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皆さん、本日はお忙しい中、退任教授記念送別会

に多数ご出席下さりありがとうございます。今回は

群馬大学大学院医学系研究科リハビリテ―ション医

学分野，白倉賢二教授、群馬大学大学院保健学研究

科看護学，伴野 一教授、群馬大学大学院保健学研

究科生体情報検査科学，長嶺竹明教授の３名が定年

退任されます。３名の先生方このたびはご退任誠に

おめでとうございます。そして長い間ご苦労様でし

た。３名の先生方は臨床、教育、研究、地域貢献に

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

窓会に対しましても何かとご支援、御鞭撻をいただき

ました。先生方のご功績を称えますとともにご尽力に

対して心より御礼申し上げます。それでは３名の教授

のご略歴とご功績の一端を紹介させていただきます。

白倉賢二教授は昭和50年３月群馬大学医学部を

卒業し、群馬大学医学部整形外科に入局されました。

昭和60年同助手、昭和63年医学博士号取得、同講

師、平成元年に同助教授に就任されました。その後

平成６年に米国ミシガン州立大学に留学されまし

た。平成14年に群馬大学教授、医学部附属病院リ

ハビリテーション部長に就任され、平成20年には

群馬大学大学院医学系研究科リハビリテーション医

学分野教授に就任されました。

研究面では運動器リハビリテーション、スポーツ

医学、膝関節学などの専門分野で成果をあげられま

した。学会面では国際リハビリテーション医学会、

国際関節鏡・膝・スポーツ整形外科医学会などの国

際学会は勿論のこと、国内においても日本リハビリ

テーション医学会（理事・専門医）、日本整形外科

学会（専門医）、日本関節鏡・膝・スポーツ整形外

科医学会（評議員）、日本整形外科スポーツ医学会

（代議員）、日本運動器科学会（評議員、学会誌編集

委員）などで活躍し、貢献されました。社会活動面

では日本専門医機構基本領域専門医委員会リハビリ

テーション領域委員長、公益法人日本スポーツ治療

医学研究会監事、全国国立大学病院リハビリテーシ

ョン部門代表者会議幹事、日本体育協会公認スポー

ツドクターなど全国的な活動を展開され、貢献され

ています。また、NPO法人群馬リハビリテーショ

ン医学研究会理事長、群馬県スポーツ科学委員会副

会長、群馬県スポーツドクター協議会会長、財団法

人群馬県サッカー協会医科学委員会委員長、群馬県

警察検視警察医など多くの役職を歴任し、地域に多

大な貢献をされています。このほか、学内において

も附属病院薬事委員会、昭和地区利益相反臨床部会、

附属病院臨床試験審査委員会、昭和地区駐車場委員

会の委員長として手腕を発揮され、更に群馬大学医

学部同窓会幹事長、財団法人群馬健康医学振興会常

務理事としても活躍中です。

伴野 一教授は昭和50年３月群馬大学医学部を

卒業し、群馬大学医学部第二内科に入局されました。

昭和52年６月～54年５月まで朝日生命成人病研究

所研究員を務め、昭和58年に群馬大学第２内科助

手、平成３年６月同講師になられました。平成９年

４月には群馬大学医学部保健学科臨床看護学教授

に、更に平成23年４月には群馬大学大学院保健学

研究科看護学教授に就任されました。

研究面では虚血性心疾患の危険因子（特に糖尿病

と脂質異常症）や糖尿病全般の専門分野において成

果をあげられました。学会面では日本内科学会（認

定医）、日本糖尿病学会（専門医、指導医、評議員）、

日本循環器学会（専門医）、日本老年病学会（専門

医、指導医、評議員）、日本病態栄養学会（評議員）、

日本動脈硬化学会（評議員）などで活躍し、貢献さ

れました。また社会活動面では、長きにわたり日本

糖尿病協会月刊誌「さかえ」編集委員長、同季刊誌

「アンサンブル」編集委員として活躍され、更に、

日本糖尿病対策推進会議委員、日本糖尿病療養指導

士認定委員会理事として全国的に手腕を発揮されま

した。このほか、群馬県糖尿病対策推進会議副委員

長、群馬県保健医療対策協議会在宅医療推進部会委

医学部同窓会・刀城クラブ

会長　飯野　佑一（昭46卒)

ご尽力に感謝し、
第二の人生の門出を祝う

退任教授記念送別会 退任教授記念送別会 
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員、群馬県国民健康保険団体連合会保健事業支部・

評価委員会委員などを歴任し、地域に貢献されてこ

られました。

長嶺竹明教授は昭和51年３月に群馬大学医学部

を卒業し、群馬大学医学部第一内科に入局されまし

た。昭和52年５月総合大田病院内科、昭和54年５

月下仁田厚生病院内科に勤務され、昭和56年５月

群馬大学医学部第一内科医員、昭和63年11月同助

手、平成６年５月同講師になられました。平成８年

１２月より米国NIH､Natinal Cancer Institute（特

別研究員）に留学し、帰国後平成10年４月に群馬

大学医学部保健学科臨床看護学教授、平成23年４

月群馬大学大学院保健学研究科生体情報検査科学教

授に就任されました。研究面では「健康食品の生理

活性の解明」と食品中の活性物質の抗体作成及びそ

の測定系の開発をはじめ、細胞・組織中の微量元素

の動態をマイクロPIXE（particle induced X-ray

emission）を使用して測定されています。更に

「脂質代謝の解明」や「メタロチオネインと疾患」

に関する最先端の研究を行い成果をあげています。

肝臓分野、特に肝がん、肝炎に関する面でも業績を

残されました。学会面では日本内科学会（認定医）、

日本消化器病学会（専門医、指導医）、日本肝臓学

会（専門医、指導医）、東部肝臓学会（評議員）、

PIXE研究会（常任幹事）、メタロチオネイン研究会

（幹事）として活躍されました。社会活動では、日

本肝臓学会・肝がん撲滅運動都道府県責任者として

手腕を発揮されました。また、平成20年より群馬

県肝炎対策協議会委員長、群馬県インターフェロン

治療費助成審査委員会委員長を務め、地域に貢献さ

れております。

このように３名の教授のご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存じます。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より感謝申し上げまして御

礼と御祝いの言葉といたします。

退任される長嶺竹明教授、伴野 一教授、白倉賢二教授（左より）と飯野同窓会長
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平成27年３月をもって無事定年を迎えることが

できました。群馬大学医学部を卒業して40年間の

うち30年を母校の教員として勤めることができた

ことを誇りに思うと同時に、皆様のお力添えによる

ものと感謝申し上げます。

私は昭和50年に群馬大学を卒業し、大根田恒雄

教授が主宰する群馬大学医学部整形外科学教室に入

局しました。初代教授の大根田先生は戦時中中国で

軍医として治療材料の無い環境で保存療法の経験を

積まれ、大根田整形外科学を確立しました。その後

第２代教授になられた宇田川英一先生はアメリカ式

最先端のoperative orthopaedicsを実行され、とて

もきれいな手術と手術記録を見せられて、若い医局

員の憧れの的でした。私は幸運なことにこのお２人

の恩師から整形外科学を学ぶことができました。

私は整形外科の中で関節外科の道を歩みました。

当時の関節外科は日本で開発された関節鏡が実用化

され始めた時代でした。膝は人体の一番大きな関節

で、外傷や加齢変化を来たし易い関節で、関節鏡技

術の恩恵を受けて学会でも大きな領域に発展しつつ

あり、私もそれに流されるように膝関節外科の道に

入りました。群馬大学整形外科は日本で最も早く鏡

視下手術を取り入れ発展させました。私の仲間は皆

個性的でそれぞれの分野で業績をあげ、日本でも有

数な膝関節外科学を発展させました。教室の先輩で

善衆会病院の木村雅史先生と共著の外側半月の関節

鏡的解剖学の論文は、Campbell手術書に引用され

ております。

教員生活では、整形外科助教授時代の５年生に対

する年間26回の系統講義が一番楽しい講義でした。

講義録を作成し、90分講義のうち前半は黒板を使

い、後半30分では症例のスライドを示しました。

学生の頭の中に整形外科学のイメージを形成させ

て、臨床の現場でスタート台に立てるように構成し

ました。

研究では関節外傷に関する臨床研究と、米国で行

った腱の細胞膜張力刺激応答の観察が良い思い出で

す。関節外傷では早期に関節鏡を応用し解剖学的に

修復することに重点を置き、修復が困難なものを見

極め、低侵襲治療に務め、論文にまとめました。

米国で行った動物実験は、ラットの尾の腱の細胞

を生体染色し、張力刺激（ストレッチ）を加え、細

胞の反応をカルシウムイオンチャンネルの変化とし

て観察したもので、後に靭帯再建術の理論的根拠と

して米国の教科書Instructional Course Lectures

に２ページにわたり紹介されました。その教科書は

研修医時代に医局の輪読会で読んだ本であり、大変

誇りに思っております。

教員生活の後半15年間はリハビリテーション医

学を担当させていただきました。群馬大学のリハビ

リテーション部は草津分院の統廃合により本院に設

置されたもので、ゼロからのスタートでした。リハ

ビリテーション部を病院中央部門として安定的に運

用できる規模に拡大し、診療科と講座を設立して初

代教授として群馬大学および群馬県におけるリハビ

リテーション医学・医療の基礎を築いたと自負して

おります。また、NPO法人群馬リハビリテーショ

ン医学研究会を設立したことは、群馬でのリハビリ

テーション医療の啓蒙に大きな力となりました。

リハビリテーション医学の研究では膝関節症の歩

行解析と運動器外傷後の客観的機能評価法（日本版

Functional Capacity Evaluation）の開発に取り

組みました。整形外科の後輩で昭和60年卒の清水

敬親君と共著のScapulohumeral reflexの論文が米

国の教科書DeLISAのPhysical Medicine &

Rehabilitationに引用されております。

平成27年度より日本専門医機構が管轄する新専

門医制度がスタートします。リハビリテーション科

は新専門医制度の中で基本18科目に含まれること

になりました。本邦には医学部を持つ大学が80あ

りますが、リハビリテーション医学講座を持つ大学

はわずか21大学に過ぎません。国立40大学におい

ては群馬大学を含めてわずか４大学です。リハビリ

テーションは医療の基本であり、多数の患者様、医

療職から期待が寄せられると同時に、証明されるべ

き仮説と未知の領域にあふれ、多彩な研究領域が存

在します。この新しくて貴重な教室、講座を皆様に

より、さらに育んでいただければ有難く存じます。

同窓会活動では第13回幹事長を仰せつかったこ

と、群馬健康医学振興会の常務理事として公益財団

設立にかかわったこと、そして医学系研究科長より

群馬大医学部70年史の編集委員長を命ぜられ、同

窓会の皆様のご協力を得て発刊に至ったことをとて

も名誉に思っております。これからも同窓会での活

動に関わっていきたいと思っております。母校の更

なる発展をお祈り申しあげます。

リハビリテーション医学

教授　白倉　賢二（昭50卒）

群馬の
リハビリテーション医療

退任あいさつ 退任あいさつ 
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2015年は「団塊の世代」が皆、65歳以上の高齢

者となり、新たに800万人が年金生活に入り、日本

財政転落の年ともいわれています。思えば、大学入

学の年が大波乱の年（昭和44年）でした。安田講

堂事件があり、群馬大学も「荒牧移転反対闘争」で

日吉校舎が学生に占拠され、閉鎖されていました。

入学式はなく、授業の始まったのが６月末であった

かと思います。結局、翌年には教養部・教育学部は

荒牧に移転し、授業も１月で終了となりました。教

養２年目は、荒牧に通いましたが、周りは大学の建

物以外ほとんど何もなく、土煙があがり、学内は学

生運動の立て看板が並んで、殺伐としたものでした。

教養部が廃止され、医学部の教官も教養教育を担当

することになり、20余年ぶりに、荒牧校舎に行っ

てみますと、木々も大きくなり、緑にあふれ、いか

にも大学キャンパスという雰囲気になっていまし

た。しかし、立て看板はなく、あまりに奇麗すぎる

のに却って違和感を覚えたものでした。

1975年（S50年）、卒業して第二内科に入局、高

崎国立病院、館林厚生病院を経て、1977年から２

年間、新宿にあった朝日生命成人病研究所の研究員

として行かせていただきました。藤井潤先生、関顕

先生ご指導の下、新宿のど真ん中でウサギを飼って、

高血圧の勉強をしました。ここで臨床研究の基礎を

学びました。当時の所長は葛谷信貞先生で、日本の

糖尿病のメッカといってよい存在でした。村田和彦

教授に「糖尿病も横目で見てこい」と言われたので

すが、この時は、まさか自分が糖尿病の専門家にな

るとは夢にも思いませんでした。

群大に帰ってからは村田教授のご指導の下、十二

誘導心電図やベクトル心電図と取り組みました。冠

動脈造影（CAG）は79年に始まっていましたが、

当時は県内唯一のCAG施設でしたので、県内のほ

とんどの虚血性心疾患(IHD)患者が第二内科に集ま

ってきました。ちょうど、HDLコレステロールの

測定が中検で始まり、アポ蛋白のキットも発売とな

った頃で、IHDと血清脂質、糖尿病などの危険因子

との関係について検討を始めました。リポＺ（今の

RLP）との出会いもこの頃です。

糖尿病外来を手伝い始めたのは80年頃、村田教

授のご指導によるものでした。午前中は糖尿病外来、

午後は心臓外来という診療が河津捷二先生のご赴任

まで続きました。当時の糖尿病外来は１ヶ月前の血

糖値で診療を行い、外来も大部屋で４～５人の医師

が診療を行っていました。おおらかな時代でした。

せめて当日の血糖値で診療をしたいと思い、治験で

稼いだ資金で、富士フィルムの中古の血糖測定器を

半値で購入しました。朝、外来に行くと、まず、自

分たちで採血を行って血糖値を測定、そして尿もテ

ステープを用いて検査し、それからやっと診察が始

まりました。中検で当日の血糖値を出していただけ

るようになったのはずっと後のことでした。「糖尿

病学」といえるような診療が始まったのは、菊池方

利先生が非常勤講師として月に一度来ていただくよ

うになってからで、先生のお話は、まさに「眼から

鱗」でした。

いつしかIHDとその危険因子の検討が私のメイン

テーマとなり、ちょうどスタチンも発売となり、し

ばし、IHDと脂質異常症が話題の中心となりました。

1989年、河津捷二先生が赴任され、IHDと糖尿病

についての視野が一気に広がりました。「インスリ

ン抵抗性」という概念が注目され始めた時期でもあ

り、パソコンも一般的に用いられるようになったこ

とも重なって、臨床研究は益々面白くなっていきま

した。河津先生との10年間、夜は１時過ぎまで仕

事をする日々でしたが、楽しい毎日でした。私がこ

こまでこられたのも、河津先生のお陰です。

97年（Ｈ９年）保健学科に赴任し、河津先生も

群大を去られてからは、「無用の用」を思う日々で

した。つらかったことは間違いありません。活路を

外に求め、日本糖尿病協会の月刊誌「さかえ」「プ

ラクティス」「DMアンサンブル」の編集委員、特に

「さかえ」は編集委員長を勤め、これは現在も続い

ています。そして、日本糖尿病療養指導士認定委機

構の委員・理事を勤め、糖尿病患者やスタッフの教

育に携わってきました。95年に始まった「糖尿病

対策推進会議」では、医師会の先生方のご協力で、

全国的でも自慢のできる活動を続けることができま

した。

第二内科の糖尿病外来は、1962年（Ｓ37年）、水

野美淳先生が始められたもので、50年余の歴史が

あります。私の退職に伴い、その歴史を閉じること

になり、諸先輩には申し訳なく思っております。

保健学研究科

教授　伴野　 一（昭50卒）

糖尿病と
虚血性心疾患

退任あいさつ 退任あいさつ 
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私は沖縄県那覇市で生まれ、小禄高校卒業まで沖

縄で育ちました。復帰前の沖縄県において、日本本

土の大学への進学を支援するために設けられた国

費・自費沖縄学生制度によって、昭和43年群馬大

学へ入学しました。当時の沖縄はアメリカ合衆国の

統治下にあり、パスポートを持参して、那覇港から

客船で鹿児島港へ上陸しました。翌日、西鹿児島駅

から急行桜島号で約26時間かけて東京駅に到着し

ました。上野から前橋へ向かう車窓から関東平野の

広大さを体感したことが昨日のように思い出されま

す。

部活は「バスケット部」に所属しましたが、当時

のバスケット部は関東甲信越リーグ戦では最下位が

定位置の弱小チームでした。それでも夏合宿で寝起

きを共にして、中野眼一先生（第一外科）の「バス

ケに対する情熱」に鼓舞されました。青木秀夫キャ

プテン（後の下仁田厚生病院院長）は、責任感の強

い、物静かな先輩でしたが、青木キャプテンが卒業

するまでに１勝もプレゼントできなかったことが悔

やまれます。

なんとか医学部を卒業し、第一内科へ入局させて

いただきました。１内では消化器・肝臓病グループ

に所属しました。肝臓グル―プは、とにかく酒豪揃

いであり、私もいける口ではあるが、須賀勝久先生

（故人）、山田昇司先生（前原町赤十字病院院長）の

足元にもおよびません。酒が入るといつしか肝臓病

の話題になり、喧々諤々深夜まで盛り上がったもの

です。１内には多彩な人材が揃っていましたが、と

りわけ笛木隆三助教授は異彩を放っていました。笛

木先生から上州で生きていくための「義理と人情」

の大切さをご教授いただきました。小林功講師（後

の中央検査部教授）は「研究は夜８時過ぎてからす

るものだ」ということを実践しておられ、その時間

帯になると、小林グル―プの先生方が次々に現れる

のを目の当たりにして刺激をうけました。私は小林

講師の指導のもと臨床研究を行い、その成果を「各

種肝疾患における75GOGTTの適応の試み」として

まとめて、学位論文としました。また、Ｃ型慢性肝

炎のインターフェロン＋亜鉛併用療法を提唱し、一

時話題となりましたが、リバビリンといった強力な

抗ウイルス薬の登場であっという間に消滅してしま

しました。

平成８年、文部省の若手研究者留学制度で米国

NIH（フレーデリック）へ留学する機会を得ました。

NIHではDr.Waalkesの研究室でカドミウムの抗腫

瘍作用の実験をしました。同じ頃、NIH（ベセスタ）

には竹之下誠一助教授（第１外科）が留学中で、私

も竹之下先生も単身赴任の身であったことから、実

験終了後しばしば夜のジョージタウンへ繰り出しま

した。休日はスミソニアン博物館を隈なく探索し、

そのスケールの大きさに圧倒されました。アメリカ

占領下の沖縄で育った私にとって、フェンスの向こ

う側のアメリカ人が、隣のアメリカ人として感じら

れるようになりました。

平成10年から保健学科へ移動となりましたが、

幸運にも21世紀COEプログラムのメンバーに加え

て頂き、研究室の形態が整いました。①ビオチンか

らフコイダンまで、②メタロチオネインの臨床研究、

③大気マイクロPIXEの臨床的応用の３テーマを掲

げ、研究を行ってきました。メタロチオネインは、

重金属の解毒物資、ラジカルスカベンジャーなど多

岐に及ぶ生理活性があります。中嶋克行客員教授と

の共同研究で、メタロチオネインの高感測定系を樹

立し、色々な疾患における血清値を測定した結果、

先天性銅代謝異常であるWilson病、Menkes病で著

明な増加を認めました。Menkes病は生後数か月以

内で診断・治療することが求められており、早期発

見におけるメタロチオネイン測定の有用性を今後と

も検討する予定です。

医学部卒業後、39年間のうち35年を群馬大学昭

和キャンパスで過ごしてきました。その間、諸先輩、

同僚、後輩のご指導・ご支援をうけながら今日まで

やってきました。そして、病気で悩み、苦しんでい

る多くの方々との出会いがありました。医学の進歩

とともに、当初は難治であった疾患でも、治癒・進

展防止が可能となったことは、医療人としての喜び

であります。39年の臨床医生活を振り返ってみる

と、「医療の基本」とは、時に治し、しばし和らげ、

常に癒し、望むべくは予防する、との語句がすんな

り受け入れられます。母校の益々の発展を祈念して、

大学生活にお別れいたします。

保健学研究科

教授　長嶺　竹明（昭51卒）

時の流れ
大学生活を顧みる

退任あいさつ 退任あいさつ 



群馬大学医学部刀城クラブ会報第237号 平成27年(2015年)４月15日　

－ 7 －

卒業生の皆さん、御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。卒業後新たな人生を迎えるわけですが、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

今までに培われた礼儀正しさ、協調性、判断力など

を十二分に発揮され、個性豊かな人間として大きく

未来へ向かってはばたいていただきたいと思います。

さて、群馬大学医学部同窓会・刀城クラブは今年

で創設62年を迎えました。昭和27年（1952）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。刀城の刀は坂東太郎利根川の刀（利）、刀

圭（薬を盛るさじの意、転じて医術を表す）に通じ、

城は赤城山の城、更に城郭を意味します。群馬県前

橋市に位置する母校を西側を流れる利根川、北方に

そびえる赤城山など周囲の景観も含めていかに大切

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。建物はすべて新しくなりましたが、銀

杏並木やヒマラヤスギを見るたびに先輩方の築いて

こられた伝統の重みを感じます。また会員の皆様の

よりどころである新同窓会館も同窓会総会をはじめ

とする同窓会関係の行事はもちろんのこと、多くの

会議や研究会など会員の活躍の場として幅広く利用

されています。

群馬大学同窓会・刀城クラブ会則の第３条に「本

会は、会員相互の親睦と研修を図るとともに、群馬

大学医学部の発展に寄与し、併せて学術研究の向上

に貢献する事を目的とする。」と記されています。

根本は会員相互の親睦を図ることであり、卒業後も

「つながり」を続けてゆくことです。各県には同窓

会・刀城クラブの支部があり、皆さんの先輩がおら

れます。支部総会や支部の行事には必ず参加して先

輩の方々と親睦を図ってください。そして後ろには

医学部同窓会・刀城クラブ本部と群馬大学医学部が

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方に気軽

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、力になってくださる

と思います。年に一度の同窓会総会への参加はもち

ろんのこと、所属支部での活動もよろしくお願いい

たします。きちんと挨拶をする。時間を守る。この

２つのことは社会での基本ですが最も重要です。皆

さんが個性豊かな人間として、気骨のある人間とし

て今後益々発展されますことを願ってお祝いの言葉

といたします。

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27年３月24日　基礎棟前にて）

卒業おめでとう
個性豊かな人間であれ
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この度、平成26年12月１日付けで群馬大学医学

部附属病院臨床試験部教授を拝命致しました。群馬

大学医学部同窓会のご高配により、ご挨拶申し上げ

る機会をいただき、心より感謝いたしております。

私は、群馬県水上町藤原（現　みなかみ町）の出身

で、群馬県立高崎高等学校、群馬大学医学部（昭和

57年）を卒業しました。医学部卒業後、当時の第

２内科、村田和彦教授のもとで研修を始めました。

関連病院での研修を続けながら、一般内科、循環器

内科、高血圧など、臨床のトレーニングを受けまし

た。その頃から、臨床研究データの大切さについて、

村田教授をはじめとする第２内科の諸先輩から、多

くのご指導を賜り、今の職責に繋がっているものと

心得ております。交絡の考え方について、村田教授

の回診で手ほどきを受けたことを思い起こします。

米国のイースタン・バージニア医科大学、ミシシ

ッピー州立大学の生理学教室に留学後、第２内科で

高血圧の基礎的、臨床的研究を続けておりました。

平成７年から、第２内科教授に永井良三先生が就任

され、附属病院臨床試験部は、平成11年３月に、

院内措置として設置されました。平成９年の薬事法

の改正により、「医薬品の臨床試験の実施の基準に

関する省令」が制定され、治験の手続が増加し、当

時「治験の空洞化」と呼ばれる日本での治験離れが

生じました。臨床試験部の設立は、こうした環境変

化に対応したもので、全国に先駆けた、国立大学病

院で初となるものでした。

治験について病院内に中央診療部門を設けて、そ

の頃まだ認知の薄かった治験コーディネーター

（CRC）による治験の支援を行うという初代の永井

良三臨床試験部長の発想は斬新なものでした。私は

当時の第２内科講師で、臨床試験部副部長を兼任し

ておりました。平成13年４月からは、臨床試験部

が病院内の正式な中央診療部門として文部科学省に

承認され、私は７月から助教授で専任の副部長とし

て配属されました。

平成15年には、群馬県内の医療機関に臨床試験

部の治験コーディネーターが治験業務の支援に訪問

するトラベリングCRC業務を開始しました。関連す

る地域の医療機関に治験コーディネーターが出かけ

て、治験を支援するという取り組みは、国立大学病

院の治験関係者に評判となり、臨床試験部の名前も

大いに上がりました。その一方、治験環境はめまぐ

るしく変化し、「ドラッグ・ラグ」と称される治験

の遅れの問題が、この頃指摘されるようになりまし

た。厚生労働省と文部科学省は、新薬承認の遅れを

改善するため、平成19年度に「新たな治験活性化

５カ年計画」を開始し、群大病院は、この中の「厚

生労働省治験拠点病院活性化事業　治験拠点医療機

関」に選定され、治験環境の整備をより大胆に進め

ることになりました。

この頃からCRCは臨床研究コーディネーターと呼

ばれるようになり、治験のみならず、臨床研究にま

で支援の幅を広げる動きが始まりました。臨床試験

部の業務も多彩となり、附属病院臨床試験部と大学

院医学系研究科が緊密に連携することで、CRCやデ

ータマネージャーなどの臨床試験を支援する人材を

養成する取り組みとして、平成19年度文部科学省

社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プ

ログラム（医療人GP）「大学院融合型OJTによる臨

床試験人材養成」を開始しました。平成22年５月

からは、中央診療棟２（旧放射線部棟）という現在

の場所に移転し、電子カルテによる閲覧室、外注血

液検体の処理設備など、施設の拡張を行いました。

平成25年４月19日、厚生労働省の進める臨床研

究中核病院整備事業のひとつに群馬大学医学部附属

病院が採択されたことが発表されました。厚生労働

省のこの新しい政策は、臨床研究と治験の整備につ

いて、日本国内に10病院のみを指定し、予算を集

中的に投下して、臨床研究と治験を推進しようとい

う取り組みです。臨床試験部は、附属病院における

この事業の主導的な役割を担い、平成25年度から

５年間で事業を進めることとなりました。

群大病院は重粒子線治療装置によるがん治療や光

トポグラフィーによるうつ病の診断など、国立大学

病院の中でも、大きな成果を次々と生み出していま

す。国際的競争が激化する中、人材育成を通した治

験・臨床研究の推進と質の向上により、国民の健康

に貢献し、医療における実用化技術を世界に発信す

ることが大学病院の使命として求められておりま

す。与えられた職責を全うするため、誠心誠意努力

してまいる所存です。今後ともご指導、ご鞭撻のほ

ど、よろしくお願い申しあげます。

医学部附属病院臨床試験部

教授 中村　哲也（昭57卒）

新任教授紹介 新任教授紹介 

附属病院臨床試験部の歩みと
着任のご挨拶
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早いもので大学を卒業して36年が過ぎました。

学生時代に同級生たちと酒を酌み交わし、どんな医

師になろう、成りたいね、と語り合いながら夜が明

けたことや、新人医師として県内外のたくさんの関

連病院を回りながら多くの諸先輩たちに技術や考え

方、生き方に至まで教えていただいたことが思い出

されます。現在では病院の役職に就いてしまいまし

たが、それでも外来、病棟、手術と仕事に没頭して

いる時の気持ちは新人の時と少しも変わっていませ

ん。毎日新鮮な驚きと人を診る（観る）困難を目の

前にしています。新鮮と感じるのは目の前に現れる

患者さんは一期一会だからに他なりません。そして

基本的な思いは、どうしたら患者さんの不安が減る

か、苦痛が減るか、元気な時間を延ばせるか、最期

が近いならば、どうすれば苦痛の少ないその人らし

い逝き方を支援できるか？ということです。

最近は年のせいで若いスタッフや学生さんに個別

で、または講義や講演という形で話をする機会が増

えました。次の世代に技術や知識を伝えることも私

たち世代の大きな使命ですので可能な限り努力を心

がけています。知識については情報が瞬時に世界を

駆け巡る時代ですから、若い人たちは十分に持って

います。しかし技術（特に手術は）は現場において

のみ伝承され次にそれぞれが創意工夫と思考実験を

繰り返して作り上げていくものです。そのことを伝

える時に私は次の図を使っています

医療現場では知識と技術が必要です。知識は書物

を読み、ITを使って調べ、先輩同僚からの伝授も大

切です。しかし時代の経過とともに必要とされる知

識の量は指数関数的に増加しています。一人で全て

をまかなうことは凡人には不可能と考えています。

ここで力を発揮するのがチーム医療でお馴染みのチ

ーム力です。私たちの病院でも様々な職種や経験者

が集まって、知識や情報を出し合って医療をしてい

ます。医師、看護師、薬剤師、検査技師、放射線技

師、臨床心理士、作業理学療法士、言語聴覚士、臨

床工学技師、福祉士、栄養師、調理師、医療事務管

理士など、挙げればきりがありません。このチーム

から出てくる知識で日常医療は問題なく稼動してい

ます。一方技術は前述したように現場でのみ伝承さ

れ創意工夫と思考実験を繰り返しながら形になりま

す。書物で読んだりhow to DVDを見てもできるも

のではありません。何回か見たり習ったりしたらで

きるというほど簡単でもありません。未熟な技術故

に起こる医療事故が後を絶たないことは深刻な問題

と思っています。

しかし現代社会が医療に求めるものは、単なる知

識や技術だけではありません。それよりも何よりも、

その知識や技術を行使する上で、医療者に感性や哲

学を求められる、と若い人達に伝えたいと思ってい

ます。多種多様な画像や検査データを揃えれば診断、

少なくとも病態は理解できます。ではその患者さん

にどんな治療をどのように行うかを決める時に感性

と哲学を必要とします。何が苦痛なのか？何に困っ

ているか？どんな生活を望んでいるのか？その人を

支える生活環境はどうか？何を大切にして生きてい

るのか？どんな人生を送りたいのか？それらを感

じ、そこに医療を適応する意味について熟慮して初

めて医療が意味を持ちます。疾患や臓器やまして検

査データを見ているのではなく、人を診て生活を看

て人生を観るのが医療です。

昨今不正論文や偽造データ事件が頻発していま

す｡人のためにあるはずの医療の現場に、製薬業界

や医療機器メーカー、エネルギー業界などが巧妙に

圧力をかけ、さらにマスコミが歪曲した判断や報道

を行っています。高度な医療、新しい医療だと、童

話「裸の王様」を彷彿させる事象も見受けられます。

さらに公平平等を趣旨として導入された国民皆保

険制度は、素晴らしい制度である反面、医療費の個

人負担11％公費負担89％（2012年度当院データ）

という実情です。そのことで国民が健康を守る努力

をせずに安易に医療を受ける、さらに病院に来れば

何とかなる、何とかならないのは医療が悪いという

ような風潮、コンビニ受診を生み出すことにもつな

がっているのではないか、と思っています。喫煙を

し肥満を放置し、病気になっても89％他人の援助

で医療が受けられる実態、そこに製薬業界や医療機

器メーカーが目をつけない訳はありません。

歴史上前例のない高齢化と人口減少社会に突入し

て益々複雑になる社会において私たちは医療を担当

しています。医療とは何か、医療は誰のためにある

か、もう一度原点に立ち返ってみる必要があると考え

ますし、その中心に群馬大学があることを祈ります。

医療とは何か
―その原点を

追い求める日々―

52母校に望む 母校に望む 

公立富岡総合病院

院長 佐藤　尚文（昭54卒）
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水 
芭 
蕉 

女性医師シリーズ　 45

昨年末、同窓会報「水芭蕉」の原稿依頼をいた
だいた。同窓会報には女性医師が執筆している文
章が掲載されていることは前から気づいていて、
世の中には随分と美しくて聡明な女性医師がいる
ものだなあ、まあ、どう頑張ってもああはなれな
いからとりあえず明日も出勤して目の前の仕事を
しようと考えている中の原稿依頼。同窓の先生の
役に立つような文章を私に書けるはずがないと、
最初は断ろうかとも思ったが、内容は自由との言
葉に甘えて、少し変わったことについて自分なり
に書いてみたい。
私は中学二年生の終わりまでシカゴの郊外に住

み、現地の公立学校に通った。学生の頃の私を知
っている先生も、今一緒に仕事をしている先生も、
このことが私の人格を大きく影響している（歪め
ている？）ことをご存知であろう。アメリカでの
教育は当然日本の教育とは異なる。一つの例とし
て、小学校三年生の時に受けたFree Enterprise
という授業を紹介したい。この授業は日本ではま
ず考えられないし、アメリカでも比較的珍しかっ
た。直訳すると「自由起業」にでもなるだろうか。
生徒が「企画」した「製品」を教室で「製造」し、
昼食の時間に食堂に並べられたテーブルを「店舗」
として「販売」を行ない「利益」を得た。
初めに製造／販売する製品を企画した。投票で

採用されたのはポップコーン、ゼリーなどの簡単
な食品の他、マグネット、キーホルダー、ポスタ
ーなどがあった（人気キャラクターの写し絵にサ
インペンで色を塗って販売することの著作権問題
はあまり議論されなかった）。私が提案した折り
鶴は製造工程が煩雑で需要が見込めないというこ
とで却下された。それぞれの「会社」の「社長」
には企画を提案した子どもがつき、３年生全員が
どこかの会社に「採用」された。
次に販売促進を行なった。製品の良いところを

伝える寸劇をつくり、全校集会で演じた。替え歌
風のＣＭソングを振り付きで披露した「会社」も
あった。
それぞれの「企業」は「銀行」（学年予算）か

ら「融資」（一社十ドルくらいだったと思う）を

受けた。「社長」が（先生か父兄ボランティアと
一緒に）地元の商店で材料を購入し、「社員」（当
然「社長」を含む）が製造を行なった。
販売は週二回、昼食の時間に交代で行なった。

おつりを間違えないように、お金を速く正確に数
えるのが大変だった。たまに紙幣を持ってくる客
がいて、釣り銭がなくなって慌てることもあった。
ポップコーン社は販売開始10分くらいで売り切
れてしまい、大柄な６年生に怒られているのが気
の毒だった。
販売初日の昼休み終了後、売り上げを確認した。
私が勤務するエリサ社長のマグネット社は25セ
ントのマグネットが20個売れた。５ドルの売り
上げに手を取り合って喜んでいたのだが、計算し
てみると原価が20セントだったのだから材料に
４ドルかかっている。習ったばかりの二桁のかけ
算で計算してみると、実際の利益は１ドルだった。
がっかりした。
ポップコーン社は、製造ラインを増設し（社員

が自宅からポップコーン機を借りてきた）需要に
見合った供給ができるようになった。少ないなが
らも我が社は安定した売り上げがあり、融資を順
調に返済した。他社も同様だった。
が、事件は三週間目、ポスター社で起きた。そ

の日もポスター社は売れ行きが好調で、特にディ
ズニーのキャラクターが人気だった。ドナルドの
ポスターが売り切れた時、客の上級生は店舗に展
示されていたドナルドのポスターを指さして言っ
た。
「ここにまだあるじゃないか」
上級生が怖かったのか、売り切れ続出の混乱に

のまれてしまったのか、社員は見本（＝写し絵の
原画）を20セントで売ってしまった。そしてそ
れを見ていた他の上級生に促されて、ミッキーの
原画もミニーの原画もグーフィーの原画も20セ
ントで売られてしまった。監視役の先生はその日
は何も言わなかった。
翌日、製造ラインを失ったショーン社長は社員

に倒産を宣言した。泣いていた。
ポスター社以外の会社はすべて融資を全額返済

し、黒字収益でひと月を終えた。最大の利益をあ
げたのはポップコーン社だった。
「安いものは買いやすいから良く売れるんだね」
「ポップコーンやゼリーは一度買っても食べた
らなくなるから、また買ってもらえるよね」
このように我々は需要／供給／原価／利益／製

造行程／倒産／薄利多売／消耗品の概念を学ん
だ。８歳だった。
先日、車のバッテリー交換に行った際、ショー

ルームに展示しているミニバンがほしいと年長児
の長男に言われた。DVDを見ながらディズニー
ランドまで行きたいとのこと。住宅ローンが残っ
ているから買えないよと言ったら「車が100円だ
ったらいいのにね」と返事された。
ほんの一瞬、母校に留学させようかなと思った。

８歳からの自由起業：
アメリカのある公立小学校の授業

核医学・画像診断部門

講師　高橋　綾子（平８卒）
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この度私は、群馬大学パジャジャラン大学間の交

換留学プログラムに参加し、11月29日から12月８

日までを日本への受け入、１月31日から２月10日

までをインドネシアへの滞在期間として実習を行い

ました。ここに報告させていただきます。

インドネシアでの実習内容については他の学生が

触れていると思いますので、私は主に全日程を終え

て強く感じた、本実習がただの留学ではなく「交換」

プログラムであることの意義についてお伝えしま

す。

そもそも、私達が学生として過ごす中で、大学の

代表として海外からの客人を受け入れ、生活様式に

大きな隔たりのある学生たちと寝食を共にするとい

う経験は中々できるものではありません。本実習で

は、皆様のご支援と当プログラムの積み重ねてきた

歴史にもとづいてその大きな責任を負わせてもらう

ことができたのだと、振り返る度に痛感しておりま

す。

顔も知らない相手との来日前の事務連絡にはじま

パジャジャラン大学交換留学実習報告 パジャジャラン大学交換留学実習報告 

パジャジャラン大学「交換」留学

崔　　悠意（医学科６年)

り、来日中は日々どうすれば実習がより有意義にな

るかを想像・提案し、時には一緒にお祈りの場所を

探して走り回り、夜は部屋でギターを弾きながら両

国の文化について話し合った濃い10日間があった

からこそ、インドネシア訪問時には受け入れ側の立

場が想像でき、よりスムーズに実習を行えたのでは

ないかと思います。

また本実習が公衆衛生学のプログラムでもあるこ

とも踏まえ、日本での受け入れ時には老健施設の訪

問や県庁での予防医学・医療行政に関する講義を組

み、インドネシア在留時には病院内での実習のみな

らずPUSKESMAＳという日本の保健所とクリニッ

クを合わせたようなプライマリケア施設の訪問など

を行い、最後には討論会で健康を取り巻く多くの課

題について相互理解を深める、といった流れで両実

習の統合を上手く行うことができたことも重要な成

果かと存じます。

最後に、こういった素晴らしい実習の機会を与え

てくださった刀城クラブの皆様、和泉孝志学部長を

はじめとして実習にご協力をいただいた教職員の皆

様、直接多くのご指導をいただいた公衆衛生学教

室・応用生理学教室の皆様、その他全ての方々に改

めて御礼申しあげます。本当にありがとうございま

した。

パジャジャラン大学交換留学を終えて

白玉　　桜（医学科６年)

１月31日から２月10日にかけて、インドネシア

のパジャジャラン大学交換留学プログラムに参加さ

せていただき、インドネシアの医療施設で実習をし

てまいりました。

私たちは今回、小児科、産婦人科、感染症内科、

麻酔科、整形外科、公衆衛生学教室、保健所などを

見学させていただきました。特に印象的だったのは

Pu s k e sma sと呼ばれる保健所の存在です。

Puskesmasはゲートキーパーとしての役割を担っ

ており、国の医療保険を利用するには、患者はまず

ここで初診を受けなければなりません。フリーアク

セス制の日本では大病院に患者が集中しがちです

が、インドネシアでは一次医療機関と高次医療機関

の機能分化が徹底しており、効率的だと感じました。

またここでは患者の治療だけでなく地域住民の家庭

訪問も行い、健康教育や疾病予防にも力を入れてい

ます。限られた設備の中でもより良い医療を提供で

きるよう様々な工夫が凝らされており、感嘆させら

れました。

またインドネシアの病院に女性医師が多いことに

も驚きました。パジャジャラン大学の医学生の男女

比は１：４と、女性の方が圧倒的に多いそうです。

インドネシアでは結婚や出産のために退職する人は

少なく、女性が仕事を続けやすい環境があるようで

す。滞在中は医療関係者のみならず働く女性を多数

見かけ、日本より女性の社会進出が進んでいるので

はないかとの印象を受けました。

東南アジアの医療現場を見学する機会は、個人で

はなかなか得られないものです。今回のプログラム

では大変貴重な経験ができたと思います。インドネ

シアの医療を学ぶだけでなく、日本の医療の現状を

見直し今後の在り方を考えるきっかけにもなりまし

た。さらにインドネシアの優秀な医学生との交流は

刺激的であり、充実した日々を過ごすことができま

した。
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パジャジャラン大学
交換留学プログラムを終えて

渡邊　陽香（医学科６年)

2015年１月31日～２月10日にインドネシアのパ

ジャジャラン大学交換留学プログラムに参加したこ

とについてご報告させていただきます。

大学病院は大変広く、長い外廊下で各診療科の病

棟が繋がっており、あちこちで患者さんが地面に座

っている様子が印象的でした。インドネシアでは患

者さんをVVIP、VIP、class１～３とクラス分けし、

その階級によって病室、医療を提供します。今回は

主に３rd classを見学しました。８個のベッドが置

いてあるドアのない空間が１部屋とされていて、と

ても蒸し暑い病室でした。階級が上がるごとに１部

屋あたりのベッド数が減り良い病室になるそうで

す。このように目に見えて医療に差があることはと

ても衝撃的でした。

滞在中は現地の医学生と一緒に過ごしました。男

女比が１対４と女子学生が圧倒的に多くとても驚き

ました。女医さんが働きやすい環境ではあるそうで

すが、仕事と子育ての両立など心配事は日本と同じ

ようでした。また、教科書がすべて英語で書かれ授

業も英語で行われるそうです。母国語はインドネシ

ア語なので医学を学ぶ前に英語を必至に学ぶそうで

す。様々な場面でインドネシアの医学生の意識の高

さを目の当たりにし、刺激を受けました。

今回、海外の医療現場を実際に見て、インドネシ

アの医先生方および医学生と話し、異文化に触れる

ことができたのは大変貴重な体験となりました。机

上の勉強では知ることのできなかったことばかりで

した。ちょうどISの事件の最中であったためイスラ

ム教について様々な情報を耳にしていましたが、実

際にイスラム圏で生活してみて、思っていたことと

違うことが沢山ありました。様々な経験をして、多

くのことを考え、インドネシアに素敵な友達もでき

ました。このような機会を与えて下さった同窓会の

皆様、小山教授をはじめとする公衆衛生学教室の先

生方、その他すべての皆様に感謝いたします。

国民皆保険が始動した
インドネシアを訪れて

安井宏有貴（医学科６年)

１月31日から２月10日までの11日間、公衆衛生

学実習の一環としてインドネシア・バンドンのパジ

ャジャラン大学との交換留学プログラムに参加して

まいりましたので、報告させていただきます。今回

私は、インドネシアで昨年からはじまった国民皆保

険JKNを学ぶことを主眼として実習に参加してきま

した。

日本は素晴らしい国民皆保険制度の下、誰でもト

ップレベルの医療を受けられる世界最長寿の国家に

成長することができました。しかしながら、社会の

構造が変化するにつれ、制度に多くのほころびがみ

られはじめ、今後のこの制度を維持できるのか、今

まさに岐路に立たされています。一方、インドネシ

アでは昨年１月に制度が開始されたばかりです。実

習プログラムひとつとして、インドネシアの学生た

ちへ日本の制度についてプレゼンテーションを行う

ことで、日本の保険制度を学び、問題点を考える良

い機会を得ることができました。また、学生達との

意見交換や、医療現場を見学させていただくことで、

インドネシアの新しい取り組みも学ぶこともできま

した。

大学附属のHasan Sadikin病院の整形外科を訪問

した際には、交通事故で入院中の患者さんを見学さ

せていただく機会がありましたが、事故より２ヶ月、

３ヶ月経ってからやってくる患者が多いとのことで

した。治療費が払えないなどの理由で、受傷後も放

置し、不自然な骨癒合により受傷部位が動かせなく

なり仕方なく受診に至るというような“Neglected

patient”がたくさんいるのが現状だそうです。国

民皆保険が開始された以上、そのような患者は生ま

れないはずですが、制度が始まっておよそ一年、ま

だまだ多くの問題が積算していることが伺えまし

た。インドネシアでは健康保険制度の整備を皮切り

に、今後雇用保険、労災保険などの社会保険制度を

順次整備していくとのことです。少ないリソースを

効率に利用し、国民に医療を提供するインドネシア

の新しい保険システムは今後、超高齢化社会を迎え

る日本にとっても大変参考になるのではと感じまし

た。

最後になりましたが、このような大変貴重な機会

をいただきました、同窓会の皆様、学務の皆様、イ

ンドネシアの学生の見学を受け入れてくださいまし

た各診療科・研究室の皆様、鈴木庄亮名誉教授、小

山洋教授をはじめ公衆衛生学講座の皆様に深く感謝

いたします。ありがとうございました。

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皆様、小山洋教授をは

じめ公衆衛生学教室の皆様、ご支援してくださった

すべての方々に深く感謝いたします。ありがとうご

ざいました。



群馬大学医学部刀城クラブ会報 第237号平成27年(2015年)４月15日

－ 14 －

パジャジャラン大学留学思い出  Snap 

▲パジャジャラン大学近くの座って食事を
　 する伝統的なスタイルのレストランにて
（2015/2/5　バンドン郊外 Jatinangor）

▼公衆衛生講座にて、Dr. Indah 先生とともに
　 （2015/2/4　Eijkman キャンパス）

▲サプライズWelcome 横断幕
　 （2015/2/6　キャンパス内）

▲整形外科の玄関にて
　 （2015/2/4　附属病院Hasan Sadikin Hospital）

▼歓迎会前、医学部長Dr. Tri 先生とともに
　 （2015/2/2　Eijkman キャンパス、医学
部長室）
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平成26年11月23日、前橋市民文化会館にて第39

回東日本小児学会を日本小児科学会群馬地方会が主

催で、群馬県小児科医会と群馬県小児保健会の後援、

群馬県医師会の協賛にて開催いたしました。県内外

から約420名の参加者を得て、盛況の内に終了する

ことができました。

「DevelopmentからTransitionまで包括する医

療を求めて」をテーマに、各分野の専門医師10名

による教育講演が行われました。わが国では少子化

が進む中、一人一人のお子さんを大切に育て、将来

を担っていく成人にしていくことが喫緊の課題で

す。そのためには、疾患に罹患しないように予防し

ていくこと、適切な医療で早期に治療できること、

疾患を有したまま成人期に向かった子どもたちを支

えていく環境を整備していくことが重要となりま

す。今回、若手研修医から第一線で活躍されている

先生にもこのような課題を共有していただくよい機

会になればと思いプログラムを企画しました。

胎児の話題として、国立成育医療研究センターの

佐合治彦先生から「無侵襲的出生前遺伝学的検査

（NIPT）」の我が国における現状を紹介していただ

きました。乳幼児期の神経発達のチェック、発達障

害の理解と支援に関する講演は非常に参考になりま

した。本学の友政剛先生（昭54卒）は「小児慢性機

能性便秘症診療ガイドラインの要点」として、難治

例の発症機序と治療・管理につきわかりやすく解説

され、群馬県立心臓血管センター循環器内科の内藤

滋人先生（昭58卒）は、「頻脈性不整脈に対する高

周波カテーテルアブレーション」と題して、小児期

の症例を中心に最新の話題を提供いただきました。

その他、教育セミナーでは村松一洋先生（平11卒）

が「てんかんと神経変性疾患」と題して新たなる治

療の選択肢の可能性を報告してくれました。

同窓会の皆様方に厚く御礼申し上げるとともに、御

協力いただいた皆様に感謝申しあげます。

学会報告（同窓会補助）

この度、日本放射線腫瘍学会（JASTRO）第27回

学術大会（於パシフィコ横浜、平成26年12月11日～

13日）の開催にあたり、群馬大学医学部同窓会から

温かいご支援をいただきました。お蔭様で無事終了

しましたので、刀城クラブ会報の紙面をお借りして

ご報告とお礼を申し上げます。

今回の学術大会ではメインテーマを、「臨床腫瘍学

に基づく放射線療法の標準化から個別最適化へ」と

させていただきました。各種臓器がんの特徴に基づ

いた放射線治療法の最適化に向けての今後の目指す

べき方向性を示せるようプログラムを企画し、臨床

腫瘍学的な視点から、他学会の協力を得て、外科医

や腫瘍内科医との討論の場を多く設定しました。そ

の結果、一般演題・要望演題には660題もの応募があ

り、シンポジウム、パネルディスカッション、特別

講演などを合せると演題数は合計700題をはるかに超

える過去最大規模となりました。また、参加者数も

2,800名を超え盛会裏に大会を終えることができ、安

堵しております。大会概要を述べますと、欧州放射

線腫瘍学会（ESTRO）のPoortmans会長の基調講演

を含むESTROとのjoint symposium、昨年急逝され

たKian K. Ang先生のご功績を偲び企画したMD

Anderson Radiation Oncology/ Gilbert H.Fletcher

Societyとのjoint symposium、米国放射線腫瘍学会

（ASTRO）会長Steinberg先生のご講演（全て同時通

訳付）などの国際セッション、新たな試みとしてス

マホやiPadによるアンサーパッド対応、ツイッター

での参加可能なセッションを多く企画しました。機

器展示では、今回初めて４社から実機展示があり、

会場は大いに盛り上がりました。さらに国民に開か

れた学会を目指し、初の試みとして”Patient

Advocate Program”を後半２日間に組み入れまし

た。事前登録55名中42名が参加されましたが、参加

者からは「参加して非常に良かった」と好評を得ま

した。最終日午後のコンサートと市民公開講座も高

い評価をいただきました。このようにJASTRO第27

回学術大会を無事終了することができましたのも群

馬大学医学部同窓会のご支援の賜物と心より感謝申

し上げ、お礼の言葉とさせていただきます。誠にあ

りがとうございました。

学会報告（同窓会補助）

S日本放射線腫瘍学会
第27回学術大会

北里大学医学部放射線科学（放射線腫瘍学）

主任教授 早川　和重（53卒）

第39回東日本小児科学会後記

小児科学

教授 荒川　浩一（昭58卒）
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平成27年２月13日に前橋商工会議所において第

１回未来先端研究機構国際シンポジウム及び第２回

地域オープンイノベーションR&D人材養成事業国

際シンポジウムが開催されました。

午前中の「地域オープンイノベーションR&D人

材養成事業国際シンポジウム」では、医療イノベー

ションのヨーロッパにおける拠点であるベルギーの

リエージュ大学から国際的に著名な教授２名を招へ

いし、専門的人材の教育や人的相互交流についての

講演が行われました。その後、講演者を交えたパネ

ルディスカッションが行われ、リエージュ大学との

交換留学等について活発な議論が交わされました。

この事業は、平成26年度に採択された文科省・研

究拠点形成費等補助金「先進的医療イノベーション

人材養成事業」による医学系研究科の事業です。高

度化・複雑化した現代医療におけるニーズに対応し

た医療開発と医療産業経済の成長を目指して、医療

イノベーションを展開するための人材養成・教育事

業の推進を目的としています。

午後の「未来先端研究機構国際シンポジウム」で

は、リエージュ大学、米国ハーバード大学／マサチ

ューセッツ総合病院、スウェーデンのカロリンスカ

研究所、及び放射線医学総合研究所から、各研究分

野において第一線で活躍する国内外の研究者による

講演が行われました。その後、本機構を主担当とす

る専任教員の紹介があり、機構の若手教員による講

演が行われました。本シンポジウムは、群馬大学が

強みをもつ先端研究分野の研究を推進することを目

的として、平成26年度に設立された未来先端研究

機構のキックオフシンポジウムです。先端研究分野

に関心のある100名を超える研究者、大学院生、関

連企業の参加があり、活発な議論が交わされて盛況

のうちに幕を閉じました。

末筆になりましたが、刀城クラブのシンポジウム

への支援に感謝申し上げると共に、この２つの事業

へのご理解・ご協力をお願いいたします。

学会報告（同窓会補助）

「第１回未来先端研究機構国際シンポジウム
及び第２回地域オープンイノベーション

R&D人材養成事業国際シンポジウム」

（前）医学系研究科長

和泉　孝志（特別会員） 日本糖尿病眼学会、節目の第20回総会が2015年

３月６～８日に東京お茶の水のソラシティーホール

で開催されました。①糖尿病網膜症のみでなく「糖

尿病に関するどのような合併症をも広く取り上げ

る」、②医師(眼科医・内科医）とコメディカルスタ

ッフが同じフロアで，縦横の枠を外して情報と意見

を交換する、③教育セミナーを設け，眼合併症をも

つ糖尿病患者の管理・教育，放置・中断対策，チー

ム医療について討論することを理念として、この学

会は1995年に立ち上げられました。それ以前には、

日本眼科学会の専門別研究会「糖尿病網膜症」と、

眼科医・内科医による「糖尿病網膜症臨床研究会」

がありましたが、２つの研究会を統合して発展的に

改称した経緯があります。理事を務める眼科医と内

科医の会員が持ち回りで総会を主宰し、上記の理念

のもとに毎年一回20年間にわたり継続してきまし

た。総会で討論された問題点を解決するために個別

の「小委員会」を設定し、学会としての事業を行っ

てきました。一つの例を挙げると「糖尿病眼手帳」

の発行・配布があります。眼科と内科の連携、およ

び患者教育・管理、放置・中断対策を目的に、2年

間にわたる検討を重ねて作成されたものです。発行

から13年が経ち、知名度と利用率がかなり向上し

てきています。今後も理念に沿った結果を求めて活

動を続ける予定です。

20回総会は登録者数が1194名、招待者が８名の

合計1208名で、過去で最多の参加者数となりました。

特別講演、シンポジウム、教育セミナー、コメディ

カルプログラム、一般演題に多数の発表がありまし

た。会長の私は「糖尿病眼学会20年の足跡と展望」

と題して20回記念講演を担当しました。眼科医・内

科医による失明予防・視機能回復のための診断・治

療技術の開発が討論され、患者の管理・教育，放

置・中断対策について広く議論されました。「糖尿

病眼劇場」という眼科では初めての企画も催行され

ました。

今回の総会が盛会裏に終わったことを報告すると

もに、群馬大学同窓会のご支援に心からお礼申し上

げます。

学会報告（同窓会補助）

第20回日本糖尿病眼学会総会

西葛西・井上眼科病院院長
東京女子医科大学名誉教授

堀　　貞夫（昭47卒）
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第９回の総会が平成26年11月29日（土）大宮市

の東晶大飯店で開催されました。

昭31年卒から60年卒までの31名の参加があり、同

窓会からは飯野同窓会長に出席していただきました。

例年は特別講演を群馬大学卒の教授をお招きして

学術的な内容の講演をしていただいておりました

が、今回は群馬大学医学部創立70年ということも

あり、若い同窓生が増えてきましたので、この際医

学部の歴史に詳しくかつ写真がご趣味で豊富な資料

をお持ちの昭31年卒で第10代の同窓会長をされた

饗場庄一先生にお願いして、「写真でみる群馬大学

医学部の変遷」という演題で講演いただきました。

まず、歴代の校長・学長・医学部長・同窓会長を

先生ご自身で深交のあった先生についてはエピソー

ドを交えて紹介されました。教授の写真も若く、当

時の先生方の個性的な講義を思い出しながら拝聴い

たしました。また先生が入学された当時の群馬大学

医学部正門の写真、小さかったヒマラヤ杉、木造の

階段教室、各クラブが資金集めに昭30年代盛んに

開催されたダンスパーティーの会場となった大講

堂、学生たちが煙草を喫いながら将棋を指していた

学生ホール、図書館など、大変懐かしい写真ばかり

でした。若い会員は現在の立派な医学部・図書館・

附属病院の建物と雲泥の差があり驚き禁じ得なかっ

たと思います。さらに刀城会館設立の苦労話、重粒

子線医学研究センターが作られた裏話などを話さ

れ、われわれの知らないことが多く有意義な時間を

過ごしました。

講演後は懇親会となり、出席者の自己紹介現状報

告となりましたが、他大学から見た群馬大学のあり

方に註文をつけられた先生もおられました。

饗場先生から追加発言があり、マスコミに報じら

れている２外科の肝臓癌の腹腔鏡手術について、当

事者の心情を２外の先輩として心配しているとの発

言がありました。

今回は若い会員の出席が少なく残念でしたが、次

回はさらに多数の同窓生が出席して盛会になること

を願っております。

群馬大学医学部同窓会
埼玉支部総会報告

東　　靖宏（昭39卒)

支　部　だ　よ　り 支　部　だ　よ　り 

埼玉支部総会（平成26年11月29日　東晶大飯店）
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平成26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。数年前より総会には母校より講師をお招

きしております。今年は臓器病態外科学（第二外科）

講師の清水公裕先生に「肺癌の現状と最新の治療」

という題名でご講演いただきました。肺の解剖・生

理にはじまり、肺癌の病理、診断（質的診断、転移

の診断）、早期発見の重要性、喫煙者と非喫煙者の

肺の画像と禁煙の重要性などのお話がありました。

また肺癌の性質上、治療は手術だけではなく放射線

療法、化学療法、と多岐にわたり、放射線科、呼吸

器内科、呼吸器外科が連携して診療しているとの事

でした。手術については話題のテレビドラマ｢ドク

ターＸ｣を引き合いに出し、手術手技だけでなく術

前評価と術後管理が大事、等々、興味深く勉強にな

りました。

講演の後、下條先生の乾杯で会が始まりました。

今回は学生時代に公衆衛生学でお世話になった鈴木

刀城クラブ伊勢崎佐波支部総会
忘年会報告

伊勢崎佐波支部　岡本　栄一（昭63卒)

庄亮名誉教授も初めてご参加されました。学年（年

齢）や科が違っても共通の話題に事欠かないのが同

窓の良いところでしょうか。どのテーブルも会話が

はずんでいたようです。最後は荒井先生の締めの挨

拶にて終了しました。出席者（敬称略、数字は卒業

年）は写真前列左より；鈴木豊（Ｓ 47）、鈴木庄亮

（Ｓ 37）、清水公裕（Ｈ５）、荒井泰道（Ｓ 46）、本

多隆一（Ｓ 44）、下條宏（Ｓ 42）、諏訪邦彦（Ｓ

47）、吉田寿春（Ｓ 50）、木村吉美（Ｓ49）、後列

左より：岡本栄一（Ｓ 63）、草場輝雄（Ｓ 47）、新

田安紀芳（Ｓ 55）、鈴木秀樹（Ｈ２）、塩島正之

（Ｓ 59）、吉川大輔（Ｓ 55）、前田昇三（Ｓ 58）、

南部眞一（Ｓ 59）、田中司玄文（Ｓ 59）、鈴木知明

（Ｓ 53）、森村匡志（Ｈ ８）、山本巧（Ｈ６）、新井

正明（Ｓ 61）、佐川鉄太郎（Ｓ 63）、大林民幸（Ｓ

57）、小内亨（Ｓ 59）、望月裕文（Ｓ 56）、南雲一

郎（Ｓ 56）、細井勉（Ｓ 56）、でした。計28名、

卒後19年から53年（平均35年）という幅広い年代

が出席しました。数年前、参加者が極端に減った時

期がありましたが支部長の本多先生の働きかけもあ

り、最近は毎年30名前後が出席しています。ただど

うしても若い会員の参加が少なく今後は平成卒の会

員の参加が増えることを期待しております。

伊勢崎佐波支部総会（平成26年12月４日　プリオパレス伊勢崎）
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クラス会だより クラス会だより  

卒業後60年を迎えた定例のクラス会が、2014年

11月９日、上野精養軒で開催されました。皆勤の

松本君が学会講演のため欠席、昨年欠席だった白寄

君が出席してくれたので、昨年と同じ８名の参加で

した。

59名で卒業したクラスも、35名が死亡（生存率

39パーセント）、遠隔地その他で連絡しない人７名、

残りの17名に葉書で連絡しました。

現在、就業中が３名、週１-２回外来診察という

人が４名です。

前橋医科大学第３回

卒業クラス会報告

幹事　芹沢　憲一（昭29卒)

体力低下、体調不良、療養中などで参加不能の人

が５名、来年は参加したいという人が３名います。

卒後60年ということで、簡単な現状をまとめて

みました。

全員が84歳以上ということで、難聴が多く話し

かけても反応のないこともしばしばです。しかし、

昔の顔が集まるということだけで、日ごろとは違っ

た気分で、会話が弾むのは、やはりクラス会です。

幹事としては、いつまで続けるのか気になるところ

ですが、幸いなことに出席者からはやろうと言う意

見ばかりです。毎年、11月の第二日曜の正午から

２時までと時間が決まっており、会場も上野駅から

近い上野公園のなかにある上野精養軒と決まってい

るので、幹事としては楽です。このまま、できるだ

け長く続くことを願っています。

29年卒の皆さんお元気で…。

今年も11月８日を楽しみにしています。

前橋医科大学第３回卒業クラス会（平成26年11月９日　上野精養軒）
後列左より：芹沢、白寄、阿部、町田、村上
前列左より：金古、五味渕、生方
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平成26年11月29日（土）ＰＭ７時東京日の出埠

頭から東京湾レストランクルーズに出航。昭和42

年卒同級生18人と同伴者７人、合わせて25人がシ

ンフォニーモデルナ号（2500トン）に乗船、３階

船尾の専用デッキのある貸し切りのパーティルー

ム・ファンタジーに着席。幹事の春日功君の開会挨

拶を皮切りに、最年長の岩上豊君の乾杯で、42ク

ラス会が始まった。42卒は物故者５人を含め58人

であるが、まだまだ現役で多忙でもありキャンセル

が続出し18人参加となった。

遠くは沖縄から松岡政紀君、九州小倉から米良利

郎君が毎回の出席である。神奈川県より井坂健一君、

東京より舟橋一郎君、大川匡子さん、小室苑（旧姓

吉田）さん、中村良子（旧姓 手塚）さん、埼玉よ

昭和42年卒クラス会報告

小板橋　毅（昭42卒)

り平嶋昇君、群馬より岩上豊君、小野垣義男君、黛

卓爾君、萩原英一君、下條宏君、菅谷公平君、長屋

孝雄君、春日功君それに筆者小板橋毅が参加。

心地良い船の振動と波の音と潮風の香り、今をと

きめくお台場を中心にした東京湾の光り輝く夜景、

美味しい料理とワイン、学生時代と変わらぬ親近

感・信頼感、肩肘張らない親しい会話、優しい奥方

の仕草、あっという間の３時間であった。

翌日は浜離宮を散策、築地場外で寿司の昼食。昼

酒にも関わらず相変わらず？結構な酒量。築地本願

寺境内を拝借し酔いを醒ましながら歩を進め、新装

なった歌舞伎座タワーへ。歌舞伎座の歴史を学んだ

あと通りを渡って反対側にある「群馬ちゃん家」に。

イベントの富岡製糸場と群馬物産展を見学し、展

示・販売されている懐かしい群馬物産を購入するメ

ンバーも。折しも、ゆるキャラ日本一になった「ぐ

んまちゃん」の来訪もあり店頭は大賑わい。その後、

毎年の再会、特に節目の50周年記念を確認して散

会となった。

昭和42年卒同窓会（平成26年11月29日　シンフォニーモデルナ号・ファンタジールーム）
後列左から：小板橋毅、黛卓爾、萩原英一、岩上豊、米良利郎、春日功、舟橋一郎、岩上夫人、春日夫人、菅谷公平、

森山典子、長屋孝雄、米良夫人、下條宏、平嶋昇、松岡政紀、小野垣義男、（窓）席を外していた井坂健一
前列左から：井坂夫人、小室苑、大川匡子、中村良子、岡田慶一、長屋夫人、平嶋夫人
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刀城クラブ主催、平成27年度医学部代表者及び

新任教授との懇談会が平成27年２月16日に石井記

念ホールにおいて開催されました。本年度の新任教

授は附属病院臨床試験部中村哲也教授です。大学か

らは高田学長、和泉研究科長、野島病院長、小山徹

也教務委員長（同窓会副会長）、同窓会からは飯野

会長、梅枝副会長、田村副会長、饗庭元会長（元財

団理事長）、山中元会長（前財団理事長）、込谷会計

担当、白倉幹事長（財団常務理事）、成瀬同窓会事

務長、望月財団事務局長が参加しました。附属病院

臨床試験部は平成13年4月に国立大学病院で初めて

設置された部署で、中村哲也先生の臨床試験部にお

ける活動の実績が認められ、また、群馬大学病院が

平成25年に臨床研究中核病院整備事業、全国10施

医学部代表者及び
新任教授との懇談会報告

同窓会・刀城クラブ

幹事長　白倉　賢二（昭50卒）

設のうちのひとつに選ばれたことを受けて、附属病

院に新規に設けられた教授職です。中村先生は平成

26年12月より附属病院の診療教授から教授に就任

されました。中村新教授には将来への抱負を熱く語

っていただき、大変和やかに会は進行しました。同

窓会長からは同窓会活動の活性化の取り組みと、全

学合同の同窓会の設立に関わる４学部同窓会の連携

に関する動きについて話題が提供されました。高田

学長からは、群馬大学の平成16年度の法人化後２

期12年の評価を経て、３期目への取り組みの話を

頂きました。和泉研究科長からは、世界における本

邦における論文の引用件数の10年間の低落傾向に

ついて、学術のレベルの低下が危惧されていること

が報告され、研究の活性化が求められているとの話

題を頂きました。病院長からは、新聞を賑わせてい

る腹腔鏡手術の問題に、病院が必要な対応を粛々と

進めている由のご説明がありました。会の終わりに

は小山副会長の閉めで御ひらきとなりました。中村

新教授のますますのご活躍をお祈りいたします。

医学部代表者及び新任教授との懇談会（平成27年２月16日　石井ホール）
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多文化時代の社会づくりの在り方をテーマとした

講演会が平成26年10月25日（土）13：00～15：

00まで群馬大学　大学会館ミューズホール（荒巻キ

ャンパス）で開催されました。今回は前回（防災と

医療の在り方を考える、刀城クラブ及び工業会主催、

平成25年11月９日、刀城会館）に引き続き教育学

部同窓会主催による２回目の講演会で一般県民並び

に群馬大学の各学部同窓会会員及び会員関係者を対

象としたものでした。約120名が参加し、熱心に講

演に耳を傾けていました。群馬大学の各学部同窓会

が、群馬大学、地域等と連携して、多文化時代の問

題点についての情報を共有し、多文化時代の社会づ

くりを地域の方々と構築する方策を考える、すなわ

ち、多文化時代の問題点についての情報を検討し、

多文化共生の事例を参考にしながら、多文化時代の

社会づくりに役立てるため今回の講演会開催となり

ました。

講師は群馬大学　大学教育・学生支援機構　教育

基盤センター教授の結城　恵先生で、「多文化時代

の社会づくりに私たちは何ができるのか？－地域人

材の育成にかかわって―」と題して講演されました。

先生は群馬大学・群馬県「多文化共生推進士」養成

ユニット企画・運営責任者であり、東京大学　教育

学研究科・教育学部客員教授も併任され地域に密着

して多文化時代の社会づくりに貢献する人材の育成

に打ち込んでいらっしゃいます。講演会ポスターで

の抄録と講演の骨子を紹介し、講演の印象深かった

点を述べてみたいと思います。

Ⅰ　講演抄録

群馬県では少子高齢化による人口減少が進み、人

手不足が深刻化しています。地域のにぎわいが少し

ずつなくなり、暮らしやすさを支える基盤が揺らぎ

つつあります。こうした時代に対応するには、若

者・女性・高齢者・障害者・外国人等、多様な人材

による「全員参加型社会」づくりが必要だといわれ

ています。では、この多文化時代の社会づくりに私

たちは何ができるのでしょうか？

群馬大学では、平成14年度より継続して、群馬県

と連携して、多文化時代の社会づくりに貢献する人

材の育成に取り組んできました。一連の取り組みは、

教育学部での取り組みを発端に全学・地域連携での

取り組みとなり、大学と地域との往還を丁寧に繰り

返しながら地域の皆さんとともに築き上げていく

「教育・研究・地域貢献」となっています。

講演会では、群馬大学が展開してきた、学部学生

から社会人までを対象とする多文化時代の社会づく

りに貢献する「人材」の育成事業で得た大切な出会

いと知見を、エピソードを交えてご紹介する予定で

す。どうぞよろしくお願いします。（結城　恵）

Ⅱ　講演の骨子

Ⅰ）群馬に定住する外国「人材」を活かして地域

を活性化する

「多文化共生推進士」養成ユニットの履修生とそ

の修了生である「多文化共生推進士」たちとともに、

様々な地域実践を展開してきました。

最初の事例は、尾瀬・片品地区で実施した「環境

教育によく観光インバウンド開発プロジェクト」で

す。本養成ユニットでのプロジェクトとして「留学

生を活用した尾瀬アクションリサーチ」を群馬県及

び尾瀬・片品地区関係者とともに実施し、その成果

は学生支援機構からも高く評価され、留学生支援事

業のモデルケースとして全国に紹介されました。現

在、多文化共生推進士を中心に、閑散期対策とした

「観光教育による着地型観光インバウンドの開発」

を地域と進めています。

次の事例は、観光客の減少と人口減少が深刻化し

ている水上・猿ヶ京地区を対象に「猿ヶ京地区活性

化プロジェクト」を立ち上げ、高齢者・子育て中の

家族・外国人訪問者・定住外国人等、多様な観光

客・定住者を想定し、観光客や定住者として誘致す

るアクションリサーチを進めています。

最後の事例は、定住外国人への「わかりやすい日

本語」教育プロジェクトです。交通安全・防犯教室

を定住外国人児童生徒向けに実施し、翌年より成人

を対象に日本で過ごす高齢期に備えるための「わか

りやすい日本語」教室の開催を継続しています。ワ

ークショップも開き、県民に広げてゆく取り組みが

始まっています。

本プログラムにより10名の「多文化共生推進士」

を輩出することができ、平成28年４月までに20名

となる予定です。平成26年２月には任意団体「多文

化共生センターぐんま」が群馬県の支援で設立され、

この団体の応援で平成27年３月にNPO「多文化共

生ぐんま」が多文化共生推進士たちの力で開催され

ます。

２）多文化時代の社会づくりに必要なしくみ

多文化時代の社会づくりを
考える講演会報告

医学部同窓会・刀城クラブ

会長　飯野　佑一（昭46卒）
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これからは、教育・研究機関としての大学と社会

システムづくりを進める行政と地域の声とネットワ

ークを集め地域にあった実践を目指すNPO、この三

者がそれぞれ特質のある役割を担い連携することに

よって初めて地域に根差す活性化を生み出せると考

えます。

以上、結城先生の講演内容について省略した部分

もありますが、できる限り演者の表現に忠実に報告

させていただきました。人材の育成こそが群馬大学

にとっても同窓会にとっても大きな使命の一つであ

り、地域貢献に対する最重要課題の一つであること

を再認識した次第です。

群大医学部自動車愛好会の名を聞いたことあるだ

ろうか？ 恐らく多くの人は知らないと思う。だが

実際にあった。今から50数年前、大学病院眼科講

師で青木豊先生という方がおられた。ポリクリで雑

談中に君ら自動車に興味はないかと問われた、大い

にありますと答えるとそれなら自動車をあげるよと

云われた。びっくりしてよく聞いてみると日本製で

オオタ号という車でその時点では車検を有しておら

ず車庫に入れっぱなしになっているとのことであっ

た。赤城山を登ったこともあるそうで手入れ次第で

使用できる、いつでも持っていってよいといわれた。

友人の大木君と相談して先ず市役所に行き仮運転ナ

ンバーを手に入れ、伊勢崎の大木君の家まで持って

行った。彼は電気、機械のエキスパートでその後の

自動車運行に大いに役立った。あと２～３人の友人

を仲間に引き入れマイカー生活を楽しんだ。ところ

がオオタ号はいかにせんポンコツで故障続出引きも

やらず、車の勉強に充分過ぎるくらいに役立ったも

のの経費も馬鹿にならずマイカー生活は諦めざるを

得なかった。

ある日、こともあろうに伊勢崎警察署から私と大

木君あてに呼び出し状が届いた。出頭してみると担

当の係官が君たちは何故呼び出されたか分かるかと

聞いた。分からないと答えると君らは脱税の容疑で

あると意外な理由であった。通常車を所有すると税

金を納め車のナンバー登録を受けることになってい

自動車愛好会とルノー愛好会

成田　忠雄（昭36卒)

多文化時代の社会づくりを考える講演会（平成26年10月25日　大学会館ミューズホール　荒牧キャンパス）

寄　稿
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昭和34年初冬の頃　附属病院オペ室の前の池の近く

左より：大木俊英、鈴木素司、深山真一、成田忠雄、田村宏、大和保昌

る。君らは前橋、伊勢崎、太田の各市役所で仮運転

ナンバーを受け二ヶ月以上に亘り車の運行を行って

いるので明らかな脱税である。つまり違法行為であ

るといわれた。これには参った。そこで平謝りに謝

って今後は一切しないと約束するから勘弁してほし

いと懇願した。担当官はまあ学生だし悪意があるわ

けでないのでとりあえず大目にみるといい幸いに無

罪放免になった。帰り際に車を前橋に持ってゆかね

ばならぬので最後の仮ナンバーを許可して欲しいと

いうとオーケーといってくれた。

オオタ号はその後大学に寄付し、構内なら運転可

能だし運転操作の練習になるということで医学部保

管にしてもらった。そこで当時の医学部長の石原教

授に会いにゆき医学部自動車部の設立をお願いした

ところ部の設立は認められない愛好会としてやって

みたらどうかといわれた。自動車愛好会は後輩のＯ

君、Ｋ君にバトンタッチし今後を託した。愛好会は

その後活動なく消滅したと思われる。その後に医学

部ルノー愛好会という会に発展するが、このことに

ついては後で述べることにする。また、優雅な自家

用自動車通学をしたのは我々が本学最初ではないか

と自負している。

下の写真は卒業アルバムに掲載されたものであ

る。６名の同級生が写っている。しかし自動車部は

存在しない。車はルノー愛好会のものである。車が

無いのに何故自動車部か？理由はある自動車会社の

ご厚意によるものである。車の維持管理などはすべ

て会社が負担、使用者の名儀はルノー愛好会となっ

ていたと思う。分かりやすくいえば今のカーレンタ

ル業に近い組織である。会長は当時耳鼻咽喉科教授

の石井英男先生（医学部の石井ホールの設立者）に

お願いした。先生は愛車にイングリッシュモリス号

を持っておられたからである。先生は車好きとお見

受けした。お願いしたところ快く引き受けてくれた。

その時先生は「君、車と女位金のかかるものは無い

よ」と述懐されたのを覚えている。

愛好会の入会者はさすがに耳鼻科のドクターがも

っとも多く、他の医局のドクターも加わってかなり

の人数になった。会を運営してゆく上で障害となっ

たのはいわゆる交通事故である。会員の運転技術は

千差万別で事故の絶え間が無いくらい多かった。そ

の度に自動車会社に修理修復をお願いしてやっと命

脈を保っていた状態であった。ところがある日、赤

城山ドライブウエイで高所からの転落事故が発生し

た。幸い命に別状は無かったものの車の回復は不可

能となった。実質上愛好会は解散となって終わった。

お世話になった自動車会社は、今はないが、女性

専務の「お医者さんは将来の有力なお客さんだ」と

いって車（ルノー）を１台無償提供されたことに驚

きと感謝の気持ちを忘れることはできない。
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今月上旬に、会員の皆様に平成27年度版同窓会

会員名簿作成のための調査カードを往復はがきにて

郵送いたしました。同窓会活動の充実や会員同士の

親睦を図るには、正確な会員名簿を作成することが

必要です。調査カードに記載されています内容を確

認していただき、５月10日までにご返信いただき

ますようお願い申し上げます。なお、電子メールで

のご連絡が同窓会からの連絡方法としまして重要に

なっていますので、メールアドレスの登録にもぜひ

ご協力をお願いいたします。また、同窓会のホーム

ページに、「名簿編集委員会からのお知らせ」のサ

イトを立ち上げるため、現在準備中です。４月下旬

には立ち上がる予定ですので、ぜひご覧ください。

平成27年度版会員名簿の頒布価格は従来通り１万

円とさせていただきます。今回より、振り込み方法

としまして、郵便局での振り込みに加えましてコン

ビニエンスストアでの支払いも可能になりました。

会員名簿は事前に購入の申し込みを頂いた先生方

に、刊行次第お送りいたしますので、多数の先生方

の申し込みをお待ちしております。

刀城太郎

前橋市昭和町三丁目39－22

刀  城  太  郎  様

3 7 0 8 5 1 1

〒371‒8511 前橋市昭和町三丁目39－22

刀城クリニック院長

TEL（027）220‒7861　FAX（027）235‒1470
E‒mail：tojoclub@ml.gunma.-u.ac.jp

〒371‒8511 前橋市昭和町三丁目39－22

TEL（027）220‒7861　FAX（027）235‒1470
E‒mail：tojoclub@ml.gunma.-u.ac.jp

Tojo Taro

調査カード（往復はがき）
この調査カードは、群馬大学医学部同窓会で作成しました正式な調査カードです。

名簿編集用調査カード
返信のお願い

委員長　大山　良雄（昭63卒)

見　本

会員名簿編集委員会からのお知らせ 会員名簿編集委員会からのお知らせ 
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1/2」を限度として損金算入が認められます。

４．相続人による寄附や現物財産寄附、これらにつ

いても改正が行われ、公益法人の活動を活発化する

ように定められ、相続税については個人が相続財産

を公益法人に贈与した場合、非課税となります。

本年４月にスタートした公益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おわかり

いただけたことと思います。一歩一歩、歩みを進め、

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。

つきましては、繰返しになりますが、この財団活

動の礎となる賛助会員の増加が今後の継続に是非必

要となります。後述に申込方法と振込先を御案内致

しますので御協力の程よろしくお願いします。

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

ンロード可）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

○公益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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平成26年度賛助会員ご賛同者のご報告

平成26年12月～平成27年３月迄のお申し込み

【個人会員】 継続

奈良　純夫（昭和31卒）敬称略

ご賛同ありがとうございます。

刀城クラブ会報におきまして、財団のページのス

ペースをいただき、一般財団法人群馬健康医学振興

会の歴史、意義、事業等について第230号から掲載

してまいりました。

そして、平成27年１月27日付けで、群馬県公益

認定等審議会から、群馬県知事あて、公益認定の基

準に適合すると認めるのが相当であることが答申さ

れ、本年４月１日をもって「公益財団法人群馬健康

医学振興会」が誕生しました。

公益財団法人につきましては、本会報235号にご

説明させていただきましたが、ここに再掲させてい

ただき皆様の御理解、御支援をお願いします。

公益法人の税制について

今、日本は民間の活力を高めてゆくことが求めら

れています。新しい公益法人制度もその一環で、税

制面からも民間の公益活動を支えていくため、公益

社団法人・公益財団法人について、公益目的事業か

ら生じる収益を非課税にするとともに、特定公益増

進法人と位置づけ、税制のもとで寄附優遇の対象と

する措置を講じることになりました。具体的には収

益事業のみ課税され、公益目的事業については非課

税であり、利子配当についても非課税になります。

さらに寄附金税制についても大幅な優遇措置が認め

られました。金銭寄附については現在以下のように

なります。

１．所得税　寄附をした個人は確定申告すれば（寄

附金－2,000円、課税所得の40％を上限）を所得

控除できます。

２．個人住民税寄附金控除は、都道府県民税の場合、

寄附金から2,000円を控除した額の４％。市町村

民税の場合は６％。重複指定であれば10％を納

付すべき税額から控除できます。

３．法人の特定公益増進法人に対する寄附の場合、

従来の一般寄附金の損金算入限度枠とは別枠で

「（所得金額の6.25％＋資本金等の額の0.375％）×

「公益財団法人群馬健康医学振興会」

認定にあたって

公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長　森川　昭廣（昭44卒)
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医学部ワンダーフォーゲル部からの発案によるヒ
ュッテ建設準備小委員会の昭和52年（1977年）の
発足を契機として、2年間の準備期間の後に、昭和
54年（1979年）12月11日に群馬健康医学振興財団
の第一歩が踏み出されました。
その後、当財団は群馬大学医学部同窓会刀城クラ

ブと車の両輪となって順調な道のりを歩んでおりま
したが、ご存知のように、わが国のすべての財団法
人は平成25年11月30日までに、公益法人か一般法
人のいずれかを選択しなければならないことが法に
より定められました。そこで役員一同で協議した結
果、私どもは一般財団法人の道を選択しました。そ
こで群馬県に移行申請をし、平成24年３月21日に
一般財団法人として認可されました。しかし、その
時にも私どもは今後、当財団の財政基盤を強固なも
のとし、目的とする諸事業を達成するためには近い
将来、公益財団法人への道を選択するのが最良の道
であろうという結論に到達していました。そこで、
公益財団法人格取得のため準備をはじめ、私共が考
えていた予定よりも早く、平成27年４月１日に群
馬県より公益財団法人として認定されることになり
ました。
一般財団法人から公益財団法人への生まれ変わり

がこのようにスムーズに迅速に行われたのは、群馬
県担当官の温かいご指導のおかげもありますが、森
川理事長、事務局のひとかたならぬ御尽力のたまも
のであると言っても過言ではありません。この場を
かりて、お礼の言葉を言いたいと思います。
公益財団法人に生まれ変わった群馬健康医学振興

会発展の基盤を支える事業としては、①医学研究、
調査および教育に対する助成事業、②地域医療の振
興、地域住民の医学的知的向上のための講師派遣事
業、③医学的書籍の発行事業があります。この3本
柱が、よりよいバランスを保ちながら当財団の発展
に寄与して欲しいと願ってやみません。さらに、今
後、公益財団法人となった群馬健康医学振興会が順
調に発展するためには皆様の温かいご支援と財政基
盤への援助が必要不可欠なことは言を俟ちません。
ここに、公益財団法人群馬健康医学振興会の設立を
祝うと共に、これからの当財団の益々のご発展をご
祈念いたします。
おめでとうございます。

「公益法人制度」とは
民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業

で、その事業を適正に実施得る公益法人を認定する
制度が制定され、公益の増進及び活力ある社会の実
現に資することが目的とされている。
○法人としての要件は次のとおりです
（１）公益法人とは
行政庁の認定を受けた公益目的事業を行う法人で

ある。
公益目的事業とは
①学術、技芸、慈善その他の公益に関する定めら
れた事業を実施している。
事業区分に18項目が規定されている。
②不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの

（２）以上の２点を基準に、18項目のうち事業に必
要とされる主な事項等
１）公益目的事業の比率が、他の事業に比して
50％以上であること。
２）公益目的事業に係る収入がその実施に要する適
正な費用の償い額を超えないと見込まれること。
３）公益目的事業以外の事業を行う場合には、公
益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがない
ものであること。収益事業等から生じた収益の
50％は公益目的事業のために使用しなければ
ならない。
４）遊休財産額が制限限度を超えないと見込まれ
ること。

（３）税制の優遇について
新しい公益制度では、税制面からも公益活動を支

えていくため、公益目的事業から生じる収益を非課
税とするとともに「特定公益増進法人」と位置づけ
寄附優遇の対象とされている。
「特定公益増進法人」とは
公共法人、公益法人等その他特別の法律により設

立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の
向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく
寄与する次のような法人をいいます。
（１）独立行政法人通則法第２条第１項に規定する
独立行政法人

（２）地方独立行政法人法第２条第１項に規定する
地方独立行政法人で一定のもの

（３）日本赤十字社など
（４）財団法人日本体育協会など
（５）（省略）
（６）公益社団及び公益財団法人
（７）私立学校法第３条に規定する学校法人で一定
のもの

（８）社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
（９）更生保護事業法第２条第６項に規定する更生
保護法人

公益財団法人群馬健康医学振興会の

設立を祝う

一般財団法人群馬健康医学振興会

前理事長　山中　英壽（昭39卒)
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第11回役員会（平成26年12月18日）
出席者　飯野会長　他19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．医学部代表者及び新任教授との懇談会について
３．平成26年度退任教授記念送別会について
４．埼玉県支部総会について
５．その他
協議事項
１．交換留学生奨学補助金について
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

第１回役員会（平成27年１月22日）
出席者　飯野会長　他21名　学友会６名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．４学部同窓会懇談会について
３．その他
協議事項
１．平成26年度卒業生に対する記念品について
２．卒業時同窓会表彰学生の選考について
３．交換学生奨学補助金について
４．学術集会補助金について
５．会報編集状況について
６．名簿編集状況について
７．その他

【昇任】平成27年２月１日
高鶴　裕介（平15卒）器官機能制御学講座応用

生理学講師
平成27年３月１日

秋山　英雄（平８卒）脳神経病態制御学講座眼科
学准教授

戸所　大輔（平９卒）医学部附属病院眼科講師
平成27年４月１日

大山　良雄（昭63卒）保健学研究科教授
高橋　昭久（特別会員）重粒子線医学研究センタ

ー医学生物学部門教授
【採用】平成27年４月１日
取越　正己（特別会員）重粒子線医学研究センタ

ー物理学部門教授
河村　英将（平15卒）病態腫瘍制御学講座腫瘍

放射線学講師

【昇任】平成26年12月1日
笹島ゆう子（平３卒）帝京大学医学部病院病理部

教授

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　平形　利雄先生（平成24年11月４日逝去）
昭和24年卒　福田　和久先生（平成26年２月11日逝去）
昭和30年卒　荒居　龍雄先生（平成26年３月８日逝去）
昭和27年卒　村林利兵衛先生（平成26年９月23日逝去）
昭和24年卒　唐木田良成先生（平成26年10月18日逝去）
昭和32年卒　佐藤　昭吾先生（平成26年11月４日逝去）
平成10年卒　柏木　文蔵先生（平成26年11月20日逝去）
昭和39年卒　松井　　晶先生（平成26年11月28日逝去）
昭和39年卒　関　　秋芳先生（平成26年11月30日逝去）
昭和33年卒　設楽　敏明先生（平成26年12月９日逝去）
昭和48年卒　滝澤　　渡先生（平成26年12月19日逝去）
昭和40年卒　八木　久男先生（平成27年１月９日逝去）
昭和25年卒　新井　　勉先生（平成27年１月14日逝去）
昭和26年卒　小島巳枝子先生（平成27年３月13日逝去）
昭和42年卒　小沼　杏坪先生（平成27年３月15日逝去）
昭和40年卒　小川　　龍先生（平成27年３月21日逝去）

※［お詫び］前号236号掲載の松井晶先生の卒年に誤り

がありましたので再掲し、お詫び申し上げ

ます。

今年も桜の季節となり、附属病院
前の桜並木が見事な花を咲かせまし
た。先代の桜が県道の拡幅工事に伴

い伐採され、替わりに新しい若木が植えられてからは
や20年。今ではすっかり風格も出て、先代同様に、
附属病院の四季折々を彩っています。新年度を迎え、
昭和キャンパスにも間もなく新入生の明るい声が響く
ことと思います。今回の会報では、学会報告や支部だ
より・クラス会だよりをはじめ、多くのご寄稿を紹介
させていただくことができました。改めまして、大変
ありがとうございます。本会報が、会員の皆様のご寄
稿を通して、本学の伝統と新しい時代をつなぐ一助と
なりますよう、ますます努めて参りたいと思います。
同窓の先生方の温かいご支援を、引き続きどうかよろ
しくお願い申し上げます。 （菊地　麻美）

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）、菊地麻美
（平７卒）、星野綾美（平13卒）、岩崎竜也（６年）、
稲葉遥（６年）、小尾紀翔（５年）、稲葉美夏（３年）、
正古慧子（３年）、吉濱れい（３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12月24日～27年３月27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12月24日～27年３月27日までのご賛同者） 

鈴　木　庄　亮

ご芳名（敬称略）卒　年

昭37卒

【昇任】平成27年１月１日
石見　　拓（平８卒）京都大学環境安全保健機構

健康科学センター教授
【就任】平成27年４月１日
小山　　諭（昭63卒）新潟大学大学院保健学研

究科教授

人 人 事 事 内 内 学 学 

学 人 事 外 学 人 事 外 
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