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教 授 の 会

のスピーチでしたが、ユーモアを交えたお話が多く
お互いの表情がよくわかり、有意義な会でした。今
後の教授の会の在り方についてのご意見は同窓会事
務局へお送り下さいとのことで会を終えました。
Ⅱ）同窓会総会
本日はお忙しい中同窓会総会に多数お集まり下さ

いましてありがとうございます。
森川先生の後任として会長を引き継いでから２年が
過ぎました。この間、同窓会本部役員を中心に一丸
となって同窓会運営を進めて参りました。会員の皆
様方のお蔭を持ちましてつつがなく運営してこられ
ましたことに厚く御礼申し上げます。同窓会の会則
に則りいろいろな事業を行ってまいりましたが、不
十分ながら一応軌道に乗ってきたと思います。これ
からは事業内容に少し温度差を付けてとり組んでゆ
きたいと思います。そのひとつが名簿の作成に関す
る問題です。会員のプライバシーを守る事を最優先
すべきですが、今のように会員の現住所、勤務先や
その住所が空欄の会員が多い名簿は不自然であり、
会員名簿の意味がなくなる恐れがあります。できる
だけ早く空欄のないきちんとした名簿を作成したい
と思いますので、会員の皆様方のご協力をどうぞよ
ろしくお願いいたします。次は群馬大学内の他学部
同窓会との連携に関する事です。現在、群馬大学に
は理工学部、社会情報学部、教育学部、医学部の４
学部があり、それぞれに同窓会があります。今まで
横の連携がなかったため、今後お互い協力してゆき
ましょうと意見がまとまりました。まずできること
から始めましょうと、昨年より合同の講演会が開か
れ今年で２回目を迎えます。今後どのような形で連
携を進めてゆくのかが課題であります。共同での講
演会は今のまま続けて行く事でよいかと思います

Ⅰ）教授の会
本日はお忙しい中教授の会に多数お集まりいただ

きましてありがとうございます。
現在、同窓会・刀城クラブ全国支部長会議と交互

に２年に１度同窓会総会に合わせて開催されており
ます。わたくしが森川前会長の後任として会長を引
き継ぎましてから早いもので２年が過ぎました。皆
様方には常日頃より何かとお力添えをいただきまし
て厚く御礼申し上げます。本日は講演会なども考え
てみましたが、それよりもご参加くださいました教
授の会の皆様方お一人お一人から近況と同窓会に対
するご意見、ご要望などをお聞かせいただきたく思
いましたので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
また、この後引き続き同窓会総会がありますのでご
参加くださいますようお願い申し上げます。それで
は幹事長の白倉先生に司会をお願いしたいと思いま
す。白倉先生よろしくお願いいたします。
平成26年10月18日16時～17時まで刀城会館で行

われました。白倉教授（同窓会幹事長）の司会でラ
ウンドテーブル形式で開始されました。同窓会長の
挨拶後、昭和36年卒の小林　功名誉教授（ほたか病
院理事長）を皮切りに卒業順に16名の教授の方々よ
り近況報告をしていただきました。お一方３分程度

群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ会長

飯野　佑一（昭46卒）

教授の会及び

同窓会総会報告



群馬大学医学部刀城クラブ会報第236号 平成26年(2014年)12月15日　

－ 3 －

同窓会総会（平成26年10月18日　刀城会館）

が、更に群馬大学全体を視野に入れた大局的な立場
に立って意見交換をしてゆく必要があります。すな
わち、群馬大学全体の同窓会の是非について会員の
皆様方の忌憚のないご意見をお聞かせいただきたい
と思います。
本日の総会が無事終了しますようご協力のほどお

願い申し上げます。また、総会終了後に懇親会が行
われます。会員相互の親睦を図る事が同窓会の目的
の大きな柱の一つですので、多数のご出席をお願い
いたします。
教授の会に引き続き17時より白倉幹事長の総合

司会で同窓会総会が刀城会館で行われました。梅枝
副会長の開会宣言で総会が始まりました。まず臓器
病態外科学の高橋　徹先生（昭和62卒）が議長に、
永島宋晃先生（平成14年卒）が書記に指名され承
認されました。その後高橋議長の司会で会が進みま
した。最初に物故会員に黙祷がささげられました。
次に飯野同窓会長より会員に対する御礼の挨拶と同
窓会活動の一部が紹介されました。ついで西松副会
長より平成２５年度地域医療貢献賞受賞者の紹介が
あり、飯野会長より６名の先生方に表彰状と記念品
が授与されました。早川眞一先生（昭25卒、役員
推薦）、町田純一先生（昭29卒、東京支部）、増田
武弘先生（昭35卒、静岡支部）、大竹誼長先生（昭
36卒、前橋支部、欠席）、山田　衛先生（昭36卒、
桐生支部）、最上建治先生（昭43卒、太田館林邑楽
支部）の６名の先生方です。引き続き本年の北関東
医学会同窓会推薦講演者、竹内一夫先生（昭60卒、
健康支援総合センター）、村上　徹先生（昭62卒、

機能形態学、欠席）の２名が飯野会長より感謝状と
記念品を授与されました。次に平成25年度事業報
告について白倉幹事長より報告があり承認されまし
た。また平成25年度会計決算について梅枝財務委
員長から説明があり、引き続き鈴木会計監査より監
査報告があり承認されました。次に平成26年度事
業計画について白倉幹事長より、また平成26年度
予算案について梅枝財務委員長からそれぞれ説明が
あり承認されました。ついで群馬大学医学部同窓
会・刀城クラブ会則一部改正について（副会長５名
を副会長７名に改正）飯野会長より説明があり承認
されました。
ここで一般財団法人群馬健康医学振興会理事会・

評議員会及び役員氏名について森川財団理事長が報
告されました。引き続き財団の平成25年度事業実績、
平成25年度研究助成金及び平成26年度事業計画に
ついて白倉財団常務理事より報告がありました。
梅枝副会長の閉会宣言で総会が終わりました。
Ⅲ）懇親会
18時より刀城会館において教授の会及び同窓会

刀城クラブ懇親会が白倉幹事長の司会で開始されま
した。飯野同窓会長の挨拶、森川財団理事長の乾杯
で始まり和やかな懇親会となりました。地域貢献賞
を受賞された先生方にも挨拶をしていただきまし
た。学生のオーケストラ（フローオーケストラ）に
も活躍していただき、懇親会に花を添えていただき
ました。最後は小林　功名誉教授の締めの挨拶と飯
野会長の万歳10連発で懇親会を終了させていただ
きました。
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平成26年度同窓会総会が10月18日（土）刀城会

館にて開催されました。議長団は病態腫瘍制御学講

座臓器病態外科学が担当し、議長に高橋徹氏（昭

62卒）、書記は永島宗晃氏（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年間に逝去さ

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、飯野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25年度事業報告（25.7.1～26.6.30）

について

１．会員状況 正会員5,744人、名誉会員17人、特別

会員69人、準会員４人　計5,834人。

２．支部の異動 平成26年10月現在なし。

３．事　業

１）北関東医学会の共催

第60回北関東医学会総会が平成25年９月26日、

27日に刀城会館において開催され、同窓会推薦講

演は、堀口淳氏、大山良雄氏により９月26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231号、232号、233号、

234号が刊行されました。

３）学友会並びに医学部等への援助

運動部･文化部に対しての援助並びに交換留学生

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26年３月６日に椎原康史教授の退任記念送

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26年３月25日卒業謝恩会で卒業生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

性）を贈呈しました。

７）新入生との懇談会

平成26年４月５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26年２月７日石井ホールにおいて、学長

はじめ医学部長、病院長、同窓会会長以下役員、新

任教授５人が出席し、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）一般財団法人群馬健康医学振興会活動への協力

森川理事長から理事会・評議員会および役員につ

いて報告があった。また、平成25年度の事業活動

並びに平成26年度研究助成金、平成26年度の事業

計画について、白倉常務理事から報告がありました。

12）その他

役員会（役員会11回、委員会26回）について、

白倉幹事長から平成25年度事業報告の説明があり、

異議なく承認されました。

第２号議案：平成25年度会計決算および承認を求め

る件について

梅枝副会長（財務委員長）から平成25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、鈴木役員（会計監査）の監査報告の後、異議な

く承認されました。

第３号議案：平成26年度事業計画について

白倉幹事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26年度予算案について

梅枝副会長（財務委員長）から平成26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。

第５号議案：群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ会

則の一部改正について

飯野会長から、会則の一部改正の提案があり、異

議なく承認されました。

平成26年度

同窓会総会報告

幹事長 白倉　賢二（昭50卒）
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その他として、西松副会長から平成25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、飯野会長より表彰状と記念品が贈呈されました。

被表彰者　早川眞一先生、町田純一先生

増田武弘先生、大竹誼長先生

山田　衛先生、最上建治先生

続いて、飯野会長から北関東医学会同窓会推薦講

演者に感謝状と刀城楯が贈呈されました。

被授与者

健康支援総合センター　竹内　一夫　先生

機能形態学　　　　　　村上　　徹　先生

正　会　員

石　坂　一　郎　先生（昭23卒）

内　藤　普　夫　先生（昭23卒）

永　谷　刀　禰　先生（昭23卒）

奥　田　儀一郎　先生（昭24卒）

金　澤　義　一　先生（昭24卒）

小　林　昭　夫　先生（昭24卒）

岩　崎　彌太郎　先生（昭25卒）

角　田　志　朗　先生（昭25卒）

田　島　昭　三　先生（昭25卒）

高　橋　文　典　先生（昭25卒）

松　村　　　誠　先生（昭25卒）

神　宮　信一郎　先生（昭26卒）

前　川　正　晴　先生（昭26卒）

荒　木　康　雄　先生（昭28卒）

木　村　　　弘　先生（昭28卒）

小　林　直　人　先生（昭28卒）

服　部　光　雄　先生（昭29卒）

行　野　外　雄　先生（昭29卒）

阿　部　楫　郎　先生（昭30卒）

保　坂　　　久　先生（昭31卒）

長　江　　　大　先生（昭31卒）

和　田　武　久　先生（昭31卒）

青　木　謙　二　先生（昭33卒）

安　戸　一　皓　先生（昭33卒）

田　中　英　雄　先生（昭33卒）

藤　田　俊太郎　先生（昭33卒）

高　澤　勝　英　先生（昭34卒）

橋　本　省　三　先生（昭34卒）

木　村　利　定　先生（昭35卒）

藤　村　　　秀　先生（昭35卒）

伊　藤　善　一　先生（昭37卒）

小　山　善　朗　先生（昭37卒）

増　田　正　晴　先生（昭38卒）

竹　内　和　昭　先生（昭38卒）

柳　町　靖　夫　先生（昭43卒）

有　馬　　　端　先生（昭50卒）

今　村　文　郎　先生（昭53卒）

定　月　英　一　先生（昭55卒）

齋　藤　　　憲　先生（昭57卒）

大　江　正　恵　先生（昭61卒）

鎌　田　洋　輔　先生（平25卒）

特別会員

臺　　　　　弘　先生

野見山　一　生　先生

１年間の物故会員（卒年順）

フローオーケストラ＆コーラス（懇親会にて）
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後列左より：最上建治先生、山田衛先生、飯野佑一会長■

前列左より：増田武弘先生、町田純一先生、早川眞一先生

（大竹誼長先生はご都合により欠席されました）

地域医療貢献賞受賞おめでとうございます 

【学歴】
昭和25年　前橋医学専門学校卒業

【職歴】
昭和26年～34年　第一内科退職・開業

昭和37年～現在　52年間　前橋市立天川小学校校医

昭和44年～平成23年　42年間

群馬県警察交通モニター

昭和39年～平成22年　46年間　前橋市医師会高看

昭和42年～現在　47年間

太平洋食品株式会社　産業医（サッポロ一番）

【推薦理由】
先生は非常に温和な性格で、私と２人25卒のク

ラス委員として大学とクラスとの橋渡しをして30

余年になります。別記のごとし各職域においても長

期にわたって仕事につかれその人柄がしのばれま

す。遅きに失しましたが、今度推薦させていただき

ます。

（同窓会役員　田所浪子、昭25卒）（同窓会役員

富澤　隆、昭25卒）

【学歴】
昭和29年　前橋医科大学卒

昭和30年　三楽病院インターン終了

昭和36年　学位授与【群馬大学薬理学教室】

【職歴】
昭和30年　群馬大学薬理学教室文部教官

昭和34年　東京大学医学部産婦人科教室入局

昭和37年　小川赤十字病院産婦人科部長

昭和46年　都立豊島病院産婦人科医長

昭和49年　町田産婦人科医院開院

【医師会活動】
日本母性保護医協会産科看護委員

東京母性保護医協会産科看護委員

日本産婦人科学会東京地方部会評議員

昭和53年～平成７年　東京第一産科看護学院講師

平成５年～平成７年　練馬区医師会理事

【推薦理由】
町田先生は昭和49年１月に練馬区北町に町田産

婦人科医院を開設されて以来40年間産婦人科医と

して地域医療に奉仕され、現在なお活躍中である。

この間、練馬区医師会理事を務められて医師会活

動を支え、東京第一産科看護学院講師として助産師、

看護師の養成に携わりました。また、乳幼児の予防

接種の啓蒙にも尽力されてきました。

平成25年度地域医療貢献賞受賞候補者として推

薦いたします。

（東京支部会会長　堀　貞夫、昭47卒）

早川　眞一先生（昭25卒）

町田　純一先生（昭29卒）
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【学歴】
昭和35年　群馬大学医学部卒業

【履歴】
増田氏は昭和24年に東京大学理科Ⅱ類入学後、

農学部に進み、卒後は建設省に勤務、都市計画課に

配置され全国各地の都市開発に関わる。その後、東

大時代の旧友とともに一念発起して医学への道を志

すことになり、昭和31年に旧友と共に群馬大学医

学部に学士入学、昭和35年に卒業後は東京大学医

学部物療内科に勤務してリウマチ性疾患の診断と治

療に専念した。卒後３年目の昭和38年には群馬大

学草津分院に派遣され温泉医学とリハビリテーショ

ン（以下リハビリ）の研鑛に励んだ。当時は未だ医

学的リハビリの概念も明瞭でない時代でもあった。

その後、当時国内でも有数の脳卒中リハビリ施設で

あった神奈川県立七沢病院にて多くの臨床経験を積

んだ後、東京大学物療内科に戻りさらにリウマチ性

疾患等の研鑽を積んだ後、昭和41年には静岡県蒲

原郡の蒲原総合病院に派遣され、圏域の中核医師と

して診療を行っていた。この時に増田氏の誠実な診

療の評判を伝え聞いた西伊豆の戸田村の村長や議員

４～５人の熱心な説得を受け、昭和51年に村営の戸

田診療所に所長として勤務となった。当時の戸田村

はいわゆる無医村地区にあたる状況であった。半農

半漁の辺鄙な集落であり、静岡県東部の沼津市から

のアクセスも海岸沿いの車の行き違いも困難な県道

１本の僻地である。今でも交通事情は大して変わら

ず、酉伊豆の戸田は伊豆半島で陸続きなのに、戸田

港～沼津港問の船便、戸田の隣の土肥港には静岡市

との問を結ぶフェリーボートが運航されているなど

海上交通の方が便利で早いという事実が、現在の戸

田の交通事情を示している。また、世界一大きいカ

ニとして知られるタカアシガニ（日本の他地域では

天然記念物指定で食不可）が食べられる戸田村とし

て観光でも有名になったのは大分後のことであった。

以後、増田氏は平成26年４月に勇退するまで38

年の長きにわたり、僻地を支える戸田診療所長とし

て戸田村周辺の住民の診療を継続するわけである

が、物療内科時代のリウマチ診療の経験で整形外科

的な疾患はもとより小児から高齢者まで、今でいう

総合診療医として幅広い疾患の診療にあたり地域住

民の尊敬と感謝の念を集めた。当時の戸田村の周囲

には土肥村や松崎町など無医の漁村も多く、幅広い

地域からの患者さんが増田氏を頼って来院したとい

う。また、増田氏の公的活動としては、地域住民の

健康診断などのほか、近隣のすべての小学校、中学

校などの校医として地域住民の子供たちの健康を守

る責務を果たしてきた。増田氏の温厚な性格と幅広

い知識は地域住民の健康維持にはかかせない良薬と

なってきた。また、戸田診療所に勤務する５名の看

護師ほか従業員も、増田氏の誠実な人柄と思いやり

のある診療で居心地もよいためか、ほぼ全員が定年

まで勤務されたという事実にも現れている。また、

増田氏の地道な医療活動と温厚な人柄、幅広い知識

は田方郡の医師会でも尊敬を集め、今でも医師会の

会合では増田氏の論談風発ぶりには自然と周りに若

手医師会員の輪ができるほどである。増田氏の話題

は豊富で医学にとどまらず、自然科学から文学、歴

史、政治哲学まで尽きることはない。

今回のご本人へのインタビューでは、全く無計画

のままここまで来てしまったとの増田氏のしみじみ

とした述懐であったが、38年の長きにわたり西伊

豆の僻地医療を無二の人柄と誠実な診療で支えてき

た功績に、私たち静岡刀城会の会員は全員の賛同を

得て今回の地域医療貢献賞に推挙する次第である。

【推薦理由】
いわゆる無医地区の静岡県田方郡戸田村におい

て、昭和51年から平成26年３月まで38年間の長き

にわたり村営の戸田診療所長として、総合診療的な

医療で地域住民のかかりつけ医として疾病の管理・

治療に貢献した。また、温厚・誠実な人柄で地域の

住民の健康管理・生活指導に尽力し、疾病の発症予

防に努め地域住民の信頼と尊敬を得た。さらに近隣

の小学校・中学校の校医として児童・生徒の健康管

理にも貢献した功績。

（静岡刀城会会長　望月　達夫、昭23卒）

【学歴】
昭和36年　群馬大学医学部卒業

【職歴】
昭和36年　群馬大学第２内科

昭和51年　大竹内科医院開業

平成元年４月～平成13年３月　前橋市医師会理事

平成15年４月～平成19年３月　前橋市医師会監事

【地域活動】
群馬県医師会代議員

県立前橋高等学校校医

桂萱東小校医

産業医

【推薦理由】
大竹先生は、市内上泉町に内科・循環器科を開業

し地域医療に従事しながら、前橋市医師会理事を

12年間、監事を４年間勤められ、その間、行政と

連携して高齢者介護保健の円滑な導入に尽力されま

した。医師会立訪問看護ステーションまえばしを設

立し、在宅医療の普及に努め、自らも在宅医療を実

践しておられます。また、学校医、産業医として、

増田　武弘先生（昭35卒）

大竹　誼長先生（昭36卒）
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児童・生徒・企業における学校保健衛生・産業保健

衛生の維持増進に努められ、地域医療に大きく貢献

していただいた。

なお、同窓会活動では、平成21年に同窓会・刀

城クラブ「前橋支部」を創立、前橋支部長として支

部の活動にご尽力くださいました。

（前橋支部長　山田　邦子、昭44卒）（前橋支部役

員　片平　均、昭57卒）

【学歴】
昭和36年　群馬大学医学部卒業

【職歴】
昭和36年４月　群馬大学医学部附属病院インターン

昭和37年７月　群馬大学医学部第一内科入局

昭和40年５月　高崎中央病院内科

昭和45年８月　群馬大学医学部第一内科副手

昭和46年６月　群馬大学医学部技官教務員

昭和47年４月　桐生厚生総合病院内科医員

昭和49年４月　桐生厚生総合病院内科部長

昭和62年４月　桐生厚生総合病院副院長

平成 6 年４月　桐生厚生総合病院院長

平成14年４月　桐生厚生総合病院名誉院長

平成14年４月　医療法人山育会日新病院非常勤

平成15年４月　医療法人山育会日新病院院長

平成15年７月　医療法人山育会日新病院非常勤

【推薦理由】
昭和36年に群馬大学医学部を卒業。群馬大学医

学部附属病院第一内科、高崎中央病院内科等に勤務

後、昭和47年より桐生厚生総合病院に勤務され、

内科部長、副院長として、地域医療に多大なご貢献

をされました。

平成６年に桐生厚生総合病院院長に就任されまし

たが、地域の基幹病院として、病院機能の向上や地

域医療体制の充実にご尽力され、さらに桐生地域保

健医療対策協議会、桐生保健医療圏地域保健推進会

等の委員を歴任され、地域医療広範にわたりご活躍

されました。また若手医師の教育にも非常に熱心で、

医学・医療全般、さらにご専門の呼吸器、アレルギ

ー疾患の指導にあたられ、平成13年に群馬大学医

学部臨床教授の称号を付与されました。

平成14年、桐生厚生総合病院を退任後、医療法

人山育会日新病院院長に就任され、同院長退任後も、

非常勤医としてご活躍中です。

（桐生支部　支部長　須永　吉信、昭50卒）

【学歴】
昭和43年　群馬大学医学部卒業

【職歴】
昭和44年１月　群馬大学附属病院医員

昭和45年４月　群馬大学第一外科助手

昭和49年４月　原町赤十字病院外科医長

昭和51年７月　独協医科大学第二外科講師

昭和53年４月　群馬大学第一外科助手・医局長

昭和55年４月　鶴谷病院外科医長

（昭和57年４月群馬大学第一外科非常勤講師）

昭和59年５月　現住所にて最上胃腸科外科を開業

平成３年４月１日～平成７年３月31日

館林市邑楽郡医師会理事

平成７年４月１日～平成15年３月31日

館林市邑楽郡医師会副会長

平成15年４月１日～平成26年５月29日

館林市邑楽郡医師会監事

平成５年４月１日～平成15年３月31日

群馬県医師会代議員

平成５年６月１日～平成23年５月31日

群馬県社会保険診療報酬請求書審査会委員

学校医

昭和60年11月１日～現在　館林市立第一中学校校医

昭和60年11月１日～現在　館林市立北幼稚園医

平成14年４月１日～現在　館林市立長良保育園医

【表彰歴】
平成12年５月　館林市政功労者表彰

平成14年９月　群馬県保険事業功労者知事表彰

平成16年５月　館林市功労者表彰

【推薦理由】
先生は昭和43年３月群馬大学医学部を卒業後、

群馬大学医学部付属病院に於いて臨床を初期研修し

た後、昭和45年４月に群馬大学第一外科に入局さ

れ、第一外科助手、原町赤十字病院外科医長、獨協

医科大学第二外科講師、群馬大学第一外科医局長、

鶴谷病院外科医長を歴任した後、昭和59年５月に

最上胃腸科外科医院を開設され現在に至っておりま

す。それまで外科医として臨床経験の研鑛を積んで

参られましたが地域医療の重要性を認識され、直ち

に館林市医師会に所属し医師会活動にも積極的に参

加されました。医師会理事４年、副会長８年、監事

11年を務め、館林邑楽地区の地域医療に貢献され、

多大な業績を残されました。また学校医も28年以

上、現在も３校において学童幼児の健康管理、疾病

予防に尽くされておられます。更に群馬県において

も社会保険診療報酬請求書審査会委員を遠路を往復

し約20年間も務められました。

よって貴会の定める地域医療貢献賞候補者に最も

値すると思われ推薦する次第です。

（太田館林邑楽支部長　関口　利和、昭37卒）（太田

館林邑楽支部　支部役員　川島　康宏、昭53卒）

山田　　衛先生（昭36卒）

最上　建治先生（昭43卒）
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病院に長く勤務してそれなりの役職に就いて居る

と、診療科を超えての上から目線で病院内のあれこ

れを見聞きします。そして職員各人一人ひとりの個

性を窺う機会が日常的にあります。そして時に“え

一っ”と声が出る様な事例報告を聞くと、当人はど

う？と案じますが、徐々に、防げなかったか！周囲

の注意は無かったの？無防備で気付かなかったか？

など病院事情の問題個所を探る次第になります。ま

た時系列で決算報告を読むと、病院医療や経営での

問題が山積で、どうしたものやらと思案頻り。年度

計画では結果の出ない状況に、溜息が漏れます。こ

うした医療実情を踏まえた今の思考感覚で、“母校

への思い”を記述させていただきます。

私の学生時代学んだ医の原点は、“病で大変つら

い状況にある医療を求める人達に、一刻も早く人と

しての尊厳を保てる社会復帰が可能となるように、

身を挺して積極的に診療に努める”ことでした。新

米医師時代は本気で“患者を救おう”と病院と家の

行き来で過ごしました。そうして“信頼に足る医師

になれるだろうか”、“医療をどう考え、どうすべき

か”と自問自答しては同僚や先輩方と話を交わす過

程で、人を診て病を治す医療を徐々に理解し、患者

との信頼関係構築に苦闘していました。

今日の医療はガイドラインや手順書が普及し、病

院の診断・治療は論理的効率的かつ短時間で行い、

在宅医療は苦痛のない生活をどれ程過ごせるかを中

心に、患者さんの多様な要望に応えようとしていま

す。しかし合意に至らず患者側から法的問題と指摘

され過大な心理的負担を被る症例も依然あり、対策

には日々基本に沿った診療と簡明で個別的な病状説

明で、治療への理解と同意を患者側から頂くことが

必須と指導されます。しかしマニュアル暗記の診療

ではそのコミュニケーション能力開発は困難で、そ

れには良好な人間関係構築力を高め、気持ちが分か

る共感力を磨き、誰とも重い話しができる会話力を

伸ばす努力が必要だと思います。

現在“医療の質”は各種医療職担当者が結果を求

める意志と相互の協力で勝ち得たチーム医療の成果

です。その中心が医師ならば、それを担える医師が

優遇されることは当然であり、目指すべき医師像の

一例である教育が望まれます。医師過剰時代を想定

すれば、優れた会話力、医療知識・技量、社会・経

済状況の理解、根幹にある人間力・倫理性など、資

質・能力の総合が医師評価の基準である限り、今後

は短時間・軽労働かつ我流医療志向の医師よりも、

患者中心の医療に誠実な医師を優先的に重用できる

時代がやがて来ると思います。選ばれる医師である

には生涯に亘る自己学習は必要です。しかし才能を

見極め、可能性を育む、確かな現状認識と使命感の

熱い教育担当指導医も不可欠で、その育成はロール

モデルでもあり、最重要な課題と考えます。

群馬大学を中心に、関連医療機関も“良医育成で

何をするか”が問われており、県内地域医療状況や

病院事情を見れば、診療科を超えた医師の協力と診

療環境の整備、育成システムの見直しが必要だと分

かります。そこで群馬大学が決断し、関連病院の医

局の壁も取り外して勤務医相互の診療協力を可能と

し、地域の要望に適う医師の派遣を考慮する。そう

なれば病院診療を主導する中堅医師たちは意欲的に

EBMに則した総合的で優れた医療を患者さんへ提

供できると考えます。またそれを見て病院医療を理

解する若い有能な医師が育ちます。地域病院が群馬

大学各診療科と相談で人材育成、診療研修環境の整

備を進めれば、県内各地に安全・安心の標準的医療

が普及するでしょう。また中堅医師達の活躍は臨床

指導担当世代の充実でもあり、全国から若手医師を

引き寄せる大きな魅力になると考えます。こうした

医師の好循環を実現している大学の関連病院連携を

見ると、病院の診療能力向上や経営内容改善に十分

な効果を上げていると、つくづく感じます。まして

や群馬大学所属の勤務医達が協力して潜在能力を自

由に発揮すれば、地域医療の充実は直ぐにも実現可

能だろうと考えます。私の勤める病院でも時代に適

うよう医師の診療能力底上げに努め、研修医を迎え、

経営の好転を図りたいと強く思います。

群馬大学が今後も先進の医療を牽引し、有用な医

師の育成・輩出とその派遣に伴う医療情報・技術の

普及で、群馬県の医療を支援し続けることを願って

います。そうした地域医療への理解を持続し、地道

な努力を厭わず邁進されることを期待しています。

関連病院から期待する
群馬大学の存在

51母校に望む 母校に望む 

桐生厚生総合病院

院長 丸田　　栄（昭52卒）
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琉球大学医学部脳神経外科教室教授

石内　勝吾 先生を訪ねて
稲葉　　遥（医学科５年）
岩崎　竜也（医学科５年）
伊藤　大貴（医学科３年）

今年３月に沖縄の３名の先生方にインタビューを

させていただきました。今回は３人目の石内勝吾先

生（琉球大学医学部脳神経外科教室教授）のインタ

ビューを紹介させていただきます。

学生：現在の先生の研究について教えていただけま

すか。

先生：群馬大学にいた頃は重粒子線の脳腫瘍への応

用研究をしていました。沖縄に来て４年、沖縄でし

かできないことをやりたいと思い健康長寿と脳機能

の研究を中心にしています。沖縄では昭和20年から

47年までの米国統治の影響で男性の２人に１人は肥

満です。マクドナルドやら、A&Wなどのファース

トフードが早いうちからライフスタイルに入ってき

ています。食生活の欧米化が本土より15年早く進ん

でいて、その影響もありメタボが非常に多い。一方

で80－100歳のもともとの沖縄の食生活をしている

人たち、スローライフを実践している方はめちゃく

ちゃ元気です。高齢者は長寿で、若者は短命化して

いる。脂肪肝、肝硬変、慢性呼吸器疾患、脳卒中、

心疾患などがとても多い。長寿者の遺伝的背景とラ

イフスタイルとの関連、なぜ脳の萎縮もないのか、

スーパー老人たちはどう考え、どう生活しているの

か、なぜ若者が短命化しているのか、そしてその若

者たちの脳の機能の変化について研究しています。

今までは病気ばかりみていましたが、今は正常な脳

についても調べています。もちろん、癌の研究も継

続して行っていますが。

研究手法としては、脳の場合は色々なところに病

変が生じる。だから脳が障害を受けた時にどのよう

になっているのか、患者さんの脳機能をみることで

障害された脳の機能を解析し本来の脳の働きを知る

ことができる。沖縄の肥満は若い人に多い。現代文

明と隔絶された昔ながらの生活をしている人たちは

沖縄編 3

左より、伊藤大貴、石内勝吾先生、稲葉遥、岩崎竜也
（琉球大学脳神経外科図書室にて）

（最終回）
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とても元気で、しかも沖縄は１年中暖かく、活動性

も高い。だからスーパー老人が多いんじゃないかな。

ライフスタイルばかりではなく気候・風土も長寿に

関係しています。

本土から沖縄に来ると違いがよくわかります。出

身は栃木県の足利市で、日本最古の足利学校がある

所です。足利学校は易学、兵学、儒学が有名で、武

田信玄も足利に学んだそうです。「腹７分目、過ぎた

るは及ばざるがごとし」、全て７分目ぐらいがちょう

どいいという教えで、これは沖縄に来ると本当に大

事だなと感じる。沖縄は今や飽食の島となりました。

学生：ずっと沖縄にいるのではなく、本土から沖縄

に行くとわかることも多そうですね。研究について

のお話をありがとうございました。

次に先生の学生時代について教えてください。何か

部活動をされていましたか。

先生：部活は医学部の部活には入らないで全学の舞

踏研究会、競技ダンスをやっていました。始めたの

は大学に入ってからでM5ぐらいまで続けていた。競

技ダンスは高齢者の認知症の予防に非常に有効です。

それに高齢になっても普通の社交ダンスとしてなら

ずっと続けられるのがいいよね。今は全く時間がな

くてやれていないね。平日は自分の時間が全くなく

て、15分刻みで予定が入っている。手術室にいる方

が気が楽だよ。

学生：とてもお忙しい中ありがとうございます。部

活動以外に大学時代に思い出に残っていることはあ

りますか。

先生：当時は花の学４、夢の学５と言われていて、

みんな４年生の後半から５年生の初めにかけて３ヶ

月ぐらい海外旅行に行っていた。同級生の半分ぐら

いが海外旅行にいっていて、海外で同級生に会うこ

ともよくあったな。私はほとんどヨーロッパで９か

国ぐらい回りました。その当時は地球を歩こうとい

う感覚で、３ヶ月間海外にいることも普通だった。

学んだこととしてはたくさんあります。いくつか紹

介すると、とにかく公的な場所では身なりをきちん

と、礼儀を正しくするということ。例えば学会など

で出発時間がぎりぎりで検閲などにイライラするこ

とがあるかもしれない。早く切り抜けたいなら拒否

するのではなく自分から荷物を見せましょうか、と

いうようなつもりで接するのがいい。連絡がいって

いるから、心配せずに協力的にね。お辞儀の仕方も

丁寧に、体をあげるときにはゆっくりと。それだけ

で違ってみえるものだよ。それから、いいホテルに

泊まる時などはいい服に着替えていくとそれなりの

扱いをしてくれる。初対面は外見だけで判断される

ことが多いということ。

学生：様々な経験をされていたのですね。では先生

はいつから脳神経外科医になろうと決めていたので

しょうか。

先生：アメリカのベンケーシーという、権力や権威

などを無視するヒューマニティに富んだ脳神経外科

医のドラマがあった。昭和60年代の卒業者に５－10

人も脳神経外科医になっているのは、その影響があ

ったんじゃないかな。私は脳神経外科医にはなろう

とは思っていなくて、たくさん本を読んで人間が物

を考える仕組みを知りたいと思った。そのことを学

ぶためには神経内科、生理学、脳神経外科があった。

神経内科が学問的には理屈に合っていたけど、治療

法がない。生理学は人の脳じゃなくてマウスの脳で

実験する。人の脳を直接触れるのは脳外科だけで、

私の右隣が５年前に群馬から一緒に来た平成９年卒の渡邉孝先生です。今春４月

からは平成10年卒の菅原健一先生が群馬大学から赴任しています。後期研修医

が２名入局しました。医学科４年の佐藤元一君が群大より学生実習に来ています。
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脳の仕組みを学ぶために脳外科に入った。決めたの

は20歳の頃で、色々な書物を読みながら脳科学が面

白いと思ったからかな。リスクが高いし、周りの人

からは一般外科の方がいいのではないかとも言われ

た。脳外科だから、というわけじゃないけど若い頃

は死ぬほど働いて死ぬほど勉強をしなければ一生ダ

メ医者になってしまう。初期研修の２年間、しっか

り働いて勉強しないと傍観者になってしまう。医師

の免許をとったら自分で考えて決める、責任を持つ

という考え方をしなければならない。カルテをきち

んと書く、一例一例をきちんと研究してファイルを

作る、医学だけでなく人間学が大事だから書物をた

くさん読む、ということを指導している。教科書や

古典をきちんと読むことは重要だよ。

とにかく初期が一番大事。診断・鑑別だけでは意

味がない。治療することが本体だから、専門家にと

って診断や鑑別は話題にならないくらい当たり前の

こと。それから専門医でサブスペシャリティを持つ

医者になるのだったら、大学病院で研修をするしか

ない。学問とは真善美の追求であって利益の追求で

はない。自分が学問的な興味ある道をひたすら進む

しかないと思います。

学生：ありがとうございます。最後に現在の群大生

へのメッセージをお願いします。

先生：同期の鯉淵先生に招かれて一昨年５年生の脳

科学の講義を母校で行いました。群馬大学は色々な

意味で頑張っていると思います。卒業生も頑張って

いる人が多い。沖縄でも60人程群馬大学出身の先生

がいて、みんな活動性が高く頑張っている。大学自

体の活動性も高くて、新設医科大学だが、評価とし

ては帝大並みの評価を受けている。群馬大学を誇り

に思って、自分の今いる立場で自分の可能性を最大

限出せるように頑張ってほしい。医師になってどこ

にいっても、温かく迎えてくれる先輩方がいるから、

母校に誇りを持ってやっていってほしいと思う。

学習と記憶の場は海馬。常に若々しくみずみずし

い脳でいるためには常に変化していなければならな

い。そのためには規則正しい生活をすること、適度

な運動をすることが大事。それから好きなことや趣

味を持つことも大事。職業や職場は病院の待遇や給

料で決めるのではなくて、生理的にフィットするよ

うな、おもしろいと思えるものを職業とすることが

大事。そうすれば一生興味が持てて、誰かが勉強し

ろと言わなくても勉強できて、キャリアアップでき

る。選択する際には自分の内なる声を聞いて、若い

頃はとにかく努力して仕事をしてほしい。

自分のことは自分じゃわからない。若い人が努力

していると、上の人たちが君はこれに向いているね

と声をかけてくれる。そこで初めて自分の向いてい

ることがわかる。努力していない若者には通り一遍

のことしか言わない。言ってもらったことが自分自

身の鏡となって、それをきっかけに何かをやってみ

ようかなと決断できる。寝ても覚めても考えている

のが楽しいと感じられるような、そんなスペシャリ

ティを見つけてほしい。期待しています。

とてもお忙しい中でお時間をいただき、インタビ

ューをさせていただきました。

始めは緊張していましたが、石内先生のまぶしい

笑顔に緊張もすぐにほぐれました。そして石内先生

のお話はとてもわかりやすくて面白く、インタビュ

ーの時間があっという間に過ぎていきました。群大

生へもとても熱いメッセージをいただきました。私

も群大生であることを誇りに思い、これから努力を

し続けたいと思います。今回の訪問インタビューで

は３人の先生方にお話を伺うことができて、非常に

充実した３日間でした。３人の先生方にお会いして

お話を聞いて、とても刺激を受けました。刀城会報

を読んでいる他の学生にも、私たちが感じたことが

伝わっているといいなと思います。最後になりまし

たが、このような素晴らしい機会を与えてくださっ

た同窓会の先生方、そしてインタビューに快く応じ

て下さった金城先生、上里先生、石内先生、本当に

ありがとうございました。 （稲葉　　遥）

今回、遠く離れた沖縄の地で活躍されている諸先

輩方にお会いでき、たくさんの貴重なお話を伺うこ

とができました。先生方は群大での日々を克明に覚

えてらっしゃいました。先生方が群大での生活を語

る姿に、ありし日の群大生の姿が重なって見えまし

た。先生方の中で、群大での日々が宝物のように輝

いていることを感じました。また、沖縄でも同じ同

窓の友人、先輩や後輩との交友を大切にされている

ことを感じました。先生方は群大生らしさの素晴ら
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ワークショップでは外来発見乳癌と比べ検診発見乳

癌の生物学的特性が異なるのか否かや、遺伝子変異

や濃厚な家族歴を持つハイリスク女性に対する検診

をどのように行うかなどについて発表・討論いただ

きました。また、本学会では初めての試みとしてデ

ィベートセッションを設けました。特別講演として

東北大学多元物質科学研究所の百生敦教授に「最先

端の位相Ｘ線撮影」を、群馬大学重粒子研究センタ

ーの大野達也教授（平５卒）に「重粒子線がん治療

の最前線」についてご講演いただきました。今年は

NPO法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会

（（精中委）。現在の乳がん検診精度管理中央機構（精

中機構））が発足して10周年にあたりますので、総会

と共催で精中委の活動報告を行いました。例年通り

MG film readingなどの共催教育セミナーも、学会、

精中機構、JABTSの協力のもとに行いました。また、

会期中に「みんなで受けよう乳がん検診」と題した

市民公開講座を行い堀口淳（昭61卒）、饗場庄一（昭

31卒）両先生に講演していただきました。本会が乳

癌死亡を減らす一助になれば幸いです。ご支援いた

だいた群馬大学医学部同窓会に感謝いたします。

しい部分を残しながら、その地域の実情に合わせた

医療を展開しておられました。沖縄の地域医療に取

り組む先生方のお姿は、遠く目指すべき目標として

深くこころに刻み込まれています。 （伊藤　大貴）

今回３名の卒業生の方々を訪問させていただき、

当時の学生生活の話や沖縄の公費・国費留学の話な

ど幅広くお話を伺うことができました。特に印象的

であったのは学費値上げに対するボイコット未遂事

件でした。また、金城先生に案内をしていただき、

那覇市内の史跡巡りをするなどの体験もでき、とて

も有意義な３日間をすごさせていただきました。３

名の先生方には直前での訪問インタビューのお願い

になったにも関わらず快く受け入れていただきあり

がとうございました。また、このような機会を与え

てくださった同窓会刀城クラブの方々にもこの場を

借りてお礼を申し上げます。 （岩崎　竜也）

平成26年11月７日（金）、８日（土）に「次世代

乳癌検診システム構築への挑戦」をテーマに第24回

日本乳癌検診学会学術総会をベイシア文化ホール、

前橋商工会議所で開催し、約1,200名の参加をいただ

きました。

近年、検診による乳癌死亡減少効果は認められる

ものの、検診による過剰診断が問題とされてきてい

ます。検診の感度を高めることはもちろんですが、

特異度を高める工夫が必要です。これらのことをふ

まえ、シンポジウムでは、新しい検診精度管理、新

しい検診システム、新しいモダリティによるスクリ

ーニングについて、パネルディスカッションでは、

受診者の放射線被曝を極力少なくする工夫や、癌と

の境界病変の取扱いについて発表・討論頂きました。

学会報告（同窓会補助）

第24回日本乳癌検診学会
学術総会の報告

渋川総合病院

病院長 横江　隆夫（昭52卒）

首里城にて 美ら海水族館にて
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卒業して20年がたちます。いつのまにか中堅

になりました。それぞれの道を歩み、教授で活躍

している同級生もいます。最初に立ち会った分娩

で生まれた子は成人式を迎えます。そんな中、私

は産婦人科医として、平日フルタイムの仕事をし

ながら４歳になる男の子の子育てと家事に追われ

る毎日を送っています。仕事や子育ての困難をの

りこえ活躍されている先生方には遠く及ばず、経

歴も子育てにも目立つことのない私に、水芭蕉へ

の原稿依頼をいただいて正直戸惑いました。書く

ことに迷いましたが、これまでを振り返ることで

少しでも若い方々のお役にたてれば幸いです。

平成７年卒業後、大学の産婦人科に入局しまし

た。同期は女子が３人いて、女性医師が増え始め

たころです。産婦人科を選んだのは産婦人科医の

父の影響が強かったと思います。朝は採血から始

まり、外来では予診や検査を担当し、早く１人前

になりたくて分娩にはりつき、遅くまで病院にい

ました。２年目は関連病院で一般外来の診療や分

娩・手術を経験しました。ひとりで当直をするよ

うになり、分娩進行者がいると眠れぬ夜をすごし

ました。何年か当直をしていたら、ひとまず寝て

おく、という度胸はつきました。３年目になると

当時は大学院に行くコースがあり、現教授の峯岸

敬先生のご指導のもとに研究をしました。大学院

卒業後は県内の関連病院に勤務しました。その後、

医局の人手不足のため麻酔とNICUの研修ができ

なくなったのですが、どうしても麻酔を経験した

かったので、１年休局して関連病院の麻酔科で研

修させていただく機会を得ました。

８年目に大学に１年戻った時に生殖医療チーム

に入って体外受精を勉強したおかげで、その後不

妊治療に関わることになりました。２か所の関連

病院で約３年ずつ、不妊治療担当の先生が異動し

たあとを引き継いで、一般診療と並行して体外受

精の治療をしました。自分で責任をもって治療を

することの厳しさと妊娠出産につながる喜びを経

験しました。

15年目に縁あって結婚し、２年後に出産しま

した。いわゆる高齢出産でした。分娩をお願いし

た先生（県外の病院の３人子育てした女性医長）

に「あなたのようなリスクの高い人が増えないよ

うに若いうちの妊活を医師会で啓蒙し始めたの

よ」と言われ、自分がハイリスクだと自覚しまし

た。産褥高血圧を発症しましたが軽度ですんでよ

かったです。妊娠中は日数を減らしてもらって産

休まで当直をしました。育休１年で復帰するつも

りでいましたが、母が急逝していて実家の支援が

ないことは思っていた以上に無理が多く、体力も

戻らず、育休中に退職しました。この際だから数

年仕事は休もうと思いましたが、社会から取り残

されている感じが強くなり、産後８カ月に週１回

の健診業務から復帰し、平成24年４月から今の

病院に勤めています。

現在、当直も含めて時間外の仕事はかなり免除

してもらっています。会社員の夫は協力的で家事

もしますが帰宅時間は遅いです。子どもが病気の

時はサポーターさんや病児保育、ときに友人を頼

っています。子どもにもなるべく向き合いたいと

思っている身には今の働き方は大変助かっていま

す。当直を引き受けてくださる先生方の負担と、

これから妊娠出産する女性医師が増えることを考

えると、今後いつまでも同じような働き方ができ

るとは思っていません。ワーキングシェアなどが

進んで、男女を問わず、子育ての有無を問わず、

働き方がある程度選べる勤務体制ができるように

なることを願っています。

今までを振り返ったことで、慌ただしく過ぎる

毎日の中、立ち止まって考える時間ができました。

研修医の頃に励ましてくださった患者さん、様々

な手技や診療の姿勢を教えていただいた指導医の

先生方、他にもたくさんの方の支えがあって今が

あることをあらためて思い出しました。そして、

仕事の上で何度か辞めようと思ったこともありま

した。それでも続けているのは、産婦人科の女性

医師を求める声を聞くことがあるからです。今後

は妊娠・出産、不妊治療だけでなく、これから自

分も突入する更年期・老年期も含めてさまざまな

ライフステージにいる女性に寄り添っていきたい

です。

周囲の理解と支えがあるから仕事が続けられて

います。職場の先生方・スタッフの皆さま、そし

て家族にあらためて感謝いたします。

これまでを振り返って

群馬中央病院 産婦人科

医長　安部　和子（平７卒）
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女性医師等教育・支援部門が設立されて４年半が

過ぎました。女性医師支援、医学生や若手女性医師

への啓発、広報、群馬県医師会など周囲組織との連

携を中心に活動してきましたが、今回はもう一つの

活動であるコンフリクトマネジメントセミナー（医

療対話推進者養成セミナー）を中心に紹介させてい

ただきます。

私は2008年～2009年に医療安全管理部の医師ゼ

ネラルリスクマネジャーを兼任していた際に、医療

メディエーションを知りました。これを学び広めた

いと思い、2011年に日本医療機能評価機構が認定

する日本医療メディエーター協会の認定トレーナー

の資格取得後、所属している本センターにて、女性

医師「等」の活動として始めました。

医療紛争の多くがボタンの掛け違いと言われるよ

うに、不十分な対話、感情のもつれから生じること

は少なくありません。苦情やクレームの対応は嫌だ

と思いがちですが、それを学ぶ場というのはあまり

ありません。このセミナーは、日本医療メディエー

ター協会の提供する基礎編２日間コースで、2012

年より毎年、年２回開催しています。１回30名の少

人数研修で、これまで６回開催しましたが、毎回10

名以上は県内の他の病院の方も参加していただいて

います。

医療は不確実であり、できるだけの対応はとった、

起こりうる合併症はすべて説明した、でも患者さん

は納得がいかないということがあります。医療メデ

ィエーター（医療対話推進者）とは、解決案を提示

したり、単なる仲裁役ということではなく、中立第

三者的な立場で対立する両者にかかわり、対話を促

進し、合意に導くという役割を担います。

苦情やクレームの対応は１対１かもしれません

が、この中立的な立ち位置に自分を置いて話を聴く

ことにより、説明してわかってもらおうと思う自分

を少し脇において、相手に関心をもって聴き、怒る

人の言葉の奥にある本当の想いを知り、冷静に問題

を判断することができるようになります。苦情やク

レームを嫌だと思わずに聴くためにも必要であり、

結果として相手との信頼関係を築き、解決に導くこ

とが可能となります。

セミナーでは、講義や演習のほか、シナリオに沿

ったロールプレイを行いますが、怒る患者役になり

きると、感情がおさまらないのにいくら説明されて

も言い訳にしか聞こえないと気づきます。他職種の

方が医師役をすると、一生懸命やったのにこんなこ

とを言われて先生は大変、などの気づきを得てもら

えます。過誤や過失はない（と思われる）、しかし

経過が悪い、といったときにクレームを言われたら、

謝罪はできない、ではなく、「このような経過であ

ることは残念だ」「ご心配をおかけしたことは申し

訳ない」など、大変な思いをしている方に対する共

感の言葉は必要であり、日常診療やケアの中で、こ

うした言葉を自然に使うことにより、無用な苦情や

紛争が予防できることもあります。

過誤の有無は問わず、医療事故においては事実を

きちんと検証し、病院としての判断を示します。し

かし、紛争となった場合、対話の仕方ひとつでそれ

をうまく伝えられないこともあります。こういった

スキルは、日常診療や人間関係の調整に役立つもの

でもあります。できるだけの対応をしたうえで、ど

うしても納得が得られない場合、理不尽なクレーム

と判断する場合に、組織として対応していくという

ことになります。

今年度より医学生の教育としても時間をとってい

ただけるようになり、臨床実習開始前に半日コース

で少人数演習を始めました。最近注目されている分

野でもありますので、興味のある方はぜひお問い合

わせください。

さて、女性医師関連ですが、連携している群馬県

医師会の保育サポーターバンク制度は全国から注目

されています。大学病院の勤務者も40名近くが利用

しています。この制度は男性医師も利用可能です。

詳しくは群馬県医師会のホームページをご覧くださ

い。

もう一つ、群馬大学男女共同参画推進室の活動が

活発です。女性医師研究者支援事業「まゆだまプラ

ン」、昭和キャンパス「まゆだま広場」、ニュースレ

ター「まゆだま通信」のほか、かわいいロゴととも

に「まゆだま」を目にする機会があるのではと思い

ます。昭和キャンパスでのイベントには医療人能力

開発センターとしても協力しています。男女問わず

参加できる、研究力スキルアップ講座も続々開催予

定ですので、ぜひご参加ください。

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⑪ 医療人能力開発センターだより⑪ 
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平素より、東日本医科学生総合体育大会（以下東

医体）運営及び競技への格別のご高配を賜りまして、

厚く御礼申し上げます。今年、第57回の東医体で

は夏季競技が成功裏に終了し、群馬大学医学部は総

主管校という重責を果たしつつ、競技においても目

覚ましい成績を納めることができましたので、ご報

告させていただきます。

陸上部個人で２名、準硬式野球部、剣道部女子団

体及び個人、ゴルフ部団体及び個人で金メダル、軟

式テニス部女子、バレー部女子、柔道部個人で銀メ

ダル、陸上部個人、柔道部個人、水泳部総合で銅メ

ダルを見事勝ち取りました。メダル獲得に至らずと

も、上位入賞者が各部活とも大変多く、それらの功

績も併せて夏季競技終了時点での東医体総合成績で

は第４位という例年類を見ない好位置につけており

ます。

今大会でこのような素晴らしい成績を収めること

ができましたのは、各部活が常に向上心を忘れず、

ひたむきに練習に打ち込んだ成果だと思います。そ

して何より、そのように競技に集中できる環境が群

馬大学医学部にあることは、同窓会会長であられる

飯野佑一先生を始めとしまして、同窓会会員の皆様

の御理解と毎年の過分なる御支援のお陰に違いない

と思います。本来ならば直接お伺いして申し上げる

べきところを、誠に略儀ながらこの場をお借りして

御礼申し上げます。また、総主管業務につきまして

も、運営本部へさまざまな御指導をしていただき、

無事に夏季競技開催まで辿りつくことができまし

た。本当にありがとうございました。

冬季大会でも好成績を残し、総合成績で是非第３

位以内に食い込むことができるよう、スキー部の皆

様の活躍も祈りつつ、運営本部としましては、各競

技決算及び次年度への引き継ぎを含め来夏までの任

期を全うしたいと思います。群馬大学の東医体にお

ける更なる活躍のためにも、同窓会の皆様の御支

援・御協力を今後ともよろしくお願いいたします。

第57回東医体夏季競技報告

第57回東日本医科学生総合体育大会

群馬大学医学部運営本部

運営本部長　福田　怜雄（医学科４年)

陸上部

男子総合６位

男子個人

400m　優勝　（４年遠藤瑞貴）

 （大会新記録）

走り高跳び　３位（３年村山真之）

走り幅跳び　優勝（４年蛭間貴司）

準硬式野球部 優勝

硬式テニス部 男子ベスト16、女子ベスト８

軟式テニス部 団体男子７位、女子準優勝

卓球部
男子ベスト８、女子ベスト16

男子個人ベスト８（５年岩上明憲）

バレー部

男子ベスト８

女子準優勝

（ベストセンター賞・５年渡邊陽香、

 敢闘賞・４年金岡宏美）

バドミントン部

男子ベスト16、女子ベスト８

男子シングル　ベスト16

 （３年伊藤篤史）

女子ダブルス　ベスト８

 （４年遠藤梓、２年稲葉美夏）

サッカー部 ベスト８

バスケ部 男子ベスト16、女子２回戦

柔道部

団体ベスト８

個人

73㎏級　準優勝（５年本田賢二）

81㎏級　３位（４年志賀輝）

81㎏超級　ベスト８（４年萩原舟平）

73㎏級　ベスト８（１年稲川尭志）

剣道部

女子団体優勝（５連覇）、

女子個人優勝

 （４年安川紗香、４連覇）

男子団体ベスト８

弓道部 個人団体共に入賞ならず

水泳部 男子総合３位

ゴルフ部

男子団体優勝　

個人優勝（６年黒子光貴）

個人８位入賞（２年朝鳥洋介）
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表彰式後の集合写真　平成26年８月８日（金） 風月カントリー倶楽部にて

群馬大学医学部ゴルフ部は2008年に創部しまし

た。医学部運動部会の中で最も新しい運動部である

ため、同窓会員の先生方の多くはゴルフ部をご存知

ないと思います。

現在の部員は医学科１年生から６年生までの男女

37名、顧問は臓器病態外科学・竹吉泉教授です。

我々は他の運動部と同様に東日本医科学生総合体育

大会（東医体）での優勝を目指して、日々練習して

います。東医体のゴルフ競技は男子が1.5ラウンド

を２日間、女子が１ラウンドを１日で行われます。

出場大学は男女ともに30校と東医体の中では出場

校が多い競技です。

今年度の東医体は８月６日（水）～８日（金）に

栃木県那須烏山市の風月カントリー倶楽部で開催さ

れました。当日は非常に蒸し暑い天気で、プレー終

盤では体力面で苦戦を強いられました。そのためか、

２日目にはスコアを落とす選手も多くみられました

が、男子のエースである黒子光貴（医学科６年）、

朝鳥洋介（医学科２年）が２日間とも安定して好ス

コアをマークし、他の選手もそれぞれの持つ力を存

分に発揮することができました。その結果、男子個

人では黒子光貴が優勝、朝鳥洋介が８位に入賞し、

さらに、各大学上位４名のスコアを合計して競う男

子団体では優勝しました。暑さによる疲労のためか、

他大学が２日目にスコアを落としていく中、群馬大

学は１日目を上回るスコアを出せたことが、男子団

体で優勝できた勝因だったと思います。ゴルフ部は

東医体にこれまで６回出場していますが、男子団体

は２回入賞（2009年３位、2010年５位）しており、

今回の東医体でゴルフ部創部から７年目にして念願

叶って初優勝を成し遂げることができました（女子

は残念ながら入賞を逃しました）。

ゴルフ部はここ数年で部員が急激に増え、お互い

切磋琢磨しながら練習していますが、部活の雰囲気

はより和気藹々となってきています。今年の東医体

には30人以上の部員が参加しましたので、最終ホ

ールで出迎えてくれる群馬大学のギャラリーには活

気が溢れており、主将である私も部活の規模が大き

くなったことを改めて実感しました。

群馬県内には数多くのゴルフ場があるため、他大

学よりもラウンドできる機会は多いと思います。ま

た、ゴルフ場でキャディーのアルバイトをして上手

なプレーヤーから技術を盗もうとしている部員や早

朝・午後からラウンドに出かける部員もいます。自

分のペースに合わせて練習できる環境の中、それぞ

れの部員が目標を持って練習し、日々上達していま

す。

ゴルフ部は創部からまだ日が浅く卒業生が少ない

ため、竹吉教授のご尽力で後援会を組織していただ

きました。後援会の先生方からの多大なるご支援の

お陰でゴルフ部は発展することができました。年に

数回後援会の先生方と部員とでコンペを行っていま

す。老若男女一緒にゴルフを楽しんだ後には、懇親

会を行い、後援会の先生方と部員との交流を深めて

おります。同窓会の先生方で、後援会へ入会して

我々学生と一緒にゴルフを楽しみ、そして応援して

いただける方がいらっしゃいましたら、舘野までご

連絡（E-mail:m11201062@gunma-u.ac.jp）いた

だければ幸いです。

今後もゴルフ部は東医体での活躍を目指し、部員

一同日々精進していく所存です。今後ともゴルフ部

を温かく見守っていただきますよう何卒よろしくお

願い申しあげます。

ゴ ル フ 部 優 勝

ゴルフ部主将　舘野　航平（医学科４年)
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群馬大学医学部準硬式野球部は、1948年創部の

歴史ある部活動です。過去に７回、東日本医科学生

総合体育大会（東医体）で優勝した実績があります。

現在部員は１年生から６年生まで合わせて、プレー

ヤー31人、マネージャー７人で活動しております。

現在の野球部長は放射線科教授の中野隆史先生で

す。毎年８月上旬に開催される東医体での優勝を一

番の目標に日々練習を重ねております。

本年の東医体準硬式野球競技は参加校29校のト

ーナメント方式で行われました。本年は準硬式野球

競技の主管校であったため、群馬大学はシードとな

り２回戦からの出場となりました。

今大会は８月６日（水）～８月９日（土）の４日間の

連戦となり、１試合も気の抜けない、力のあるチー

ムとの対戦でした。特に初戦の自治医科大学、準決

勝の北海道大学は近年の東医体でも敗れた経験があ

り、雪辱を果たしたい思いの中での戦いでした。４

戦とも僅差のスコアで、一つ間違えれば結果が変わ

っていたような展開ばかりでした。それでも、６年

生でエースの清水健志投手を中心にチーム全体で集

中力を保ち、ミスを最小限に抑え、ピンチでも粘る

ことができました。各選手ができることを最大限に

発揮してくれたと思います。決勝では１点ビハイン

ドで迎えた９回裏、代打代走も使い果たしてチャン

スを作り、最後は３番に座り続けた２年生の石崎正

徳のサヨナラタイムリー安打という劇的な形で優勝

を決めることができました。３試合で完投勝利を収

めた清水が大会の最優秀投手に選出されました。ま

た同じく６年生で、初戦で本塁打などの活躍を見せ

た猪俣和弘がベストナインに選ばれ、この大会を最

後に野球部を引退する６年生の活躍が光った大会と

もなりました。

また、野球部からは４年生を中心に東医体の運営

委員が複数人出ておりました。彼らの縁の下での支

えがなければ、試合運営を抱えながらの優勝もでき

なかったと思っております。

大会当日は、地元開催ということもあり、たくさ

んの応援の方々にお越しいただきました。たくさん

のご声援、ご指導をいただき、優勝という結果に導

いていただきまして、本当にありがとうございまし

た。

野球部の東医体優勝は32年ぶりのことです。日

頃からご指導、ご援助をいただいている、野球部の

OBで組織される球和会の先生方にも優勝という報

告ができますことを大変光栄に思います。球和会は、

東医体４連覇という黄金期を迎えていた野球部の支

援を主な目的とし、当時の第一病理学教室教授の川

合貞郎先生を囲み、野球部のOBで放射線科の前教

授であられる新部英男先生のお声かけで結成されま

した。本年で50周年を迎えます。球和会から多大

なるご支援をいただいて、自分たちの好きな野球を

やらせていただけていることを、この場をお借りし

まして心より感謝申し上げます。

現在野球部は部員も多くなり、効率の良い練習を

考えるのにも一苦労といえるほどの賑わいで活動し

ております。東医体以外の大会でも、リーグ戦を勝

ち上がったり、全学部で構成される強豪を相手に勝

利したりと結果を残してきております。今回の優勝

は大変嬉しいことでしたが、これに満足せず、かつ

ての東医体４連覇のような高い目標を持ちまして活

動して参ります。今後も野球部の活動を温かく見守

っていただけますと幸いです。何卒よろしくお願い

申し上げます。

準硬式野球部優勝

準硬式野球部主将 大野　貴史（医学科５年)

トロフィーや金メダルを手に喜ぶ選手・マネージャー・OBの先生方
（決勝戦終了後、伊勢崎市民球場にて）

群大は守備側。力投する清水健志投手とバックの選手たち
（初戦、対自治医大戦）
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私たち医学部剣道部では、群馬大学が主管である

今大会において男子団体ベスト８、女子団体優勝

（５連覇）、女子個人優勝という結果を収めることが

できました。男女ともにチーム一丸となって全力を

出し切った試合をすることができたと思います。女

子は近年、「そろそろ群大、負けないかな」という

向かい風が若干吹く中、毎年挑戦者のつもりで大会

に挑み、５連覇目までくることができました。ここ

までこられたのも指導をしてくださる監督・コーチ

の先生方、応援してくださるOB・OGの先生方のお

陰であり、部員一同心から感謝しております。

私たちの部の特徴として、全学部で週に１度練習

をしていること、インカレ予選などの全学部の大会

に出場できることが挙げられます。全学部での練習

はいつもと違うメンバーと稽古ができ、常に監督・

コーチがいらっしゃるのでとても良い刺激になりま

す。また全学部の大会は出場することはもちろん、

見学するだけでも良い経験になります。これらの全

学部での活動が東医体の結果に結びついているのだ

と思います。ちなみに昨年、男子がインカレに出場

することができました。女子も男子に負けないよう

インカレを目指して頑張っていく所存です。

さて突然ですが皆さんは「ひかりの剣」という本

をご存知でしょうか？　題名の「剣」という文字か

ら推測できるように、剣道の話が書かれた小説です。

またこの小説は剣道家の、剣道家による、剣道家の

ためのマイナーな剣道小説ではありません。作家は

「チームバチスタの栄光」や「ジェネラルルージュ

の凱旋」などの代表作で知られる海堂尊であり、お

そらく自身の経験を元にして書いたと思われる東医

体の剣道部門を題材にした小説です。剣道は普段あ

まり目にしないスポーツであり、野球やサッカーの

様に広く知られてはおらず、また知れる機会も少な

いかと思います。ですのでこの場を借りて少しでも

多くの方々に剣道に興味を持っていただきたいと思

い、親近感の湧く東医体の話が書かれたこの小説を

紹介させていただきました。剣道を知る人も知らな

い人も楽しめる小説ですので、ぜひ一度手にとって

読んでいただければ幸いです。

終わりになりましたが、東日本の運動部に所属す

る医学生全てが熱狂するこの大会を群馬大学が主管

となって開催できたこと、そしてまたその記念すべ

き大会で優勝できたことを誇りに思い、関係する全

ての方々に感謝し、また来年に向けて剣道部一同一

丸となって精進してまいりたいと思います。今後と

も群馬大学医学部剣道部をよろしくお願いいたしま

す。

剣 道 部 優 勝

女子剣道部主将　安川　紗香（医学科４年)

表彰式後の女子団体優勝記念写真
８月13日（東医体２日目）千葉ポートアリーナ個 人 戦
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日本から飛行機で丸１日、赤道直下の国コロンビ

アは私たちを思いがけない涼しさで迎えてくれまし

た。滞在地の首都ボゴタはアンデス山脈上に位置し

標高は2600ｍ以上、平均気温は15℃とまるで私の

想像していた南米ではありません。蚊が媒介するマ

ラリアやデング熱をはじめとする熱帯病を恐れて沿

岸部から移住してきた人たちにより作られた都市な

のです。日本人はもちろん、アジア人すら見かける

ことない異国の地で過ごした２週間を忘れることは

ないでしょう。

私たちは首都ボゴタから車で２時間程の小さな町

テンホにある病院に向かいました。この病院では慢

性疾患患者の経過観察や軽度の外傷患者に対する初

期対応などの一次医療が行われています。病棟も備

える病院ではありますが、施設の老朽化が進み、天

井には穴が空いています。医療機器もそろっておら

ず、お世辞にも恵まれた環境とは言えません。しか

し、ペンライト代わりに携帯電話のライトで口腔内

を照らすなど、道具が無い中で様々な工夫が行われ

ていました。

患者の抱える疾患は主に高血圧、糖尿病などの生

活習慣病です。大らかなラテン気質のためか自覚症

状の出にくい高血圧や糖尿病の治療には前向きでは

ない人が農村部を中心にとても多いらしく、患者教

育に時間がかけられていたのが印象的でした。国や

宗教が異なっても基本的に医師のすることに変わり

はないのだと感じていたのですが、驚くべきことが

ありました。手慣れた手つきで診察を行っていたの

はなんと医師ではなく医学生であったのです。的確

に患者さんから必要な情報を聞き出し、治療方針を

組み立てる様子からは彼らが医学生だとうかがい知

ることはできませんでした。日本の医学生にはなか

なかできないことです。コロンビアの学生はとても

優秀だと感じたのですが、医学生に求められている

ことがそもそもコロンビアと日本では異なるため、

どちらの学生が優秀か単純に比較することはできな

いでしょう。ただ確かなことは、コロンビアの医学

生は臨床の現場でスタッフの一員として活動するこ

とを期待されている分、明確な目的意識をもって勉

強しているということです。試験に合格するためで

はなく臨床の現場で適切な行動をとるために技術や

知識を身につけることが重要視されています。これ

は、日本と比べると医学生と患者さんとの距離が近

く、また医学生が患者さんに期待・信頼されている

ことも一因でしょう。「医学生です、診察してもよ

ろしいでしょうか」と尋ねると、多くの患者さんが

笑顔で両手両足を差し出してくださり、積極的に協

力していただけました。

病院実習だけでなくボランティア活動などを通じ

て現地の人たちと交流し、コロンビア文化に親しむ

ことで多様な価値観を実体験することができまし

た。最後になりましたが、このような貴重な機会を

与えていただいた鯉淵教授、そしてご支援をしてい

ただいた刀城クラブの皆様、医学科後援会の皆様に

心より感謝申しあげます。

コロンビア・サバナ大学交換留学報告 

佐々木　脩（医学科５年)

コロンビア臨床実習報告

サバナ大学学生・講師との記念撮影 （平成26年８月15日　サバナ大学）
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2014年８月10日から23日の期間、コロンビアの

サバナ大学との交換留学プログラムに参加させて頂

きました。サバナ大学付属病院と郊外のいくつかの

診療所で、サバナ大学の医学生とともに実習しまし

た。

私が行った診療所は公的で、貧困層の人々のため

のものです。実習はほとんど外来で行いました。家

庭医を志す学生が、２～４人でチームを組んで診察

します。日本との相違点は、まず学生の役割と責任

が大きいということです。指導医は２～３チームあ

たりに１人しかおらず、患者を帰す前に来てくれま

すが、指導医が来るまでは学生だけで診察します。

カルテや処方箋も学生が書きます。そのため、診察

や手技は私たち日本の学生より慣れて優れており、

診察に必要な知識も細かに持っているという印象で

した。また、診察にかける時間が長いという点でも

日本との違いを感じました。特に問診を丁寧にとっ

ていました。現病歴や既往歴、服薬歴だけでなく、

家族構成や家庭の状況なども聞き、医療を受けられ

る状態であるかどうかを判断します。また、主訴か

ら考えられる疾患以外にも、患者の年齢・性別に応

じてリスクの高い疾患はないか問診によるスクリー

ニングをしたり、必要なワクチン接種をしているか

確認をとったりもします。患者について包括的に考

えるという、家庭医の役割を学びました。

滞在中は、先生方や学生の皆に本当に親切にして

いただきました。公用語はスペイン語なので患者が

言ったことを英訳してくれ、私が理解できているか

常に気にかけてくれました。プライベートでも、私

たちが楽しめるように様々な場所へ連れて行ってく

れたり、コロンビアの代表的な料理や文化をたくさ

ん紹介してくれました。コロンビアは景色もとても

いい国ですが、何より人が魅力的な国だと思いまし

た。

今回の留学はとても楽しく貴重な経験になりまし

た。この留学にあたりご支援をいただいた皆様に深

く感謝いたします。ありがとうございました。

板井　美紀（医学科５年)

コロンビアでの臨床実習を終えて

今回コロンビアでの臨床実習に参加するという選

択が自分の人生における岐路になったことは間違い

ありません。そしてその岐路において、自分にとっ

て正しい道へ歩みを進めることができたと確信して

います。人柄、街並み、食事、音楽、そして医療。

その全てが僕の目にはただただ素晴らしく見えまし

た。

p.m9:00、コロンビアに降り立った瞬間の肌寒さ

は今でもついさっきの事であるかのように思い出さ

れます。飛行機で約23時間、日本の裏側に位置す

るコロンビアは、ほぼ赤道直下であるにも関わらず、

標高の高さゆえ寒さが印象的でした。コロンビアに

は四季は存在しません。僕達が滞在していた首都ボ

ゴタは一年中平均気温が15℃前後、日本でいう秋

のような気候でした。しかし、赤道直下であること

や標高が高いことが相まってか太陽は日本に比べて

かなり近く感じられ、また日差しは紫外線を意識せ

ずにはいられないような、突き刺さる強さを感じま

した。

そんなコロンビアでは医療制度も日本とは少し異

なります。日本の医学部が６年制であるのに対し、

コロンビアの医学部は７年制であり、３年生の段階

で学生が実際に患者の主治医となり先生の助言を請

いながら診断から治療までを進めていき、さらに７

年生になると完全に一人で外来の診察をこなすとい

う、日本に比べかなり臨床重視の医療システムでし

た。そのような医療システムの違いからか、コロン

ビアの医学生と話をしていて特に感じたのは医学的

知識量の圧倒的な差でした。この疾患に対して日本

ではどんな治療を行うのか？この薬が効かなかった

患者には次に何を使うべきか？そういった質問が多

かったように思います。そんな時僕は、ごめん、わ

からない、日本ではまだそこまで勉強できていない

んだ、そう答えることしかできませんでした。自分

の無知に恥ずかしさすら覚えました。自分は今まで

何を勉強してきたのか。テストに通ることばかりが

目標になってしまってはいなかっただろうか。そう

思わざるを得ませんでした。

コロンビアで学んだことは数知れません。しかし

それと同時に、今回の臨床実習が自分の医学への取

り組み方を見直すきっかけになったことも自分にと

ってはかけがえのない経験となりました。５年生と

いう忙しい時期ではありますが、もし行くかどうか

萩原　詢哉（医学科５年)

岐　　路
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「ここの素晴らしさを君の言葉で伝えていってく

れ」そう言われてコロンビアを去りました。

サバナ大学に携わる医師や医学生、ホストファミ

リー、そして多くの現地の方々の御支援のもとで留

学を無事終えることができました。実習は前半が首

都ボゴタから車で１時間以上かけて登る山奥の町テ

ンホの病院で、後半が首都の隣町チアにあるサバナ

大学附属病院で行われました。

テンホの病院は病床10床程でCTやMRIといった

先端設備もなく、体重計も秤で測定するほどの地方

病院でした。そこでは主に生活習慣病などの

common diseaseの患者を診ました。一方大学病院

は充実した設備や綺麗な内装があり、医師や看護師

の数も多い中枢病院でした。そこではER実習をさ

せてもらい、よく診る疾患から感電した患者など一

風変わった症例まで診ることができました。

両方の病院で共通したことは、問診が長いことで

す。患者一人当たり30分程の時間を割いて丁寧に

問診をします。スペイン語でわからない部分もある

中、患者の表情や、私との簡単な挨拶、そして医師

と患者とのコミュニケーションから、温かい雰囲気

を感じられました。私が医師として大切にしたいも

の、それがコロンビアの医療で体感することができ

ました。

実習中では現地の医師や医学生がスペイン語を英

語に翻訳して、わからないことは丁寧に解説してく

れました。低学年から実習に参加するサバナの学生

は知識豊富で実習も優秀なため、刺激をたくさん受

けました。実習以外ではコロンビア料理を振る舞っ

てもらい、ボゴタやその周辺の観光地を案内してく

れて、そしてたくさんのコロンビア文化を教えてい

ただきました。ほんの十数年前は“世界一治安の悪

い国”とまで称された国ですが、実はこんなにも私

たちのために尽くしてくれた“世界一人情ある温か

い国”でした。

私は今回の実習・留学を機にコロンビアから受け

た恩を少しでも返せるよう、発信源となってコロン

ビアの素晴らしさを伝え、そして医療者として少し

でも多く、世界の人々の助けとなれるよう勉学に励

みます。

最後になりましたが、今回素晴らしい留学を提供

してくださった鯉淵先生をはじめとする同窓会・後

援会の方々に感謝申しあげます。本当にありがとう

ございました。

遠藤　瑞貴（医学科４年)

コロンビアの素晴らしい
医療と文化に触れて

迷っている人がいれば僕は迷わず、全てを投げうっ

てでも行くべきだと勧めます。そしてその人が帰っ

てきた時、僕と同じように次の人に勧めるであろう

ことを確信しています。

今回こんなにも素晴らしい経験をすることができ

たのは、ひとえに鯉淵先生をはじめとするこのプロ

グラムを支援してくださったすべての方々のおかげ

です。感謝してもしきれません。この場を借りて感

謝の意を述べさせていただきます。本当にありがと

うございました。

病院長の親戚一同とのバーベキューパーティー
（平成26年８月17日　ボゴタより北に位置するキャンプ場） 視力検査用の看板（テンホ町の病院）
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群馬大学医学部同窓会・渋川支部では、毎年９月

の第二木曜日を支部総会開催日と決めております。

それに先立ち、例年、６月から準備会合を始めます。

以前は、幹事も持ち回りでしたので、手順が判らず、

準備会を数回開いたのですが、岡本、中村、２人に

常任幹事をお願いできたことにより、準備会もスム

ーズになり、２回の準備会を開いただけで総会に臨

めました。また、今回は、勤務医担当に北原、開業

医担当に井上、両先生にも幹事に加わっていただき

ました。

今回の出席会員は20名で総勢21名の会となりま

した。総会は横江支部長の挨拶で始まり、会計報告、

監査報告がなされた後、飯野同窓会長より御挨拶を

いただきました。その後、乾杯となり、少し食事を

食べてお腹が落ち着いた頃を見計らい、卒業年次の

新しい順に、各出席者より現在の仕事、趣味、家庭

環境などにつき御披露いただきました。卒業年次が

古くなるにつれて発言時間が長くなる傾向は例年通

りでして、昔の思い出話にも楽しい花が咲きました。

各先生のお話が終わる頃には、丁度、お開きの予定

時間となりましたので、記念の集合写真を撮り、次

回の再会を約束して解散となりました。渋川地区の

医療機関で仕事をしていらっしゃる先生でしたら、

どなたでも、参加していただけますので、今まで参

加されたことの無い先生も、是非、御参加の程、お

願い致します。

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26年９月11日　アネーリ渋川）
後列左より：井上貴洋（平12）、北原徳之（平２）、松井啓人（昭63）、塚越秀男（昭60）、磯野博明（平元）
二列目左より：神保進（昭54）、高橋篤（昭54）、内橋慶隆（昭57）、中村勇司（昭56）、蒔田富士雄（昭58）、

棚橋美文（昭57）、大滝章男（昭59）
前列左より：高山嘉朗（昭53）、長谷川憲一（昭51）、神山照秋（昭33）、飯野会長、奈良純夫（昭31）、

横江隆夫（昭52）、岡本正司（昭54）、近藤智恵子（昭54）
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信州は四方を山に囲まれており、冬にはこたつを

囲んでお茶のみ話を長々とする機会が多いからであ

ろうか、信州人はとにかく”理屈っぽい”。そんな

理屈っぽい面子が松本に集まって５年ぶりの同窓会

を開催した。80名以上に案内を送ったものの、集ま

ったのは８名のみであった。しかし、会は大変盛り

上がり、死を見据えた医療に対する思い、患者さん

に寄り添う医療から、医学部の歴史、医学教育のあ

り方、さらに医療倫理や人生哲学まで熱い議論が戦

わされた。

美ヶ原温泉ホテル翔峰に集まった８名は、五味茂

喜（38卒）、相澤徹（50卒）、馬場浩介（52卒）、中

長野県同窓会開催報告

～中野隆史教授の講演と

関口健二先生教授就任祝い～

北野　喜良（昭54卒)

野隆史（54卒）、北野喜良（54卒）、洞和彦（55卒）、

内山茂晴（60卒）、関口健二（Ｈ12卒）である。会

に先立ち、中野群大医放射線科教授（長野市出身）

に重粒子線治療についてご講演いただき、昨年秋に

信州大学医学部附属病院総合診療科教授に就任した

関口先生のお祝いをした。五味先生はこの会の長老

であり、長らく長野県医師会で活躍され、諏訪市で

五味医院を開業されている。相澤先生は、信州大学

医学部医学教育センターの教授をされた後、現在は

相澤病院糖尿病センターで活躍され、昨年ベルツ賞

を受賞された。馬場先生は北信総合病院麻酔科に勤

務し、副院長をされている。内山先生は信大病院整

形外科の准教授をされている。今回の幹事は洞（北

信総合病院院長）と北野（まつもと医療センター院

長）が担当した。

次回は多くの若い医師に参加していただきたいと

いう参加者の思いがあった。それにしても熱く、ね

ちっこく、奥深い議論が戦われた。次回も楽しみで

ある。

長野県同窓会（平成26年９月27日　美ヶ原温泉　ホテル翔峰）
後列左より：内山茂晴（昭60）、洞和彦（昭55）、馬場浩介（昭52）、北野喜良（昭54）
前列左より：相澤徹（昭50）、中野隆史（昭54）、関口健二（平12）、五味茂喜（昭38）
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群馬大学医学部同窓会名簿（平成24年度版）に
よれば、愛媛県出身者は、開学以来僅か16名に過
ぎません。平成15年以降は、愛媛県出身者はいな
いという寂しい状況となっています。16名のうち、
昭和51年卒の黒田譲治先生が昭和62年に亡くなら
れており、存命の15名のうち、群馬県、埼玉県在
住者は７名です。
この度、都築靖先生（昭和45年卒、利根中央病

院前院長、前理事長）の呼びかけで、群馬県、埼玉
県在住の愛媛県人会を９月20日に金光（前橋）で
開催いたしました。
極めて残念ながら、県人会の創設者で、今回の県

人会の主役と期待されておりました矢野亨先生（昭
和28年卒、希望の家名誉理事長）、松浦鎮先生（昭
和33年卒、群馬県立がんセンター前院長）は、体
調不良で欠席されました。結局、出席者は、都築靖
先生を筆頭に、真鍋重夫（昭和53年卒、藤和グル
ープ医療顧問）、藤田欣一（昭和56年卒、正田病院
外科）、得居賢二（昭和58年卒、とくい眼科）の４
名でした。
話題は、遠くてなかなか帰省できない生まれ故郷

愛媛県人会

～僅か４人だけでも

盛り上がった県人会～

真鍋　重夫（昭53卒)

の愛媛のことから盛り上がりました。田舎の両親の
消息、市町村合併で消えてしまった生まれ故郷の町
名、愛媛の医療崩壊の厳しい状況の話題では、懐か
しさと寂しさが入り乱れた複雑な心境となりまし
た。しかし、故郷の愛媛で日々地域医療に取り組ん
でおられる県人会の先生方のご活躍の情報には、少
し胸が熱くなる思いでした。
都築靖先生からは、利根中央病院の近況のご報告

をいただきました。現在、市内から２キロ弱離れた
所に建設中の新病院、現在の病院跡地の利用構想を
お聞きしました。筆者の真鍋は、２カ月前に都築先
生のご案内で建設中の新病院を見学させていただ
き、今後の沼田の医療について貴重なご意見をお聞
きできました。東邦病院、くすの木病院、駒井病院、
おうら病院などを統括する藤和グループ（駒井實理
事長、昭和43年卒）で、回復期リハ運営、メンタ
ルヘルス対策などのお手伝いをしている真鍋には、
大変貴重な体験でした。
藤田欣一先生からは、４月に真木病院（高崎市）

から異動された正田病院（安中市）の現状について
ご報告いただきました。今回の診療報酬の改定は、
地域の中小病院や往診への影響が大きく、これから
の群馬県の地域医療の行方が心配されます。
得居賢二先生には、眼科の診療報酬への影響や白

内障の治療についてお話をいただきました。白内障
の手術をいつ受けるべきか悩んでいる身には、大変
参考になるお話でした。
最後に、出席者全員で、矢野亨先生、松浦鎮先生

のご健康の回復を祈念いたしました。

刀城クラブ東京支部　第８回総会・懇親会開催のご案内
東京支部会長　堀　貞夫（昭47卒）

第８回刀城クラブ東京支部総会および懇親会を開催いたします。
東京支部は平成20年３月に創設され、年に１回「東京都に住居を有する者及び東京都内に勤務地のあ

る者」を会員とし「会員相互の親睦を図り、刀城クラブの活動を通して、群馬大学医学部の発展に寄与
する」ことを目的にすると、支部規約に掲げています。同窓会名簿をもとに支部規約に当てはまる同窓
生の先生方を対象に、ご案内等を発信しております。定額の会費を徴収せず、会計は懇親会の会費徴収
時にその一部を、参加者の同意により連絡通信費などの支部会運営費として計上しています。
会員相互の親睦を図ることが第１目標になっていますが、懇親会に先立ち「特別講演」を群馬大学出

身で、母校あるいはそれ以外の施設で活躍されている先生方に講演をお願いしています。演者の先生方
には研究分野の話題のみでなく、所属施設の運営や施策など思い思いのテーマでお話を頂いております。
第８回では、三井記念病院健康管理科部長、三井記念病院総合健診センター所長を兼任されて、第50

回日本人間ドック学会学術大会の学術大会長を務めるなど、生活習慣や加齢関連の疾患での研究で活躍
されています、山門　實先生に講師をお願いしました。山門先生は東京支部の総会・懇親会にほぼ皆勤
賞で出席され、会員の各位と親しく話す機会が多かったのですが、ご自分のライフワークについて是非
メッセージを送っていただきたいと思いご指名しました。
支部会員以外の方の参加も大いに歓迎いたします。山門先生の講演を是非聞きたいと思われる方は奮

ってご参加ください。ダイレクトメールによる開催のお知らせは支部会員のみに郵送しますので、参加
希望の方は群馬大学医学部同窓会事務局に詳細をお問い合わせください。

記
日　時：2015年（平成27年）３月14日（土） 18：30～
場　所：渋谷エクセル東急６Ｆ（渋谷区道玄坂 1-12-2 渋谷マークシティ内） 電話 03-5457-0109
会　費：10,000円
連絡先：幹事（菅野倍志）090-9964-6498
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クラス会だより クラス会だより  

平成26年７月５日に、わがクラスとしては６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。持木彫人君が、埼玉医大総合医療

センター、消化管・一般外科教授に就任したお祝い

も兼ねての会でした。今回も33名が、駆けつけて

くれました。福積みどりさんの乾杯の音頭で会が始

まりました。近況報告では、それぞれが、自分の仕

事やプライベートについて話しました。今回感じた

ことは、これまでは、急性期や専門病院の第一線で

活躍していた人たちも、それぞれ別の道を歩み始め

ているということでした。全員が50歳を超えて、

急性期病院での勤務は、現在の医療事情では肉体的

に大変になってきたり、実家の都合などもあったり

で、診療所の勤務などへ変わっている同級生もかな

りいました。また、夫婦共通の趣味を持たなければ

ということでフルートを始めたと、佐川鉄太郎君が

63年卒 第６回クラス会を

開催して

伊藤　郁朗（昭63卒)

話したときには、会場がどっと沸きました。持木君

の講演では、群大時代から続けている消化管の研究

について、モチリンやそこから発展し、グレリンな

どについての最先端の話が聞けました。また、休日

には忙しい中をぬって、お子さんと一緒に趣味の登

山を楽しんでいることを、美しい写真も交えながら

話してくれました。恒例の花束贈呈と記念品贈呈は、

三橋美和子さんと村山佳予子さんにお願いし、持木

君は両手に花の状態で記念写真に納まりました。中

村多美子さんも受付業務を担当して、女性陣にはお

世話になりました。二次会にも多くの参加者があり、

昔話や、自分の子供たちのことなどを語りあいまし

た。会はお開きとなりましたが、清水雄至君の案内

でもう一軒繰り出した人たちもいました。楽しい時

間はあっという間に過ぎてしまうものです。他学年

の人に聞くと、６回もクラス会を行っている学年は

あまりないようです。同級生の教授就任などの活躍

のおかげで、お祝いの会を開くという目的もありま

すが、毎回多数の同級生が参加してくれるので、幹

事としてもやりがいがあります（実際には、岡本栄

一君がすべて仕切ってくれていますが）。次回のク

ラス会も多くの同級生に再会できることを期待して

います。

63年卒　第６回クラス会（平成26年７月５日　高崎市　ホテルメトロポリタン）
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同期の鈴木義行君が福島医大の教授に選出された

という嬉しい報告を受けて、教授就任祝賀会が開催

されましたのでご報告いたします。

本学腫瘍放射線学分野で准教授を務めていた鈴木

君が、福島県立医大に新設される放射線治療学講座

の主任教授に就任されることとなりました。

行木君や家坂君の呼びかけで７月６日に鈴木義行

君の教授就任祝賀会が開催され、高崎のイタリアン

レストラン「オステリア・チェンティーノ」に約

25人が集いました（今回はメーリングリストによ

る声かけでした。登録していない方や新年度でアド

レスが変わった方にはお知らせが届かず申し訳あり

ませんでした）。

会は家坂君の司会進行で行われ、黒崎君の音頭に

よる乾杯から始まりました。それぞれのテーブルで

近況を報告しあい、話に花が咲きました。普段近く

平成７年卒 鈴木義行君

教授就任祝賀会報告

岸　美紀子（平７卒)

に勤務していても、こういう機会がないとなかなか

お互いの様子がわからないものです。

鈴木君からの挨拶は所信表明ともいえるもので、

新しい場所に飛び込む勇気に励まされました。皆を

代表して滝沢（牧）さんから鈴木君に花束を贈呈し、

拍手で前途を祝しました。

会では最近開業したメンバーからの開業先の紹介

もあり、前回のクラス会と同じく、学ラン姿の福地

君の音頭で「山脈さやかに」を合唱して締めとなり

ました。お開きとなった後も、いくつか二次会会場

があったそうで、鈴木君のお祝いにかこつけて旧交

をあたためる良い機会となりました。

鈴木君の着任は今年の８月１日です。福島県とい

う地域、かつ放射線治療という社会的にも大変期待

される分野の新設講座ということで、注目度もとて

も高いと思います。着任前から、新講座や新教授に

ついて地元新聞などにも取り上げられているそうで

す。群馬大学での経験を生かし、新しい場所で存分

に力を発揮してください。我々同期も、それぞれの

場所で頑張りましょう。次回同窓会は東京開催でし

ょうか。東京組のみなさんよろしくお願いいたしま

す。

平成７年卒　鈴木義行君教授就任祝賀会（平成26年７月６日　高崎市　オステリア・チェンティーノ）
後列左より：平山、中川、滝沢（牧）、滝沢（琢）、山崎、大澤、石橋、大竹、和田■
２列目左より：大井、櫻井、坂元（一）、高橋、押本、小和瀬　　　　　　　　　　■
前列左より：福地、黒崎、鈴木、坂本（壽）、家坂、岸　　　　　　　　　　　　■
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昭和60年卒業の私たちは、何を隠そう共通一次試

験元年として入学時から諸先輩の注目を集めた世代

です。同窓会は卒業年度と当時の社会的事件をもじ

り、六和会と命名しました。その六和会も来年で30

周年を迎えるに当たり、29年目の今年、東京でプレ

大会、そして平成21年６月に琉球大学脳神経外科学

教授に就任した石内勝吾君の教授就任祝いを（遅れ

ばせながら）同時開催いたしました。

平成26年７月26日東京有楽町の東京會舘11階エ

メラルドルームにて、北は北海道、南は沖縄県と文

字通り日本を縦断して36名が参加しました。卒後初

めての同窓会参加者もおりましたが、卒業アルバム

昭和60年卒同窓会

（六和会）の報告

佐野　広美（昭60卒)

をスライドショーにして上映、また当時の写真をバ

ックにおのおのが近況報告と、学生時代にタイムス

リップしたような楽しい会になりました。石内君の

お祝いでは、学生時代から教授になると豪語してい

たエピソードなどが紹介され大爆笑、石内君の記念

スピーチでは沖縄の医療事情と同時に沖縄ライフに

すっかり馴染んだ様子が伝えられました。最後に、

来年は高崎で30周年記念同窓会を開催することを確

認、再会を約束して散会しました。その後の二次会

にも大勢が残り、時が経つのも忘れる一夜になりま

した。

来年の卒後30周年記念同窓会は伊藤理廣君に幹事

の労をお願いし、平成27年７月25日高崎メトロポ

リタンホテルでの開催が決まっています。今回残念

ながら連絡先が分からなくお誘いできなかった六和

会の皆様、この記事を見たらぜひ次回幹事の伊藤君

（mito201333873@gmail .com）または佐野

（h_sn@nomurahp.or.jp）までご連絡ください。

昭和60年卒（六和会）同窓会（平成26年７月26日　東京・有楽町　東京會舘11階エメラルドルーム）
後列左から：高木剛、鶴見由起夫、安藤克彦、高山尚、小倉弘之、奥寺崇
４列目左から：竹尾健、名倉隆夫、内山茂晴、山田保、菅又徳孝、細村泰夫
３列目左から：宮田一郎、山口純一、原秀之、児嶋理子（旧姓高橋）、鈴木一也、竹内邦夫、萩原一昭
２列目左から：伊藤理廣、鳥羽和之、田村雄次、藤原優子、甘利雅邦、天沼誠、道又敏夫、林泰広
前列左から：竹内一夫、楮本智子（旧姓加藤）、佐野広美、鯉渕典之、石内勝吾、石田任之、宇波厚彦、定月みゆき、佐上俊和
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平成26年8月23日（土）に伊香保温泉森秋旅館で、

昭和50年卒業のクラス会がこれまでと同様白倉さ

んと伴野さんのお世話で開催された。出欠の返事が

あったのは42名で内22名が参加した。交通の便の

ためかいつもの沖縄勢の参加はなかった。

宴会に先立ち、松沢一夫さんと有馬端さんの訃報

が報告され全員で黙祷を捧げた。

白倉さんが、伴野さんとも来春退官するのでクラ

ス会を暫く開催できないかもしれないと挨拶。皆が

これからは出席したくてもできなくなる年齢に入る

のだからそんなことを言わないでほしいとコール。

現況報告では、教授職にある方々は最後の仕事とし

ての学会開催を抱えてまだ忙しさの最中にあった。

竹之下さんは１週間後の癌治療学会に諏訪内晶子氏

のコンサートを組んだのでぜひ来てほしいと熱っぽ

く皆を誘っていた。病気で教授を中途退職された方

あり、ほっそりした若々しい体型と思えば胃癌で術

後数年とか、音楽活動を再開して楽しんでいる方と

昭和50年卒クラス会報告

高橋　　育（昭50卒)

か、林望氏の源氏物語を紹介する人あれば、日本に

エボラ出血熱が入ってきたら感染対策はという話ま

で。退職予定者から今後の就職先探しの話が出れば、

ならばぜひ我が施設へといった話も飛び交い皆爆

笑。学生時代の記憶に重なりながらも今は皆落ち着

いた魅力的な雰囲気を湛えていることに静かな幸せ

を感じさせられた。

女性は私と真柄（旧姓長谷川）さんの２名のみで、

宴会後は暫くぶりの再会に２人で話し込んでしまっ

た。新潟での暮らしが長い真柄さんは、ドックで毎

日大量のマンモグラフィーと心電図をチェックして

いる由。夜11時近くなってから二次会の部屋へ行

ってみると、水沼さんが教授としての苦労を話され

ているところで皆真面目な表情。酔っ払っている人

はおらず会議でもしているのかと思ったほどで間も

なく散会。

翌朝、朝食会場には宴会後とは思えない爽やかな

表情の面々が揃い、２年後の再会を祈って、さっそ

うとゴルフに出発する４名を見送った。私は真柄さ

んを車に乗せて駅まで送る途中、群馬大学に寄った

が、あまりの変わり様に懐かしさが沸かないとの言。

確かに前橋の街並みは変わり、キャンパスの木々も

変わり、幾つか残る昔の建物も耐震構造に囲まれて、

学生時代の面影を辿るのは難しそうだった。

昭和50年卒クラス会（平成26年８月23日　群馬県伊香保温泉　森秋旅館）
後列左より：星野和男、玉田潤平、相場利一
３列目左より：相澤徹、小田島博、高桑正道、竹之下誠一、野際英司、矢野新太郎
２列目左より：秋山典夫、水沼英樹、藤生善一、石川三衛、渡邉治雄、 田崎健
前列左より：井上敏克、高橋育（旧姓阿部）、真柄純子（旧姓長谷川）、吉田寿春、田部井薫（旧姓吉田）、伴野祥一、白倉賢二



群馬大学医学部刀城クラブ会報 第236号平成26年(2014年)12月15日

－ 30 －

平成26年10月12日、東京新橋の第一ホテルにて

クラス会が開かれました。

今回は、江原洋一君が本年春の叙勲（旭日双光章）

の栄に浴されたので、その祝賀も兼ねての会となり

ました。

場所も東京でかつ昼食会のみという幹事の折口君

の企画も良く、気軽さもあってか、総勢26名（３名

同伴者）参加と大変な盛会でした。

残念だったのはこの一年間に２名の級友が鬼籍に

昭和38年卒クラス会

樋口　次男（昭38卒)

折口　　健（昭38卒)

入られました（竹内和昭君：平成26年２月12日逝

去、増田正晴君：同年６月14日逝去）。会に先立っ

て両名のご冥福を祈り全員で黙祷を捧げました。

会は最年長の塚越（黒木）君の乾杯発声によりス

タートし、暫しの歓談の後お互いの近況報告に移り

ました。中でも90歳を迎えた最長老の塚越君が週に

一回ゴルフをやっているとのことで、これには一同

驚いておりましたが、やはり健康に関しての自己管

理の話題が多く、自身の年齢のことを改めて感じま

した。

三時間を超える会も瞬く間に過ぎてしまい、お互

い次回での再会を約し、台風19号接近情報に促され

る様に三々五々帰途につきました。

尚、次回の幹事は尾形君（東京）遠藤君（前橋）

が担当することになりました。

昭和38年卒クラス会（平成26年10月12日、東京・新橋　第一ホテル）
後列左より：遠藤（夫人）、樋口（夫人）、折口（夫人）、山崎■
四列目左より：樋口、天田、塚越、折口、八木原　　　　　■
三列目左より：遠藤、石川、小野寺、吉田、上地　　　　　■
二列目左より：石井、鈴木、河野（啓）、安部、竹内、五味　■
前列左より：鷹野、宮村、尾形、江原、河野（徳）、伏谷　■

昭和47年卒生は毎年１回クラス会を開き続けて

おり、今年はその第42回目のクラス会が2014年11

第42回47クラス会報告

中里　洋一（昭47卒)

月８日に伊香保温泉森秋旅館で開催された。出席者

は常連のMO君とYT君が欠席したため15名であっ

たが、会の途中でたまたま同じ旅館で開催された別

の会に出席していたSH君が久しぶりに飛び入りで

参加してくれたため、SH君を囲んで大いに盛り上

がった。SH君は乳癌治療のエキスパートでマスコ

ミや雑誌誌上にしばしば登場しているが、現在は某
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世帯住宅を作り子供家族と同居したと皆がうらやむ

話をしていた。KI君は某院退職後、みどり市で病院

勤めをしている。今年も趣味の高級カメラを持参し、

写真撮影を担当してくれた。HY君は最近もの探し

が増えたこと、医院で電子カルテを導入したが、入

力がうまくいかず結局人に入れてもらっていること

など、悩み事の報告であった。TK君は病院を移っ

てから13年経ったが現在でも現役で外科手術をや

っていること、悩みは左腕のしびれが直らないこと

などを語った。MF君は麻布十番で開業しており、

数年前にＫＭ君に診断してもらった病気は寛解して

いることなどを語り、みな精神的に老け込まないよ

うにと檄を飛ばしてくれた。TJ君は40台でかかっ

た悪性腫瘍も治癒し、いまは医院の行方が心配と語

った。最後に筆者は定年退職後日高病院で病理医と

して働いていること、趣味で飛行機の操縦訓練を毎

日行っており、将来飛行機を購入して飛ばす夢を語

った。３時間を優に超える時間が瞬く間に過ぎてし

まい、その後の二次会、翌日のゴルフ大会へと懇親

の会は続いていった。今年も会の代表幹事役のＫＭ

君、司会進行を買って出たＴＫ君に感謝する次第で

ある。刀城クラブ会報の「クラス会便り」を熱心に

読んでくれるのは、その会に欠席した級友だと思う。

そこで、この報告を全国で今日も元気にがんばって

いるであろう47級友に捧げたい。来年は東京で開

催するので是非ともご出席を。

第42回47クラス会（2014年11月８日　伊香保温泉）
後列左より：池谷、宮石、草場、渡辺（常）、細野、鈴木（豊）
中列左より：古川、重城、諏訪、渡辺（健） ■
前列左より：柳沢、中里、小島、森、鈴木（良） ■

医大教授を定年退職し、４病院の顧問を務めている

とのことであった。ＳＨ君の長い下積み時代を級友

は知っているので、現在の彼の栄光と活躍ぶりを心

から賞賛した。続いて出席者全員が現況報告を行っ

たので、それを短くまとめてみたい。ＭＭ君は抗肥

満薬を開発中で、これが薬事承認・市販された暁に

は数億円の利益が見込まれると最初から気炎万丈。

その上直木賞も取りたい、ゴルフの腕も上げたいと

現役時代と代わらず意欲満々ですこぶる威勢が良

い。TK君は某院副院長を退職し開業３年目とのこ

と。２つも大病をした後とは思えぬ元気な様子であ

る。OH君は医院の後任院長の目処も付き、精神的

に安定し、毎日14時間ほども働いているとのこと。

血色も良く若いときと代わらぬエネルギッシュさで

ある。KS君は開業後22年経ち、心臓のトラブルも

術後経過が順調で、ゴルフを楽しんでいるとのこと。

TW君は医院の後継問題に悩みがあるようである。

KW君は最近某院を定年退職し、新たに居抜きで医

院を開業したことを報告した。YS君は５年前に医

師を廃業し現在は「専業主夫」。毎日が楽しくて仕

方ないと語り、まだ働かなければならぬ級友からう

らやましがられていた。別のYS君は病院から懇願

され病理医を続けている。さらに群大野球部の監督

として32年ぶりに東医体の優勝に貢献できたと報

告し、一同から喝采を浴びていた。KM君は大病し

たが術後８年経ち体力も十分回復した様子。最近２
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平成26年９月20日（土）、午後５時よりホテルメ

トロポリタン高崎でクラス会を開催いたしました。

昭和46年３月の卒業時には59人の仲間がいまし

たが、７人も亡くなってしまい寂しいことこの上あ

りません。しかも今までクラス会を積極的に開催し

ていてくれた幹事２人（新井昌明君、中島英雄君）

が最近、相次いで亡くなり、悲しみの中てんやわん

やしてしまいクラス会も久し振りの開催となりまし

た。

幹事が青木秀夫君と私の二人に変わったので、改

めて今後のクラス会を行うに際してのルール決めを

昭和46年卒クラス会報告

梅枝　定則（昭46卒)

し、亡くなった仲間に黙祷を捧げ、そして記念写真

を撮り会を始めました。

今回、26人の仲間が集まりましたが、高山泰雄君

と長谷川（甘）慶華君が遅れて参加したので映って

いなくて申し訳ないことをしました。

近況報告ではこれまでの人生を振り返った話が多

く、波乱万丈に過してきた人、順風満帆に過してき

た人など卒後43年ともなると26人26様に本当に

様々な道を歩んできたのだとしみじみと感じまし

た。また現在、大学の同窓会の会長は飯野（佑一）

さんであり、私も副会長の一人であり、つくづくそ

んな年齢になったのだなあとも感じました。

大変に盛り上がって会を終えましたが、会場が高

崎駅ビルの中のせいか電車で帰る人も多く交通の便

として都合がよかったのかなとホッとして、青木君

と私は代行車で帰路につきました。

（昭和46年卒クラス会　平成26年９月20日　ホテルメトロポリタン高崎）
後列左より：植竹敏、富岡眞一、芳川博哉、三島敬明、斉藤久雄、神尾進之、清水庸夫、梅枝定則、小暮公孝
２列目左より：雪竹（小渡）幸代、佐藤忠敏、上原（照喜納）怜子、池（石井）愛子、倉繁（佐藤）田鶴子、飯島俊秀、

矢嶋久徳、荒井泰道
前列左より：池康嘉、青木秀夫、植竹泰、柳田千代男、飯野佑一、雪竹靖衛、小林剛一　　　　　 （植竹敏君 撮影）
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恒例の39卒同窓会はここ数年毎年行われておりま

す。群馬県内、東京近辺、時に遠い所の同級生の世

話で行っております。卒後50周年記念同窓会は、大

学の地元、群馬で行おうということになりました。

平成26年９月27日（土）、伊香保温泉ホテル木暮

にて行われました。

50年前卒業生は57名、物故者10名、同窓会通知

発送44名、参加予定者26名、当日参加20名（同伴

者を加えると24名）でした。まず、記念写真を撮り

ました。後に写真を希望する欠席者に送りましたら、

誰かわからない者がいるので名前を入れて送るよう

言われました。

昭和39年卒刀城クラブ

卒後50周年同窓会報告

小林　二郎（昭39卒)

小原君持参の卒業年1964年ヴィンテージワイン

で乾杯。会が盛り上がったのは申すまでもありませ

ん。

翌日９月28日（日）は団体でバスに乗り前橋へ向

かい、群大医学部附属病院重粒子線施設を見学し、

松井博講師（泌尿器科、松井晶君の御子息）に講話

をしていただきました。

その後バスにて養心寮、県民会館（教養課程を２

年間学んだ旧学芸学部）の前を通り、群馬県庁展望

階より前橋市を眺め、昔の面影を語り合いました。

良い天気でした。懐かしい敷島公園（新花の茶屋）

で昼食をとり、バスにて高崎駅へ向かい、解散とな

りました。

今回は群馬県在住の同級生が協力し、いろいろと

手配してくれました。盛会だったと思っております。

まだ同窓会は続けようということになり、来年は

北陸新幹線も開通する宇奈月温泉で、福井米正君に

幹事をお願いし行うことになりました。

昭和39年卒・卒後50周年同窓会（平成26年９月27日　伊香保温泉　ホテル小暮）

名簿編集委員会からのお知らせ
来年は、３年毎に編集される同窓会会員名簿発行の年に当たります。先月に、平成27年名簿編集委員

会が組織され編集作業が開始されました。来年４月頃には、現住所や勤務先などの異動状況をお尋ねする

調査票を会員の皆様へお送りする予定です。会員名簿とは同窓会の歴史そのものです。個人情報の流失に

対する懸念がある方もいらっしゃると思いますが、個人情報の管理には十分注意いたしますので、会員同

士の親睦や同窓会の発展のため、お手元に調査票が届きましたら現住所や勤務先などをご確認の上、同窓

会事務局までお送りください。会員の皆様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

平成27年度版同窓会会員名簿編集委員会
大山良雄（昭和63卒、委員長）、福田利夫（昭和51卒）、藤田欣一（昭56卒）、安部由美子（昭和57卒）、

菊地麻美（平7卒）、星野綾美（平13卒）、稲葉美夏（医学科２年）、吉濱玲（医学科２年）、成瀬豊（事務

局）、須田和花早（事務局）
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平成26年10月４日にホテルメトロポリタン高崎

において群馬大学医学部スキー部OB会を開催しま

した。OB24名と18名の現役部員とが参加し、盛大

な宴になりました。

スキー部は医学部運動会のなかでも歴史ある部の

１つであり、昭和30年代卒業のOBから現在に至る

まで、アルペンとクロスカントリー両競技での活動

が脈々と受け継がれています。また、シーズンオフ

の夏期にも登山部を彷彿とさせる厳しい山でのスキ

スキー部OB会報告

木村知恵里（平11卒)

ー練習があり、それを共に乗り越えた同志として卒

業後の結束力も強い気質があります。

引退後も現役時代以上にスキー競技に力を注ぐ

OBも多数おり、これからスキーのハイシーズンを

迎える現役部員にとっては非常に良い刺激になった

ことでしょう。そして、久々に顔を揃えたメンバー

で懐かしい話や近況報告で盛り上がり、時間が経つ

のも忘れるほどでした。

締めの挨拶代わりに、昭和年代卒業のOB６名

（柴山勝太郎先生（昭37年卒）、西野宏先生（昭54

年卒）、渡邊秀臣先生（昭54年卒）、田中良典先生

（昭58年卒）、青木栄先生（昭59年卒）、高橋健夫先

生（昭63年卒））が壇上から参加者全員へ向けたエ

ールを送り、会は二次会へと続きました。

スキー部OB会（平成26年10月４日　ホテルメトロポリタン高崎）

昭和45年の昭和地区航空写真（事務局資料）
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群馬大学医学部が、昨年創立70周年を迎えましたことは、大きな喜びです。

私は昭和52年に高知にまいりました。既に近森病院には、群馬大学脳外科より３名の医師が赴任し、救急医

療、一般医療に大活躍していました。今日では卒業生が多くの分野で中心的な役割を担っています。

今回刀城クラブより、高知県医師会長に就任された岡林弘毅先生の紹介を依頼されましたが、先生にお願い

したところ、先生自ら経歴を披露していただくことになりました。

岡林弘毅先生が高知県医師会長に就任されました

高知県支部長　　仁尾　　裕（昭40卒）

群馬大学医学部の前身であります国立前橋医専と

同じ昭和18年の生まれです。

昭和38年、高知県から初めての入学生として両毛

線前橋駅に降り立った時の感激は忘れられません。

インターン制が廃止された翌年の昭和44年に卒業

し、故郷高知に帰るべく岡山大学への入局を予定し

ておりましたが、岡山大学44卒の国試ボイコットに

より、関連病院での待機となりました。

そのため、昭和44年４月からの高知県立中央病院

での研修医が出発点となりました。在学中より内科

医になるつもりをしておりましたので、研修期間中

に外科を経験しておくのも悪くはないなと考えたの

が方向違いの始まりで、先輩たちに取り込まれる羽

目となり、昭和45年11月に岡山大学第一外科教室

に入局することになってしまいました。教室での数

ヶ月間のオリエンテーリングの後、医局人事として

高知県立中央病院に残ることになり、２年間の研修

期間を経て、昭和46年４月から外科医員として昭和

49年８月まで在任しました。

昭和49年９月に岡山大学第一外科教室に帰局し、

私 の 略 歴

高知県医師会長

岡林　弘毅（昭44卒）

４年間の医局生活で学位審査を終え、昭和53年７月

に高知県立宿毛病院に外科医長として赴任しまし

た。

しかし、予てより兄と開設準備を進めておりまし

た病院が完成したのを受け、昭和54年４月からは医

療法人岡林病院副院長として務めることになりまし

たが、故あって、平成５年４月から県庁前クリニッ

ク院長として現在に至っております。

医師会との係わりは、昭和57年に高知市医師会に

会報発刊のための広報委員会が設置されたのを受

け、その委員に会長指名をいただいてからというこ

とになります。その後ずっと、広報委員を務めてお

りましたが、平成２年に高知市医師会理事に、平成

12年に高知市医師会副会長に、平成20年に高知市

医師会長ならびに高知県医師会副会長に、そして、

平成24年に高知県医師会長に就任し、この６月に再

選いただいたところです。

なお、去る６月28日開催の日本医師会定例代議員

会におきまして日本医師会理事に選任されました。

任期は平成28年６月までの２年間です。

責任ある立場の現在、思いますことは、一会員と

しての視点を忘れることなく、会員はもとより県民

に対し、医師会として「何をなすべきか」、「何がで

きるのか」ということであり、そのために自問自答

しているところです。

平成26年10月吉日
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看護協会等を巻き込んでの組織であるものから大学

を中心とする組織であるものまで色々です。また予

算規模は種々であり、全体では億単位のものから何

千万単位のものまで色々です。

このように、見てくると、一般財団法人群馬健康

医学振興会は、県民の健康を願い、また医学の幅広

い発展を希求する県内では他に例を見ない財団であ

り、地域の特質に合った財団であることがわかりま

す。一歩一歩、歩を進め、そして人の輪を広げるこ

とにより県民の健康に大きく寄与できることを期待

しています。

本年10月30日に開催された本会の常任理事会で

も、各県での医学振興についての公益法人が話題に

なりました。少し調べてみますと、１）大学におけ

る医学教育を目的として側面的に医学振興を目的と

するもの（例は公益財団法人　医学教育振興財団）

と、２）県民の健康、大学や地方の医療機関の研究

振興を目的とするもの（例は一般財団法人群馬健康

医学振興会）があります。その各々についてみてみ

ます。

（１）公益財団法人　医学教育振興財団

この公益財団法人の目的は、「日本ならびに諸外

国の医学教育（卒直後の臨床研修を含む）の方向と

実績とに関する調査研究を行い、その成果を医学教

育機関に提供するとともに、広く社会に公開するな

ど日本における医学教育の充実向上について寄与

し、医学の振興と人類の福祉に貢献することを目的

とする。」としています。今までの経緯を見ると、

会員は各大学医学部であり主に医学教育について諸

外国の調査を行ない、さらに比較をしながら本邦の

医学教育をさらに改善しようとするものです。群馬

大学医学部はこの財団の会員であり、この財団の活

動内容は J.M.E.Fとして刊行され、各大学に配布さ

れています。

（２）各県における医学振興を目的とする財団（表１）

医学は健康を目指すものであり、その内容は県に

よって大きく異なります。大きく分けると、

１）各県の医療を担当する医師を始めとする医療人

の学術研究、研修、育成、国際交流を助成

２）県民の医学知識、保健医療の向上（地域での講

演会、研修会、公開講座などや健康に関する書籍

の刊行）の２つがその主なものです。

組織としては、行政、大学、医師会、病院協会、

医学振興における

本県と各県での取り組み

一般財団法人群馬健康医学振興会

理事長　森川　昭廣（昭44卒)

表１．各県における医学振興財団の例

名　　称 事　　　業 役　員

一般財団法人
群馬健康医学振興会

・県民の健康教育の普及向上
に対する助成
・研究助成
・書籍刊行
・講師派遣

医師
教員

公益財団法人
信州医学振興会

・医学医療の振興に対する助
成
・医師、看護師等医療関係者
への助成
・県民の健康教育の普及事業
・地域医療を担う人材の育成

信州大学教員
関係者
長野県医師会
長野県行政

公益財団法人
三重医学研究振興会

・学術研究に対する助成
・医療従事者、技術普及に対
する助成
・地域医療向上の事業

医師
三重大学教員
税理士

公益財団法人
新潟医学振興会

・医師養成修学資金
・市民公開講座
・地域社会医療提供
・医学及び医療の教育研究に
対する助成
・臨床研修に対する助成
・医学関係者への医療情報に
対する助成

医師
弁護士
大学教員
医師会
行政

公益財団法人
岡山医学振興会

・医学に関する教育及び研究
活動に対する助成
・医学に関する市民講座

大学教員等
弁護士
市民団体

公益財団法人
艮陵医学振興会
（東北大学）

・地域における医療振興に必
要な研究、教育に対する助
成
・医学医療従事者、人材養成
のための事業
・県民の健康向上かつ医療知
識の普及
・地域医療整備に対する助成

大学教員
医師会
行政
福祉関係団体

公益財団法人
京都府医学振興会

・医学研究教育支援
・医学医療、啓発普及支援
・学術雑誌の発行

大学理事
病院理事長
大学教員
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師走の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上

げます。平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼

申し上げます。

賛助会員制度も二期目となり、平成25年度に引

き続き平成26年度もご賛同いただきました。心よ

り感謝申し上げます。

新たに以下の法人及び個人の方々に、一般財団法

人群馬健康医学振興会の賛助会員の趣旨にご賛同い

ただきましたのでご報告いたします。

賛助会員によるご寄附は、県民の健康増進の活動

を支援することを目的とし、研究助成を柱に健康づ

くり事業に、活用させていただいております。

当振興会は、現在、公益財団法人の認定を目標に

着実な歩みで事業を進めております。

これからも、公益事業の活動をさらに充実させ、

県民の期待に応えられる健康づくり事業に貢献させ

ていただき、当振興会の充実した発展の寄与に努力

したいと思っております。

今後も、当振興会の事業にご理解をいただき、永

く多くの方々に引き続き賛助会員へのご賛同を賜り

ますよう重ねてお願い申し上げます。

賛助会員ご賛同者の一覧（新規・継続）

平成26年９月～同年12月迄　申込み順（敬称略）

【個人会員】新規

安部由美子（昭57卒）

【個人会員】継続

山中英壽（昭39卒）、饗場庄一（昭31卒）、森川昭

廣（昭44卒）、梅枝定則（昭46卒）、根本俊和（昭

39卒）、乃木道男（昭34卒）、福田利夫（昭51卒）

山田邦子（昭44卒）、永井伊津夫（昭43卒）、白倉

賢二（昭50卒）、柳川洋子（昭44卒）、中川隆雄

（伊勢崎佐波医師会病院院長）、黒澤功（黒沢病院理

事長）、金子達夫（昭53卒）、望月教弘（事務局長）

五十嵐佳子（事務局員）

【法人会員】継続

群馬県済生会前橋病院（西田保二院長）、医療法人

真木会　真木病院（真木武志理事長）、利根保健生

活協同組合　利根中央病院（糸賀俊一院長）、株式

会社　北栄、公立藤岡総合病院（石崎政利院長）

独立行政法人地域医療機構推進機構　群馬中央病院

（田代雅彦院長）、公立富岡総合病院（佐藤尚文院長）

医療法人社団東郷会　恵愛堂病院（東郷庸史理事

長）、公益財団法人　老年病研究所附属病院（高玉

真光理事長）、桐生厚生総合病院（丸田栄院長）、藤

岡市国民健康保険鬼石病院（高橋伸夫院長）、原町

赤十字病院（竹澤二郎院長）、前橋赤十字病院（宮

h瑞穂院長）、税理士法人　思惟の樹事務所

会費の申し込み方法と振込先のご案内

賛助会員入会申込書（財団ホームページよりダウ

ンロード）に所定事項を記入の上、お申込みください。

http://tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/zaidan/index.html

○一般財団法人群馬健康医学振興会

〒371-8511 群馬県前橋市昭和町３丁目39番２2号

TEL027-220-7873 FAX027-235-1470

メールアドレス：gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp

○銀行振込の場合：東和銀行　前橋北支店

普通預金　店番012 口座番号481694
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○郵便振替の場合：振込口座記号番号

00130‐3‐ 728390
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○他金融機関からゆうちょ銀行に振込の場合：
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一般財団法人

群馬健康医学振興会

平成26年度賛助会員ご賛同者のご報告
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第８回役員会（平成26年９月18日）
出席者 飯野会長　他22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．同窓会総会と教授の会について
３．前橋支部学術講演会･懇親会について
４．渋川支部総会について
５．財政基盤強化協賛金について
６．その他
協議事項
１．平成26年度事業計画（案）について
２．学術集会補助金について
３．大学院生によるワークショップへの支援について
４．役員の再任等について
５．会報編集状況について
６．北関東医学会評議員候補者の追加推薦（案）につ
いて
７．多文化時代の社会づくりを考える講演会について
８．その他

第９回役員会（平成26年10月23日）
出席者 飯野会長　他20名　学友会２名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．多文化時代の社会づくりを考える講演会について
３．財政基盤強化協賛金について
４．その他
協議事項
１．学術集会補助金について
２．会報編集状況について
３．その他

第10回役員会（平成26年11月27日）
出席者 飯野会長　他14名　学友会７名
報告事項
１．法人その後の活動について
２．多文化時代の社会づくりを考える講演会について
３．財政基盤強化協賛金について
４．新学友会執行部挨拶について
５．その他
協議事項
１．医学部代表者との懇談会について
２．平成26年度退任教授記念送別会について
３．学術集会補助金について
４．パジャジャラン大学との交換留学生歓迎会に伴
う援助申請について
５．会報編集状況について
６．名簿編集委員について
７．役員会忘年慰労会について
８．その他

謹　告
ご逝去の報が同窓会事務局に入りました。
ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。

正会員

昭和25年卒　岩崎彌太郎先生（平成26年１月10日逝去）
昭和38年卒　竹内　和昭先生（平成26年２月12日逝去）
昭和55年卒　定月　英一先生（平成26年２月14日逝去）
昭和24年卒　奥田儀一郎先生（平成26年７月25日逝去）
昭和25年卒　松村　　誠先生（平成26年７月31日逝去）
昭和24年卒　藤田　久稔先生（平成26年10月21日逝去）
昭和25年卒　田所　浪子先生（平成26年11月11日逝去）
昭和29年卒　松井　　晶先生（平成26年11月28日逝去）

今年は、6月25日には「富岡製
糸場と絹産業遺産群」が世界遺産
に登録され、また、ゆるキャラグ

ランプリ2014では、群馬県のマスコット「ぐんま
ちゃん」がグランプリを獲得するなど、全国的に知
名度が低い県である群馬県としましては、大いにア
ピールすることができた１年ではなかったでしょう
か。このまま、来年も午年であってほしいと思って
しまうほどの活躍でした。
さて、本号は、学生からの寄稿３件（東医体での

活躍、第３回目の沖縄県での訪問インタビュー、コ
ロンビア・サバナ大学交換留学報告）、３件の支部
だより、８件のクラス会だよりなどと、あらゆる年
齢層の同窓会員のお元気な顔が拝見できる誌面とな
っています。同窓会の会報が、同窓会の皆様のご協
力で成り立っていることを改めて実感いたしまし
た。今後も引き続きご協力を何卒お願いいたします。
最後になりますが、今年も残すところあとわずか

になりました。同窓の先生方におかれましては、何
かとお忙しく、また寒さ厳しくなる時期でございま
すので、くれぐれもご自愛賜りますようお願い申し
上げます。 （大山良雄）

編集後記

福田利夫（昭51卒）、平戸政史
（昭53卒）、藤田欣一（昭56卒）、

安部由美子（昭57卒）、大山良雄（昭63卒）、星野綾美
（平13卒）、岩崎竜也（５年）、稲葉遥（５年）、小尾紀
翔（４年）、成瀬豊（事務局）、須田和花早（事務局）

編集委員

同窓会財政基盤強化ご賛同者一覧 
（平成26年８月１日～同年11月21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26年８月１日～同年11月21日までのご賛同者） 

中　嶋　清　雄
奈　良　純　夫
渡　辺　のり子
佐　原　力三郎
成　田　伍　良

ご芳名（敬称略）卒　年

昭34卒
昭31卒
昭31卒
昭53卒
昭52卒

【昇任】平成26年10月16日
齋藤　淳一（平９卒）病態腫瘍制御学講座腫瘍放

射線学准教授
【昇任】平成26年12月１日
中村　哲也（昭57卒）附属病院臨床試験部教授
白井　克幸（平15卒）病態腫瘍制御学講座腫瘍放

射線学講師

人 人 事 事 内 内 学 学 

【お詫び】 前号の寄稿、養心寮シリーズにおいて、見
出しの文字（20頁・22頁）に誤りがございましたの
でお詫び申し上げます。




