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今回は５人の教授の方々が定年退任されます。いず
れの方も教育、研究、地域医療面において更に学会活
動や人材の育成など多大な貢献をされ、そのご功績は
高く評価されております。また同窓会に対しても常日
頃よりご尽力いただきましたことに心より御礼申し上
げます。それでは、退任される先生方を本学の職員録
順に沿ってご紹介させていただきます。

中里洋一教授は昭和47年３月群馬大学医学部を卒
業され、昭和51年３月には群馬大学大学院(第一病理
学)を修了されました。直ちに病理学第一講座の助手
に採用され、昭和53年４月同講師になられ、昭和60
年～61年まで米国ワシントンＤＣの米国陸軍病理学
研究所に留学されました。その後平成２年７月に群馬
大学医学部病理学第一講座（現、群馬大学大学院医学
系研究科病態病理学分野）教授に就任されました。研
究面では第一病理の伝統である神経病理学と脳腫瘍病
理学に取り組んでこられました。特に第17回日本脳
腫瘍病理学会会長を務めるなど脳腫瘍病理学のオーソ
リティとして活躍され、ＮＰＯ法人日本脳腫瘍リファ
レンスセンター理事長、ＷＨＯ脳腫瘍組織分類委員会
委員などで実績を積まれました。また医学部教務委員
長（現在の教務部会長、入試部会長、出題、採点委員
長の業務を一手に引き受けていた）として活躍され、
さらに群馬大学附属図書館長、群馬大学総合情報メデ
ィアセンター長、群馬大学教育研究評議員などを併任
され手腕を発揮されました。

岡本幸市教授は昭和47年３月群馬大学医学部を卒
業され、群馬大学医学部附属病院で１年間研修されま
した。その４年後の昭和53年３月に群馬大学大学院

（第一病理学）を修了されました。昭和53年７月に群
馬大学医学部リハビリテーション医学研究施設助手に
なられ、昭和56年７月～57年４月まで米国ニューヨ
ーク、モンテフィオーレ病院に留学されました。その
後神経内科講師、リハビリテーション医学研究施設助
教授を経て平成８年７月に群馬大学医学部リハビリテ
ーション医学研究施設教授兼神経内科科長に就任され
ました。平成15年４月からは群馬大学大学院医学系
研究科脳神経内科学教授になられました。研究面では
筋委縮性側索硬化症（ＡＬＳ）の病理を中心にアルツ
ハイマー病、パーキンソン病、脳血管障害、筋ジスな
ど幅広く取り組まれ大きな成果をあげられました。ま
た、日本神経学会、日本内科学会、日本認知症学会な
ど多くの学会の評議員として活躍され、附属病院臨床
試験部長、同認知症疾患センター長としても多大な功
績を残されました。

三國雅彦教授は昭和48年北海道大学医学部を卒業
されました。昭和54年には文部教官助手として北海
道大学医学部附属病院精神科に勤務され、昭和56年
からの２年間米国シカゴ大学精神科に客員助教授とし
て留学されました。昭和60年に北海道大学医学部附
属病院講師になられ、昭和62年より厚生技官室長と
して国立精神、神経センター神経研究所、疾病研究第
三部躁うつ病研究室に勤務されました。そして平成６
年に群馬大学医学部神経精神医学講座助教授になら
れ、平成10年に同（現、群馬大学大学院医学系研究
科神経精神医学分野）教授に就任されました。研究面
では躁うつ病や統合失調症の生化学並びに神経精神薬
理学、脳画像解析学、ストレス学などの研究に従事さ
れ、大きな実績を挙げられました。また、日本精神神
経学会理事、第107回日本精神神経学会学術総会会長
を務められ活躍されました。

森昌朋教授は昭和47年３月に群馬大学医学部を卒
業され、直ちに群馬大学医学部第一内科に入局されま
した。昭和53年まで桐生厚生総合病院内科、前橋赤
十字病院内科、原町赤十字病院内科と関連病院で研鑽
をつまれました。その後昭和55年～58年米国ルイジ
アナ州立大学内科に留学されました。平成元年群馬大
学医学部附属病院内分泌内科講師になられ、平成３年
に群馬大学医学部第一内科（現、群馬大学大学院医学
系研究科病態制御内科）教授に就任されました。研究
面では甲状腺疾患を中心に内分泌疾患の研究に従事さ
れ、日本内分泌学会理事長なども務められ、多くの業
績を残されました。また群馬大学大学院教務委員長、
群馬大学大学院部局化検討委員長として活躍され、さ
らに、群馬大学学長補佐、医学部附属病院長補佐、医
学部長補佐、群馬大学評議員など多くの役職を併任さ
れ大きく貢献されました。

酒巻哲夫教授は昭和47年３月に群馬大学医学部を
卒業され、群馬大学医学部第二内科に入局されました。
群馬大学医学部附属病院と国立高崎病院内科で研鑽を
つまれ、昭和53年６月第二内科助手になられました。
昭和56年～57年米国ミズリー大学に留学され、その
後国立療養所足利病院内科医長、第二内科講師、群馬
大学医学部附属病院医療情報部助教授を経て、平成
10年に群馬大学医学部附属病院医療情報部教授に就
任されました。昭和47年から平成９年までは第二内
科で主に循環器内科領域の臨床と研究に従事され、平
成９年からは医療情報部において病院の情報化と教
育、研究に従事され大きく貢献されました。また日本
医療情報学会幹事、日本遠隔医療学会理事、同副会長、
国立大学医療情報、企画関連部長会（旧医療情報部長
会）会長を努められるなど手腕を発揮されました。

以上、５人の退任教授のご略歴を紹介させていただ
きました。いずれの方もその功績は大きく目を見張る
ものがあります。退任されますことは大変残念ではあ
りますが、第二の人生の門出としてお祝い申し上げお
送りしたいと思います。先生方のご健勝と今後益々の
ご活躍をお祈りいたしますとともに、本学、本同窓会
へのご尽力に心から感謝申し上げまして御礼の言葉と
いたします。ありがとうございました。

医学部同窓会・刀城クラブ

会長　飯野　佑一（昭46卒)

第二の人生の門出として

退任教授記念送別会 退任教授記念送別会 
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私は群馬で生まれ育ち、昭和41年４月に群馬大

学医学部に入学しました。学生として医学部と大学

院で10年間、大学教員として昭和51年より助手

（２年間）、講師（12年間）、教授（23年間）を務め、

都合47年間を群馬大学の内で過ごしてきました。

いま振り返れば、井の中の蛙そのものであり、なん

とまあ狭い世界に閉じこもっていたものかと、反省

することしきりです。

井の中にもさざ波程度の波風は立ちます。振り返

ってみると、それらの出来事が走馬燈のように頭の

中を駆け巡ります。医学部時代はスポーツ（サッカ

ー）と病理の勉強に熱中しました。大学院では入学

直後から３ヶ月間、東大医科研の制癌研究部に内地

留学させてもらい、山本正教授から細胞培養とウイ

ルス精製の手ほどきを受けました。このときに学ん

だ実験手技はその後の研究に大いに役立ちました。

星野洪郎先生（前医学部長）と出会ったのもこの研

究室であり、その後ずっとお付き合いいただいてい

ます。大学院卒業後直ぐに助手に就くことができ、

さて本格的に研究を始めようとした矢先、自分自身

が腎細胞癌に罹患し、死の恐怖におびえたこともあ

ります。志田圭三教授、柴山勝太郎先生、伊藤善一

先生、新部英男先生、平敷淳子先生たちの懸命の治

療で一命を取り留めるとともに、この体験を通じて

癌患者の気持ちがすこし理解できたように思います。

研究は病理学第一講座（現：病態病理学分野）の

伝統を受け継いで、神経病理学と脳腫瘍病理学に取

り組みました。川合貞郎初代教授、石田陽一第二代

教授のご指導により、脳腫瘍の病理学に関しては一

定の業績を出すことができました。ヒト脳腫瘍の病

理診断標準化、均霑化も重要と考え、学会を通じた

教育・啓蒙活動や、ＮＰＯ法人によるコンサルテー

ション事業を行いました。また、世界保健機関（Ｗ

ＨＯ）の脳腫瘍組織分類委員会のメンバーとして、

脳腫瘍分類体系の策定にも関与してきました。これ

らの活動を通じて私達の教室は「脳腫瘍病理を専門

とする教室」として日本病理学会の中では認知され

ております。

平成２年に運良く教室の第三代教授として選出さ

れました。着任してみると教授職は実に多忙である

ことに驚きました。当時、本学医学部では新任の基

礎系教授が教務委員長を務める習慣があり、私も平

成５年度の教務委員長に任命されました。当時の教

務委員長は現在の教務部会長、入試部会長、出題採

点委員長の業務を一手に引き受けており、会議や打

ち合わせの連続でした。特にこの年から医学部１年

生に対して早期体験実習を行うことになり、学外の

実習施設を探す必要がありました。そこで県内の介

護施設や養護施設に電話をかけ、受け入れてくれそ

うな施設には直接出かけて施設長と交渉して廻りま

した。結局６施設が実習を引き受けてくれることに

なり、この年から早期体験実習が開始されました。

また、入試業務については優秀な人材を推薦入学で

確保するため、県内の高校12校を訪問し、優れた生

徒を群大医学部に推薦するよう依頼して廻りました。

小宮義璋先生が同行してくださり、２日間かけて県

内を走り回ったことも良い思い出になっています。

平成14年より附属図書館医学分館長を２年間、

平成16年より附属図書館長を４年間務め、学術情

報基盤の整備に取り組みました。医学分館長として

はユーザサービスの向上、医学分館としてのidenti-

tyの確立、オリジナルリソースの開発など５項目か

らなる「医学分館改革事業計画」を打ち出し、図書

館員に発破をかけました。図書館長に就任して１年

目には附属図書館と総合情報処理センターを発展的

に統合することを行動目標として掲げ、藤川事務部

長、片山情報サービス課長と一緒に学内各所に説得

に出向いて、平成17年４月に「総合情報メディア

センター」として改組・設立することができました。

センター長としては、群馬大学情報化基本方針の策

定、外国雑誌購入費の中央経費化、電子ジャーナル

購読誌数の拡大、学内情報基盤設備の強化、学術情

報リポジトリ構築など多くの課題に取り組み、充実

した日々を過ごさせてもらいました。

同窓会活動としては土屋純会長時代の編集委員長

として本誌刀城クラブ会報の編集に携わりました。

当時のハイライトは「刀城クラブ設立50周年記念

誌」の編纂でした。多くの同窓生から寄せられた母

校への熱い思いと後輩に対する叱咤激励の言葉は、

今読み返してみても心にずっしりと響くものがあり

ます。

おわりに群馬大学医学部の発展と輝かしい未来を

祈って筆を置きます。

病態病理学

教授　中里　洋一（昭47卒）

「群馬大学で
過ごした47年間」

退任あいさつ 退任あいさつ 



私は千葉県の佐倉高校を卒業し、昭和41年

（1966年）４月に群馬大学医学部に入学しました。

大学４年目から卒業までは、毎日夕方から夜にかけ

て第一病理学教室に出入りさせてもらい、病理解剖

の手伝いや実験の補助などをしました。

昭和47年（1972年）３月に卒業し、第二内科で

１年間研修を行いました。入院患者全員を、「自分

の受け持ち患者」であると思って必死に頑張ったこ

とを思い出します。その１年間の経験が臨床の原点

であったと今でも思っています。その後、第一病理

学教室の大学院に入りました。当時は剖検例もたく

さんあり、大学院生は、自分で行った剖検例の切り

出し、脱水、パラフィン包埋、薄切、染色などはす

べて自分自身で行っていました。大学院では、組織

学的検索や電顕の技術を学ぶことが出来たのが最大

の収穫でした。

１年間第二内科で研修したこともあり、大学院卒

業後は漠然と第二内科に戻ろうかなと思っていまし

た。４年目の秋に、新潟と群馬の国境の湯桧曽温泉

宿で、群馬大学の病理と新潟大学脳研病理が中心と

なり、「第１回上信越神経病理懇談会」が開かれ、

臨床と病理の討論が行われました。そこでの平井先

生の博識に感心し、その後の２次会で平井先生の

「人間味あふれる」人柄に接し、この先生を師に神

経内科を学びたいと決心しました。

昭和50年（1975年）10月に本院に診療科として

の「神経内科」が増設され、許可ベッド数は10床

でした。２診療科問題（神経内科と内分泌内科が診

療科として認可されたが、とくに神経内科は第二内

科にも神経グループがあり、リハ研の教官は本院で

はなく草津で診療すべきとの主張があり、病院前に

は立て看板もみられた）が尾を引いており、外来診

療は細々と開始されましたが、入院診療が始まった

のは昭和52年（1977年）１月からでした。６階の

第二内科に２床、第三内科に２床の計４床でした。

入院第１号は、22歳のギラン・バレー症候群の患

者さんでした。私は昭和52年4月から病棟の受け持
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ちとなりましたが、昭和52年の１年間の入院患者

はわずか８名のみでした。平成２年（1990年）６

月に新しく建てられた南病棟6階（耳鼻科との混合

病棟）へ移転するまでの間、回診は平井先生の他、

各階ごとに教授回診を受けていましたので、受け持

ち医は大変であったと思います。

昭和48年（1973年）４月に、群馬大学医学部附

属リハビリテーション医学研究施設物理医学部門

（以下リハ研）が設置されましたが、正式な設置場

所は「草津」であり、草津分院内に研究室が一部屋

ありました。月に１度平井先生と森松先生が交代で

草津分院に行かれ、神経内科外来をしておられまし

た。実際の活動の場は、昭和キャンパス内であり、

神経内科の外来や病棟診療を行っていましたが、草

津が本拠地である事実から、肩身の狭い思いをして

おりました。

私がリハ研の教授になったのは平成8年（1996年）

７月ですが、平成11年（1999年）４月から本拠地

が正式に昭和キャンパスに移り、「神経内科学講座」

として再出発することになりました。平成15年

（2003年）４月からは群馬大学大学院医学系が部局

化されたこと（いわゆる大学院大学に昇格したこと）

に伴って群馬大学大学院医学系研究科高次機能制御

系脳神経病態制御学講座脳神経内科学専攻（通常

名：群馬大学大学院医学系研究科脳神経内科学）と

名称も変更され、現在に至っています。

研究面では､筋萎縮性側索硬化症（ALS）の病理

を中心に行って来ましたが､1991年に認知症を伴う

ALSでは大脳皮質の神経細胞内にユビキチン陽性・

タウ陰性の新しい封入体がみられることを見いだす

ことが出来ました。この封入体の主成分は2006年

にリン酸化したTDP-43であることが判明し､ALS

の概念も変化しつつあり、大きな進展がみられてい

ます。その他、多くの教室員とともにアルツハイマ

ー病、パーキンソン病、脳血管障害、筋ジスなどに

ついて基礎的、臨床的研究を行うことが出来ました。

群馬県内の神経内科医も徐々に増加しましたが、

高齢化社会を迎え神経内科医の需要が益々増加して

おります。新教授のもとで更に多くの神経内科医が

養成され、群馬大学、群馬県、本邦での神経内科の

診療レベルが向上することを期待しております。

最後に、今後益々母校が発展することを願ってい

ます。

脳神経内科学

教授　岡本　幸市（昭47卒）

リハ研から
脳神経内科学へ

退任あいさつ 退任あいさつ 
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神経精神医学教室は昭和19年の開講以来68年間、

歴代の教授と教室員が一体となって、精神疾患の診

断と治療研究ならびに精神科医と医療人の育成の松

明を引き継いできました。平成６年に、その一員に

加えていただき、刀城会の同窓の先生方には本当に

お世話になりました。

精神疾患診断の補助となる臨床マーカーの確立、

従来の薬物療法に抵抗性の精神疾患に対する新規薬

物療法の開発、身体科医療の中におられる不安障害

やうつ病の方々を身体科の先生と連携して対応する

リエゾン精神医療の導入がわたくしに課せられた課

題と考えて教室を運営してきました。至らぬ点も

多々あったかと存じますが、ご容赦ください。

さて、この臨床マーカーに関しては医学生時代の

経験が影響していたかと思われます。約45年前の学

園紛争当時は病理医が細胞の核の大きさや異形性か

らがん細胞と判定していた時代であり、α-フェトプ

ロテイン（ＡＦＰ）以外にがんのバイオマーカーと

呼べるものはありませんでしたが、わたくしは生化

学教室に入り浸って、ラット腹水肝がん細胞の培養

系を用いて、がん細胞表面からＡＦＰが分泌される

瞬間を初めて抗ＡＦＰ抗体で捉えることができ、Ａ

ＦＰが肝がん細胞由来であること、また、抗ＡＦＰ

抗体には増殖抑制効果があることを、 Int J

Cancerに２編の論文として報告しました。その後、

がんは20世紀末までには決着がつくといわれていま

したので、ブラックボッスである脳科学の研究をし

たくて精神医学に進みましたが、卒業した年にはＣ

ＴもＭＲＩもありませんでした。精神疾患の診断は

専ら問診で行われて、脳波検査は精神症状を呈する

器質性精神疾患の除外診断に用いられるのみであ

り、今日でもうつ病や統合失調症の病名で保険請求

できる脳画像検査はひとつもありません。

本学附属病院には脳形態・機能の画像解析研究に

不可欠な最先端機器が整備されており、放射線診断

核医学分野や中央放射線部のご協力で、うつ病期と

回復期の脳機能を健常者と比較する研究やうつ病発

症脆弱性に係る脳形態・機能異常に関する研究を推

進することができ、横浜市立大学に赴任された井上

登美夫教授や遠藤啓吾名誉教授には大変お世話にな

りました。また、がん患者さんのＡＤＬやＱＯＬの

向上がいわれて久しいですが、エビデンスの少ない

精神腫瘍学の領域において、ＰＥＴ検査に来られた、

精神症状のない100名以上のがん患者さんに協力い

ただいて、一年間フォローアップし、10％強にう

つ病や適応障害が発症すること、精神症状発症者は

非発症者に比して最初のＰＥＴ画像における前部帯

状回の神経活動が異常に亢進していることを明らか

にし、予防の可能性を示唆するデータを報告できま

した。本学が重粒子線治療で世界の先端を走ってい

る今、その適応からはずれたがん患者さんのこころ

のケアに精神科がこれまで以上に寄与できるように

なればと願っております。

平成19年に精神科領域で初めてであり、唯一の先

進医療として厚生労働大臣より群馬大学が「光トポ

グラフィーによるうつ症状の鑑別補助」の承認を得

ることができ、現在、国内の20の大学や病院で精神

疾患の補助診断法としての妥当性の検討を実施して

おり、海外からも注目されて、Nature が取材に来

たほどであります。この技術の開発には福田正人准

教授が大きく貢献してくださり、また教室の運営を

二人三脚で進めてくることができ、先生には言葉に

尽くせない感謝の思いで一杯であり、また、一緒に

研究・診療・教育に携わってきてくれた教室員、看

護チームの諸兄姉にもこの場をお借りしてこころか

ら御礼申し上げます。

平成23年度から文部科学省の「脳科学研究戦略

推進プログラム」のうつ病研究拠点の一つに群馬大

学が指定され、わたくしどもの教室と、神経薬理学

分野、分子細胞生物学分野、遺伝発達行動学分野が

連携して、うつ病のバイオマーカーの探索研究を実

施しております。この研究をもう少し続けて、是非

とも成果を得たいと願っております。

本学の医学生諸君が最先端の基礎的な研究に触れ

る経験をたくさんもって、リサーチ・マインドを持

った臨床医に大成していってほしいと願っておりま

すが、本学医学系研究科が推進しているＭＤ-Ｐｈ

Ｄコースが有力な人材育成法として必ず成功するも

のと確信しております。国内外の有力研究拠点であ

る医学系研究科の一層の発展をこころから祈念申し

上げ、御礼の言葉とさせていただきます。

神経精神医学

教授　三國　雅彦（特別会員）

国内外の有力研究拠点である
医学系研究科の一層の発展を願って

退任あいさつ 退任あいさつ 
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男の生き方、生き様は様々である。男の果たした

社会ならびに組織への貢献の評価は、その男が死ん

でみないと判らず、棺を覆うて初めてその評価が定

まる。故に、教授としての、私の評価が定まるのは

後生になってからであろう。一方私は群馬大学医学

部付属病院第一内科で多くの患者さんを見送った

が、教授だから特別の死に方をする訳ではない。ま

してや大学出身別、職業別の特別の死に方があるは

ずもない。生病老死は誰にでも訪れ、生まれた時と

同様、死ぬ時は裸で黄泉の国へと旅立ち男の死体、

女の死体（最新医学新書）となる。退任は老境に至

る一歩手前の境目の年齢にあたるのであり、退任し

たからと言って直ちに棺を覆う訳ではない。

年齢を経ると、それまでの多様で複雑な人生への

関わりなどから、時代劇が好きになるというのは正

鵠を得ている。時代劇は、善悪の区別が定まらず、

善事を行いつつ知らないうちに悪事をやってのけ、

悪事を働きつつ知らず識らずに善事を楽しみ（池波

正太郎）、人生の奥行きの深さ懐の広さを見せてく

れることが多い。最近、私も「剣客商売（池波正太

郎）」（藤田まこと主演）をケーブルテレビで観るの

を楽しみにしている。これは道場主を引退した老剣

士秋山小兵衛が息子の秋山大治 を人間として如何

にして成長させるのかを示す物語である。教授は或

る期間組織（講座）の長にある訳であり、如何にし

て後輩の育成にあたり、如何にして出藍の誉れを数

多く排出するのかが問われる立場である。臨床系の

長はまず、自分の専門分野の臨床が出来なくては話

にならないが、研究も推進しなくてはならない。そ

の組織の隆盛・衰退は長の資質による。長としての

心構えのヒントを秋山小兵衛の言動から読み取るこ

とが出来る。

『老熟した小兵衛の思案は、おのれでおのれの心

の動きまでも、操作することが可能であった。自分

がしてよいことと、しなくてもよいことが、たちど

ころにわかり、すぐさま行動へ移すことができる。

「年をとるとな、若いときの様に手足はきかぬ。な

れどそのかわり、世の中を見る眼がぴたりと定まり、

若いころの様に思い迷うことがなくなる。これが年

の功というやつで、若いころには思ってもみなかっ

た気楽さがあるものよ」と、いつか小兵衛が大治

に語ったこともあった。』（剣客商売）

小兵衛の様な慧眼が、年齢を経たからといって、

退官する者全てに備わっているとは限らない。「自

分はどうだろうか？」と私自身自問することしき

りである。群馬大学医学部は国立大学だからと言

って昔の様に親方日の丸で、安寧としている時代

はとっくに終わっている。今は法人化して独立し

ているのだ。では、自己の所属している組織は

「優秀な人材を育成しただろうか？地域医療に貢献

しただろうか？世界に向けて研究成果を発信出来

ただろうか？」と静かに振り返って見ることも必

要である。反省の上に飛躍がある。小兵衛の様な

「ぴたりと定まる眼」を養うには、教授は組織の長

として退官直前まで、１.優れた先見性、２.広い包

容力３.強固な信頼を得るべく、人間力（知識・見

識・胆識）を磨き、組織の向上を図る必要がある。

その基本となるのは、自己の所属している組織に

誇りを持ち、気概を持って大学人としての務めを

果たすことであろう。

「ぴたりと定まる眼」があると、若者から「あの

人ならどうするだろう」と頼られる人間となる。

『（こうしたとき、父なら、なんとするだろう？）と、

そのことばかり､大治 は考え続けている。父の小

兵衛なら、こうしたことを、（事もなげに……）解

決してしまうに違いない。』（剣客商売）

退任後も頼られる人間、慕われる人間であるため

には、健康に留意して、社会との関わりを益々頻繁

にし、臨床と研究面での先端情報を収集して、これ

らのレベルアップを図り､後輩の指導に少しでも参画

することが肝要となる。現役時代と異なり唯一気楽

なのは、患者治療に直ちに直結する臨床・研究を行

えば良いことである。私はこれまで、その場所、そ

の時にベストを尽くす姿勢で過ごしてきた

（Kitakanto Med J 2012; 62: 243）。今後は群馬大学

とは異なる組織で、その姿勢を貫き、小兵衛流の慧

眼を持つことで私自身の男の生き方を示してみたい。

最後に、群馬大学の関東の雄としての更なる発展

を祈念して退任の挨拶と致します。

病態制御内科学

教授　森　　昌朋（昭47卒）

男の生き方

退任あいさつ 退任あいさつ 
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昭和47年３月に群馬大学医学部を卒業し、数年

前から始まった臨床研修制度に従って第二内科に入

局しました。当時は、教授が循環器学を専門とする

鴫谷亮一先生、助教授が血液学を専門とする前川正

先生でした。神経内科や糖尿病を専門とする先生方

もおられ、病棟には実に様々な診断も治療も困難な

患者さんが入院していて日々勉強でした。いつも数

人は危篤で、毎週のように死亡退院がありましたか

ら、週に２・３日は医局に寝泊りしていました。先

輩からは一元的に病因を考えるよう徹底的に仕込ま

れました。当時の経験が、その後の私の財産になっ

たと本当に感謝するばかりです。入局３年目に第二

内科の教授には村田和彦先生が就任されましたが、

第二内科から第三内科が分立したために医局員が大

きく減少してしまい、昭和53年に助手にしていた

だきました。内科医としてはまだ半人前以下でした。

昭和62年に新しい外来棟が建築されることにな

り、診療科の配置決定や急に降ってわいた病院情報

システム導入について膨大な調整が必要になりまし

た。私も古参の助手として駆り出されて会議に次ぐ

会議の毎日となり、この時の経験がその後の人生を

変えてしまうことになるとは思いもよりませんでし

た。

病院情報システム導入では、第一内科の吉江康正

君（昭和47年卒の同級生）が先頭となってがんば

っていました。大変な心労が重なったのでしょう。

システムが稼動する直前の秋に大学内の廊下で倒れ

亡くなってしまうという事件が起こりました。

この世界は思いもよらない糸が張りめぐらせられ

ていると思います。平成５年ころだったのですが、

ある朝の駐車場からの道で小林功病院長に呼び止め

られ、医療情報化推進委員会の取りまとめ役を打診

されました。偶然の出来事だったでしょう、そこか

ら医療情報と内科の二足の草鞋を履くこととなりま

した。システム更新には大変な労力がかかるので、

第二内科には迷惑のかけっぱなしでバタバタするば

かりでした。

平成７年、永井良三先生が第二内科教授に就任さ

れました。永井教授は電子機器やシステムにも大変

な興味を持っておられ、群馬大学の附属病院にも医

療情報の専門部署が必要だと尽力していただきまし

た。少し時間がかかったのですが、平成９年に医療

情報部が新設され、私はその助教授として異動する

ことになりました。

医療情報部の教授となった平成10年12月は、病

院情報システムの更新を1ヶ月後に控えて忙しい時

期でもありました。それまでのシステムはＮＥＣ社

の大型計算機とワークステーションという組み合わ

せでしたが、これをマイクロソフトのウィンドウズ

95を搭載した端末群とＵＮＩＸサーバなどを組み

合わせたクライアント・サーバ型というものに更新

する作業でした。その1年間にこのタイプへの更新

を行った２つの国立大学の附属病院では、システム

がうまく動作せず外来が数日間閉鎖されるという事

態となり、私たちにとっても大きな冒険でした。問

題の病院に視察に行き詳しい事情を教えてもらった

り、企業に問いただしたりの準備をして、ようやく

12月を迎え、正月は病院に寝泊りし、1月４日に外

来が順調に動くまで、大変なストレス下にあったこ

とを思い出します。

システム更新は５年に一度で行ってきましたの

で、私の在任中は都合３回の更新をしました。その

都度テーマがあり、２回目の更新は全ての診療行為

をシステム上でオーダーし実施の入力をするという

ことが、また３回目は全ての診療記録を電子化する、

すなわち電子カルテの導入ということが課題でし

た。これらは常に医師や看護師に入力という作業を

同じ手順として強いるものですから、全くもって不

評でした。

後半の14年間で楽しかったのは遠隔医療に関す

る研究、そして患者の視点を持ち込んだ教育の方で

す。この二つは、医療情報という新分野に足を踏み

入れて、臨床を全く別の角度からながめて初めて見

えた部分だと思います。ここでは詳細に触れる紙面

は残されていませんが、書籍として幾つかを世に残

すことが出来たのも、大学が私に機会を与えたから

こそのことと感謝申し上げます。

さて、来年度から医療情報部はシステム統合セン

ターと名を改め、センター長に循環器内科の齋藤勇

一郎君が選任されました。スタッフも増員の見込み

で、これまで以上に広範囲な仕事をすることが期待

されています。一方、私は高崎市医師会看護専門学

校にて教育に携わることになりました。全てが新し

い旅立ちであり、これからも宜しくお願いいたします。

医療情報部

教授　酒巻　哲夫（昭47卒）

医療情報部の新設、
そして退任

退任あいさつ 退任あいさつ 
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卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

またご家族の方々のお慶びもいかばかりかと存じま

す。卒業後の新たな人生における益々の活躍と更な

る飛躍を心から願っています。卒業後は学生時代に

身に付けた知識、経験を十二分に生かし、個性豊か

な人間として大きく未来へ羽ばたいていただきたい

と思います。特にクラブ活動などで培われた礼儀正

しさ、協調性、判断力など社会に出てすぐに役に立

つでしょう。どうぞ健康に十分留意され活躍される

ことをお祈りいたします。

さて、昨年群馬大学医学部同窓会・刀城クラブは

発足して60年を迎え、創立60周年記念式典が盛大

に行われました。60年前（1952年、昭和27年）戦

後７～８年のまだ混乱した中、母校への熱い思いを

持って我々の先輩方が同窓会・刀城クラブを設立さ

れました。刀城の刀は利根川の刀（利）、刀圭（医

術）に通じ、城は赤城山の城を意味します。クラブ

とは共通の目的によって集まった団体であり、群馬

県前橋市に位置する母校を周囲の景観も含めて先輩

方がいかに大切に思っていたかがわかります、将来

の卒業生の「つながり」を心より願い設立して下さ

ったものと思います。以来、先輩方の息吹は脈々と

受け継がれ、いまや同窓会会員数は6000名近くに

なりました。全国のみならず海外で活躍されている

方も多数いらっしゃいます。時代のニーズに合わせ、

会員間の「つながり」を今後更に強固にすべくホー

ムページのリニューアル（事務局員と広報委員会）

と会報の充実（会報編集委員会）に力を注いでいま

す。世代を問わず、会員相互の親睦に大きく貢献す

るものと思います。

これからは皆さんは最終的には自分自身で決断

し、行動しなければならないことが多くなると思い

ます。岐路に立たされることもあるでしょう。その

時の決断に後悔しないためにも多くの先輩方にふ

れ、長所を吸収してゆくことも大切です。各県には

必ず皆さんの先輩がおられます。そして後ろには群

馬大学医学部があり、医学部同窓会刀城クラブが控

えています。これこそが皆さんにとって大きな財産

なのです。困ったときには同窓会の先輩に気軽に相

談してください。きっと皆さんに適切なアドバイス

をして下さるでしょうし、大きな力になって下さる

と思います。未来の後輩にも温かいご支援をどうぞ

よろしくお願いいたします。

医学部同窓会・刀城クラブ

会長　飯野　佑一（昭46卒)

学位記伝達式後の集合写真（平成25年３月22日、基礎棟前にて）

卒業おめでとう、諸君には
同窓会・刀城クラブがある
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平成24年10月12、13日、群馬大学医学部刀城会

館にて第72回日本寄生虫学会東日本支部大会／第

10回分子寄生虫・マラリアフォーラム合同大会が

開催されました。群馬大学医学部同窓会の皆様の暖

かいご支援のおかげをもちまして、盛会のうちに閉

会を迎えることができましたので、ここにご報告さ

せていただきます。

当初、日本寄生虫学会の支部組織である東日本支

部会の第72回学術大会を仰せつかりました。私が、

宿主寄生対相互関係を分子レベルで解明することを

目的に全国規模で展開している分子寄生虫・マラリ

アフォーラムの世話人をしていることもあり、支部

会との共催案が持ち上がりました。群馬でこのよう

な大会ができることは大変光栄であり、お受けする

形で合同大会の開催が決まりました。

合同大会では、全国から約100名の参加（学生

24名）をいただき、一般演題42題と、「オルガネ

ラの解析から探る原生動物の系統・多様性」と銘

打たれたワークショップで２題の特別講演が発表

されました。本学会の目的である「徹底的な科学

的討論」の実現のために、一般演題では発表時間

を十分取りました。ワークショップでは、寄生と

共生・オルガネラというキーワードに、細菌との

共生を祖とする細胞内小器官であり、好気的エネ

ルギー産生の場であるミトコンドリアの機能やゲ

ノム構成から原虫の由来・進化をたどる壮大な物

語が展開されました。原虫には寄生生のものと自

由生活性のものがありますが、寄生性を獲得する

過程でミトコンドリアを放棄する、あるいは、そ

の機能を大幅に抑制することがダイナミックに行

われてきたようで、演者らの膨大なデータから原

虫独特の進化が興味深く紹介されました。フロア

からの質問も活発で、大変有意義な会議になりま

した。

学会後は伊香保などの温泉地に足を運ぶ参加者も

いたようで、実りある学会とともに、好天に恵まれ

た秋の群馬も満喫していただきました。最後になり

ましたが、このような実りある学会をサポートして

頂いた同窓会の皆様に厚くお礼申し上げます。

第81回日本法医学会学術関東地方集会が平成24

年10月20日(土)に高崎市シティギャラリーで開催さ

れました。当日は快晴、無風、最高気温20℃、清々

しく、高崎市役所付近の街路樹が色づき始めていま

した。

学会の内容は、参加者220名、研究・症例発表32

演題、ミニシンポジウムでした。また、学会後には

高崎市役所21階アートマルシェで懇親会が行われ、

来賓のあいさつに立たれた三澤章吾前東京都監察医

務院院長・筑波大学名誉教授から9月に急逝された

岸紘一郎群馬大学名誉教授に関して故人を偲ぶお言

葉がありました。

ミニシンポジウム「東日本大震災から何を学ぶか」

は、関東地方の法医解剖や検案に従事する医師・歯

科医師（法医）が集合した地方集会で、近い将来に

起こると予想されている関東大震災に対して、法医

としてどのような対策を講ずるべきか、いかに対処

すべきかを討論しようという試みでした。シンポジ

ストの出羽厚二岩手医科大学教授、森晋二郎東京都

監察医務院監察医、咲間彩香千葉大学法医学歯科医

師、山田良広神奈川歯科大学教授から経験に基づく

問題の提起や提言があり、続いて参加者との活発な

討論が行われました。それらの意見を集約しますと、

１）大規模災害時の検視・検案シュミレーションの

実施、２）検案スタッフの充実、３）一般歯科医師

に対する歯牙所見のとり方と記載方法に関する講

習、などがあり、これらを日本法医学会へ提言する

こととなりました。

今回の関東地方集会は、例年に比べ盛り上がり、

特にミニシンポジウムでは非常に熱心な討論が展開

され、学会主催者としては時間不足を痛感させられ

ました。一方、主催者としましては学会参加者が

「学会参加に満足し帰路についた」と密かに思ってい

ます。このたびは学会開催にあたり群馬大学医学部

同窓会からは多大なご寄附をいただき大変感謝いた

しております。誌上をお借りして感謝申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

日本法医学会関東地方会
を主催して

法医学

教授 小湊　慶彦（特別会員）

学会報告（同窓会補助）

第10回分子寄生虫・マラリア
フォーラム合同大会の開催

国際寄生虫病学

教授 久枝　　一（特別会員）
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平成25年２月２日（土）に第13回関東ホルモン

と癌研究会を開催しました。本研究会は、乳癌、前

立腺癌、婦人科癌などの癌診療とホルモンは密接な

関係にあり、診断、治療において臨床と研究の重要

な位置を占めていることから、ホルモン癌診療の向

上を目指す研究会です。全国組織のホルモンと癌研

究会の関東地区部会と位置付けられていますが、会

員は全国で臨床および基礎研究を展開している先生

からなる会です。

今回は、「組織内内分泌とホルモン依存性癌の最

前線」というテーマで会を企画しました。乳癌、前

立腺癌、子宮内膜癌はホルモン依存性を特徴としま

すが、近年、組織内内分泌、intra-crineの概念を意

識することは、研究はもとより、治療においても重

要な位置づけとなってきました。それぞれに、共通

点・相違点があり、各分野の知見を共有することで

それぞれの分野での新しいヒントを得る可能性を持

ちます。基調講演ではこの分野の第一人者である東

北大学病理病態学講座の笹野公伸教授からそれぞれ

の癌における組織内内分泌の最新知見をご発表いた

だきました。シンポジウムでは前立腺癌、乳癌、子

宮内膜癌に関して群馬大学柴田康博先生、埼玉県立

がんセンター武井寛幸先生、信州大学宮本強先生か

ら、ご自身のデータを交えて各分野での取り組みを

ご発表いただきました。一般演題では、10演題を

ディスカッションし、真冬の午後が暑い討論であっ

という間に過ぎました。

最後に、ご出席いただいた先生方に御礼申し上げ

るとともに、研究会開催にあたり助成をいただきまし

た医学部同窓会の関係者の方々に深謝いたします。

学会報告（同窓会補助）

第13回関東ホルモン
と癌研究会を終えて

泌尿器科学

教授 鈴木　和浩（昭63卒）

平成24年11月23日（金）から25日（日）までの

３日間、東京国際フォーラム（千代田区）で日本放

射線腫瘍学会第25回学術大会を開催させていただ

きました。今回は日本放射線腫瘍学会が設立されて

25周年の記念大会に当たることから、前日の22日

（木）には記念式典も開催しました。アクセスが良

かったこと、ならびに三連休であったことから、お

陰様で2,900人を超える参加者があり、多くの皆様

のご支援により無事終了することができました。今

回特に目についたのは、放射線腫瘍医のみでなく、

医学物理士、診療放射線技師、看護師といったメデ

ィカルスタッフの参加者が急増していることです。

今後のチーム医療にとって大変有益な大会になった

のではないかと自負しています。

『がん治療の均てん化』が叫ばれ、がん診療連携

拠点病院が認定されるなどがん診療の「均てん化」

が図られています。また、文部科学省でも６年前か

らがんプロフェショナル養成プランを開始し、放射

線治療医や医学物理士の育成に本腰を入れていま

す。こうした取り組みで放射線腫瘍医や医学物理士

が増加していますが、まだまだ供給が需要に追いつ

いていません。そこで、今後は「センター化」の方

向も模索すべきではないかと考え、学術大会のメイ

ンテーマを『放射線治療の未来を創造する：「均て

ん化」でがん治療の多様なニーズに応えられるか』

とさせていただきました。また、学術大会初日の

23日（金）には第４回日・中・韓・合同シンポジ

ウムならびに欧州放射線腫瘍学会とのワークショッ

プを行い、国際連携の方向性も打ち出しました。

学術大会では、シンポジウム、特別講演などを含

めると、670題を越す演題が発表され、これまでの

学術大会で最多演題数となりました。また、企業展

示も48社を数え、放射線腫瘍学ならびに放射線治

療学の目覚ましい進歩を感じるとともに、がん医療

における放射線治療の重要性を痛感しました。

最後に、この学術大会の開催にあたり、群馬大学

医学部同窓会から多大なご支援をいただきました。

会を代表して深く感謝申し上げるとともに、同窓会

の益々の発展を祈念申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

日本放射線腫瘍学会
第25回学術大会を開催して

東京女子医科大学放射線腫瘍学講座

主任教授 三橋　紀夫（昭49卒）

研究会会場にて群馬大学泌尿器科のメンバー一同で
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私は昭和58年に群馬大学を卒業し、静岡済生会

病院でローテーション研修を受けました。その年の

６月に群馬大学麻酔科から３人の先生が着任し、麻

酔科が開設され、麻酔科研修は母校出身の３人の先

輩にお世話になることになりました。その後縁あっ

て、群馬大学の麻酔科に入局し、いくつかの関連病

院の勤務を経た後、平成10年６月群馬県立がんセ

ンターに３回目の赴任をしました。平成19年に新

病院が開院した際、同時に電子カルテを導入するこ

とになったので、そうした事業にも取り組んできま

した。そして手術部長、副院長を経て、平成24年

４月にがんセンター院長を拝命しました。

がんセンターには群馬大学の医局から多くの医師

を派遣していただいています。当センターはがん専

門病院であり、心臓血管センターを基幹型病院とし

た群馬県の初期研修プログラムに協力型病院として

参加しています。群馬大学は、群馬県のみならず、

埼玉県、栃木県、茨城県等の病院に多くの人材を派遣

しています。最近の群馬大学卒業生は、群馬県に残

ることが少ないと聞きます。群馬大学の関連病院へ

の人材派遣力に期待する者として寂しい気がします。

昨年は山中伸弥教授がiPS細胞の研究でノーベル

医学生理学賞を受賞し、閉塞感に包まれていた日本

人に勇気と誇りを感じさせてくれました。山中教授

は「若手医師は医学研究を」と呼びかけています。

群馬大学はこれまで多くの臨床医、医学研究者を輩

出してきました。最近はＭＤ－ＰｈＤコースを取り

入れ、学生時代に研究に触れる機会を作るなど新た

な試みが行われているようです。高崎から上越新幹

線に乗れば一時間で東京に行くことができます。東

京で初期研修をしたとしても、後期研修やその後の

進路を選択する際に群馬大学、群馬県の病院も視野

に入れてもらえるように、多くの卒業生、若手医師

にとって、魅力ある大学としてアピールできるよう

なシステム作りをお願いします。

平成24年12月６日のNatureに群馬県、群馬大学

の特集記事が15ページにわたり掲載されました。

“A leader in industry and innovation”として、

群馬県、群馬大学が日本の産業や医療分野に貢献し

ていることが世界に紹介されました。草津温泉、尾

瀬といった自然だけでなく、富岡製糸工場はじめ、

日本の近代化における群馬県の貢献、重粒子治療施

設を中心とした群馬大学、群馬県のがん治療戦略な

どが紹介されています。地方自治体や地方の国立大

学がこうした一流雑誌に特集記事として掲載される

ことは珍しいことであり、群馬大学卒業生としてう

れしい限りです。

平成18年６月のがん対策基本法成立、平成22年

12月の群馬県がん対策推進条例の成立を受け、群

馬県地域がん登録の精度が向上しています。これは、

平成16年以降、群馬大学、群馬県、がん診療連携

拠点病院、地域の医療機関が協力してがん登録の精

度向上に取り組んで来た結果です。平成19年診断

症例から全国のがん罹患集計の推定に群馬県の地域

がん登録のデータが用いられることになりました。

これで本県も日本の地域がん登録の先進県に仲間入

りしました。昨年、国立がんセンターが中心となっ

て拠点病院の院内がん登録のうち、平成19年診断

症例の３年予後調査を行いました。群馬県がん対策

推進条例では県が予後調査をすることになっている

ので、平成19年登録症例の３年予後調査を県が行

い、すでに地域がん登録にデータを提出していただ

いた施設のうち希望した施設には予後調査結果をお

返ししました。がん登録データの利用規約も定め、

がん登録データと臨床データを結びつける仕組みが

できました。

群馬県はがん医療技術を中心とした医療産業拠点

の形成を目指し、重粒子がん治療を中心に「群馬が

ん治療技術国際戦略総合特区」を申請しました。残

念ながら指定は見送られましたが、重粒子がん治療

の成績は我が国から世界に発信するがん治療の貴重

なデータです。他の領域でも、地域がん登録のデー

タと照合すれば、様々な臨床データの解析が可能に

なると思います。是非こうしたデータを用いて、群

馬大学が中心となり、新たながん治療戦略が開発さ

れることを期待しています。

群馬から新たな
がん治療戦略を

45母校に望む 母校に望む 

群馬県立がんセンター

院長　猿木　信裕（昭58卒）
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平成24年12月 13日（木）、インドネシア共和国バ

ンドン市のパジャジャラン大学医学部から４人の交

換学生を迎え、歓迎会が行われた。パジャジャラン

大学と群馬大学との相互交流は、鈴木庄亮群馬大学

名誉教授（前公衆衛生学教授）の提案により開始し、

現在は小山洋教授へと責任者が引き継がれ続いてい

る。学生の相互交流のみならず、同窓会相互の交流

も進んでおり、山中元会長や森川前会長も会長時代

にパジャジャラン大学を訪問している。また、同窓

会ではパジャジャラン大学にて実習を行う刀城クラ

ブ学生会員に対して旅費の補助もおこなっている。

今回は約一週間の日程でパジャジャラン大学の学

生が群馬大学を訪れ、受け入れ学生のアパートで共

に生活しながら、大学病院の諸施設の見学や、解剖

実習、および群馬大学教員による講義等をうけた。

本年度の同窓会主催の歓迎会は、役員会の忘年会

と合同開催で行われた。2012年最後の役員会の終

了後、飯野新会長を始めとする同窓会役員や学生会

員、インドネシアからの留学生等が多数出席し、飯

野会長の歓迎の挨拶、山中元会長の乾杯の後、和や

かに懇談が行われた。会の途中では鈴木庄亮名誉教

授や小山洋教授から、これまでの交流の成果に関す

る報告もあった。留学生からは素人とは思えないほ

ど完成度の高いインドネシア舞踊が披露された。本

年度インドネシアに留学予定の学生会員からは「私

たちは日本舞踊なんてできないし……」という不安

の声が上がっていたが、昨年度の交換学生ＯＢたち

によると、余興で一番受けたのがＡＫＢ48の振り

まねだったとの事。我々が感じる「日本的なもの」

と外国の若者たちの「日本的なもの」の間には思わ

ぬギャップが存在するようである。

その後、梅枝同窓会副会長の「中締め」で一応の

お開きとなったが、学生たちは、その後も残り、談

笑を続けていた。学生に国際交流の意識がしっかり

と根付き、相互の情報交換や友好を深め合っている

様子を見て、「留学したがらない大学生」という昨

今の風潮とは異なる後輩たちを頼もしく思った夜で

あった。

応用生理学

教授　鯉淵　典之（昭60卒）
（刀城クラブ学術担当委員）

パジャジャラン大学

学生歓迎会報告

パジャジャラン大学からの訪問学生歓迎会（平成24年12月13日　石井ホール）

飯野会長、鈴木名誉教授への記念品贈呈 民族舞踊の披露
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群馬大学医学部附属病院では、大学医学部ならび

に附属病院に対する社会の要請である良医の育成と

充実した地域医療の実現を最も重要な課題の一つで

あると考え、群馬県・県内各病院・施設との連携の

もと、研修医／シニアレジデントの確保に向けた

様々な取り組みを進めて参りました。お陰様をもち

まして、本院の初期臨床研修医数は平成23年度か

ら増加に転じ、３年連続でマッチ者数を伸ばしてお

ります。また、卒後３・４年目の医師を対象とした

シニアレジデントの平成25年度応募者数は、70名

を超え、歴代１位の記録に並びつつある状況です

（図１）。同窓会の諸先生方の日頃のご支援に、この

場をお借りいたしまして改めて厚く御礼申し上げま

すとともに、群馬大学の臨床研修に関する最新の話

題についていくつかご報告申し上げたいと存じます。

①初期研修プログラムの充実

群馬大学の臨床研修では、研修医は各自の進路や

専門性の高い後期研修への移行を考えた様々なロー

テーションを行うことが可能です。多様化する臨床

研修への要望に応えるために、県内外の実力ある病

院の協力により５つのコースを設定し、common

diseaseから専門性の高い診療まで、幅広い研修の

機会を提供しています。また、本院の特性を生かし

た「スーパー急性期コース」「オリジナルローテー

ション・コース」「内科重点コース」「外科重点コー

ス」などのオプショナル・コースも設けています

（コースの詳細につきましては HP http://c-cen-

ter.dept.showa.gunma-u.ac.jp/または臨床研修セ

ンターまでお問い合わせください）。小児科・産婦

人科を希望する研修医を対象とした特設コースは、

名称を「周産期エキスパートプログラム（定員４名）」

と改め、内容をさらに充実させました。また、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）は、24年度フルマッチでした。

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効率的に身につけるよう

に企画されています。スキルラボでのトレーニング

などを取り入れた、実践的レジデントセミナーも非

常に好評です。

②研修環境・設備の整備

臨床現場で経験した研修内容を振り返り、落ち着

いて学習することのできる環境を提供する目的で、

平成23年11月に新研修医室を設け、研修医個人専

用の机・椅子を設置しました。ＥＢＭ検索ツールや

e-learningなどを24時間利用可能とし、希望する研

修医にモバイルＰＣの貸与も開始するなど、研修環

境の整備を進めております。また、平成24年度か

ら研修医ミィーティングという組織を立ち上げ、臨

床研修センターと研修医が積極的に意見交換を行

い、研修医ならではの視点や声を研修プログラムと

研修環境の改善に生かす試みを始めました。

③群馬県・県内臨床研修病院との連携

平成23年度、ぐんまレジデントサポート協議会

が発足し、県内16の研修病院が互いに協力して群

馬県全体で研修医を支援する体制の整備を進めてい

ます。臨床研修病院間の情報交換やプログラムの連

携により研修内容を充実させるとともに、医学生を

対象としたガイダンスやぐんまレジデントグランプ

リ(県内臨床研修病院研修医による症例発表コンテ

スト)の開催など、様々な活動を通して群馬県全体

の臨床研修の魅力を発信しています。

④その他

平成24年７月、本院の臨床研修の特徴や病院設

備などを分かりやすく紹介するＤＶＤを作成いたし

ました。本学医学科学生や病院見学に訪れた他大学

の医学生の他ＨＰ上（ＵＲＬ前述）でも公開し、群

馬大学医学部附属病院の臨床研修のＰＲに努めてい

ます。

これからも魅力的で質の高い臨床研修の提供に努

め、群馬県全体のマッチ者数のさらなる増加を目指

し、地域で活躍する医師の育成に貢献して参りたい

と考えております。引き続き厚いご支援とご協力を

いただけますよう、どうかよろしくお願い申し上げ

ます。

群馬大学の臨床研修
最近の話題

臨床研修センター

副センター長 菊地　麻美（平７卒）

医療人能力開発センターだより⑤ 医療人能力開発センターだより⑤ 
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ＣＶＣハンズオンセミナー（スキルラボセンター）

研修医旅行

地域・へき地医療講習会（西吾妻福祉病院・草津）

図１　群馬大学医学部附属病院臨床研修医・シニアレジデント応募者数の推移
（2013年１月25日現在）
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群馬大学医学部同窓会渋川支部の第12回総会が

平成24年９月13日、渋川のANELLI渋川にて総勢、

29名の出席者のもと、開催されました。本部から

は森川昭廣同窓会長のご臨席を賜りました。

昨年の第11回総会にて、初代支部長斎藤弘一先

生、副支部長奈良純夫先生、両先生が退任され、二

代目支部長横江隆夫先生、副支部長神保進、常任幹

事岡本正司先生、中村勇司先生に引き継ぎが行われ

ました。今回は新執行部での最初の支部総会となり

ました。斎藤弘一先生、奈良純夫先生には、群馬大

学医学部同窓会渋川支部をご苦労して立ち上げてい

ただき、10年以上にわたり、毎年開催していただ

き、感謝に堪えません。長い間、本当にありがとう

ございました。新執行部としましても、可能な限り、

毎年支部総会を開いて会員相互の情報交換と親睦を

深めていきたいと思っております。

総会終了後、森川先生より、母校、群馬大学医学

部の現状につき、簡単にご教授いただいたのち、渋

川地区で着々と進んでいる西群馬病院と渋川総合病

院の合併移転の経過および新病院のイメージ画像な

どにつき、西群馬病院長斎藤龍生先生よりお話をし

ていただきました。その後、恒例の自己紹介に移り、

卒業年次が新しい先生から一言ずつ、あいさつおよ

び現在の仕事の内容、趣味などにつき紹介していた

だきました。若い先生から年配の先生まで、それぞ

れの持ち場で頑張っていらっしゃる様子が伝わって

きて、自分の明日からの励みにもなりました。お酒

も入り、陽気になったところで、記念写真を撮り解

散となりました。次回もまた、是非、御出席の程、

お願い申し上げます。

第12回渋川支部総会報告

神保　　進（昭54卒)

支　部　だ　よ　り 支　部　だ　よ　り 

渋川支部総会（平成24年９月13日　ANELLI 渋川）
最後列左より：戸塚統（Ｈ７）、磯野博明（Ｈ１）、川島修（Ｈ１）、横田徹（60）、倉林誠（Ｈ７）、
三列目左より：懸川誠（Ｈ10）、松井啓人（63）、大滝章男（59）、中村勇司（56）、内橋慶隆（57）、蒔田富士雄（58）
二列目左より：井上貴洋（Ｈ12）、入内島徳二（55）、根元雅明（54）、岡本正司（54）、神保進（54）、斎藤龍生（53）、

長谷川義隆（54）、棚橋美文（57）、塚越秀男（60）
前列左より：市川秀一（45）、神山照秋（33）、佐藤昭三（25）、森川昭廣（同窓会長）、横江隆夫（52）、

奈良純夫（31）、堀口佳男（34）、長谷川憲一（51）
その他出席者（写真不在）：川島智恵子（59）
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平成24年10月20日（土）、大宮の銀座アスター賓

館にて第６回埼玉支部総会が開催された。本年は第

二（中南）地区が担当ということで、埼玉医科大学

と防衛医科大学校の教職者が世話人となり、前幹事

の石田秀行先生（昭59卒）、現幹事の私、副幹事の

今城純子先生（昭57卒）と高橋健夫先生（昭63卒）

とで企画、準備し、実施した。

開会の辞に続いて、群馬大学大学院病態制御内科

学教授の森昌朋先生（昭47卒）による特別講演が

行われた。来春ご退任予定の森教授は、「臨床・研

究生活40年」というタイトルで、ご自身の長く充

実した足跡を語られた。約１時間のお話の中には、

森先生の変わらぬ研究への情熱や将来への夢や展望

も語られ、多くの出席者から、今後の人生の生きる

勇気を頂いた等の感謝の言葉が寄せられた。

記念撮影のあと、円卓を囲んでの懇親会が楽しく

行われた。司会は今城先生で、参加者全員から自己

紹介や近況報告を話していただいた。運動部先輩・

後輩の今も変わらぬヒエラルキー、他大学での同窓

生教授の有り難さ、外勤病院院長の経済的支援（ア

ルバイト代）へのお礼などの話題で盛り上がった。

今回の出席者は28名で、名誉会員である藤田達士

先生（麻酔科元教授）もお元気なお姿をみせられた。

一方、今回は平成年度の卒業生が２名と少なく、来

年以降若い先生方の出席を切に望む次第である。

支部長で第三（北西）地区幹事でもある餐場庄一

先生（昭31卒）が私用により急遽ご欠席となった

ため、来年担当の第三地区副幹事の清水庸夫先生

（昭46卒）に挨拶と次回への抱負をお話して頂き、

来年の再会を約束して会を終了した。

第６回群馬大学医学部同窓会

埼玉支部総会報告

埼玉支部　佐々木　惇（昭55卒)

埼玉支部総会（平成24年10月20日　大宮銀座アスター）
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平成24年12月４日（木）午後７時よりプリオパ

レス伊勢崎にて、恒例の支部総会と忘年会が開催さ

れました。この数年、総会には母校より講師をお招

きしており、本年は麻酔神経科学教授の齋藤繁先生

に「慢性痛の疫学と最新治療のトレンド」というテ

ーマでご講演頂きました。痛みの疫学、発症のメカ

ニズム、治療（薬物、非薬物）という広範な分野を

30分という短い時間で分かり易く解説して頂き大

変勉強になりました。痛みは患者さんの訴えの中で

も頻度が高いものでありながら、日常診療ではその

メカニズムについてまで考えが及ばず経験的な対応

をしている事を再認識した次第です。

総会、講演に引き続き、忘年会が始まりました。

席は学年が偏らないようにくじ引きで決めました

が、どのテーブルも話題がつきないようでした。出

席者（敬称略、数字は卒業年）は写真前列左より；

木村吉美（Ｓ49）、諏訪邦彦（Ｓ47）、本多隆一

（Ｓ44）、齋藤繁（Ｓ61）、岡本榮（Ｓ30）、下條宏

（Ｓ42）、草場輝雄（Ｓ47）、鈴木豊（Ｓ47）、古作

望（Ｓ51）、吉田寿春（Ｓ50）、後列左より；細井

勉（Ｓ56）、岡本栄一（Ｓ63）、新田安紀芳（Ｓ55）、

前田昇三（Ｓ58）、鈴木知明（Ｓ53）、茂木孝夫

（Ｈ２）、宇津木利雄（Ｓ52）、南部眞一（Ｓ59）、

折原俊夫（Ｓ49）、田中司玄文（Ｓ59）、望月裕文

（Ｓ56）、吉川大輔（Ｓ55）、小杉廣志（Ｓ57）、堀

内辰男（H18）、大林民幸（Ｓ57）、塩島正之（Ｓ

59）、神山宏（Ｓ60）、新井正明（Ｓ61）、草別智行

（H3）、写真には写られていませんが原富夫（Ｓ35）、

荒井泰道（Ｓ46）、でした。計31名と昨年の26名を

上回り、卒後７年から58年（平均34年）という幅

広い年代が出席しました。来年は若い会員、特に平

成卒の会員の出席を期待しています。

刀城クラブ伊勢崎佐波支部総会・
忘年会報告

岡本　栄一（昭63卒）

伊勢崎佐波支部総会（平成24年12月４日　プリオパレス伊勢崎）

後列左より：細井勉、岡本栄一、新田安紀芳、前田昇三、鈴木知明、茂木孝夫、宇津木利雄、南部眞一、折原俊夫、

田中司玄文、望月裕文、吉川大輔、小杉廣志、堀内辰男、大林民幸、塩島正之、神山宏、新井正明、草別智行

前列左より：木村吉美、諏訪邦彦、本多隆一、齋藤繁、岡本榮、下條宏、草場輝雄、鈴木豊、古作望、吉田寿春
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平成24年11月10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、クラス幹事２名（蒔田、竹原）

に加えて、主たる幹事は、前回の幹事が次の幹事を

指名できることになっております。今回、幹事は山

田正信先生でした。

当日、会場の伊香保の森秋旅館には、荒川（以下

敬称略します）、今村、小田、楮本、坂本、猿木、

志賀、鈴木文雄、竹原、田中良典、谷口、田端、辻、

手塚、中村、服部徳昭、藤本、蒔田、増田、湊、山

口、山田勲、山田正信、吉永、若松の計25名が集

まりました。

今回の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開始とな

りました。しばらく、歓談が続いた後に、当日の参

加者がそれぞれ、各自の近況報告をしました。わが

学年も卒後、そろそろ30年になろうとしておりま

す。近況報告もその30年の流れに沿っての話にな

ったため、一人一人の話がかなり長くなったのは言

うまでもありません。仕事の話、子供の話、持病の

話など……。話が尽きなくて、１次会はあっという

間に終わり、２次会から、幹事部屋での３次会へと

深夜まで続きました。

次回の幹事は辻裕明先生が指名されました。よろ

しくお願いします。３年後はさらに盛況な同窓会に

なることを祈念しております。

クラス会だより クラス会だより  

昭和58年卒同窓会のご報告

竹原　　健（昭58卒)

昭和58年卒同窓会（平成24年11月10日　伊香保森秋旅館）

最後列左より：湊、増田、手塚、中村、田中、鈴木、小田、荒川、吉永、田端

二列目左より：山田正信、今村、山口、猿木、谷口、山田勲、志賀、竹原

前列左より：楮本、藤本、辻、坂本、若松、蒔田、服部



平成24年11月10・11日、昭和34年卒昭和33年

度卒の三三会が伊香保木暮旅館で開催された。紅葉

は真っ盛り、旅館前のもみじが見事な錦絵を織り成

していた。私たちのクラスは例年11月の第２週目

の土日に、会を行う慣わしがあり、54周年になる。

会場は群馬が主だが、東京、栃木鬼怒川のこともあ

った。

一昨年の東日本大震災では栃木、福島居住の方も

おられたが、屋根の瓦の落下程度で、それほどの被

害がなく会に出席され、幸いであった。

クラスは入学時62名で、女性は２名である。今

年の出席者は23名、二次会も行って次の日元気に

分かれた。翌日にあるはずのゴルフコンペが今回は、

参加者が少なく中止となった。残念であった。

以前は前日、夜遅くまで二次会で飲んで、明くる
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昭和34年卒　三三会
54周年　同窓会開催

齋藤　和子（昭34卒)

昭和34年卒同窓会（平成24年11月10・11日　伊香保木暮旅館）

後列左より：五十嵐、安西、関口、塩崎(秀郎)、中村、佐藤(和雄)、狩野、田村、宮崎、堀口、中嶋、村上

前列左より：大沢、浦野、大木、乃木、佐藤(祐司)、大塚(浩之)、満川、伊藤、齋藤、猿谷、野上（敬称略)

朝早くいなごのように飛び出していった元気さはも

うなくなったようにみえるが、来年は55周年、是

非再開してほしいものである。

クラスメートも男性の平均寿命の80歳となった。

まだまだ、平均寿命の上を行きそうな勢いである。

今年は残念なことに、永年のクラス幹事であった神

岡順次氏が亡くなられて、後任の推薦となり、五十

嵐俊弥氏が選らばれた。氏は息子さんが医院を受け

継ぎ、ゆとりのある生活をされている。悠々自適、

現在、全国の岬の灯台めぐりを始められたそうだ。

行った先々でレンタカーを借りられてこれからまだ

まだ行く岬が尽きないようで楽しく語られた。永年

監事として宜しく御願いした。

みな年相応に老化が進行して、脛に傷を持つもの

が多くなったが、ほとんどの方が元気に現役で働い

ている。最後にチャールス・ラム作詞、西條人十訳

の「古い顔」を合唱して、一本締めで終わった。

来年の会場も木暮旅館に決まっており、来年は

55周年、厳しい日本の実状をくぐりぬけて、輝か

しい時の再会を期待している。

（幹事　狩野忠雄・大塚浩之・齋藤和子）
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昭和29年卒同窓会（平成24年11月11日　上野精養軒）

後列左より：松本、町田、市川、生方、阿部、伊藤、芹沢

前列左より：小内、金子（賢）、大沢（雄）、村上

毎年行われている例会が、2012年11月11日、上

野精養軒で行われました。

今回は、病気療養中の浦山、深井君と外国在住の

服部君を除き、生存者全員に往復はがきの案内状を

出しましたので、返事の状況をまとめてみます。

ご家族から、訃報で返ってきた人・大関、小倉、

崎山、中尾の4君、葉書が返ってきた人、中嶋君、返

事の返ってこなかった人、梶田、清水、高橋の３君。

11名から出席の返事、10名からは近況を添えた欠

席の返事がありました。珍しく塩路君から遠方のた

め、出席できなくて残念との返事をいただきました。

2013年1月現在、卒業生59名中31名が亡くなっ

た（52.5%）と言うことになります。

昨年、珍しく欠席された札幌在住の金子賢義君が、

今年は元気に参加されましたが、前回は夫人の付き

添いで出席された行野君が体調を崩され欠席でし

た。

加藤、金古進、五味淵君は、来年は出られそうだ

と言う返事で、来年も10名以上の参加のクラス会

ができそうです。名前をつけて写真を出しますが、

昔の面影はのこっているでしょうか?

今年も11月10日正午から、上野精養軒で開催し

ます。是非ご出席ください。

医大３回生の皆様の健康を祈念します。

昭和29年卒クラス会

幹事　芹沢　憲一（昭29卒)

成瀬豊新事務長

前任者の関口淳一氏は平成25年３月31日限り退職され、その後任として、前社会

情報学部事務長成瀬豊が平成25年４月1日付で就任しました。群馬大学医学部同窓

会の発展に、微力ながら精一杯努めさせていただきますので、よろしくお願いしま

す。（医学部事務歴：会計係、会計係用度主任、管理課用度第一主任、経理係長）

新事務長着任あいさつ 新事務長着任あいさつ 
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平成24年11月24日18時から、前橋市岩神町の大

渡橋たもとの利根川沿いにある「牛や清」において

昭和57年卒業生のクラス会が開催されました。今

回のクラス会は、平成24年４月に石原弘君が高崎

総合医療センター院長、森健太郎君が防衛医科大学

校脳外科教授に就任したことをお祝いする会として

企画されました。

働きざかりで皆忙しいにもかかわらず、遠くは黄

堯範君が京都から駆け付けてくれるなど、29名の

同級生が集まりました。田村遵一君の開会の挨拶と

竹吉泉君の乾杯の発声によりクラス会が始まりまし

た。会の主役である石原弘君と森健太郎君の挨拶が

あり、皆で両君の栄転を祝いました。引き続いて出

席者全員の近況報告がありましたが、見た目は大分

変化してさすがに時の流れを感じさせるものの、声

を聞けばすぐに学生時代の様々なことが甦ります。

それぞれ責任のある立場で活躍している様子や自身

の健康の話、子供の話などがありました。現在の学

生に比べて自分達が学生時代にいかに勉強せずに試

験に通ったかという妙な自慢話（？）なども出て盛

り上がりました。なごやかな雰囲気のうちに会は進

み、安部由美子さんの中締めの挨拶で一次会はお開

きとなりました。記念撮影を行った後に、二次会は

前橋市三河町の中央前橋駅近くのバー「ステラ」に

場所を移し、夜が更けるまで学生時代の思い出など

を語り合いました。

次回のクラス会は３年後に東京で開催する予定に

なり、東京に詳しい宮坂牧宏君が幹事を担当するこ

とになりました。残念ながら今回出席できなかった

昭和57年卒業の同級生の皆さん、次回のクラス会

で会いましょう。

（平成24年11月24日　前橋・牛や清）

昭和57年卒同窓会（平成24年11月24日　牛や清）
後列左より：樋口和彦、棚橋美文、中山治彦、大野順弘、片平均、込谷淳一、中村哲也、朝倉健、丸山登、

藤澤秀樹、宮澤誠
中列左より：宮坂牧宏、黄堯範、清水敬親、李京姫、中島伸二、今城純子、安部由美子、伊利元、町田昌巳
前列左より：稲葉繁樹、真下透、柳澤孝之、石原弘、森健太郎、村上正巳、田村遵一、竹吉泉（敬称略）

昭和57年卒クラス会

村上　正巳（昭57卒)
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41会クラス会（平成24年11月23日　高崎メトロポリタンホテル）
後列左より：星野、石田、熊谷、野口、宮下、石黒
前列左より：石澤、齋藤、井田、貫井、城下

我々41会のクラス会が11名出席のもと、平成24

年11月23日（祭日）、高崎のメトロポリタンホテル

で行われた。当初、案内状には森川同窓会長に来て

いただき、母校の『過去・現在・未来』と題してお

話願うこととなっていたが、急遽所用のため出席で

きず残念でした。

我々の会は今までは、教授・学長・国立病院院長

に就任になった時にそのお祝いを兼ねて行っていた

が、もうそういう年令ではなくなり、後は叙勲でも

された時まで……。と思っていたが、名目は何んで

も集まって顔を合わせ、飲むだけでも……との声が

高まり、急遽開催となった。

もう我々の年になると孫の行事に付き合う先生方

が多くなり、七五三の祝いだとか、ディズニーラン

ドに連れて行く約束になっているetcで不参加者が

多くいつもの会の半分以下の出席数で淋しかった。

でも中には、小生にとっても初めて耳にした話題

もあったので記しておきたいと思う。

同級生の石黒先生（埼玉樋川で開業）が長年、主

にアフガニスタン等、中東諸国の貧しい地域に医療

品などの他、生活物資等を送り続け地域の健康福祉

等に多大の貢献をしているとのことであった。小生

の所属しているロータリークラブでも地球上からポ

リオを撲滅するため、今、世界のロータリアンが頑

張っているが、石黒先生個人が中心となって行って

いること……という点では誠に頭の下がる思いがし

た。

来年の母校の地域医療貢献賞には是非、推薦させ

てもらうことにし、和気藹々のうち閉会となり、場

所を移って二次会と続き、つきぬ話題のうち次回は

東京でやろうと決まり、散会となった。

41会クラス会

井田　仁一（昭41卒)
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49クラス会（平成25年２月９日　大分「ふく亭本店」）

最後列左より：家坂、長沢、中島、高橋、伊東、大島
二列目左より：木村
前列左より：村田、前田、小池、大橋、金澤、渋谷

平成25年2月9日。

クラス会の挨拶はそれぞれが卒業後、どんなまさ

に人生を歩んで、ここ大分の地で集ったか、数分間

では語りつくせない思いと共にふぐのヒレ酒で友を

偲んで“献杯”、再会の“乾杯”で始まりました。

出席者は家坂（前橋）、伊東（大分）、大島（前橋）、

大橋（大分）、金澤夫妻（名取）、木村（伊勢崎）、

小池夫妻（姫路）、渋谷夫妻（熊谷）、高橋（岡山）、

長沢（前橋）、中島（前橋）、前田夫妻（坂出）、村

田（富岡）。（50音順）

前日大分は雪で心配しましたが、当日は空気が澄

み、晴れ。少し寒く、ふく会席日和でした。12月

のフグの白子は“童貞の白子”で２月になると“立

派な白子”になり、おおきく美味です。

卒業40年ぐらいになると、ふくと同じで、みん

なの顔も姿も“ふくよか”でした。

白子酒を飲み、肝を食べ、ふぐ寿しをつまみ、そ

れぞれの地域で、群馬の旗をたて、医師として地域

に溶け込み、元気に頑張っている話に、盛り上がり

ました。

最後にクラス会として、家族とともに大分に会い

に来てくれた友に元気をもらい、65才は感謝、感

激、感動です。

“ありがとう”と再会を期して、コーヒーとアイス

クリームでお開き。

有朋自遠方来、不亦楽乎（論語）

49クラス会報告

大分幹事　伊東　孝冶（昭49卒)

局まで御連絡下さい。

平成24年度版同窓会会員名簿編集委員会

安部由美子（昭57卒、委員長）、福田利夫（昭51卒）、

藤田欣一（昭56卒）、大山良雄（昭63卒）、菊地麻美

（平７卒）、岩崎竜也（４年）、稲葉遥（４年）、小尾紀

翔（３年）、関口淳一（事務局）、須田和花早（事務局）

昨年12月に平成24年度版の会員名簿をお送りいた

しました。事前のお申込みを基に印刷、発送しまし

たが、まだ少し残りがありますので、入手を御希望

の方はお早目に事務局まで御連絡下さい。名簿は３

年に一度更新されておりますが、住所・勤務先等変

更の際にはFax､E-mail、お葉書、お手紙等で、事務

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５報)
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同窓会主催の５名の本学定年教授の記念送別会が

学長はじめ大勢で開催された翌日の３月８日にはマ

ーキュリーホテルで群馬乳腺外科カンファレンスが

以前から予定されていた。

第二外科の竹吉泉教授の開会の挨拶に始まった。

特別講演の座長は飯野佑一前教授で演者は日本医科

大学の芳賀駿介教授である。平成13年に第17回日

本乳癌学会を会長として開催している。彼の長年歩

んでこられた研究業績などを『日進月歩の乳癌診療』

と題して熱っぽく語られた。本年３月でめでたく定

年である。閉会の辞は第二外科の堀口淳准教授によ

って語られたが堀口先生は昨年から乳癌学会の理事

でもあり、芳賀教授が学会役員として長年活躍して

来られたセンチネルリンパ節や整容性に関わる保険

診療のことなどは後をしっかり進めていきますと覚

悟を約束していた。終了後の意見交換会は饗場の挨

拶と乾杯で始まった。日本医大の芳賀教授の後任に

は群馬大学第二外科乳腺グループの武井寛幸君(現

埼玉がんセンター乳腺科部長)が内定したことは芳

賀先生のお力のお陰と挨拶をしたが第二外科の乳腺

内分泌グループや集まった方々全体での記念祝賀会

の様相となった。『山並みさやか』の大合唱となり、

『ふれ！ふれ！芳賀教授』の熱気一杯の雰囲気のう

ちに幕となった。

現在の日本乳癌学会は昭和39年12月５日第二外

科二代目の藤森正雄教授によって乳癌研究会として

創立間もない国立がんセンターの講堂を借りて発足

した。年２回の開催が平成４年の第56回まで継続

した。乳癌患者の増加と研究分野の増大と国際化の

波も強くなって平成５年から現在の日本乳癌学会に

脱皮して年１回の開催になった。平成９年の第９回

日本乳癌学会は当時の群馬大学医学部救急医学の飯

野佑一教授が前橋のグリーンドームで盛大に開催し

た。現在の日本乳癌学会は会員数は１万人以上の大

所帯で基礎医学系の医師も多く、外科医が７割、あ

とは内科医、放射線科医、放射線技師、臨床検査技

師、薬剤師、看護師などの会員も増加している。関

東地方会のような分科会が総会と年１回各地で開催

されていてどこも盛況である。写真は『山並みさや

か』の大合唱の左から芳賀教授、竹吉教授、堀口准

教授ら壇上の第二外科乳腺グループの一部で集まっ

た中には47年卒の仲間も多数がみられた。

「山並みさやか」の大合唱（平成25年３月８日　マーキュリーホテル）

左より：芳賀教授、竹吉教授、高井良樹君（61卒）、鯉渕幸生君（62卒）

堀口淳准教授、黒住献君（平19卒）、六反田奈和さん（平10卒）

群馬県健康づくり財団

名誉院長　饗場　庄一（昭31卒）

日本医科大学乳腺外科
芳賀教授（本学47年卒）

にも突然の祝賀会

寄 稿
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内山安男君と私は昭和41年に群馬大学医学部に

入学した。当時、医学部があるのは群馬、栃木、茨

城、埼玉の関東各大学の中で、群馬大学医学部だけ

であった。医学部のカリキュラムでは、最初の２年

間は教養科目であり、医学部に入学したとはいえ、

専門科目は一つもなかった。内山君は水泳部に所属

しており、東医体の前ともなると、真っ黒に日焼け

して鍛えた体で学内を歩いていた。一方、私はサッ

カー部に所属し、日が暮れるまで毎日練習に励んだ。

教養時代はそれでも、余りあるほどの時間があり、

私は仏教研究会に所属して禅寺で毎週座禅を組み、

また聖書研究会に所属して毎週教会などに出かけ

た。それでも、まだ暇があったので、教養部の英語

の教授と詩吟同好会を結成して、毎週校庭でうなっ

ていた。内山君は群馬大学寮に入っており、毎晩、

多くの友人達と痛飲していた様であり、授業に姿を

みせる事は滅多になかった。三浦朱門の言う、「大

学での自由と気概と責任感」が、この教養時代に涵

養されたのだと思う。

医学部３年目からの専門科目が始まってまず驚い

たのは、解剖の教官が行う講義内容であった。特に、

脂肪肝の原因となる、伊藤細胞(肝星細胞)を発見し

た伊藤俊夫先生の講義は素晴らしかった。教養時代

に遊び呆けていた私達医学生は、先生の講義する

「学問の香り」に接して、勉強をしなくてはならな

いと、切実に感じた。伊藤先生は昼食をとる際も、

顕微鏡をのぞきながら研究を行っているとの専らの

評判であった。教科書の内容を覚えるというのが、

勉学だとするならば、私の人生の中でこの時期が一

番、勉学に励んだ時であった。教養時代を文字どう

り、教養たっぷりに過ごした私でさえ勉学に励んだ

のだから、基本的には真面目な内山君はなおさら、

感銘を受けた様であった。授業には毎日出席し、か

つ解剖の間藤方雄助教授の研究室に出入りする様に

なり、そこで内山君は自分の将来進むべき方向を見

出した様だ。教育は若者の一生の進路さえも変更し

てしまう、それが教育力である。この頃より、内山

君の態度が大きくなり、将来は解剖の教授になるの

だと、同級生の集まりの中ではいつも大騒ぎをして

いた。この時代は、学生運動に血眼になってスクラ

ムをくみ、火炎瓶を機動隊に投げつけて闘争を繰り

広げている数名の同級生もおり、世の中は騒然とし

ていた。この様な若者のエネルギーに溢れている時

代の雰囲気に内山君は酔っていたのかもしれない。

一方の私はサッカーを熱心にやっていた。昭和47

年医学部を卒業した内山君は、一時期群馬大学小児

科で研修したが、その後予定どうり、解剖学の研究

を志す様になった。私は群馬大学第一内科に入局し

て、内分泌代謝学を専攻した。

卒業して約10年が経過し、私が米国留学から帰

国して大学での研究を再開した頃、内山君から突然

電話があり、そして私を訪問してくれた。その時の

内山君は西ドイツハノーバー大学留学から帰国し

て、筑波大学助教授となっており、学生時代と変わ

りなく態度は大きかった。彼の大きな態度は、熱に

浮かれた学生時代の態度とは異なり、優れた研究実

績に裏打ちされたものであることが分かり、私は同

級生の一人として誇りに思えた。それから数年しな

い内に岩手大学医学部解剖学教授に選出され、内山

君の研究実績が証明されて私は嬉しかった。同じ頃、

私は群馬大学第一内科(現病態制御内科)教授に選出

された。それから４年後に、内山君は大阪大学医学

部解剖学教授へと転出したが、移る前は相当に悩ん

だらしい。

私達の発見した摂食抑制因子Nesfatinは脳視床下

部で作用し、その内容はoriginalityが非常に高いの

でNature誌に掲載された。臨床系教室の研究成果

がNature誌に掲載されることは現在でも稀である。

また、新しい生理活性因子の発見は新分野を創設す

る。その続篇の論文をCellMetabolismに投稿した。

その時、神経細胞分泌穎粒での証明を行うことが絶

対条件であるとのreviewerの指摘があった。この

証明は私達には出来ないので、免疫電顕のテクニッ

クを有している内山君に依頼するしかないと考えて

彼に相談したところ、快諾してくれた。その免疫電

顕の図を見て驚いた。視床下部神経細胞の分泌穎粒

に明瞭なNesfatinの局在が世界で初めて示されてい

病態制御内科学(第一内科)

教授　森　　昌朋（昭47卒）

北斗七星の内山安男君：

教授退官に際して

寄 稿
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向けての情報発信をお互いに誓い合った。私達は今

年で医学部を卒業してから40年経過し、そして大

学を退官する。今でも研究思考を継続している内山

君には感服する。私達、同級生の誇りでもある内山

君が退官後も、日本医学の将来を指し示す北斗七星

であり続けることを祈っている。

去る12月14日、医学科学友会では「卒業生講演

会～それぞれの未来予想図～」を開催致しました。

医学科学友会は、群馬大学医学部医学科の全学生を

会員とする学生自治会であり、日頃からアンケート

や目安箱を介して、学生の不安や要望を集めること

を基本的な活動の一つとしています。最近では、卒

後進路の細分化や目まぐるしい制度改革が進む中、

卒業後の自身のキャリアパスに悩んだり、具体的な

イメージが抱けないという学生の声が執行部にも多

く届きます。そんな中、少しでも学生が自身の将来

を具体的に見つめるきっかけになれば、という願い

から、本企画の開催に至りました。種々様々な進路

を選ばれた先生方のお話しを伺いたいという声か

ら、講師には、開業医として鈴木基司先生（昭和

56年卒）、基礎研究医として岸美紀子先生（平成７

年卒）、医系技官として永田翔先生（平成21年卒）、

後期研修医として原澤朋史先生（平成21年卒）、そ

して、女性医師として医療人能力開発センターの永

井弥生先生と、５名の先生方をお招きしました。ご

講演は各先生15分という短い時間でしたが、ご自

身の半生やターニングポイントについて、大変分か

りやすく、興味深くお話し下さる先生方に、参加者

も真剣に耳を傾ける様子が印象的でした。先生方に

は懇親会にもご参加頂きました。普段お会いする機

会の少ない先生方と直接お話しでき、参加した学生

にとって良い経験になったのではと感じます。

当日は、１年生から６年生まで、約50名の学生

が集まりました。アンケートでも、本企画に対する

評価は高く、多くの参加者にご満足頂けたのではな

いかと思っております。中には、「医学部に入った

実感が持てた」、「自分の将来が楽しみになった」と

いう意見も見られ、本企画の主旨を全うする事が出

来たのではと嬉しく思います。学友会執行部では、

これからも学生の要望に合わせた企画を行いたいと

思っております。最後に、本企画に対し、ご後援・

ご援助を頂きました刀城クラブの先生方に心からお

礼申し上げると共に、ご報告とさせて頂きます。

前学友会執行委員長

山本　青葉（医学科５年）

学友会主催

「卒業生講演会」報告

た。世界に通用する研究者の内山君を実際に再認識

した瞬間でもあった。勿論、この免疫電顕図のおか

げで、私達の論文はacceptされた。Visualな図は、

世界のあらゆる人々を納得させる。

その後内山君は日本解剖学会理事長になり、一方

私は日本内分泌学会理事長となり、日本から世界へ

鈴木基司先生のご講演を伺う参加者（平成24年12月14日　臨床大講堂）
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医学部代表者及び新任教授との懇談会（平成25年２月14日　石井ホール）

恒例の同窓会主催・医学部代表者および新任教授

との懇談会が平成25年２月14日（木）６時半より

医学部石井ホールで開催されました。本年度は医科

学専攻病態制御学講座病態腫瘍薬理学の初代教授と

して赴任された西山正彦教授をお招きいたしまし

た。大学からは高田学長、和泉医学部長、野島附属

病院長、村上教務委員長、峯岸評議員、森前評議員

をお招きし、同窓会からは飯野同窓会長、饗庭元会

長、森川前会長、山中群馬健康医学振興会理事長、

小山徹也同窓会副会長、田村副会長、関口同窓会事

務長、望月財団事務長が参加し白倉幹事長の司会の

もとに行われました。

西山先生は水上町で幼少時代を過ごし沼田高校、

広島大学を卒業し外科医として研修を受けられまし

た。その後腫瘍学、遺伝子診断治療開発研究の道に

進まれ、埼玉医科大学トランスレーショナルリサー

チ部門の教授、日本癌治療学会理事長を務めるなど

活躍されるなか、故郷である群馬に新講座設立を機

会に特別の愛着を持って赴任されたとのことでし

た。病態腫瘍薬理学は千葉大学の先端がん治療研究

講座とともに国際協力型がん臨床指導者養成拠点事

業の一環として設置されたもので、がん薬物療法の

開発に関する研究をすすめ高度専門的人材の育成と

がん医療の実質的な進歩を目指して行くとの挨拶を

頂きました。物静かな態度で周囲に気配りをされる

西山先生のお人柄が印象的でした

高田学長は赤城山に登ると関東平野を一望出来るこ

とから、群馬は関東のみならず世界に情報を発信する

位置にあるとのお話がありました。和泉医学部長から

は今年が群馬大学医学部創立70年周年に当たり、輝

かしい歴史と伝統を誇る大学であること、野島病院長

からは西山教授にがんの先端医療の新しい息吹を群馬

大学にもたらしてもらいたいとの挨拶がありました。

楽しく語りながらお酒も入り２時間余りの短い時

間でしたが、互いの理解と親交を深める有意義な時

間を過ごすことが出来ました。西山新教授には優秀

な研究者を育成して頂き、がん治療の進歩と群馬大

学医学部の発展に貢献して頂けるように同窓会とし

ても最大限のご協力をお約束して閉会といたしまし

た。西山教授のご活躍と病態腫瘍薬理学教室の発展

を心よりお祈り申し上げます。

医学部代表者および
新任教授との懇談会報告

幹事長　白倉　賢二（昭50卒)
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会員の先生方におかれましてはご健勝にてご活躍

の事と存じます。

さて、昨年12月に発行した会報第228号にて改め

て協賛金のお願いをいたしましたところ、多くの

方々からご賛同をいただき大変感謝しております。

賛同者、協賛金の額は下記の如き状況になりました

事をご報告させていただきます。

財務委員会の目標としましては1000名の会員様か

らの賛同を得たいと願っておりますが、現在約500

名様ということですので本年も会報発行毎に協賛金

のお願いを継続していきたいと思っております。

是非、先生方には趣旨をご理解いただきご賛同い

ただきますようお願い申し上げます。

報告：

平成25年３月８日現在、478名と法人等５件から

10,635,000円の協賛金をいただきました。

同窓会財政基盤強化協賛金の
継続とお願い

財務委員長　梅枝　定則（昭46卒)

ご芳名（敬称略）卒　年

馬　場　勇　次
春　田　孝　正
早　川　　　勇
大　原　義　雄
後　藤　敬　子
染　谷　　　守
齋　藤　憲　一
野　口　　　忍
松　島　　　敏
矢　野　　　亨
芹　沢　憲　一
荒　居　龍　雄
島　田　喜一郎
塙　　　　　馨
吉　野　輝　恒
小　林　璋　好
佐　藤　昭　一
鈴　木　政　子
小　林　暉　佳
塚　田　　　穣
中　島　　　敏
中　山　欣　司
臼　井　　　龍
大　前　暹　二
冨　澤　　　貴
乃　木　道　男
宮　崎　英　智
関　根　憲　治
新　部　英　男
井　澤　四　郎
石　川　大　二
小　林　　　功
吉　住　　　登
菅　井　芳　郎
鈴　木　　　斌
野　呂　久　公
加　藤　宣　雄
小　林　二　郎
根　本　俊　和
貝　瀬　　　宏
木　村　盛　彦
吉　住　幸　子
嵯　峨　六　雄
佐々木　昭　子
滝　澤　久　夫

昭23卒

昭24卒

昭25卒

昭28卒
昭29卒
昭30卒

昭31卒

昭33卒

昭34卒

昭35卒

昭36卒

昭37卒
昭38卒

昭39卒

昭40卒

昭41卒

ご芳名（敬称略）卒　年

中　野　眼　一
中　野　由美子
上　原　昭　夫
露　h キヨ子
長　岡　成　郎
平　嶋　　　昇
金　城　忠　雄
樋　渡　克　俊
山　田　邦　子
山　田　昇　司
山　根　邦　夫
曾　根　克　彦
中　村　　　孝
松　村　嘉　夫
青　木　秀　夫
植　竹　　　敏
斎　藤　久　雄
重　城　利　國
橋　爪　一　光
堀　　　貞　夫
伊　藤　晃　子
丸　山　明　信
折　原　俊　夫
河　合　恭　廣
中　島　　　孝
矢　崎　克　己
吉　田　　　勝
白　倉　賢　二
重　城　正　枝
須　永　吉　信
大　澤　英　夫
菅　野　和　治
中　屋　光　雄
永　関　慶　重
家　冨　克　之
小　川　晃　男
草　野　元　康
佐　原　力三郎
友　安　　　浩
土　橋　邦　生
早　川　和　重
石　川　　　治
石　川　　　浩
浦　部　忠　久
黒　岩　祥　男

昭42卒

昭43卒
昭44卒

昭45卒

昭46卒

昭47卒

昭48卒

昭49卒

昭50卒

昭52卒

昭53卒

昭54卒

ご芳名（敬称略）卒　年

神　保　　　進
手　塚　　　誠
生　田　敬　定
今　城　俊　浩
三　浦　　　進
安　部　由美子
今　城　純　子
伊　利　　　元
岡　崎　久　恒
渡　邊　泰　雄
石　塚　　　全
尾　花　正　義
杉　本　博　之
中　沢　康　夫
蒔　田　益次郎
齋　藤　　　繁
清　水　元　彦
高　井　良　樹
青　木　文　夫
高　橋　章　夫
水　野　祥　之
葭　葉　　　高
栗　田　　　誠
丸　山　泰　弘
西　原　哲　浩
根　岸　　　幾
廣　村　桂　樹
山　田　敬　之
金　子　浩　章
飯　塚　　　伯
落　合　　　亮
小　林　史　明
横　尾　英　明
神　谷　雄　二
前　島　新　史
安　藤　直　也
滝　沢　琢　己
山　田　博　子
江　森　一　雅
山　上　洋　介
笠　原　浩　一
宮　地　良　樹
豊　田　武　久

昭55卒
昭56卒

昭57卒

昭59卒

昭61卒

昭62卒

昭63卒

平元卒

平２卒
平３卒
平４卒

平５卒

平６卒
平７卒
平14卒
平16卒
平23卒
特別会員

賛同者

同窓会財政基盤強化ご賛同者一覧 同窓会財政基盤強化ご賛同者一覧 （平成24年12月26日～平成25年３月８日まで） （平成24年12月26日～平成25年３月８日まで） 

病態循環再生学講座　臓器病態救急学
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第８回役員会〔臨時〕（平成24年８月23日）
出席者 森川会長　他19名　学友会１名

協議事項

１．同窓会役員の改選について

２．学術集会補助金について

３．会報編集状況について

４．名簿編集状況について

５．その他

第９回役員会（平成24年９月18日）
出席者 森川会長　他24名　学友会１名

報告事項

１．法人のその後の活動について

２．群馬大学工業会（工学部同窓会）との話し合い

について

３．「総会」と「刀城クラブ創設60周年記念事業」

について

４．渋川支部総会について

５．その他

協議事項

１．役員の改選について

２．学術集会補助金について

３．その他

第10回役員会（平成24年10月17日）
出席者 森川会長　他15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．その他

協議事項

１．役員の改選について

２．会報編集状況について

３．名簿編集状況について

４．その他

今号がお手元に届くころは、古来わが国の暦にい
う二十四節気の「清明」にあたり、さらに細分され
た七十二候では「虹はじめてあらわる」季節。すべ
てのものが清らかで、いきいきと明るく、春雨のあ
と空にはじめての虹がかかるころです。さまざま時
代の変遷、厳冬にもなぞらえられる風雪に耐え、母
校の発展に寄与なさった先達のお導きのもと、昨年
還暦の節目を迎えた同窓会も飯野新会長を迎え、こ
の春また新たに、たくさんの卒業生を送り出しまし
た。今号紙面に賑やかな様がご覧いただけますよう
に、母校の学内の充実もさることながら、支部会、
クラス会も活発に催され、さらなる発展へ向けて清
明の気が満ちております。春から初夏へ向けての充
実を期すこの季節、わたしたちの愛すべき母校、そ
して同窓生の未来にも明るい虹がかかりますように。

（星野綾美）

【就任】平成25年４月１日
持木　彫人（昭63卒）埼玉医科大学総合医療センター

消化管・一般外科教授

役員会だより

【採用】平成25年４月１日
鈴木　　信（平12卒）附属病院小児外科講師

【昇任】平成25年４月１日
中島　　忠（平４卒）附属病院循環器内科講師
茂木　　晃（平２卒）附属病院呼吸器外科講師
小池　秀和（平９卒）附属病院泌尿器科講師

人 人 事 事 内 内 学 学 

学 人 事 外 学 人 事 外 

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(４年)、稲葉遥(４年)、小尾紀翔

(３年)、成瀬豊(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

謹　告

正会員
昭和30年卒　見城武三郎先生（平成23年５月19日逝去）
昭和23年卒　塚越　　昇先生（平成24年３月６日逝去）
昭和25年卒　上原　一夫先生（平成24年４月27日逝去）
昭和25年卒　石原　清美先生（平成24年６月16日逝去）
昭和29年卒　小倉　和義先生（平成24年８月11日逝去）
昭和28年卒　塩田　光男先生（平成24年８月13日逝去）
平成23年卒　佐藤　　正先生（平成24年８月29日逝去）
昭和40年卒　植原　千明先生（平成24年９月26日逝去）
昭和35年卒　小林　邦雄先生（平成24年10月24日逝去）
昭和32年卒　八代　　毅先生（平成24年11月９日逝去）
昭和36年卒　洞口　龍夫先生（平成24年11月26日逝去）
昭和35年卒　篠原　寛休先生（平成24年12月９日逝去）
昭和25年卒　鈴木　　和先生（平成24年12月13日逝去）
昭和40年卒　稲村　信正先生（平成24年12月16日逝去）
昭和29年卒　深井　孝治先生（平成25年１月３日逝去）
昭和32年卒　佐藤　泰義先生（平成25年１月３日逝去）
昭和40年卒　割田　　宏先生（平成25年１月７日逝去）
昭和41年卒　戸澤　隆司先生（平成25年１月13日逝去）
昭和25年卒　山浦　伯雄先生（平成25年２月10日逝去）
昭和23年卒　津田　醇一先生（平成25年３月４日逝去）
昭和40年卒　飯塚　益生先生（平成25年３月７日逝去）
昭和53年卒　神尾　政志先生（平成25年３月７日逝去）
昭和37年卒　倉茂　達徳先生（平成25年３月21日逝去）

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。




