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(1) 記念植樹式

【日時】平成24年10月27日(土) 15：00～

【場所】医学部刀城会館前

(2) 特別講演

【日時】平成24年10月27日(土) 16：00～

【場所】医学部刀城会館

・群馬大学名誉教授　

前群馬大学医学部同窓会会長　山中　英壽先生

・東京医科歯科大学理事・副学長

お茶の水会医科同窓会理事　吉澤　靖之先生

(3) 教授の会、全国支部長・代表者会議（合同）

【日時】平成24年10月27日(土) 16：00～

【場所】医学部刀城会館

(4) 群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ創設60周年記念祝賀会

一般財団法人群馬健康医学振興会移行お披露目会

【日時】平成24年10月27日(土) 18：00～

【場所】医学部刀城会館

【会費】5,000円

【日時】平成24年10月27日(土) 17：00～

【場所】医学部刀城会館

【議題】

第１号議案　平成23年度事業報告について

第２号議案　平成23年度会計決算報告について

第３号議案　平成24年度事業計画について

第４号議案　平成24年度会計予算案について

第５号議案　役員の改選について

その他

1) 地域医療貢献者の表彰

2) 推薦講演者への感謝状授与

3) その他

１．「総　会」

２．「群馬大学医学部同窓会刀城クラブ創設60周年記念事業」

群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ「総会」及び
「医学部同窓会刀城クラブ創設60周年記念事業」のご案内
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【開　会】 午後１時00分

【ポスター展示】 11：30～17：30

【一般演題 A（ポスター発表）】

セッション１　　13：05～13：40

座長　石崎　泰樹（群馬大院・医・分子細胞生物　

学）

１．ニューロン成熟過程における核内構造変換と

遺伝子発現機構の解明　　　　　　

野口東美、伊藤謙治、魚崎祐一、荒川浩一、滝

沢琢己（群馬大院・医・小児科学）

２．成熟ニューロンにおける複製依存性ヒストン

のダイナミズム解析

魚崎祐一、野口東美、伊藤謙治、荒川浩一、滝

沢琢己（群馬大院・医・小児科学）

３．神経幹細胞分化過程での遺伝子座の核内配置

の変動解析

伊藤謙治、魚崎祐一、野口東美、荒川浩一、滝

沢琢己（群馬大院・医・小児科学）

４．発生期マウス小脳におけるCD44の発現解析

成瀬雅衣、横山就一、倉知正、柴崎貢志、石崎

泰樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）

５．ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤の

スパイン保護作用

高木瑛子、清水英雄、石塚佑太、白尾智明（群

馬大院・医・神経薬理学）

６．Axonal transport of Caps2 splice variant 

linked to BDNF coordination of brain cir

cuit development and autism-related 

behavior in a mouse model

Tetsushi Sadakata  and  Teiichi Furuichi

(Advanced Scientific Research Leaders 

Development Unit, Gunma University)

７．多層性ロゼットを有する胎児性腫瘍と染色体

19q13.42増幅

信澤純人1、横尾英明1、田中優子1、伊古田勇人1、

平戸純子2、中里洋一1（１ 群馬大院・医・病態

病理学）（２ 群大医・附属病院・病理部）

セッション２　　13：45～14：20

座長　富田　治芳（群馬大院・医・細菌学）

８．水チャネル、アクアポリン５のラット唾液腺

における発現調節

須佐岳人1,2、澤井信彦2、青木武生2、横尾聡1、

高田邦昭2、松h利行2（１ 群馬大院・医・顎口

腔科学）（２ 群馬大院・　医・生体構造学）

９．膵β細胞に発現するRab27エフェクター

Exophilin７は非ドッキング顆粒からのインス

リン分泌を制御している

王　昊、石崎玲、徐　君、河西和雄、五味浩司、

泉哲郎　（群馬大・生調研・遺伝生化学分野）

10．酸化ストレス可視化モデルマウスの開発

及川大輔1,2、赤井良子1,2、徳田美緒2、岩脇隆夫1,2,3

（１ 群馬大学先端科学研究指導者育成ユニット）

(２ 理化学研究所基幹研究所 岩脇独立主幹研究

ユニット）（３　科学技術振興機構 さきがけ）

11．ヒト気道上皮細胞におけるムチン産生制御機

構の解明

オロソー　ソロンゴ、滝沢琢己、荒川浩一（群

馬大院・医・小児科学）

12．グルタミン酸ナトリウムはglucagen like

peptide-１の食後早期の分泌を促進し、食後血

糖の上昇を抑制する

保坂浩子1、草野元康2、財裕明1 、下山康之1、川

田晃世1、栗林志行1、名越淳人1、前田正毅1、河

村修1、森昌朋1（１ 群馬大院・医・病態制御内

科学）（２ 群馬大医・附属病院・光学医療診療

部）
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【日時】

第１日 平成24年９月27日（木）13：00～　群馬大学医学部刀城会館

第２日 平成24年９月28日（金） 8：50～　群馬大学医学部刀城会館

【特別講演】 日本内科学会認定総合内科専門医認定更新２単位

【特別講演・推薦講演・ワークショップ】 日本医師会生涯教育講座指定公開講座

【特別講演・ワークショップ】 群馬大学大学院医学系研究科指定大学院講義

【特別講演Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・ワークショップ】 群馬大学大学院保健学研究科指定大学院講義

第59回北関東医学会総会プログラム

第59回 北関東医学会総会のご案内 第59回 北関東医学会総会のご案内 

第１日　平成24年９月27日（木）

群馬大学医学部刀城会館
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13．細菌のQuorum sensing情報伝達を抑制する

Non-coding regulatory anti-sense RNA

平川秀忠1、Caroline S. Harwood2 E Peter 

Greenberg2（１ 群馬大学先端科学研究指導者

育成ユニット）（２　Department of 

Microbiology, University of Washington）

14．合成洗剤アルキルベンゼンスルホン酸の酵母

に対する毒性解析

神道麻美、津田美紀子、保坂公平、（群馬大院・

保・保健学専攻）

【一般演題 B（ポスター発表）】

セッション３　　13：05～13：30

座長　村上　　徹（群馬大院・医・機能形態学）

15．多発性骨髄腫患者における塩基除去修復遺伝

子多型解析

岩崎篤史1、牛江千明1、服部光1、齋藤貴之1、半

田寛2、村上博和1（１ 群馬大院・保・生体情報

検査科学）（２ 群馬大医・附属病院・血液内科）

16．ABO式血液型遺伝子のエンハンサーの同定

に基づくBm型の遺伝子解析

高橋遥一郎1、佐野利恵1、中島たみ子1、小湊慶

彦1、伊藤一人2、丸隆行3、横濱章彦3 （１ 群馬

大院・医・法医学）（２ 群馬大院・医・泌尿器

科学）（３ 群馬大医・附属病院・輸血部）

17．後天性LCAT欠損症によるネフローゼ症候群

の１例とその機序解析

高橋哲史1、廣村桂樹1、月田真祐子1、大石裕子1、

浜谷博子1、櫻井則之1、坂入徹1、池内秀和1、金

子和光1、前嶋明人1、横尾英明2、野島美久1

（１　群馬大院・医・生体統御内科学）（２ 群

馬大院・医・病態病理学）

18．悪性貧血のメチコバール治療前後におけるT

リンパ球サブセットの変化

渡部悟1、神谷明1、大宮千春1、齋藤貴之1、半田

寛2、村上博和1（１ 群馬大院・保・生体情報検

査科学）（２ 群馬大医・附属病院・血液内科）

19．地域検診における超音波検査による膝関節の

形態評価

柳澤真也、大澤貴志、齊藤健一　小林勉、山本

敦史、高岸憲二　（群馬大医・附属病院・整形

外科）

セッション４　　13：35～14：05

座長　伊藤　一人（群馬大院・医・泌尿器科学）

20．当院における自家組織を用いた乳房再建の治

療戦略

牧口貴哉1、横尾聡1、堀口淳2、高他大輔2、六反

田奈和2、長岡りん2、佐藤亜矢子2、時庭英彰2、

戸塚勝理2、常田祐子2、内田沙弥香2、竹吉泉2

(１ 群馬大院・医・顎口腔科学）（２ 群馬大院・

医・臓器病態外科学）

21．急性化膿性顎関節炎の２例

小杉謙介、五味暁憲、根岸明秀　横尾聡（群馬

大院・医・顎口腔科学）

22．同一腫瘍内に良性エナメル上皮腫成分を伴う

二次型エナメル上皮癌の1例

信澤愛子1,2、小川将1、宮崎英隆1、牧口貴哉1、

佐野孝昭2、小山徹也2、横尾聡1（１ 群馬大院・

医・顎口腔科学）（２ 群馬大院・医・病理診断

学）

23．顎口腔炎症に起因した壊死性筋膜炎の臨床的

検討

小川将、高山優、牧口貴哉、宮崎英隆、根岸明

秀、横尾聡（群馬大院・医・顎口腔科学）

24．群馬大学口腔外科における口腔底再建の術式

について

宮崎英隆、牧口貴哉、高山優、小川将、神戸智

幸、根岸明秀、横尾聡（群馬大院・医・顎口腔

科学）

25．群馬大学口腔外科におけるビスフォスフォネ

ート関連顎骨懐死(BRONJ)に関する臨床的検討

―経口薬によるBRONJの治療法に関する一考

察―

神戸智幸、金舞、宮下剛、小杉謙介、小川将、

五味暁憲、根岸明秀、横尾聡（群馬大院・医・

顎口腔科学）

セッション５　　14:10～14:35

座長　小山　　洋（群馬大院・医・公衆衛生学）

26．中咽頭癌術後に生じた嚥下・構音障害に

bulb-PLPを用いて回復を得た１例

五味暁憲1、横尾聡1、神戸智幸1、河内奈穂子1、

近松一朗2（１ 群馬大院・医・顎口腔科学）

（２ 群馬大院・医・耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

27．Selenium Supplementation in Patients 

Undergoing Radiotherapy: A Review

Irma Melyani Puspitasari,  Chiho Yamazaki,

Satomi Kameo and Hiroshi Koyama

（Department of Public Health, Gunma 

University Graduate School of Medicine）

28．アジア４ヶ国におけるチーム医療教育の現状

と課題

李範爽、牧野孝俊、松井弘樹、時田佳治、久留

利菜菜、風間寛子、渡邊秀臣（群馬大院・保・

リハビリテーション学）

29．群馬大学神経内科看護相談活動の初期的評価

猪熊綾子1、牛久保美津子2、冨田千恵子1、市川

幸恵1、横山詞果2、池田将樹3、岡本幸市3

(１ 群馬大医・附属病院・患者支援センター）
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(２ 群馬大院・保・看護学）（３ 群馬大医・附

属病院・神経内科）

30．上の子を持つ経産婦の妻が満足と感じる夫の

関わりにおける夫婦の認識

中島久美子1、澤野沙耶香2、國清恭子3、荒井洋

子2、立木歌織3、深澤友子3、常盤洋子3

(１　群馬パース大学保健科学部看護学科）(２

群馬大医・附属病院・看護部）(３　群馬大院・

保・看護学）

【特別講演　Ⅰ】 14：40～15：20

座長　佐藤　由美（群馬大院・保・看護学）

在宅ホスピスケアの未来予想図

牛久保 美津子（群馬大院・保・看護学）

【同窓会推薦講演Ⅰ】 15：25～16：05

座長　日野原　宏（群馬大医・附属病院・集中治

療部）

周術期麻酔管理と術後予後　　

門井雄司（群馬大医・附属病院・手術部）

【同窓会推薦講演Ⅱ】 16：05～16：45

座長　土橋　邦生（群馬大院・保・リハビリテー

ション学）

成人喘息診療に残された問題点

石塚全（群馬大医・附属病院・呼吸器・アレル

ギー内科）

【特別講演　Ⅱ】 16：50～17：30

座長　小湊　慶彦（群馬大院・医・法医学）

画像診断学の最近の進歩

対馬義人（群馬大院・医・放射線診断核医学）

【ポスター展示】 8：50～15：40

【特別講演　Ⅲ】 8：50～9：30

座長　大野　達也（群馬大学重粒子線医学センター）

重粒子線がん治療の物理・生物学的基礎研究

金井達明

（群馬大学重粒子線医学研究センター）

【特別講演　Ⅳ】 9：30～10：10

座長　金井　達明（群馬大学重粒子線医学研究センター）

群馬大学における重粒子線がん治療

大野達也（群馬大学重粒子線医学センター）

【ワークショップ】 10：15～11：45

がん化学療法におけるチーム医療　

座長　塚本　憲史（群馬大医・附属病院・腫瘍センター）

１．がん化学療法における安全管理と支持療法

齋藤貴之、村上博和（群馬大院・保・生体情報

検査科学）、浅尾高行（群馬大院・医・病態総合

外科学）、永井弥生（群馬大医・附属病院・皮膚

科）、小磯博美、解良恭一、塚本憲史（群馬大

医・附属病院・腫瘍センター）

２．外来化学療法における薬剤師の役割

藤田行代志（群馬県立がんセンター 薬剤部）

３．外来化学療法における看護師の役割　―他職

種との連携、チームでの取り組みについて―

渡辺恵（群馬大医・附属病院・看護部）

４．化学療法における歯科の役割　―感染巣の除

去と口腔ケア―

根岸明秀、横尾聡（群馬大院・医・顎口腔科学）

５．がん化学療法における地域連携

塚本憲史（群馬大医・附属病院・腫瘍センター）

【評議員会･総会】 12：10～13：15

群馬大学医学部刀城会館

【奨励賞受賞講演】 13：30～14：30

座長　小山　徹也（群馬大院・医・病理診断学）

１．消化管運動に関する研究　―術後消化管運動

障害に対する腸管内グルタミン投与の有用性に

関する研究―

大野哲郎（群馬大院・医・病態総合外科学）

２．悪性褐色細胞腫の131I-MIBG治療評価におけ

る18F-FDG PET/CTの臨床的有用性

徳江梓（群馬大院・医・放射線診断核医学）

３．浸潤性神経膠腫の分子遺伝学的解析

信澤純人（群馬大院・医・病態病理学）

【優秀論文賞受賞講演】 14：35～14：55

座長　石崎　泰樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）

小児再発・難治T細胞性リンパ性白血病・リン

パ芽球性リンパ腫のネララビン耐性

金澤崇（群馬大院・医・小児科学）

【特別講演　Ⅴ】 15：00～15：40

座長　高山　清茂（群馬大院・保・生体情報検査科学）

脳内プロテオリシスの破綻による精神発達障害

の発症機構　

三井真一（群馬大院・保・リハビリテーション

学）

第２日　平成24年９月28日（金）

群馬大学医学部刀城会館
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私が研修医の頃には気管支喘息は気管支平滑筋が

収縮して発作性呼吸困難を来す疾患という考え方が

主流で、その病態としてアセチルコリンなどの気管

支収縮物質に対する過敏性の亢進が強調された。治

療としては経口β２刺激薬やテオフィリン製剤に加

えて、抗アレルギー薬が用いられていたが、発作の

ため入院する患者が多く存在した。しかしながら、

1990年代に入って、喘息の病態における好酸球性

気道炎症が重視され、吸入ステロイド薬(ICS)を成

人喘息治療の第一選択薬として使用するようになる

と、成人喘息患者の症状コントロールは飛躍的に改

善した。現在では様々なICSに加えて、ICSと長時

間作用性吸入β２刺激薬との配合剤、ロイコトリエ

ン拮抗薬などによって、ほとんどの喘息患者が外来

で症状が良好にコントロールされるようになった。

一方、現在でも喘息は小児のみならず成人における

common diseaseであることに変わりはなく、患者

数は非常に多い。2010年に群馬大学の学生を対象

として実施した期間有症率調査では、男子学生の

9.4%、女子学生の5.3%は喘息症状を有すると判断

された。また、成人喘息患者では、好酸球性副鼻腔

炎、好酸球性中耳炎、Churg-Strauss症候群などの

下気道以外の領域へ好酸球性炎症が波及する疾患の

合併や、気道リモデリングによる非可逆的な気流制

限、喫煙者でのCOPDの合併や鑑別などが問題とな

ってきた。少数ながら、標準的な薬物治療によって

症状のコントロールができない難治性喘息患者も存

在する。本講演では私たちが生体調節研究所・岡島

史和教授グループと共同研究してきた気道炎症に関

する基礎研究データや泌尿器科と共同で行っている

難治性喘息に対する新規治療法の紹介を含め、現在

の成人喘息診療に残された問題点について論じたい。

高齢化社会の到来とともに高齢者が手術を受ける

機会が増加している。高齢者は術前合併症を有する場

合が多く、極めて繊細な周術期麻酔管理が要求され

る。また近年、周術期麻酔管理が術後予後に影響を

及ぼす影響について報告が多く寄せられている。今

回の発表では、心臓外科手術における周術期管理と

術後中枢神経系障害との関連を中心として講演する。

高齢者患者では急激な血行動態の変動に対して脳

循環の対応が鈍く、麻酔中のアクシデント時には脳

虚血に陥りやすいとされている。脳循環障害の原因

としては糖尿病や高血圧、脳梗塞の既往などの合併

症のためcerebral autoregulationが通常と異なっ

ている場合が多い。そのため人工心肺中の平均血圧

を高めに維持することが必要とされてきたが、これ

までの報告では平均血圧を高めに維持した方が術後

の中枢神経障害を減少させたという確たる実証はさ

れていない。近年、術後の臓器障害を軽減するため

にOff Pump bypass が多用されているが長期中枢

神経系保護作用という点に関しては異論が多い。

周術期血糖管理に関してはNICE-SUGAR Study

により結論が出た感があるが、術前の少量ブドウ糖

投与や術中の少量ブドウ糖負荷、麻酔薬の選択、硬

膜外麻酔の併用、などにより周術期血糖管理が変わ

ってくる。

揮発性麻酔薬は基礎実験ではanesthetic precon-

ditioning作用があることはよく知らせているが、

その一方ではAlzheimer型認知症を誘発する可能性

も動物実験では指摘されている。現時点では揮発性

麻酔薬はneuroprotectiveに作用するのかneuro-

toxicに作用するのか臨床上では結論が出ていない

のが現状である。

高齢者患者においては患者サイドの合併症を十分

把握した周術期全身管理や脳循環管理が麻酔科医に

要求される。

成人喘息診療に
残された問題点

附属病院呼吸器・アレルギー内科

講師 石塚　　全（昭59卒)

周術期麻酔管理と
術後予後

附属病院手術部

准教授 門井　雄司（昭61卒）

第59回北関東
医学会総会  同　窓　会　推　薦　講　演 同　窓　会　推　薦　講　演 
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昭和30年卒業、群大卒の女医１号で、昭和６

年９月生まれ80歳の開業医です。

昭和23年県立前女（旧制）４年終了で東京女

子医科大学予科（旧制）に入学しました。終戦後

２年半で当時の東京はNHK朝ドラ『梅ちゃん先

生』に見られるような荒んだものでした。女子医

大の校舎は空襲で焼失したあとの木造２階建て、

寄宿舎は戦災バラックが点在し１戸に医専生から

予科生まで５人づつ住み、主食はお粥やふかした

さつま芋やグリンピースの塩茹でで、入浴は近く

の銭湯へでした。衣食住すべてが今ではとても想

像できない粗末なものでしたが、それでも心は医

師を目指して夢と希望に満ち満ちていました。特

に、女医の大先輩であり東京女子医大の創立者で

あり私はこの方にあこがれて入学したのですが、

その吉岡彌生先生の毎朝寄宿舎の庭をゆっくりと

散歩なさるお姿にお目にかかれることが最大の喜

びでした。

昭和26年新設の群馬大学医学部に入学。58人

の級の中で女性は１人でしたが級友や先生方にや

さしくしていただき、とても充実した楽しい学生

生活でした。

インターンはお茶の水三楽病院で。

翌年聖路加国際病院耳鼻咽喉科でレジデントと

して１年学びました。当時医学用語やカルテは独

乙語でしたが、聖路加では英語が使われていて記

述はとも角発音には苦労しました。100歳を超え

ても現役で御活躍の日野原重明先生がその頃内科

においでになられお姿を時々お見受けしました

が、今思えばその頃から素晴らしいオーラがおあ

りでした。

昭和32年東大小児科に入局。

東大では医局の他に女医室という女性だけの医

局があり、度々ここに集って先輩諸姉から女医の

在り方、悩み、喜びなどいろいろなお話を聞くこ

とが出来、時には漬物のつけ方、木目込み人形の

作り方等々女性としての雑学も教えていただきま

した。日進月歩の医学の中で80歳を越す今日ま

で現役の小児科医として仕事を続けていられるの

は、この時期、たくさんの先生方から「小児科学

の基礎」をしっかり教えていただくことが出来た

からこそと感謝して居ります。特に、馬場一雄先

生（後に日大教授・病院長）の外来診察のベシュ

ライバーの時、小さい患者さんと話をするにはこ

の様に身をかがめ、目線をこの高さ位にしてなど、

実際に初歩からていねいに教えて下さいました。

その後三井記念病院小児科に勤務し、部長加藤

英夫先生（後に順天堂大学教授）からも公私にわ

たり御指導をいただきました。

昭和36年結婚を機に（夫は群大学生歌「あゝ

建学の」を作詞した１年先輩で出会いから９年が

たっていました。）群馬に戻り藤岡日野の僻地診

療所に勤務。37年に長男が生まれ、静かな山や

川、穏やかな村人と出会ったことが、地域医療へ

の第１歩となりました。

昭和38年高齢で引退する医師の跡を引き継ぎ

倉渕村で開業。医療過疎地なので病人が多く、夫

は深夜まで往診、私は１歳の息子をおんぶ紐で背

負って静注をしたりしました。近くの「重症心身

障害児施設はんなさわらび学園」から請われ半日

勤務もしました。又児童相談所の方々と一緒に県

内在宅障害児の家庭訪問もしました。ここでは、

初めて出会う「重障児」から子どもの本当の姿を

教えられ、その子達の療育にすべてを捧げていら

っしゃった理事長鈴木セイ先生との貴重な出会い

がありました。

昭和46年前橋の現在地に移り、僅かの病室を

持った診療所を開設しましたが３年後に済生会前

橋病院がすぐ近くに開院したので、外来のみに縮

小。傍ら夫は医師会活動に、私は県立保育大・育

英短大で小児保健を講義し、幼稚園々医・小学

校々医等忙しく過ごしていました。が、平成６年

夫が突然脳梗塞を発症、そして復活。東京に住む

息子一家（夫婦共内科医で息子は特待生として医

学部全授業料免除でした。孫男女１人ずつ）に見

守られ２人３脚で19年目の今日に到っています。

今私は、私→嫁へと２代続いた女性医師のバト

ンを孫娘が受け継いでくれることをひそかに願っ

ています。若い頃の夢とは大分違った道を歩いて

きましたが、その道で出会った沢山の方々から学

び、励まされて、大きな宝物が得られたことを嬉

しく思っています。

半世紀をこえる女医としての道を振り返る機会

を与えて下さった渡辺のり子先生・会報編集委員

の皆様、ありがとうございました。

私の宝物 それは
「出会い」でした

梶田医院小児科

梶田　晶子（昭30卒）
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2012年５月21日から５月25日の期間 で、アメリ

カのボストンにあるMassachusetts General

Hospitalの放射線科にて実習をさせて頂きました。

この病院はハーバード大学の附属病院の一つで、世

界的にも有名な病院です。今回は、放射線科の中野

教授の紹介でこのような病院での貴重な機会を頂く

ことができました。

最先端の病院を自分の目で見てみたい！と思った

ものの、出発前にはどのような一週間になるのか想

像がつかず、不安なまま実習が始まりました。

実際には、朝のカンファレンスやレジデントの勉

強会に参加、放射線治療の治療計画、外来見学、患

者さんやご家族への説明等の見学、ラボの見学を行

いました。その中で、日本では見かけない光景がた

くさんありました。

まず初日の朝、病院到着前にオペ着のまま電車で

通勤する人を多々見かけて驚きました。放射線科を

含め、各科はベッドを持っていないため、実習中に

入院患者を見ることはありませんでした。カンファ

レンスや勉強会では、机の真ん中に置いてあるサン

このたび、群馬大学放射線腫瘍学講座プレリーデ

ィング大学院におけるMGH（マサチューセッツジ

ェネラルホスピタル）実習に参加させていただきま

した、医学科６年関口雄一です。群馬大学放射線腫

瘍学講座プレリーディング大学院MGH実習プログ

ラムは、将来放射線腫瘍学における臨床や研究を志

す医学生に、その最先端であるMGHにおける臨床

やその関連施設における研究の様子を、実習を通し

て体験できるものです。私は、医学科５～６年次に

おける群馬大学放射線科での臨床実習から、放射線

腫瘍学という研究の奥の深さと癌患者さんと向き合

い治療していくその臨床に興味をもち、このMGH

実習に志望させていただきました。

実際の実習では、MGH放射線科の先生にお世話

になり、プロトンセンター（陽子線治療設備）での

治療や患者さんの診察・治療の説明を見学し、胸

部・小児・骨（軟骨）肉腫・頭頸部・尿生殖器と専

門に分化した外来の見学、毎朝のカンファレンス・

勉強会へ参加しMGHでの放射線治療の様子を学び

ました。また、群馬大学放射線腫瘍学からMGH関

連施設で研究していらっしゃる河村先生のもと、研

ドイッチやフルーツなどの軽食を食べながら行なっ

ていました。外来では、患者が待っている部屋がい

くつかあり、そこへ医師が順番に入って行って診察

を行なっていました。カルテ記載や薬の処方などは

その場では行なわず、一人ひとりの患者さんと話し

ている時間がとても長かったのが印象的でした。ど

の患者も病気に対する知識を医師と同じレベルくら

いもっており、質問を次から次へとしていました。

医師に与えられた情報を受けるのではなく、医師が

究室の見学や研究にかかわるお話を聞かせていただ

きました。

日々の実習は大変刺激的で、群馬大学で学んだこ

とがそのままMGHでも行われている部分もあれば、

まったく知らない分野に驚き、先生の一言ひとこと

に聞き入ってしまう部分もありました。そのような

日々を通して感じられたことは、医療・医学の知識

の広がりは果てしないということです。卒業学年と

いうこともあり、限られた時間と場所での学習がほ

とんどになってしまいますが、そのような環境から

一線を画くし臨床・研究における放射線分野の世界

を見られたことは、自分の将来のありかたを見つめ

直せる貴重な機会となりました。私は、もっとこの

果てしない広がりを持つ放射線という分野を学んで

みたいと思いました。

この実習は、一週間という短い期間でしたが私が

感じられたことは大きく、大変貴重な経験になりま

した。このようなすばらしい機会を与えてくださっ

た放射線腫瘍学の中野教授、実習までのサポートを

してくださった先生方、援助をしてくださった同窓

会の皆様に、深く感謝いたします。ありがとうござ

いました。

群馬大学医学部刀城クラブ会報 第226号平成24年(2012年)９月10日

君川　千尋（医学科６年)

関口　雄一（医学科６年)

Massachusetts General Hospital実習報告 Massachusetts General Hospital実習報告 

Zietman教授と実習最終日に放射線科外来診療室にて
左より、君川千尋、Zietman教授、関口雄一、小林大二郎
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私たち３人は５月21日(月)～５月25日(金)の５日

間の日程でマサチューセッツジェネラルホスピタル

(MGH)での実習を行ってきたのでその結果を報告し

ます。

まずはMGH実習の概要について書きたいと思いま

す。このプログラムはおよそ10年前から行われてお

り、放射線科に興味ある学生がMGHのRadiation

Oncologyで１週間実習を行うものです。今までに

も多くの諸先輩方がこのプログラムに参加し、現在

では群馬大学放射線科で活躍されています。

MGHはハーバード大学Medical Schoolの教育病

院として機能するとともに世界最高峰の病院のひと

つです。場所はメインキャンパスから地下鉄でほど

近く、NBAのセルティクスのホームまで徒歩圏内

です。

今回の実習の目的は放射線医学の臨床および研

究、さらに医学教育の最先端を見学することです。

また、日本とは異なるアメリカの医療システムを実

際の臨床の場で学習することです。日米で放射線科

を比べると、やはりアメリカの方が進んでいるのが

現状です。放射線科医を取り巻く環境も異なります。

例えば治療計画の作成は放射線技師が行い、医師は

それをチェックし手直しをします。また病棟も持っ

質問に答えるという形の診察でした。多くの医師は

診察するときに白衣を着ず、スーツでした。そうい

ったこともあり、日本の常識からすると診察をして

いるというより、ビジネスの打ち合わせでもしてい

るかのような雰囲気でした。外来待合には“The

Good Luck Bell”というベルがあり、治療終了の

患者がいるとそれを鳴らし、その場の人がみな拍手

をしていました。アメリカらしいなと感じ、日本に

もこういった明るい場面が病院内にあればいいなと

感じました。

教授のZietman先生曰く、「やっている医療自体

は日本とアメリカで変わらない。文化の違いによる

ておらず、外来診療、治療計画のディスカッション

に多くの時間を割いていました。

学生のうちから世界のトップの病院で最先端の治

療に触れることができたことは、とても刺激的な経

験でした。１年後には私たちも研修医として働き始

める訳ですが、向こうでのインターン、レジデント

の仕事ぶりを見て、国試勉強に向けてのモチベーシ

ョンも得ることができました。

ボストンでは現在留学中の河村先生にお世話にな

り、午後の半日を使ってラボの見学をさせていただ

きました。ラボでは各個人にデスクと研究スペース

が割り振られ、その広さにさすがアメリカだと思い

ました。河村先生がおっしゃることには、研究内容

自体は群馬大学でもできるかもしれない。しかし、

常に最先端の知見に触れられることに価値があると

おっしゃっていました。河村先生がこのMGH実習

の１期生だったこと、私も将来放射線科に入局し留

学したいと思っていることから、貴重なお話をうか

がうことができました。

最後に、このような貴重な期会を与えてくださっ

た中野教授、現地でラボ見学を快く受け入れていた

だいた河村先生、実習に行くまでにいろいろとアド

バイスをしていただいた吉本先生をはじめとする放

射線科の先生方、金銭面でのバックアップをしてい

ただいた同窓会の皆様に感謝いたします。

ことが大きな違いであり、ここでは患者と医師が同

じ目線でいる」とのことでした。

実際に行って見てみないと分からないことをたく

さん感じ取ってくることができ、本当に来てよかっ

たと思える実習となりました。

今回の実習を行うにあたり多くの先生方にご協力

頂きました。Zietman教授、MacDonald先生はじ

めとするMGH放射線科の先生方、中野教授、吉本

先生はじめとする群馬大学放射線科の先生方、公衆

衛生学の小山教授、同窓会からの援助も頂きました

ことを感謝いたします。ありがとうございました。
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小林大二郎（医学科６年)
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女性医師等教育・支援部門は2010年４月に設立

され、３年目を迎えました。女性医師の増加ととも

に、出産育児に伴う離職、フルタイムで働く医師の

減少は、医師不足、地域偏在の一因として注目され

るようになりました。そして、多くの大学病院で対

策の必要を感じ、支援のための取り組みが行われて

います。

支援の柱のひとつとして、システムは必要です。

当院では2008年にすでに設立されていた院内保育

園、短時間勤務を可能とする「女性医師支援プログ

ラム」は、全国的にも先駆けていたといえます。

「女性医師支援プログラム」は週１日から５日、１

日４時間からフレキシブルに利用できる制度であ

り、出産後も短時間から無理なく復帰することを可

能としました。このシステムをさらに院内に浸透さ

せ、どのように有効利用していただくかは、当初直

面した課題でした。パンフレットの作成や内容の整

備、利用者との面談で、そのニーズや問題点の把握

に努めるとともに、昨年度は「女性医師プログラム

利用者による懇談会」を初めて開催、情報提供や利

用者の交流を図ってきました。この３年間で利用者

は順調に増加し、現在までに13診療科から計53名

に及んでいます。プログラム利用後に常勤勤務に復

帰し、後輩の育成やロールモデルとして、今度は支

援の担い手となって活躍される方もいらっしゃるの

は大変喜ばしいことです。今後は復帰のステップと

しての短時間勤務から、どのようにフルタイムの復

帰者を増やしていくか、また、モチベーションを高

めていくかを考えることも必要と思います。

システムを上手に活用するには、周囲の理解や協

力とこのような問題を一緒に考えていく意識が必要

です。この点を踏まえて始めた活動の一つが「医療

人能力開発センター・医学教育センターのニュース

レター：Wind」の発行です。すでに22号に達し、

院内職員のほか休職中の女性医師等にも配布するな

どの活動を行ってきました。各部門からのトピック

を取り上げ、特に女性医師支援に関しては「女性医

師と指導医の声」として、育児と仕事を両立する女

性医師とその診療科長の先生に毎月記事をいただき

掲載させていただきました。本センターから広く情

報を発信することで、皆様の関心を高め、協力を得

てより良い活動となることを目指しています。

これから医師を目指す医学生への情報発信として

は、昨年より群馬県医師会と協力して「女子医学生

と研修医等をサポートする会」を開催しています。

また、この会の院内版ともいうべき「Wind Joy

Net Plus Meeting」を開催、昨年は女子医学生と

女性医師、計55名が参加者し、大変好評の声をい

ただきました。将来に不安を持つ女子医学生が先輩

医師の話を聞く貴重な機会として、今後も交流の場

を提供していきたいと思います。

また、周囲の状況も進化しています。群馬大学医

学部には2011年に医学教育センターが新設されま

したが、その中のリカレント部門は医師の復帰支

援・教育に力を入れており、e-learningやスキルラ

ボセンターを利用した復帰支援プログラムを提供し

ています。また、群馬県医師会とも連携し、今年５

月に発足した群馬県医師会・保育サポーターバンク

制度の利用拡大にも取り組んでいます。群馬大学全

体でも男女共同参画推進のためのプロジェクトが始

まりました。当部門はこのような活動の窓口となり、

各診療科の先生方とも連携することで、単なる離職

防止の支援ではなく、女性医師が生涯研鑽を積み、

社会に貢献する意欲をサポートする取り組みを継続

したいと考えています。

このように多くの方の協力を得て進めてきた部門

ですが、最近新たな試みとして、医療メディエーシ

ョンの推進活動を始めました。今年は院内にて、医

療メディエーター協会コンフリクトマネジメントセ

ミナー基礎編を２回開催します。あまり馴染みのな

い言葉かもしれませんが、医療メディエーションと

は、医療紛争の原因のひとつとしてしばしばみられ

る対話のずれやボタンの掛け違いを、対立する両者

の対話を促進することで解決に導くという考え方で

す。このような考えを学ぶことは、紛争のみならず

日常診療や苦情対応にも有用なものとして、近年多

くの医療者の関心を集めています。こちらの活動は、

看護部や医療安全管理部、患者支援センターなどの

部門とも連携しています。

女性医師支援だけでなく広く教育支援の部門でも

ありますので、多くの方々と協力しながら、すべて

の医療者にとってメリットのある取り組みを進めて

いきたいと思います。

群馬大学医学部刀城クラブ会報 第226号平成24年(2012年)９月10日

女性医師等
教育・支援部門より

医療人能力開発センター

副センター長 永井　弥生
（山形大学医学部昭63卒）

医療人能力開発センターだより③ 医療人能力開発センターだより③ 
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平成24年７月14日と15日、前橋テルサにおいて

第36回日本小児皮膚科学会学術大会を、副会頭で

ある石川治皮膚科教授と連携して開催させていただ

きました。会期中の2日間に約450名強の参加者を

得、盛況の内に終了することができました。

臨床の現場では子どもの皮膚所見から皮膚疾患あ

るいは、その基礎になる全身疾患を診断していきま

す。その過程において、ミクロの所見がどうなって

いるか、どうしてこの皮膚病変が出現するかなどを

考えながら診療していくことは極めて重要となりま

す。今回テーマとして「子どもの皮膚から見えるも

の―macroからmicro―」を選び、一般臨床科医に

とって明日からの診療に結びつくようなプログラム

構成を目指しました。

招請講演では、高橋淑子・京都大学大学院理学系

研究科生物学専攻教授が「生体内におけるメラニン

輸送の可視化と制御機構」と題して、有害な紫外線

から体を守るメラニン色素が表皮角化細胞へ輸送さ

れていく機構を、動画を用いて詳細に講演され興味

深く拝聴いたしました。その他、特別プログラムと

して、シンポジウム（６題）、教育セミナー（３題）、

イブニングシンポジウム（２題）、モーニングセミ

ナー（１題）が執り行われました。本学会は、皮膚

科医と小児科医が同じテーマで学びあえるのが特徴

で、各シンポジウムには皮膚科医と小児科医の双方

に座長と演者になってもらい異なる視点から講演を

盛り上げていただきました。今回、小児科が会頭と

いう折角の機会でもあり、ウイルス感染症や免疫不

全症、神経皮膚疾患、虐待などそれぞれを専門にし

ている多くの学会非会員の先生に演者や座長を依頼

いたしました。一般演題は約50題に至り、すべて

ポスター発表として活発な討議がなされました。こ

こに改めて、同窓会の皆様方に厚く御礼申し上げる

とともに、御協賛、御協力いただいた方面の皆様に

感謝申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

第36回日本小児皮膚科学会
学術大会後記

小児科学

教授 荒川　浩一（昭58卒）

平成24年６月１日ベイシア文化ホールにおいて、

第21回日本定位放射線治療学会を開催いたしまし

た。定位放射線治療は脳神経外科医であるLeksell

がガンマナイフを開発したことに始まりますが、そ

の後サイバーナイフ、リニアックベースの定位放射

線治療、IMRT、そして粒子線治療と急速なmodal-

ityの広がりをみせ、現在では脳疾患治療には欠か

せない治療手段となっています。

そこで今年のテーマは「定位放射線治療の多様化

と質の向上」とし、これまでの定位放射線治療を検

証すると同時に、最新技術の現状と将来の可能性を

議論する場といたしました。ランチョンセミナーで

は築地神経科クリニック東京ガンマユニットセンタ

ーの芹沢先生に転移性脳腫瘍への定位放射線治療に

関する講演、教育講演として放射線医学総合研究所

の小藤先生および筑波大学の松村先生に粒子線治療

に関する講演、特別講演として奈良県立医科大学の

長谷川先生にリニアックベースの定位放射線治療に

関する講演を賜りました。シンポジウムとしては、

「転移性腫瘍治療の現状と将来」「定位放射線治療の

長期成績(脳動静脈奇形、前庭神経鞘腫)」「傍鞍部腫

瘍の定位放射線治療」「定位放射線治療の合併症」

の４つのテーマを取り上げましたが、いずれのセッ

ションも熱いディスカッションが交わされました。

多くの研究者の研究成果の発表と活発な議論の場と

なったことを大変うれしく思っております。

例年７月後半に開催されている本学会ですが、今

年は猛暑の７月後半を避け６月初旬といたしまし

た。当日はあいにくの天候ではありましたが、風薫

る新緑の前橋で有意義な会を開催することができま

した。開催に当たりましては群馬大学医学部同窓会

のご支援をいただきました。皆様方のご支援に心よ

り御礼申し上げる次第です。

学会報告（同窓会補助）

第21回日本定位放射線
治療学会報告

脳神経外科学分野

教授 好本　裕平（特別会員）
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平成24年３月10日（土）、渋谷エクセルホテル東

急にて東京支部第５回総会が開催された。昨年は３

月12日（土）に支部総会を予定していたが、前日

に東日本大震災が起きたために、急遽支部総会の開

催を取りやめた。したがって、今回は２年ぶりの支

部総会であった。堀副会長の挨拶に次いで小原幹事

から庶務報告が行われた。東京支部からは地域医療

貢献賞として、21年度が堀口雅子先生（昭和35年

卒）、22年度には梶原信夫先生（昭和28年卒）が受

賞された。特別講演には、福島県立医科大学副理事

長である竹之下誠一教授（昭和50年卒）をお招き

し、「東日本大震災後の一年」についてお話いただ

いた。昨年３月11日の東日本大震災に続いて起こ

った東京電力福島第一原発の事故発生以後、直ちに

放射能の緊急被ばく医療の拠点として付属病院全体

の機能的な組織変えと対応について詳細な説明が行

われた。

記念撮影のあと、会長の挨拶についで、円卓を囲

んでの懇親会が盛大におこなわれ、二次会は各グル

ープごとに渋谷の街に繰り出し散会となった。現在、

会員数は285名であり、今回の出席者は75名であっ

た。来年度の支部総会は３月９日（土）に渋谷エク

セルホテル東急にて開催される予定である。

第５回刀城クラブ東京支部
総会および懇親会について

相川　英三（昭39卒)

支　部　だ　よ　り 支　部　だ　よ　り 

東京支部総会および懇親会（平成24年３月10日　渋谷エクセルホテル東急）

平成24年４月22日、水戸のホテルテラスザガー

デンにて刀城会茨城支部懇親会が開催された。１年

前の東日本大震災にて、会員の中には建物が被災さ

れた方もいたが人的被害がなかったのは幸運だっ

た。常磐線、常磐道等交通網の遮断、電気、ガス、

水道などのライフラインの途絶が各地で長期続き、

どのように対処したかという話でこの会が始まっ

た。最初に神代秀斉先生（昭和25年卒）の乾杯の

挨拶があったあと、支部会長の齋藤義雄先生（昭和

36年卒）より地域医療貢献者で表彰された先生の

名前が報告された。その後、年功序列方式で近況報

告があり、楽しく時間をすごすことができた。先輩

たちの引退後の過ごし方や、仕事以外の趣味の持ち

方、若い先生方の仕事上の悩み等を聞くことができ

た。特に筑波大学放射線腫瘍学教授の櫻井英幸先生

（昭和52年卒）の赴任時の苦労話は興味深いものだ

った。会長と幹事の交代があり、次回は加瀬芳夫先

生（昭和41年卒）を会長に、一色重雄先生と櫻井

達夫先生（ともに昭和48年卒）に幹事をお願いし

次回の再会を約束し会は終了した。

刀城会茨城支部懇親会報告

寺岡　　亨（昭56卒)
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茨城支部懇親会（平成24年４月22日　ホテルテラスザガーデン）

（敬称略　卒業年度）
後列左より　淀縄聡（S63）橋本和彦（S52）桜井達夫（S48）色川正貴（S50）一色重雄（S48）高山努（S52）寺岡亨（S56）
前列左より　中山文子（H4）櫻井英幸（S63）齋藤義雄（S36）神代秀斉（S25）岩澤俊三（S31）加瀬芳夫（S41）

第９回四国瀬戸内海沿岸地区同門会が４月21日

サンポート高松29階にあるレストランにて開催さ

れました。群馬大学からは、刀城クラブ会長 森川

昭廣先生が参加してくださいました。また同門の先

生方及び奥様方18名に御参加頂き盛会となりまし

た。まず森川先生より群馬大学の現況についてのお

話があり、懐かしく聞かせていただきました。次に

瀬戸内海沿岸地区を代表して藤倉隆先生に御挨拶を

頂きました。その後開催県である香川県の鶴野正基

先生に乾杯の音頭をとっていただき、会は始まりま

した。昔話などに話が弾み楽しい会となりました。

最後に来年は兵庫県の横山芳信先生が開催してくだ

さることとなり、１次会は閉会となりました。その

後ほぼ全員がホテルクレメントのバーに場所を移し

て夜更けまで楽しい話が続きました。翌日は高田博

先生のお世話で10名が参加して坂出カントリーク

ラブで親睦ゴルフ大会が開催されました。楽しいゴ

ルフ大会であったようで、川村武生先生が優勝され

ました。来年の再会を楽しみに、みなさん帰路につ

かれました。

四国瀬戸内海沿岸地区同門会（平成24年４月21日　サンポート高松）

第9回四国瀬戸内海

沿岸地区同門会

石川　　浩（昭54卒)
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本年（2012年）６月16日（土）に、恒例の『刀

城クラブ栃木県支部総会』が宇都宮ホテル・ニュー

イタヤにて開催されました。これまで長年に渡って

栃木県支部・会長職をお引き受け下さいました松本

兼文先生（昭和26年）がこの５月に御他界なさい

ましたので、全員でご冥福をお祈りし、次期新会長

は益田澄夫先生（昭和32年）にお願いする事とな

りました。

早速新会長・益田先生の御挨拶を頂いて、学術講

演会を開催しました。今回は前・群馬大学第一外科

教室から獨協医科大学第一外科学教授に御就任なさ

いました、新進気鋭の加藤広行先生による『食道癌

の最新の話題』でした。食道癌の手術は大変で時間

も掛かるもの、との考えが私達には定着しておりま

すが、今では食道癌の手術方式も内視鏡他かなり改

善されており、治癒率も向上している、とのお話で

した。司会は、国立病院機構・宇都宮病院の元気一

杯の増田典弘先生で、会場を大いに沸かせて下さい

ました。

講演会終了後に懇親会となり、出席者全員の記念

写真を撮りました。写真写りは、年令を考えますと

まだまだ皆さんお若いお顔ですが、私達よりももう

少しお若い先生方の出席が頂ければ、との思いを致

しました。来年以降は、是非この会に御参加下さい

ますよう、お願い申し上げます。

懇親会は、先生方の最近の現状や医師会活動の

色々な話題、荒井良先生から、『会員をつのって、

今やすっかり変貌した群馬大学医学部の見学旅行を

しよう』、等の提案が出されて和気藹々の内に終了

し、来年の再会を期して総会を終了しました。

最後に、刀城クラブ栃木県支部に共催を頂いてい

る大日本住友製薬株式会社には大変お世話になりま

した。誠に有難う御座います。

栃木県支部総会（平成24年６月６日　宇都宮ホテル・ニューイタヤ）

後列左より、中島政信（平10）、富永慶晤（昭40）、大和田恒夫（昭41）、柳田千代雄（昭46）、竹澤久武（昭40）、渡邊

常之（昭47）、野口忠男（昭41）、白寄暹（昭29）、佐藤俶也（昭41）、柳田通（昭51）、久保川透（昭49）、伊澤四郎

（昭36）、佐藤英子（昭41）

前列左より、上地弘二（昭38）、田中英雄（昭33）、佐藤祐司（昭34）、増田典弘（平6）、加藤広行、益田澄夫（昭32）、

大根田紳（昭25）、天谷博（昭25）、荒井良（昭35）、新沢敏章（昭42）

刀城クラブ栃木県支部総会

柳田　　通（昭51卒)
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クラス会だより クラス会だより  

50代の頃からである。老化の兆候を覚えた、感

じるようになったなどと自虐的な言葉をごく軽い気

持ちで用い、文章にも使ってきた。友人からも同じ

ような意味の言葉を聞いた覚えがある。思い起こす

と、当時はそれほどの身体的衰えがあったとは考え

られない。それでも身体が衰えていく微かな予兆を

思い、甘えに似た感情から自分自身の変容を考え、

老化という言葉で表現していたのかもしれない。

クラスの皆が70歳を過ぎてしまった。

平成24年５月26日(土)、ホテルメトロポリタン・

高崎に於いて４年ぶりの不惑会クラス会を催した。

20名から出席できないとの返事を受け取った。返

信の内容は医療からの引退、ゴルフができなくなっ

た、体力が低下したなどから昨今は具体的身体的訴

えに変わった。がん闘病中、在宅酸素、寝たきり、

リハビリ中、ACSとなり救急車で運ばれた、股関節

の再手術などなど。中には複数の病に侵された者も

いる。思わず考え込んでしまう。ここに集まった

29名のうち、薬と縁のない者は果たして何人いる

のだろう。白内障、ステント、バイパス、ポリペク

トミーなどの言葉が会場で飛び交っている。我々は

日常の中で老化の意味を知る領域に入った。

平成23年には木村祥子さんを、本年６月には宮

良当益君を失い、既に７名の友人を亡くした。

それでも旧友の懐かしい姿を目にして、集まった

“じじばばばかり”の29名は楽しそうに好い表情を

浮かべ、談笑をしていた。同窓会でしか存在し得な

い、至福の時を味わっていたのだろう。

古希をはさみ、前回のクラス会から４年間過ぎた。

この間にクラスの老化は一気に進行した。自分達は

故障しがちの、この古くなった体の中でしか生きら

れない、後戻りはできないのだ、と実感する。

現状を確認し先が見えたせいなのだろう、焦って

いるのかもしれない、クラス会を毎年開こうなどと

いう声があちこちで挙がった。案の定、俺が幹事役

を引き受けてやる、などという声は一つもない。

毎度、これが最後のクラス会と考えている。今回

もそうである。

細々と続いている不惑会ゴルフコンペを温床にし

て、また、“じじばばばかり”の最後のクラス会は

数年後に開かれるのでしょう。

学生時代の姿に無邪気に歳を戴せた顔を見なが

ら、青春の残り香を楽しんだ。

不惑会クラス会

クラス幹事　貝瀬　　宏（昭40卒)

昭和40年卒クラス会（平成24年５月26日　ホテルメトロポリタン・高崎）
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平成24年６月16日に、わがクラスとしては５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、36名が参加しました。

今回は、対馬義人君が、群馬大学放射線診断核医学

教授に、西川光一君が、和歌山県立医大麻酔科学教

授に就任したお祝いも兼ねて行いました。乾杯の音

頭は、卒業後、初めてクラス会に参加した仁平高太

郎君にお願いしました。近況報告では、自身のこと

ばかりではなく、子供の進路などについての発言も

多く聞かれ、仕事でも家庭でも苦労している人が多

いと感じました。教授に就任した２名の講演は、学

生時代にそれぞれが所属していた部活の同級生の紹

介で始まりました。対馬君の紹介は鈴木和浩君、西

川君の紹介を茂呂貞美君が行いました。（ちなみに、

対馬君はバドミントン部、西川君はバレーボール部

でした。乾杯の音頭の仁平君はバレーボール部のキ

ャプテンでした。）対馬君の講演では、自分たちの

学生時代と比較した画像診断学の進歩や、それに伴

う職員の増員などの話がありました。また、画像診

断が、医学部生や初期研修医に人気があり、その教

育でも大変忙しくしているとのことでした。西川君

は、臨床面では、地域性からか救急患者の受け入れ

が多く、緊急手術の割合が他大学に比べて高いため

連日夜遅くまで麻酔管理を行っているということで

した。一方では教授として、その合間をぬって全国

を講演などで飛び回っていることや、自身の基礎研

究などについての講演がありました。それぞれが活

躍している様子がよくわかりました。昔話に花を咲

かせた後、１次会のお開きとなりましたが、締めの

音頭も、久しぶりにクラス会に参加したバレー部の

桂川秀雄君にお願いしました。その後の記念撮影で

は、写真の通り、サッカー部の小谷野哲也君、小山

諭君が、学生時代と同じパーフォーマンスを見せて

くれ、皆を笑わせてくれました。２次会も行い遅く

まで思い出話に花を咲かせました。このあと、日付

を跨いで３次会に繰り出していった猛者もいまし

た。翌日のゴルフは斎藤勇一郎君の幹事で行われま

した。わがクラスからはこれで７名の教授就任とな

りました。今後も、教授就任が噂される同級生がい

て、まだまだお祝いを兼ねたクラス会を続けていく

ことができそうです。今回も様々な準備行ってくれ

た岡本栄一君に感謝し、次回のクラス会の報告を書

ける日を期待しながら筆をおきたいと思います。

63年卒　
第５回クラス会を開催して

伊藤　郁朗（昭63卒)

昭和63年卒クラス会（平成24年６月16日　ホテルメトロポリタン・高崎）
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２年前に、次回は「海の見えるところで会おう」

と全員一致で横浜での開催を決定し、幹事には丸山

甫君と中沢正夫君が選出された。歳は古希を過ぎた

同輩が子供っぽい提案をしたのも、今まではいずれ

も群馬県内の開催であったことと、卒業して丁度

50年の節目に当たることも相乗りしたと推察した。

それにしても同窓が一堂に会すると発想が若くて学

生気分が抜けていないと感心した。

しかしこの２年間には東日本大震災を経験し、直

前には東京湾北部直下型地震の予想などが大々的に

報道され、ホテルの火災事件などもあって、東京湾

に近い横浜の開催は家族が心配するやら、幹事は気

を揉むやら一抹の不安を感じながらの準備となった。

開催時期は自然が最も美しい６月とし、日本全体

を覆う暗雲を払拭する気概で、今回の会のテーマは

「バラ」とした。即ち、６月19日Rose Hotelに集ま

り、次の日の散策は「港の見える丘公園」のRose

Gardenでした。幹事の人柄がしのばれる実にロマ

ンチックな企画でした。

同伴者を含め卒業した約半分の29人が横浜中華

街の名店重慶飯店（Rose Hotel）の午後６時開宴

に集会した。

冒頭、昨年夏に同級でも年少の奥谷雅生君が急逝

されたことが報告され、哀悼の意を表し黙祷を捧げ

た。次いで同級では一番早く叙勲されたと思われる

柴山勝太郎君（瑞宝小緩章）を祝して乾杯に入り、

名物の重慶（四川）料理を賞味しながら円卓の歓談

が始まった。

前回までは自分の健康状態の話が中心でしたが、

後期高齢ともなれば各人病気を克服したのか、前向

きの明るい話題が多かった。

最後に次回２年後のクラス会の予定を討議し、開

催地はまた山に戻って群馬県、幹事には戸神重昭君

と豊泉清君が決定した。

翌朝食後の解散となったが、今を盛りのバラの花

を一目見ようと元気のよい10人余りがRose Hotel

から「海の見える丘公園」まで幹事２人に案内され

て、歩いて登った。まだ出来立ての新しいバラ園ら

しく前橋市敷島公園のバラ園よりも小規模だが、き

ちんと整備されていて気持ちよく観賞してきた。昼

過ぎ、思い出深いイベントを企画していただいた幹

事に感謝しつつ、群馬への帰途に着いた。

昭和37年卒クラス会（平成24年６月19、20日　Rose Hotel）

最後列左より、斎藤脩司、豊泉清、戸神重昭
前三列左より、小山夫人、小山善郎、関口利和、小林敏男、土屋幸彦、牧元弘之、牧元夫人、丸山甫
前二列左より、松村重典、鈴木庄亮、岡本敏男、川島柳太郎、馬場憲臣、女屋敏正、飯島協子、中沢正夫、中沢夫人
前列左より、瀬山博義、坂上隆、滝沢夫人、滝沢幸男、柴山勝太郎、矢島英夫、佐藤佳子、池延シヅエ

卒後50年、節目の
昭和37年卒八生会報告

関口　利和（昭37卒)
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「堅い友情」で結ばれている、我が群馬大学医学

部42年卒同窓会が、２年ぶりに復活。名幹事、春

日先生ご夫妻の周到な準備のもと、「卒後45年記念

同窓会　ＩＮ　東京」が３月17・18両日、東京、

お台場「ホテル日航東京」で開催されました。

土曜夜はパーテイー。翌日曜日は、「東京観光」

と楽しい企画満載でした。

３月17日（土）少しばかり、お天気が心配な中、

いざ「お台場」へ出陣。

ぞくぞくと懐かしいメンバーが集まって、宴の開

催。まずは全員揃っての記念撮影。

長老岩上先生の乾杯の音頭の後、一人一人マイク

を手に近況報告。まず、皆は、春日先生ご夫妻に謝

意を述べ、お二人のご尽力のお陰で、これまでも全

国各地（北は北海道から-南は沖縄、九州、四国、

山陰、山陽、横浜、時々群馬）と、楽しい企画満載

の同窓会を行えた事に感謝。

今回は、卒後45年という節目を迎え、34名もの

仲間が集えた事を喜び会う。

スピーチは病気自慢大会のようでもあり、日ごろ

患者さんに向かって早期発見、予防が大事とかいっ

ていながら、ほとんどの者が「医者の不養生」で、

結構深刻な病気に罹り奇蹟の復活を遂げた先生もい

らっしゃる。

震災後開催を危ぶまれた「世界睡眠学会ＩＮ京都」

を3000人の参加者を集め成功させ、現在はボラン

テイア教授となって、後進の育成にあたっている、

わがクラスの誇り大川先生の報告に皆感心して聞き

入る。

クラスの出世頭、後藤先生は、この度４冊目の書

物を上梓（高齢者医療の現場から「終の住処」診療

記」（中公新書）は同窓会誌でも読みやすく、臨場

感あふれる本と絶賛されています。）これからまた

新しい大学に教授として招聘され、再び教壇に立つ

とのこと。

因みに42年卒組は、58名の卒業生のうち、９人

もの大学教授を輩出した優秀な学年であった。

後述するが、訳あって私はこの学年には、２年間

しか在籍していない。

映画俳優のような好男子で、ラグビー部で活躍し

た舟橋先生は、スキーウェアで登場。大病を患った

が、目下第２の青春を謳歌中とのこと。

有床診療所復活のため、医師会要職について、頑

張ってくれている、新沢先生のお陰で、今年4月診

療報酬改定では、当院のように、365日24時間体制

で、患者さんを受け入れている有床診療所に対する

点数が加算されることになった。ご活躍に感謝。

当時、長嶋先生（北大名誉教授）が結成した、ジ

ャズバンドのメンバー達が、夏合宿を館山で行い、

我が家にも遊びに来て楽しい夏休みを過ごしたのも

良い思い出だ。

クラスでカップルになった、山本先生ご夫妻も仲

睦まじく参加。藤田先生ご夫妻の縁結びの神は、幹

「卒後45年記念同窓会
ＩＮ　東京」

平嶋　　昇（昭43卒)

昭和42年卒クラス会（平成24年３月17日　ホテル日航　東京）

後列左より　井坂・吉松・長屋・高橋・小板橋・内田・荻野・平嶋・山本・下篠・小野垣・末益・後藤・米良・藤田
中列左より　橋田・中山・小室（旧姓吉田）・山本（旧姓小林）・大川・新沢夫人・米良夫人・
前列左より　黛・平嶋夫人・藤田夫人・舟橋・岡田・新沢・岩上・春日夫人・末益夫人・岩上夫人・春日

同
窓
の

青
春
の
顔

春
の
宴

ノ
ボ
ー
ル
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事春日先生だったと明かされた。

この度、地域医療貢献賞を受賞した、黛先生は、

自宅に写真室を造るくらいのカメラ好き。この日の

ため、古いアルバムから、現像して持参した医学生

時代の写真がテーブルを回る。裸電球の下、写真に

収まっている面々は青春真っ盛り。一同50年前に

タイムスリップする。

私もマイクの前に立たされて、現役産科医として、

自験例をまとめた論文「22年間の当院における骨

盤位の分娩管理―とくにオバタメトロ使用の視点か

ら―」を配布させてもらい、産科医としての矜持を

語った。

小野垣先生は、「10分で入眠できる」画期的方法

を考案し大川先生にも検閲してもらって近く出版予

定との事。

上等の和食、酒に酔い、楽しく語り、ライトアッ

プされたレインボーブリッジを眺めながら就寝。

翌朝８時、平成生まれのバスガイドさんの案内で

「東京見物」スタート。

東京ゲートブリッジ→浅草寺→月島もんじゃ焼き

の昼食→芝増上寺→東京タワーに昇り、東京駅着。

われらお上りさん集団は、別れを惜しみ来年の再

会を約束して解散。

思い返せば、２浪の末やっと合格した群大でも、

柔道に明け暮れた私は、要領の悪さも手伝って落第

の憂き目にあった。

それでも、いまもこうして仲間として、必ず同窓

会に誘ってくれる「42卒の友人たち」は、私の

「生涯の宝」である。

楽しく過ごした２日間で、皆の顔は「晴れ晴れ」

として、私も、明日から「顔晴る」英気を養えた。

「良き友と　見えし春日　顔晴れる　ノボール」

薬理学・田所作太郎名誉教授のもとでご薫陶を受

けられた大橋京一教授(S.49卒)は平成17年２月に大

分大学臨床薬理学教授として就任され、その後臨床

薬理センター長、図書館長を歴任されました。大橋

教授は温厚な人柄で、物事を沈着冷静に判断され数

多くの業績を残されました。それらの実績は教授会

で高く評価され、医学部長に選出され、平成24年４

月１日付けで就任されました。去る５月13目、就任

祝賀会が開催され、群大同窓生　早野良生(S.54卒)、

大橋京一教授 大分大学医学部長に就任
中野　眼一（昭41卒）

伊東孝治(S.49卒)両先生と中野眼一(S.41卒)が招待

されました。同窓生として大変喜ばしく、先生を取

り囲み激励してまいりました。

大分大学は、臨床医学講座の再編成、基礎医学講

座の充実、さらに疲弊した地域医療への対応など問題

は山積しています。今後、大橋教授の手腕に期待す

るところ誠に大なるものがあるといえます。健康に留

意され益々ご活躍されんことをご祈念申し上げます。

左から早野、大橋教授、靖子夫人、伊東、中野
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人もいた。出席した人は皆元気で、現役で頑張って

いる。下関から来た領家君は60歳で診療を止め、

あまり退屈なので、絵画をはじめたところ、展覧会

で入選したとのことだった。しかし診療をやめると、

あまりにも暇すぎて困るから、診療はやめないほう

が良いよと、さかんに諭していた。新宅君も今は診

療をやめ、奥さんと写真の個展をあちこちで開いて

いる。皆でビールで米寿を祝い、乾杯して美味しい

フランス料理を食べながら愉しく歓談した。一人で

も元気なうちは集まろうということになり、また来

年を予約して解散した。写真は前列左から新宅、望

月、春田、領家、後列左から八尾と家内、増村であ

る。

平成24年６月24日(日)帝国ホテル中２階 レ.セゾ

ンで開催した。

今年は数え、もしくは満で米寿になるので、生き

てると思われる連中33名全員に通知を出したとこ

ろ、この１・２年で４名亡くなっており、体調不良

やホームに入ってる人などが16人で、都合の悪い

人が７人おり、結局私の家内を交えて７人の出席だ

った。なかでも下関や静岡から、はるばる来られた

前橋医専第１期生同窓会

八尾　十三（昭23卒)

前橋医専第１期生同窓会（平成24年６月24日　東京帝国ホテル）

後列左より、八尾十三、八尾十三氏の奥様、増村雄二郎
前列左より、新宅喜治、望月達夫、春田孝正、領家貞夫

　名簿編集作業の進捗状況をご報告いたします。会員の皆様からご返送いただきました調査葉書の内容

を正確に反映させるために、現在第２回目の校正作業を進めています。さらに、教室別現教員欄につい

て、各教室・部門の先生達にご協力を御願いし、最新の内容となるよう作業を行っています。本年中の

発行を目指し、委員一同、努めております。　　　　　　　　　　　　　委員長：安部由美子（昭57卒） 

平成24年度版同窓会会員名簿編集委員会からのお知らせ(第３報)平成24年度版同窓会会員名簿編集委員会からのお知らせ(第３報)
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一般財団法人群馬健康医学振興会は地域の保健・

医療・福祉の向上のため、以下の助成を行う。

１．対象

群馬県内または近郊、その他の地域に勤務する

医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、療法士、

保健師、社会福祉士、その他の保健、医療および

群馬健康医学振興会は昭和54年に創立され、本

年４月１日付けで県より一般財団法人として認可を

受けました。財団のすべての事業は公益を目的とし

たもので、毎年地域住民の健康増進に貢献する活動

を対象とした研究助成事業を行っております。応募

資格は同窓会員や医師に限らず、地域の医療職や学

生の皆様も対象になります。たくさんの応募をお待

ちしております。

福祉関連職、教員、団体等が年度内に行う研究ま

たは事業であって、以下の群馬健康医学振興会の

設立の趣旨に則った活動であること。

1) 健康医学調査・研究活動

2) 健康医学普及・社会貢献活動

3) 健康医学国際交流・研究活動

4) 医学部学生の健康医学実習

5) その他、保健・医療・福祉の向上に貢献す

る活動

２．件数及び助成金

５～10件、総額100万円程度とする。

３．申込方法

応募希望者は、応募用紙を財団のホームページ

からダウンロードの上、平成24年10月１日より平

成25年１月末日までに郵送または、メールにて申

請する。

提出先：〒371-8511前橋市昭和町３丁目39の22

刀城会館内一般財団法人群馬健康医学振

興会事務局内

http://tojowww.dept.med.gunma-

u.ac.jp/foundation/index.html

メールアドレス：

tojoclub@showa.gunma-u.ac.jp

一般財団法人群馬健康医学振興会
常務理事（研究助成金担当）

白倉　賢二（昭50卒)

群馬健康医学振興会
助成金のご案内

平成25年度 群馬健康医学振興会助成金

昭25卒

〃

昭26卒

昭33卒

昭36卒

昭37卒

〃

卒　年

佐藤　留雄

松本　文吾

齋藤　秀雄

中島　　敏

成田　忠雄

佐藤　　仁

町田　裕一

ご芳名(敬称略)

先生方におかれましてはご健勝にてお過ごしのこ

とと存じます。さて、協賛金は同窓会の活動方針を

継続していくために是非共必要なものと考えており

ます。引き続き多くの皆様にご賛同いただきますよ

うお願いいたします。

会報発刊時には、お名前を報告させていただいて

おりますが、既にご賛同下さいました会員の皆様に

は心より御礼を申し上げます。

平成24年８月24日現在、332名と法人等３件か

ら、8,051,000円の協賛金をいただきました事をご

報告させていただきます。

同窓会財政基盤強化協賛金
ご協力の御礼とお願い

財務委員長　梅枝　定則（昭46卒)

同窓会財政基盤強化ご賛同者一覧（平成24年５月19日～ 同年８月24日までのご賛同者） 同窓会財政基盤強化ご賛同者一覧（平成24年５月19日～ 同年８月24日までのご賛同者） 

昭38卒

昭42卒

〃　

昭45卒　

昭46卒

昭47卒

昭50卒

卒　年

五味　茂喜

後藤　文夫

長岡　成郎

鈴木　　忠

山h 雙次

齋藤　公司

秋山　典夫

ご芳名(敬称略)

昭50卒

昭52卒

昭53卒

〃

〃

昭54卒

昭55卒

卒　年

a橋　　育

横江　隆夫

家冨　克之

黒岩　　源

猿木　和久

野村　光男

藤田　　尚

ご芳名(敬称略)

昭59卒

〃

〃　

〃　

〃　

昭62卒

卒　年

大滝　章男

川島智恵子

壺内　鉄郎

徳島　眞彦

中山　優子

川田　敏夫

ご芳名(敬称略)
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群馬大学医学科４年児玉裕章と申します。先日８

月９日～12日の４日間に渡り、第55回全国医学生

ゼミナールin群馬(以下医ゼミ)が開催されました。

私は現地実行委員長として運営に当たっておりまし

たが、刀城クラブの先生方の御厚意、御助力により

無事に開催できたことをこの場を借りて御礼申し上

げます。

医ゼミは、医学生の「現在日本で必要とされる医

療者像はどのようなものか」「将来的にもっとよい

医療者となるため今できることは何か」という思い

に基づいて毎年全国各地で行われており、今年で

55回目を迎えました。特に今年は東日本大震災か

ら１年５か月が経過し、「今の被災地の状況を知り

たい、そして今後もきちんと見ていきたい」という

思いを持つ学生が多かったため、医ゼミのメインテ

ーマを「震災後社会～現
い

在
ま

をみる　未来を医
いや

す～」

としました。また、今年は沖縄返還40周年にあた

り、更に原発の再稼働問題も大きな問題として議論

されているということもあり、これら問題について

も医ゼミの中で大きく取り扱いました。今年は日程

が東医体、西医体と被ってしまったこともあり多く

の運動部の人が参加出来なかったものの、４日間を

通して北海道から沖縄まで全国各地の学生に加え、

一般の方80名以上を含む373人が参加してください

ました。

４日間の期間中では講演会、学生発表、分科会、

交流会など様々な企画が行われました。講演会では

大棟耕介先生、本田宏先生、肥田舜太郎先生にご講

演いただきました。初日にご講演いただいた大棟耕

－ 22 －

医ゼミ直前、一部メンバーによる集合写真（８月８日　大学院講堂にて）

全国医学生ゼミナール
開催報告

現地実行委員長

児玉　裕章（医学科４年)
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介先生はホスピタル・クラウンとして世界的に有名

な方で、人とコミュニケーションをとる際の姿勢、

そしてプロの医療者として医学の勉強をきちんとす

ることの重要さを教えていただきました。２日目に

は医療崩壊に関する数々の著書のある本田宏先生に

ご講演いただき、医療崩壊の現状と、医学生として

当事者の自覚を持つことの大切さを、そして３日目

の肥田舜太郎先生からはご自身の被ばくの経験か

ら、今後の原発の問題について医療者として持つべ

き姿勢をそれぞれ教えていただきました。

今回の学生発表、そして講演会では、自分とは直

接に関係のない様々な問題に関して「無関心ではい

けない」という事を強く考えるきっかけとなった、

という声を多く聞くことが出来ました。医ゼミで扱

う問題は普段の医学部の授業ではあまり考えない社

会的な事です。しかし、講師の先生方から医学生へ

の期待などを受け、また当事者の話を直に聞く事で

「自分の医学という学業に対するモチベーションも

上がりました。」(医学部２年)、「今後の自分の勉強

や生活、将来に役立てる努力をすることが今後の課

題であると思います。」(医学部４年)など、多くの参

加者にとって今後の自分の医療者像について改めて

考えるよいきっかけになりました。なにより「この

夏、全国医ゼミに参加できて本当に良かったです。」、

「医ゼミで感じたことを忘れずに、この先も医療を

取り巻く問題と向き合い学びを深めていきたいと思

います。」(医学部１年)など参加した１年生にとって

大きな学び・成長の場になった事が私たち運営側と

しても大変嬉しかったです。

医ゼミは学生主体で運営しておりますが、今年の

医ゼミの成功裏には金銭面、広報面など様々な所で

先生方から多大な御支援をいただいたおかげである

と感じております。

第56回医ゼミの開催地は未定ですが、今年学んだ

事、そして先生方からいただいたご期待やご支援に

こたえる為にも、来年以降も医学生の学びの場とし

て、更により良い企画として活動していければと思

っております。

－ 23 －

幹事長　岡田　恭典（平３卒）

昭和キャンパスに設置された群馬大学重粒子線医

学センター（重粒子線照射施設）は平成22年６月か

ら先進医療として一般の方々へのがん治療を行って

きておりますが、当施設の運営にあたり予算面で大

学当局が苦慮されているところから、本年３月14日

付で同窓会会員の皆様にご協力をお願いいたしまし

た。７月12日には 高田 邦昭群馬大学長が見えられ

て同窓会会員の協力に謝意を表されたことを報告い

たします。

（会員のご協力状況は次のとおり。）

群馬大学重粒子線治療基金
医学部同窓会関係募金受入状況について

重粒子線治療基金 医学部同窓会関係募金受入状況

対象期間：平成24年３月28日～平成24年７月11日

法人・団体

個　　　人

合　　　計

件数（件)

48

200

248

入金額（円）

17,140,000

25,375,088

42,515,088

（内訳）

【法人・団体】

1～9,999

10,000～49,999

50,000～99,999

100,000～499,999

500,000～999,999

1,000,000～9,999,999

10,000,000～

小　　　計

金額（円）

0

340,000

200,000

2,100,000

500,000

4,000,000

10,000,000

17,140,000

件数（件）

0

20

4

18

1

4

1

48

【個人】

合　　　計

※50万円以上は感謝状贈呈対象

※100万円以上は寄附者銘板掲示対象

248 42,515,088

1～9,999

10,000～49,999

50,000～99,999

100,000～499,999

500,000～999,999

1,000,000～9,999,999

10,000,000～

小　　　計

金額（円）

15,000

1,810,000

1,150,000

4,400,088

3,000,000

15,000,000

0

25,375,088

件数（件）

3

115

23

38

6

15

0

200
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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(３年)、小尾紀翔

(２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

本人の活躍や各国のアスリートの驚異的なパフォー

マンスに多くの国民が感動していた時期に、日本で

は、消費税増税を含む社会保障と税の一体改革関連

法案が、参院本会議で賛成多数で可決、成立してい

ました。社会保障の維持・充実のためには、消費税

増税はやむを得ないとの意見は多いですが、デフレ

の中、国民の年間所得が減少している状況で、消費

税を増税した場合、ますます、貧富の格差が拡大し、

病気になっても医療機関への受診を躊躇し、重篤に

なってから救急車で受診するケースが増えるのでは

ないかと危惧しています。今後、医療・介護の制度

改革が議論されると思いますが、充分に議論を尽く

していただき、国民が安心して医療を受けられる制

度を構築してほしいと切に願っています。

（大山良雄）

７月27日から８月12日まで開催

されたロンドンオリンピックでの日
編集後記

謹　告

正会員

昭和25年卒　吉澤昭雄先生

昭和25年卒　中村清子先生

昭和42年卒　中村國衛先生

昭和25年卒　大谷定夫先生

昭和23年卒　本間周男先生

昭和26年卒　清水好男先生

昭和43年卒　佐竹文介先生

平成17年卒　武智泰彦先生

昭和25年卒　福島　喬先生

昭和29年卒　中尾英雄先生

昭和46年卒　新井昌明先生

昭和46年卒　中島英雄先生

昭和41年卒　宮良當益先生

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。

日逝去）

日逝去）

日逝去）

日逝去）

日逝去）

日逝去）

日逝去）

日逝去）

日逝去）

日逝去）

日逝去）

日逝去）

12

6

8

6

4

5

5

5

5

6

6

6

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

5

14

31

7

14

2

19

22

29

16

29

29

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

16

21

22

22

23

24

24

24

24

24

24

24

24

（平成

（平成

（平成

（平成

（平成

（平成

（平成

（平成

（平成

（平成

（平成

（平成

（平成

出席者 森川会長　他18名　学友会５名

報告事項

１．法人のその後の活動について

２．新入生オリエンテーションについて

３．同窓会・刀城クラブ創設60周年記念事業準備委

員会について

４．前橋支部役員会について

５．四国･瀬戸内海沿岸地区同門会について

６．その他

協議事項

１．学術集会補助金について

２．交換留学奨学補助について

３．北関東医学会同窓会推薦講演について

４．会報編集状況について

５．名簿編集状況について

６．その他

お　詫　び

前号（225号）「太田館林邑楽郡支部だより」

の本文中、増村雄二郎先生の卒年が誤記されま

したので、ここに訂正いたします。

増村　雄二郎先生　昭和23年卒

増村雄二郎先生および関係の皆様にご迷惑を

おかけしたことをお詫び致します。

【昇任】平成24年１月１日

西川　光一（昭63卒）和歌山県立医科大学医学部

麻酔科学教室教授

【就任】平成24年７月１日

斎藤　　豊（平４卒）国立がんセンター中央病院

内視鏡センター長・内視鏡

科科長

【昇任】平成24年８月１日

飯塚　　伯（平４卒）医学系研究科整形外科学准教授

柳川　天志（平７卒）附属病院整形外科講師

第４回役員会（平成24年４月26日）

役員会だより

人 人 事 事 内 内 学 学 

学 人 事 外 学 人 事 外 

逝去）


