤八木原嘉幸君：３・11の災禍の被災地岩手県宮古

市の病院で、懸命な医療の貢献を続けている御苦労

を皆で称えます。⑥上地弘二君：そのアンチエイジ

ングパワーは、我々クラスの者を驚かすに十分です。

毎週東京での歌曲の修練を欠かさず、カンツオーネ

の歌唱力の迫力！衰えない求道努力に脱帽です。

その後、さらに、名スピーチが続きました。最後

の演者の後、会場を出て、皆で記念撮影をいたしま

した。再び会場に戻りましたが、吉田君が何時の間

にか、壇上に上がり、認知症や循環治療薬等に対し

ての熱心な質疑応答の展開となりました。昔ながら

の知識の深淵さに感嘆し、この会がグッドドクター

の集まりであることを誇りに思いました。

こうして瞬く間に時が過ぎ、９時となり、会の終

宴となりました。

昭和38年卒クラス会（平成23年９月24日・25日　帝国ホテル）

昭和38年卒クラス会

鈴木　　斌（昭38卒)
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48年卒のクラス会が、平成23年10月９日に名古

屋で行われました。幹事は名古屋に移って32年経

ちました、田中英雄です。

群馬大学を卒業してから38年、懐かしい仲間と

会えました。出席者は６名、夫人３名、合計９名で

した。

常連の久保田一雄君夫婦、井上洋君、伊藤清吾君、

久高弘志君、野口哲郎君夫婦と、私達田中英雄夫婦

です。

定刻５分前には全員集合し、私幹事が簡単な挨拶

をし終わると、みなさん一気に飲み、おいしい日本

料理とひつまぶしを食べまくり、あっという間に２

～３時間経ってしまいました。みんなしゃべりまく

り飲みまくり、幹事の私が司会をする必要もなく、

楽しい時間が過ぎました。60歳を過ぎ、クラス皆

が円熟した境地になり、本当に楽しい食事会でした。

私達ゴルフ組は、９日は愛知カントリークラブ、

10日は名古屋ゴルフクラブ和合コース（日本女子

オープンを終えたばかりの難コース）で、ゴルフを

楽しみました。ゴルフ組以外の仲間の世話が足りな

くて、すみませんでした。名古屋の良さが分かって

もらえれば幸いです。

来年、前橋での再会を楽しみにしています。

昭和48年卒クラス会報告

田中　英雄（昭48卒)

後列左より、田中英雄、伊藤清吾、井上洋、久保田一雄、田中夫人
前列左より、久保田夫人、久高弘志、野口哲郎、野口夫人

昭和48年卒クラス会（平成23年10月９日）

二次会は17階の夜景の素敵な“アクア”で、30

名ほどの参加者を得て行いました。ホテル宿泊者は

29名でした。

翌９月25日９：30PMは、ロビーに集まり、相田

みつを美術館まで歩いて行きました。野田総理の

“ドジョウ”発言がきいて、入館者が以前より多く、

溢れていました。

再びホテルへ戻り、レストラン“ラ　ブラスリー”

で昼食会し、楽しい会話の一刻を過ごしました。

来年は、大学の地元・前橋での会が決まり、再会

を期して散会いたしました。

とても充実した同窓会でした。
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女性医師シリーズ　 34

私は、医学部２回卒今年79歳、まだ現役の開

業医です。去る９月10日に最後のクラス会があ

り、49名中12人の参加者で大いに盛り上がりま

した。女性は２名。私のほか豊橋で眼科病院経営

の渡辺のり子さん。昔話に花が咲いていた時、

17回同窓会長の餐場庄一氏に原稿依頼されてし

まった次第です。

私たちのクラスは49名中、女子学生５名で前

後の学年で最も多く皆それぞれ個性的で楽しい学

生生活でした。唯一困ったのは女性用トイレがな

かったことで現在では信じられないことです。卒

業後、東京逓信病院でインターンをして群馬へ帰

り、大学院生として小児科に入局しました。大学

院は各科１名の定員でしたが、高橋統一さんと２

名許され、この頃からラッキーなことが続き、翌

年２年先輩の主人（病理学）と結婚し４年後卒業

論文で学位を頂きました。

この年昭和36年に長女を出産、何とつわりの時

期には実家で論文執筆という破格の待遇を頂きま

した。昔から群馬県は女性に優しいのです。「空

風に何とやら」は女性に生活力、つまり繭から生

糸をとる現金収入があったからです。子育ては父

ちゃんの仕事でした。法医学の井関教授が前橋で

は男がネンネコ袢纏を着て子供を背負い女が自転

車に乗っているので驚いたと講義の前にいわれた

事を思い出します。先生の出身は確か金沢でした

から無理からぬ御感想だったのでしょう。この歴

史こそ現在医療現場で進められ始めた女性医師支

援策の原点だと思います。平成９年卒の羽鳥麗子

さんが会誌に報告されている地域医療推進研究部

門は大変先進的でおおいに期待されます。群馬県

からの寄付講座とはさすが行政側も積極的ですね。

さて、私は埼玉県深谷市の日赤病院に勤務中長

女を出産し、１年後に前橋に戻りましたが、保育園

のない時代でしたので、病弱な長女の育児のため

に短時間勤務をしました。社会保険前橋中央病院

の小児科医長寺尾先生のおかげでした。優秀な医

長の指導による臨床経験が次の開業で大変役立ち

ました。４年後長男の出産を期に33歳で現在地埼

玉県北本市において小児科内科医院を開院し、現

在まで46年間地域医療に携わっています。当時の

北本市は人口４万足らず高崎線で急行の止まらな

い町でした。小児科医がいなかったので多忙を極

め、２人の育児はほとんど主人の母とお手伝いさ

んでした。早々と近くの小学校の校医も頼まれ、

検診や予防接種（集団接種）もやりました。正月当

番医の時150人も診て口もきけない程疲れた事は、

現在の患者数と比較すると信じられない位でした。

次第に顔と名前が知られて公職の依頼があり

52歳で北本市教育委員になり、13年務めました。

定例会、運動会、卒業式などで地域の人々とのふ

れあいにより、医療とは別の分野を経験出来たこ

とは私の人生に意義深いものとなりました。埼玉

県教育委員にまで発展し、初の女性医師委員だっ

たので県議会での新任挨拶の際大きな声が掛り、

面食らいました。特別支援学校（障害児童）に看

護師を配置したり、中学校の性教育講演、教育局

職員表彰状授与など様々な行事に参加し教育行政

に何らかの支援を経験しました。

当時、地区医師会で女性は３名、少し先輩の眼

科の先生と親友になり、彼女の紹介で日本女医会

に入会、年１回の総会や講演会で全国の女性医師

と知り合いました。日本女医会は創立109年の歴

史ある全国組識で国際女医会にも所属し４年毎に

開催される総会は、世界中から集まった女性医師

によるワークショップは非常に活発なものです。

日本で２回開催され、私も出席し素晴らしい経験

をしました。日本の女性医師第１号は埼玉県妻沼

町出身の荻野吟子先生です。縁あって埼玉県で医

療に携われたことに感謝しながら女医会埼玉支部

長を10年務めました。平成20年に支部創立50年

事業としてパネルディスカッション「女性勤務医

師支援に何が出来るか」を行い、これが埼玉県女

性医師支援センター設立のきっかけになりまし

た。群馬支部から出席された山田邦子さん（昭

44卒）から頂いた群馬県医師支援窓口の紹介が

発端となりました。このセンターは埼玉県が全国

に先駆けて行った事業です。女性医師の求職、求

人情報や再研修施設の紹介、保育施設情報を提供

することで女性医師支援の就業支援を行っていま

す。まだ３年目で十分に知られていないのが残念

です。埼玉県勤務希望の女性医師の利用をお待ち

致します。（Tel 048-642-7115）

私の履歴書
深井小児科内科医院

深井登起子（昭31卒）
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川合　一嘉先生（昭59卒）
群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ御中
森川昭廣先生　山中英壽先生
このたびは丁寧なお見舞いをいただき、大変ありがと

うございました。
幸い、私の居住する所は台風による大きな被害はなく、
家族ともども無事でした。
遅くなりましたが、御報告申し上げます。
今後も同窓会のますますのご発展を念じております。

塩路　和男先生（昭29卒）

此度は御見舞の御問い合せいただき有難うござ

います。

当地も山間部では被害がありましたが、幸い私

方は無事でした。

県内在住の同窓生については不案内でよくわか

りません。

三重県・和歌山県・奈良県会員　各　位
この度の台風12号により紀伊半島を記録的な豪雨が襲い、大きな水害をもたらしました。被災された地

域に在住されておられる会員の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
特に三重県・和歌山県・奈良県の被害は甚大であり、一日も早い復旧を願うものであります。
現在、上記３県には約20名の同窓会会員の方々がご活躍されておりますが、地域によっては非常に困難
な活動状況の下におられるのではと危惧しております。
同窓会・刀城クラブ並びに財団法人群馬健康医学振興会では出来得る限りのご支援を考えておりますの

で、会員の方々の情報等につきまして下記へご連絡くださるようお願いいたします。 平成23年９月12日

群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ　　会　長　森　川　昭　廣
財団法人群馬健康医学振興会　　　　　理事長　山　中　英　壽

平石　　友先生（昭51卒）
連絡有難うございます。51卒　平石　友です。
私の住んでいる三重県伊賀市は三重のなかで

は、珍しく海岸線ではなく、盆地にあります。
今回の台風については被害も無く、特別なこと

はありません。
今のところ、刀城クラブに報告するような情報

は聞いていません。（実家は和歌山県新宮市なの
ですが、実家は被害はなかったものの、近くは床
上浸水やらで大変だったようです）

－ 23 －

三重県・和歌山県・奈良県会員からの返信

愛知県・岐阜県会員からの返信

台風12号被災地域会員へのお見舞い

愛知県・岐阜県会員　各　位
この度、強い勢力の台風15号が日本列島を縦断し、台風12号に続き大きな被害をもたらしました。被災

された地域に在住されておられる会員の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
特に愛知県・岐阜県の被害は甚大であり、一日も早い復旧を願うものであります。
現在、上記２県には約40名の同窓会会員の方々がご活躍されておりますが、地域によっては非常に困難
な活動状況の下におられるのではと危惧しております。
同窓会・刀城クラブ並びに財団法人群馬健康医学振興会では出来得る限りのご支援を考えておりますの

で、会員の方々の情報等につきまして下記へご連絡くださるようお願いいたします。 平成23年９月28日

群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ　　会　長　森　川　昭　廣
財団法人群馬健康医学振興会　　　　　理事長　山　中　英　壽

台風15号による被災地域会員へのお見舞い

水野　祥之先生（昭62卒）

この度は森川同窓会長・山中財団理事長

よりお見舞いをいただきありがとうござい

ました。私の住んでおります豊田市は、幸

いにも被害はありませんでした。



有な年となってしまいました。大地震、大津波、大
雨と我々人間の力ではどうすることもできない自然
の摂理、加えて放射線障害という人間が生み出した、
しかしコントロールすることのできない脅威。当た
り前であることが当たり前ではなく、常にあるもの
が存在しないという日常に大いなる不安を募らせる
一年でありました。ここ被災地より離れた前橋では、
大学病院構内のイチョウの葉がいつものように黄色
く色づき、散り急ぐようにして一晩で地面の色を染
めかえています。被災地において地域医療再建に努
力されている会員の諸先生方におかれましては、健
康に注意されますことを。そして、一日でも早い復
興をと念じております。 (平戸政史)

今年は日本人の心の中にある無常
観というものがふと頭をもたげる希

【お詫びと訂正】 前号（222号） 学内人事中
【昇任】平成23年８月１日
正 「大野達也（平５卒）重粒子線医学センター教授」とす
べきところ

誤 「大野竜也（平５卒）重粒子線医学センター教授」と誤
記してしまい

誠に申し訳ございません。ここにお詫び申し上げます。
〔同窓会事務局〕

群馬大学医学部刀城クラブ会報 第223号平成23年12月15日

－ 24 －

医学部同窓会･刀城クラブ創設60周年記念祝賀会のお知らせ 
　平成24年開催の「同窓会総会」日程に合わせて、刀城クラブ60周年記念祝賀会を開催する予定にて

同60周年記念事業実施準備委員会が発足いたしましたのでお知らせいたします。 

正四位 故 田所 作太郎先生（昭24卒）第７回役員会（平成23年９月21日）

第８回役員会（平成23年10月20日）

役員会だより 叙　勲 叙　勲 

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)、須田和花早(事務局)

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)、

編集委員

編集後記

出席者 森川会長　他８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．同窓会総会及び全国支部長・代表者会議について
３．その他
協議事項
１．平成23年度事業計画について
２．学術集会補助金について
３．その他
１）同窓会・刀城クラブ創設60周年記念事業につ
いて

出席者 森川会長　他13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・刀城クラブ創設60周年記念事業実施準
備委員会（案）について

２．同窓会役員の選出について
３．その他

人 人 事 事 内 内 学 学 

学 人 事 外 学 人 事 外 

【昇任】平成23年８月１日
小山　佳成（平６卒）放射線科講師
高橋　綾子（平８卒）核医学科講師

平成23年８月16日
鈴木　義行（平７卒）腫瘍放射線学准教授

平成23年12月１日
佐野　孝昭（平２卒）病理診断学准教授

【採用】平成23年９月１日
近松　一朗（特別会員）耳鼻咽喉科･頭頸部外科学教授

【昇任】平成23年５月１日
加藤　真吾（昭58卒）埼玉医科大学国際医療セン

ター放射線腫瘍科教授

謹　告

正会員
昭和48年卒　土田幸男先生

昭和25年卒　武田　治先生

昭和25年卒　高橋博行先生

昭和31年卒　渡辺詩郎先生

昭和25年卒　飯塚久義先生

昭和37年卒　奥谷雅生先生

昭和23年卒　迎　　孝先生

昭和27年卒　菊地俊六郎先生

昭和34年卒　中村　勇先生

昭和24年卒　田所作太郎先生

昭和27年卒　内田　香先生

昭和53年卒　小林保一先生

昭和24年卒　石川清一先生

昭和29年卒　大関誠信先生

昭和29年卒　山田隆司先生

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。
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特別会員
立元一彦先生（平成23年10月19日逝去）


