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入学おめでとうございます

同窓会・刀城クラブの
歴史の重み
医学部同窓会・刀城クラブ
会長

飯野 佑一（昭46卒)

新入生の皆さんご入学おめでとうございます。同
窓会・刀城クラブへの入会を心より歓迎いたしま
す。当然のことですが、同窓会は皆さんのために、
そして我々同窓会員のためにあるのです。どうぞ同
窓会に対して忌憚のない意見を述べてください。同
窓会の発展は皆さんの肩にかかっているのです。こ
こで、同窓会。刀城クラブ設立の経緯と役割につい
て簡単に紹介いたします。
昭和27（1952)年正式に同窓会が設立され、刀城
クラブ同窓会と命名されました。刀城の刀は利根川
の刀（利）、刀圭{本来は薬を盛る匙(さじ)のこと、
転じて医術を表す}に通じる。城は赤城山の城、更
に学問の城郭を表す。母校の西側を流れる坂東太郎
利根川、北方にそびえる赤城山、周囲の景観を含め
ていかに当時の先輩方が母校を大切に思っていた
か、また医学会における活躍を目指していたかがわ
かります。卒業後も会員相互の親睦を図り連携を強
めてゆきたいとの熱い思いがあったのです。今年で
同窓会・刀城クラブ創設63周年になります。先輩
方が残してくださった昭和キャンパス内の木々の一
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つ一つにその当時の香りが感じられます。建物はす
べて新しくなりましたが、昭和キャンパス内の木立
の景観は建物とうまく調和し、一層役割を増してい
ます。
ここで同窓会・刀城クラブの目的及び事業につい
て紹介します。会則の第３条には、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
目的とするとあります。また４条には、本会は前条
の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を
行い、広く社会に貢献する。（１）会員相互の親睦
と発展に関する事業（２）会報、会員名簿の作成
（３）講演会、研究会等の開催（４）表彰、奨学・
補助金制度の実施（５）その他役員会で必要と認め
た事業とあります。これらに沿って同窓会は活動し
ています。学生の皆さんには、学友会や部活への援
助、医学祭への補助、医科学生同士の国際交流への
支援、学生の表彰などです。
会員数は約6000名、全国で先輩方が活躍されて
おります。皆さんには群馬大学医学部があり、同窓
会・刀城クラブが控えています。それが皆さんにと
って財産であります。どうぞ、多くの先輩方が築き
あげてきた歴史の重みをかみしめて同窓会・刀城ク
ラブを共に発展させてゆこうではありませんか。皆
さんが個性豊かな人間として、気骨のある人間とし
て、日本人としての誇りを忘れない人間として成長
されますことを強く願っています。同窓会・刀城ク
ラブ入会おめでとうございました。

新入生歓迎会（平成27年４月11日 基礎大講堂）
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入学オリエンテーション

新 入 生 歓 迎
学友会執行委員長

伊藤 大貴（医学科４年)
学友会執行委員長を務めております、医学科４年
の伊藤大貴と申します。刀城クラブの先生方のご厚
意により、本年も新入生歓迎会が執り行われました
ことを、学友会として感謝を申し上げます。
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
入学式や、同窓会オリエンテーションなど、皆さん
にお会いする機会に恵まれ、皆さんの姿を見ますと、
私が入学した時のことを思い出します。入学式に始
まり、同窓会オリエンテーション、先生や先輩方を
前にしたゆうすげでの一発芸、チューターの先生と
の顔合わせ、各部活動の新入生歓迎会。新入生の春
は、飛び去るように過ぎていったと記憶しています。
そのなかで、私は段々と群馬大学の良さを実感して
ゆきました。それは、先生や先輩方と後輩との距離
が近い、ということです。入学してから早くも３年
以上経ちましたが、その印象はますます強くなるば
かりです。
これから、新入生の皆さんは医学生として学生生
活を始めます。是非、視野を広く持ち、様々なこと
に挑戦してください。群馬大学では、多彩なことを、
奥深く行えます。医学の勉強も、授業だけではなく、
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様々な勉強会やシンポジウム・学会で学生を受け入
れてくださいます。部活動やサークルも、群馬大学
では多彩です。自分に合った部活・サークルを探し
てみてください。研究に興味のある方は、MD-PhD
コースに入り、医学研究を学生のうちから始めるこ
とができます。アルバイトをして、社会経験を積む
のも良いでしょう。もちろん、学友会も新入生の皆
さんの参加をお待ちしております。広く多様に、ま
たは狭く奥深く。皆さんの可能性を試してみてくだ
さい。
その学生生活の中で、もし困ったことがあれば、
いつでも学友会に相談してください。「学友会」は、
医学科の全学生が加盟する自治組織ですが、その主
な役割は大学・同窓会と学生との 橋渡し です。
たとえば、年２回行われる「懇談会」では、先生方
と学生がカリキュラムや大学施設など、学生生活全
般について意見交換を行っています。また、同窓会
の会議にも出席させていただいております。皆さん
の意見をくみ取り、大学・同窓会へお伝えするため
に、年間を通してアンケートへのご協力をお願いす
るかと思います。まだ見ぬ将来の後輩が、よりよい
環境で学生生活を送るために、ご協力のほどよろし
くお願いいたします。
最後になりますが、同窓会の皆様には様々な場面
にてご支援をいただき、大変感謝しております。そ
して、われわれ学友会がこのように活動を継続する
ことができるのは、教授をはじめとする先生方や大
学関係者の皆様が学生の声に耳を傾けてくださって
いるからに違いありません。今後とも、暖かいご支
援・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

新入生歓迎会（平成27年４月11日 基礎大講堂）
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ている開腹手術事故調査委員会の結果も踏まえて、

群大病院の
信頼回復を願う

当該診療科及び病院の体制について、総合的に検証
する委員会を別途立ち上げ、その結果等を公表して
ゆくとのことであります。
まず倫理審査委員会に申請書を提出しなかった問

医学部同窓会・刀城クラブ
会長

題でありますが、群馬大学大学院医学系研究科臨床

飯野 佑一（昭46卒）

研究倫理審査委員会規定が平成19年６月19日に制
上州前橋も新緑の美しい季節となりました。同窓

定され、平成23年４月１日に改正されています。腹

会員の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょ

腔鏡手術が開始された平成22年の頃は改正前の規定

うか。この度の群馬大学病院の医療事故に関する一

であったと思われます。改正後の規定によりますと、

連の報道に会員の皆様は大きな衝撃を受けられたこ

委員会は臨床研究に関し、医学系研究科長から諮問

とと思います。まず、同窓会員の皆様方に群大病院

された研究計画について、倫理指針に基づき、倫理

で起きたことを事故調査委員会の報告書を基盤とし

的及び科学的観点から計画の実施の適否等について

て報告し、同窓会としては不幸にも亡くなられた患

審査する。委員会はその研究計画の変更、中止その

者さんに対して心よりの御悔みを申しあげたいと思

他必要と認める意見を研究科長に対して述べること

います。

ができる。その適正性及び信頼性を確保するための

群馬大学病院で腹腔鏡下肝臓手術を受けた患者さ

審査を行うことができると記載されております。従

んが４年間で８人亡くなられた事がマスコミで報道

って、事故防止と、第三者に意見・判断を仰ぐこと

されました。病院内の倫理審査委員会への申請がな

が術者及び医療チームにとって有益であることか

されずに、保険適用外の手術もあり、患者さんや家

ら、積極的に倫理審査委員会の判断を仰ぐべきと思

族に対するインフォームド・コンセントも十分には

います。それによって保険適用外手術を無くすこと

得られていないとされましたが、詳細は不明な点が

にも寄与し、また患者さんや家族からの切実な要望

多く、何かの間違いであろうと思っていました。同

がない限り適応外手術も確実に減少すると思われま

窓会の先輩方数人からよく確認してほしいとの問い

す。よって倫理委員会への申請は必要不可欠であり、

合わせの電話があり、中には手紙を下さった同窓会

今後は申請に関する基準を、現状より明確に整理す

員もおられました。しかし報道発表から１ヶ月後、

ることが急務であると思います。さらに手術全般に

カルテの記載が不備で、客観的な事実確認が困難で

言えることとして治療側の真意は簡単に理解しても

あることが判明し、その後デスカンファレンスが実

らえないケースが多く、だからこそ時間をかけて十

施されていないこと、同時期の同様な疾患に対する

分なインフォームド・コンセントを行うべきであ

開腹手術でも10人の患者さんが亡くなられた事など

り、状況次第では医療アシスタントを付けるなどの

が続けて報道されました。

工夫も必要であると思われます。ただしこれらをク

医療事故による８死亡例について平成27年３月３

リアしても、カルテを始め関係書類の記載に不備が

日に「群馬大学医学部附属病院腹腔鏡下肝切除術事

あれば、事実を秘匿させ、また歪曲される可能性が

故調査報告書」及び「患者別自己報告書（１）〜

生じ、更に後からの弁明は信憑性に欠け、説得力も

（８）」として事故調査委員会の調査結果が病院側か

ないため、事実と異なる報道に対する反論すら困難

ら公表されました。その内容は報道された内容とあ

になります。仮に記録の不備が原因で患者さんや家

らすじはほぼ一致していました。しかし病院側の検

族に対する治療側の姿勢まで悪く解されるとすれ

証の最終報告では腹腔鏡手術で亡くなられた８名の

ば、誠に残念なことであります。このような一連の

患者さん全てに、病院側の過失が認められたと報道

問題に関し情報が全く入らなかったことを思うと、

されましたが、後に４月２日の病院側の発表によっ

己の情報不足を恥じるとともに、何も力になる事が

て、亡くなられた８名の患者さんすべてで過失が認

できなかったことが悔やまれます。情報を広く共有

められたとした部分が削除されています。群大病院

することが大切ではないでしょうか。

では今後腹腔鏡下肝切除術のほか、現在調査を行っ
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度見てみたいと思います。本会は、会員相互の親睦

附属病院長(群大医、昭57卒)に変わられました。各

と研修を図るとともに、群馬大学医学部の発展に寄

役職のリーダーシップが期待されています。また、

与し、併せて学術研究向上のために貢献する事を目

群大病院では医療の質や安全体制を向上させるため

的とするとあります。まさにこれに従い、原点に返

に、2015年４月１日からナンバー科の区分をやめ、

って会員相互の親睦をさらに強め、多方面からの情

完全な臓器別診療体制でスタートしました。これに

報を早めに察知し善処してゆくことも同窓会の大切

より外科診療センターとなり、消化管外科、肝胆膵

な責務と考えています。

外科、呼吸器外科、循環器外科、乳腺・内分泌外科、

このような時こそ、同じ医療事故を二度と起こさ

小児外科にわかれ、再スタートしたわけです。内科

ないため、さらには多くの患者さんを救うため一致

も同様に内科診療センターとなり臓器別になりまし

団結し、信頼回復に向けて真摯な気持ちを持って全

た。新しい診療体制での成果が期待されています。

力で取り組むことを群大病院に望みます。それには、

今は、亡くなられた患者さんのご冥福をお祈りい

今回の事故の事実確認とその対応について明らかに

たしますとともに、一日も早く群大病院の信頼が回

し、診療体制と管理体制の両面を早急に整備すると

復されることを願っています。同窓会・刀城クラブ

ともに、責任追及に終始することのない再発防止に

は信頼回復に向け新生群馬大学医学部附属病院に対

主眼を置いた調査となることを望みます。

してできることがあれば全面的に協力してゆく所存

群馬大学では４月１日より、高田学長から平塚学
長(群大工、昭42卒)に、和泉医学部長から峯岸医学

でありますので、同窓会員の皆様の今後益々のご支
援・ご鞭撻をお願いいたします。

部長(群大医、昭52卒)に、野島附属病院長から田村

昭和地区航空写真（平成25年５月撮影 本部事務局提供）
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を特に記憶していたかと医師が話したとする内容に

医学部長就任

隔たりがあります。
肝臓がんの手術については、術前の肝機能予備能

新臨床実習の
導入に向けて

の評価により切除範囲が決まるとされています。術
前の肝機能が正常であれば、３分の２を切除しても
数か月で再生しますが、肝硬変があれば15％しか

産科婦人科学
教授

峯岸

平成27年(2015年)５月31日

切除できないとされています。術後の肝機能には、

敬（昭52卒）

術前の機能以外に手術時の出血量などの手術侵襲の

医学教育における重要な変化は、現在の医学・医

要素が加わるので、更に複雑で個々の症例で一定の

療のグローバル化の中で、医学教育を国際標準に基

評価を行い、その評価に基づいた切除を行っても、

づいて行うことが求められていることです。つまり

完璧な評価法などはありませんので、術後に肝不全

医学生が医療チームの一員として医療に積極的に参

を合併する症例が発生すると思います。思わぬ肝機

加する、診療参加型臨床実習が求められています。

能不全を起こした症例に対する解析が重要で、その

医学生にも医療チームの一員として患者・家族とま

予測の誤差を少なくするための解析は、術前にでき

た他のチーム構成員と良好なコミュニケーションを

るだけ情報を集めておくことではないでしょうか。

築き、正確な病歴と身体所見をとり、記載して、そ

最善を尽くした医療行為であっても、結果が予想よ

の上で鑑別診断と診断計画をたて、治療法まで考察

り悪かった場合は、その原因分析が必要になると思

していく過程を重要視しています。今後このような

います。例えば、術後90日以内に死亡される例が

医学教育を実行するにあたり、今回の群馬大学医学

あれば、術前評価、手術術式、術後管理を一貫して

部附属病院の医療事故について考えてみました。

検討する必要があると思います。一方、これらの医

外部委員を含む調査委員会による現時点までの報

療行為の解析には、診療録の記録が必要であり、つ

告においては、インフォームドコンセント、手術手

まり症例の検査結果とこれに対する医師の思考過程

技、治療録の作成、保険適用外手術の保険請求、診

とこれに基づく医療行為の記録が不可欠です。医師

療体制などをはじめとして様々な問題点が指摘され

が患者さんの管理のために多忙であることは推測で

ました。

きますが、これを理由に診療録を不充分にすること

事故調査委員として個人的に私が問題であったと
思う点があります。今回の医師は十分に時間をかけ

は、結局、患者さんを大切にしていないことになり
ます。

て話をし、ご本人もご家族もきちんと理解していた

医学生が臨床に参加することにより、現場の負担

と思っていた。しかし患者さんは、自分がどのよう

が増加することも明らかであり、如何に医師の仕事

な状況で、どのような手術を受けるかを認識してい

をサポートしていくかの工夫が必要であると思いま

なかった可能性が高く、ご家族も術後の状況を予測

す。この点で、医学教育センターの役割はさらに重

できなかったと感じられます。一般に、医師の話の

要であり、現在患者さんに対して、学生が診療に参

中には多くの専門用語があり、また、時間をかけて

加することに対する了承の取り方、学生のカルテの

話しても、印象に残るのは、数値だけであったりし

書き方、学生の思考過程の記録の仕方などが検討さ

ます。医師が限られた時間の中で、一方通行の説明

れています。これらの新しい臨床重視の学生教育に

により、義務を果たしたと思うことはありがちなこ

ついて、当然外部からの評価が行われることが決ま

とです。患者さんの理解度を判断する手段は、現在

っていますので、これについても医学部の教育全般

のところ、当時者以外の第三者が同席し患者さんの

に対する自己評価をしつつ外部評価に備える必要が

反応から判断し、また医師が退席したのちの確認な

あります。

どによると思います。これらの会話のやり取りが記

今後の医学教育においては、臨床参加型の実習に

載されていない場合、今回の場合がこれに当たりま

どのように準備していくか、医学部における研究を

すが、患者さん家族の認識と医師の話した内容を照

どのように担保していくかなど難題が山積みです。

合することができません。一時間以上も時間をかけ

同窓の先生方のご指導とご鞭撻を受けて医学教育の

て説明したとする医師の話は正しいと思いますが、

規範を示せるように努力したいと思いますので、よ

家族がどのように理解していたか、どのような表現

ろしくお願いいたします。
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ちろん問題意識を持つだけでなく、それを解決する

病院長就任

ことが求められていますので、私一人ではなくて有
能かつ同一の問題意識を持った同僚たちの協力が不

信頼回復に
全力を挙げて

可欠ではありますが、幸い周囲にたくさんの協力者
もいてくれますので、本院の信頼の回復に全力を挙
げて取り組む覚悟はできています。

総合医療学
教授

第238号

どの組織でも改革時には痛みを伴い、それに反対

田村 遵一（昭57卒）

する勢力も多いことは当然ですが、昨年暮れからの
平成27年４月１日付で国立大学法人群馬大学理

外科の統合、再編成に関しては、桑野教授を筆頭に

事（病院担当）・附属病院長（以下本院）に就任し

両外科のスタッフが一丸となって取り組んでくれ、

ました、田村遵一です。

絶対に不可能と言われていた外科診療センターが名

昨年秋以来大々的に報道され、大変なご批判を浴

実ともに４月より稼働しました。実務的な作業をリ

びてきました外科の一連の手術死亡事例と、それに

ードしてくれた浅尾教授、西山教授、あるいは当事

対する事故調査の手抜かりにより、同窓会の皆様に

者の堀口、茂木新科長ほか、皆さんの努力に敬意を

大変なご心配とご迷惑をおかけしています点、心よ

表し、また感謝しています。組織、制度の改革は大

りお詫び申し上げます。

変で、やらないための言い訳はいくらでもあり、一

この原稿を執筆しております５月下旬までに、特
定機能病院の指定取り消しが決定し、また臨床研究

見不可能のように見えますが、やろうと思えばでき
る、良い見本となりました。
今回の問題では、外科医個人としても勿論問題が

中核病院も事実上取り消し、がん拠点病院も指定取
り消し、肝胆膵外科研修指定病院も取り消し等々、

あり、今後客観的、公平、公正な検証を通してその

今まで先人達が懸命の努力により取得してきました

責任が明らかになると思いますので、ここではこれ

各種の施設認定が、それこそ身ぐるみ剥がされてき

以上触れませんが、個人攻撃でなく、このような事

ています。当然補助金も打ち切りで新しい取り組み

態を引き起こしてしまった本院全体の体質が大きな

は困難となりました。言うまでもないことですが、

問題とされており、私もそのように考えています。

群馬県地域の皆様、患者さん。ご家族、あるいは医

事故の再発防止策として、リスクマネージメントの

療関係の皆様からの信頼も失墜し、本当に厳しい状

観点から様々な仕組み、組織改善を大至急進めてい

況に追い込まれています。創立以来70年、本院に

ます。これは緊急処置として重要ですが、さらに根

とって、あるいは群馬大学全体にとって未曾有の危

本的な問題から目をそむけていると必ず同じような

機と言えると思います。

問題が起こると思いますし、そうなったら本院70

私は自分の能力不足を自覚していますし、このよ

年の歴史が終わってしまいます。組織改革とそれを

うな時期に病院長をお引き受けするのは無謀である

運用する制度改革は対症療法として喫緊の課題です

とのアドバイスもいただきました。また、さまざま

が、やはり本院あるいは群馬大学医学部（医学系研

な理由から私に対するご批判も強いことも指摘され

究科）全体の文化、風土についてきっちり検証し、

ています。しかし、平塚新学長の病院改革に対する

抜本的に改めない限り、社会からの評価は得られず、

強い意欲と私に対するご期待を受け、敢えて病院長

信頼回復も夢のまた夢、となってしまいます。現在

をお引き受けしました。ご承知の方も多いかと思い

までご意見をいただいた外部の有識者の皆様も同様

ますが、平成11年に総合診療部長として教授を拝

のお考えだと思います。

命して以来、群馬大学医師会として常に群馬県医師

この際、群大病院は民間に移行した方がいいので

会を初めとする社会と向き合い、また教務委員長、

は、といった厳しいご意見もいただいておりますが、

研修センター長と教育担当として、やはり県当局や

それに対する反論は別としても、先輩たちが70年

群馬県内外の病院とのやり取りを通じて、本院に対

間にわたり営々と築いてこられた群馬大学医学部附

する外部からの評価、ご批判にさらされてきました。

属病院の歴史をきちんと後世に引き継ぐことが私た

これらの経験から、本院の問題点を客観的に判断す

ちの義務と肝に銘じて努力いたします。どうかご支

る材料を多く身につけてきたと自負しています。も

援よろしくお願い申し上げます。
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改組することができました。

保健学研究科長就任

さらに、保健学研究科では、保健学科設置以来継
続していたチーム医療教育をさらに発展させるた

保健学科から
保健学研究科への歩み

め、前保健学研究科長の渡邊秀臣先生が主導し、チ
ーム医療教育の国内ネットワークを構築しました。
このネットワークは10大学で構成され、Japan

保健学研究科
教授

Interprofessional Working and Education

村上 博和（昭53卒）

Network（JIPWEN）と命名され、群馬大学が取り
少子高齢化社会となった我が国においては、社会

まとめを行いました。その主な活動は、チーム医療

構造や生活習慣の変化に伴い、疾病・障害構造が大

教育方法の開発とWHOとの連携でした。チーム医

きく変化するとともに、介護問題をはじめ新たな社

療教育方法の開発に関しては、英文書籍

会的、経済的、保健医療的問題が多数生じてきまし

「Advanced Initiatives in Interprofessional

た。国民の要望も大きく変化・多様化し、健康志向

Education in Japan」を発行しました。WHOとの

が高まり、生活の質の向上や健康寿命の延長が求め

連携に関しては、WHO要人を招いたシンポジウム

られています。

を開催し、さらに５名の保健学研究科教員を順次６

しかし、我が国では医師、看護師を中心とした医

か月ごとにWHO本部へ派遣しました。これらの成

療人の人材不足と保健･医療の地域格差が顕著とな

果が認められ平成25年に保健学研究科がWHO

っています。一方、財政問題を考えると、人員の増

collaborating centerに指定されました。保健人材

員には制約があります。この状況に適切に対処する

育成分野では、群馬大学が国内初でした。

ためには、保健学分野に属する看護師、保健師、助

平成26年には文部科学省の指導に基づき、「ミッ

産師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士など

ションの再定義」が行われました。これまでの実績

の専門医療人の資質を高める必要があります。また

と自分たちの大学運営のミッションを文科省に提出

現在、国際的には高度な指導的資質を有する専門的

し、以下の「強みや特色などの役割」が認められま

保健医療人の不足が深刻な問題となっています。特

した。

に、発展途上国では保健医療現場の専門医療人のみ
ならず、医療教育現場でも指導者が不足しています。

『群馬大学の理念等に基づき、「全人的医療」と
「チーム医療」をキーワードに、確固とした倫理観

実は、我が国においても保健学教育に携わる教員が

と豊かな人間性をもち、高度な技術と知識を備え、

不足しています。例えば、看護系大学は現在200校

チーム医療のリーダーとなる人材を育成する。医療

を超え、教員の争奪戦が起こっています。よって、

系の国立大学として充実した研究環境を活かし、保

保健学マインドをしっかり持った保健学教育者の養

健学研究を推進する研究者の育成や教育者の育成を

成が急務です。このような社会的要請に応えるには、

積極的に推進する』

学部教育における高度な知識と技術を持った医療専

この文部科学省の評価は、保健学の研究を推進す

門職の養成に加えて、大学院における教育・研究を

る施設として認められたものであり、非常に高いも

充実させ、保健学各領域における研究者と教育者の

ので国立大学のベスト10に入っているとされまし

養成が必要です。

た。

そこで、保健学科は、保健学教育と研究の充実に

以上のように、保健学研究科はゆっくりですが着

向けて、様々なプロジェクトを立ち上げ、また特別

実に成長していると感じています。しかし、この成

経費（概算要求）やGood Practice（GP）などの競

長は、大学本部はもとより医学系研究科および刀城

争的資金獲得にも挑戦し、実現してまいりました。

会の皆様の温かいご支援によるものであります。今

その実績が評価され、平成23年に保健学研究科に

後もご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申しあげます。
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模が大きく医師やスタッフも多く、内科･外科系共

母校に望む 53

に細分化され、中国四国地方から多くの研修医や若

群馬大学医学部の
発展を願う

手医師が集まります。関連病院は中国地方一円に広

弘前大学大学院医学研究科脳神経内科学

がある大きな大学はこのようなものかと良い経験と

教授

がっており、国から多額の研究費を獲得し先端的な
研究を推し進める体制を目指しておりました。歴史
なりました

東海林幹夫（昭55卒）

2006年に異動した弘前大学病院は青森県にあり、
私が群馬大学医学部を卒業したのは1980年、昭

岡山大学とは異なり規模は群馬大学より小型の地方

和55年です。当時は直接の入局・研修というシス

大学です。弘前城の桜とねぷた祭りが有名で、津軽

テムでしたのでもう35年が過ぎたこととなります。

地方として長い歴史を持っています。１学年は120

神経内科はプレハブ1階建てのリハビリテーション

人程度で、年々県内枠の学生が増加しています。東

研究施設にあり、平井俊策教授、森松光紀助教授、

北地方は元々医師が少ない土地柄ですが、臨床研修

岡本幸市助手がおられ、病床は３内と２内に２床ず

制度によって、卒業生が大学や関連病院に残らない

つの４床で、大学院を卒業されたばかりの山口晴保

ため、この10年間地域医療そのものの崩壊が大き

先生と一緒に入局し、ベットを持ちました。以後、

な問題となりました。小児科、産科ばかりではなく、

前橋老年病研究所附属病院と大学病院を行き来しな

外科内科とマイナーでも関連病院の維持が難しく、

がら、臨床と研究を続け2001年に岡山大学神経内

各教室の大きな仕事は地域医療を担う医師を増やす

科に移動し、2006年からは縁あって弘前大学で神

ことが求められます。基礎教室はさらに深刻で、教

経内科教室を主催しています。

室の統廃合とスタッフ確保が大変なことを目の当た

群大から離れて15年が経ちました。この間、日

りに経験しました。

本の各大学医学部は独立法人化と大学間競争、新た

神経内科もご多分にもれず教室員は少ない状態で

な研修医制度など大きな変化を迎え、現在はグロー

すが、本格的な臨床神経学の教育と先端研究をモッ

バル化の真っ直中です。群馬大学はこの間、医学部、

トーにこの問題に取り組んできました。全国の先生

病棟共に素晴らしく整備され、重粒子線治療を始め

から弘前大学卒業生は神経内科学を良く教育されて

とする先端医療を整備されました。神経内科も新た

いるとお褒めにあずかっています。それでも県外の

に池田佳生教授を迎え、大きな発展を迎えているこ

研修を希望する人が多く、群馬出身の卒業生を群馬

とと思います。昨今のマスコミで群馬大学病院がた

大学や関連病院に毎年推薦をしています。また、学

びたび取り上げられ大変心配していますが、これも

会発表や研究、海外留学に興味のない、価値観の異

必ずや解決されることと思っています。

なる若手の医師が多いことも気になりました。この

池田佳生先生の教授就任に久しぶりに前橋にお伺

様な全く異なる環境の中で人を育てることが如何に

いし、群馬大学の先生方とお会いする機会を得まし

重要かに思いを巡らし、日々教室員と共に研鑽して

た。私たちが教わった東京大学出身の先生方は退官

います。

され、多くの教授が知っている世代の群馬大学出身

この様な経験から、遠く離れた弘前から私が望む

の先生であることに驚きました。皆さん大学と病院

ことを考えます。まずは、群馬大学は関東の勇とし

を牽引する方となられ、また、研究の方向性を聞か

て、地勢学的にも学問的にも恵まれた環境にあるこ

せていただき大変心強く思いました。一方で、前橋

との自覚をお願いします。私の在学していた時に教

市の地盤沈下や群馬県の地域医療における医師不足

わった生理学の高木貞敬教授が前橋ケンブリッジ論

のお話も伺いました。そう言われてみますと大学の

を常日頃からよく仰っていました。都心から離れた

周りは閑散としていますし、先日、伊香保で開催さ

前橋は学問と教育にはうってつけの地です。時代に

れた55卒の同窓会でも多くの先生からも群馬県に

振り回されることなく、世界に通用する医師･研究

おける医師不足の現状をお聞きしました。

者をゆったりと育て上げることをお願いします。群

2001年に異動した岡山大学医学部は長い伝統を
有する西日本を代表する大学で、医学部と病院の規

馬大学医学部が世界の大学ベスト10にランクイン
される日を期待しています。
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京都編 1
京都府立医科大学大学院

柳澤 昭夫

人体病理学教授

先生

を訪ねて

今回は京都にてご活躍されている２名の先生方
（柳澤昭夫先生（昭51年卒）、石見拓先生（平８年
卒））を訪問し、インタビューをさせていただきま
した。３月末、まだ厳しい寒さの残る京都ではあり
ましたが、先生方から多くの貴重なお話をお聞きす
ることができ、充実した時間を過ごすことができま
した。今回はまずはじめに柳澤先生のインタビュー
記事を掲載させていただきいます。
学生：先生のお仕事内容について教えていただけま
すか。
先生：今の一番の仕事は診断病理だね。大学院の４
年間病理を学び、そこでは実験病理、具体的にはマ
ウスを使った脳腫瘍についての研究をしてきた。大
学院卒業後はマウスだけではなく人間についての病
理も学びたいと思い、病理診断ができる杏林大学に
行くことに決めた。というのも当時、病理診断部と

稲葉
遥（医学科６年）
稲葉 美夏（医学科３年）
正古 慧子（医学科３年）
吉濱 れい（医学科３年）

国立京都国際会館

して独立した教室があるのは杏林大学だけだったか
らね。その後はがん研究所の中では日本で一番古い
歴史を持つがん研で24年間研究した。がん研では
がんの診断学について研究した。このがんの診断学
というものは臨床ともかかわりが深くとても難し
い。臨床における治療法の進歩により治せるものも
少しずつ変化していることとも関係して、診断基準
というのは時代や場所によってもかなり異なる。今
はそれを一致させようとしているのだがこれがまた
難しい。一つ膵臓がんについての例を挙げたいと思
う。診断学の研究をするなかで、昔は特に膵臓がん
についての手術材料は少なくて、たまに手術材料が
出てきたときにはどこからどこまでががんなのか誰
に訊いても分からなかった。そんな中、臨床の先生
方と一緒になって、多数症例の標本をもとにしてデ
ータを集めて時代に合った新しい診断基準をつくっ
ていった。病理と臨床は密接に関わっており臨床の

左より、柳澤昭夫先生、吉濱れい、稲葉美夏、稲葉遥、正古慧子
（平成27年３月23日 柳澤教授室）
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先生の疑問に対してこちらが答える、逆にこちらか
らの疑問に臨床の先生が答えるというやりとりをた
くさんする。僕は医師になったからには臨床とも通
じるようなことをやってみたいと思っていたから診
断学はぴったりだった。その後ぼくはこの京都府立
医科大学に来てからも臨床と通じた病理診断を行っ
てきた。これが、僕の今までの仕事内容だよ。
（ここでがん研の百年史やマークなどを見せていた
だきました。）
さて、ここ
で一つクイズ
をだそうか
な。なぜ「か
に」ががん研
のマークに使
用されている
か分かるか
な？
学生：うーん
…わかりませ
公益財団法人がん研究会のマーク
ん、どうして
ですか？
先生：がんは英語でcancer、かにも英語でcancer
だからがん研のマークに使われているんだよ。日本
人が癌を岩にみたてたように外国人は癌をかにの甲
羅にみたてて癌をcancerと呼んだんだ。またこの
がん研のマークは刀のつばになっていて、かにのマ
ークの中央部に「刀を刺す」ことと「がんを刺す」
という意味がかけられている。
こうやってこのマーク一つにも多くの意味が込め
られているんだよ。面白いでしょう。
学生：そこまでの意味がこのマークにこめられてい
たとは知りませんでした。
学生：それでは、次の質問に移りたいと思います。
以前病理の医師が足りていないと聞いたことがあり
ますが先生はどのように感じていますか？
先生：病理医の仕事は日頃の診断、報告、研究。そ
の他にも臨床とのカンファランス、手術でとったも
のに対するディスカッションなど仕事は数多くあっ
てとても大変だよ。実際に病理に進んだ場合でも５、
６年はやらないと安心して診断を任せられない。今
ここには11人居るけど、ここにもう少し居てもい
いかなと思うくらいだね。関連病院などは１人でや
っている所もあるぐらい病理医は足りていないよ。
病理医の仕事の中でも診断は臨床とのコミュニケー
ションがすごく重要で、治療がどんどん進んでいく
臨床の早いスピードに病理も合わせていかなければ
ならない。だから臨床の現場で外科といっても消化

第238号

器、呼吸器、乳腺などと専門に分かれているように
病理も専門性が必要となる。こんな風に多くの専門
分野が必要になる分、それだけ多くの人数が必要と
なるんだろうね。また、今の時代は昔と比べて病理
組織で調べるがんの対象が、早期の癌を対象として
おり、癌が完全に取り切れているかどうか、詳細な
検索が必要になってきており、顕微鏡的に調べる時
間がより多くかかるね。これも人数が足りないとさ
れる要因のひとつかな。
学生：病理医師の診断によって治療の方向性が決定
することがあると思います。プレッシャーなどを感
じることはありますか？
先生：プレッシャーはもちろんあるよ。例えば自分
ががんと診断すればそこから治療が始まり、がんで
はないと診断すれば治療が行われないことになる。
１人で診断する時のプレッシャーは２人で診断する
時より大きいから僕はなるべく１人での病理診断は
行わないようにしている。若い頃は自分より上の人
に訊くことができたけど、今は自分が相談される側
になっちゃったからよりプレッシャーを感じるよう
になったかな（笑）
。けれども病理はガラス標本を用
いるから診断が難しい時、誰かに聞くことができる。
だから１人で背負うことも少なくて済むと思うよ。
学生：先生が考える病理の魅力とはどんなところで
すか。
先生：まず時間が自由であるということだね。病理
では自分に与えられた標本のノルマさえこなせれば
よいから、今は女性の病理医が増えているよ。日曜日
に子供と大学に来てやったりしている人も居る。子
供が成長して時間がとれるようになったらまた研究
を本格的にやる、ということもできる。自分の来たい
時に来れて、ライフステージに合わせた働き方がで
きるというのは女性にとっても働きやすい環境と言
えると思うよ。病理自体の面白さを今ここで伝える
のは難しいな。病理は一緒に顕微鏡を並べて、これが
なぜがんなのか、ということを一緒に考えていく中
で徐々に面白さが伝わるものだからね。ある程度の
数の標本をこなし、診断に迷い、また知識を増やす、
これを繰り返していく中で面白みが分かるはずだよ。
学生：先生は講義もなさると思いますが最近の学生
についてどう思われますか。
先生：講義は苦手だね（笑）。僕が見ている限り今
の学生はiPadを使って調べたりしてみんなまじめだ
よ。自分が学生のときはあんなにまじめではなかっ
たな〜。２年生のときに学生運動があって、３年生
は７月から始まり、解剖実習と座学の講義が一緒に
始まった。ある日、月曜の朝一の外科概論の講義に
出て行ったんだけど、教室の前の方の席で２人しか
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受けてなくて、僕は教室を覗いただけで講義に出ず
に帰ったことがあったな。でも出てない講義という
は今になってもひびくものだよ。ぼくは寄生虫の講
義に一度も出ずに試験も通ってしまったんだけど、
その分野の基礎は全くわからない。今はある程度出
ておけばよかったなと思うよ。学生時代、部活はテ
ニスをやっていて同級生が６人くらい居たかな。部
活をやっていてよかったと思うのはやっぱり人間関
係で、同じ釜の飯ではないがみんな一緒に居て気楽
というのが大きいと思うよ。
学生：学生のうちにやっておいたらよいと思うこと
はありますか。
先生：今はグローバルな時代で英語はとても大切だ
から、時間が自由に使える学生のうちに英語に触れ
る機会を増やすといいと思うよ。ぼくは留学経験も
ないし、学生の時はネイティブな人と話す機会もな
かった。でもがん研に居た時に、海外から病理医が
定期的に学びに来たことがあったんだ。その人たち
が横に座ると僕も一生懸命英語で色々説明した。あ
とはアルゼンチンから定期に病理医が来た時は、カ
ンファランスなどが全部英語になったりして。僕は
その中で英語に慣れていったかな。海外で講演を行
うこともあるが、やはり言葉で緊張するから、言葉
を自分のものにできればもっと気が楽だと思う。
broken Englishでも通じるのは通じるが学会など
で話す時はやはりスマートな英語が使えた方が良い
ね。京都府立医科大学では国際交流ができる場があ
り、外国人と昼休みに一緒にご飯を食べながら英会
話をする時間を持つ学生もいる。今の時代は教材の
種類もたくさんあるし、勉強というよりは気楽に学

平成27年(2015年)５月31日

べると一番良いね。語学はコミュニケーションツー
ルであり人並み以上に上手くなる必要はないが抵抗
がなくなるくらいにしておいた方がよい。
学生：先生のこれからの展望についてお伺いできま
すか。
先生：展望はないかな〜（笑）。ぼくは今、がん取
り扱い規約を決めるところで頭頚部、食道・胃、
膵・胆全てに関わっているから、すぐに引退するこ
とはできないけど年寄りがいると若い人が遠慮する
から、早く抜けて若い人にどんどん頑張ってもらえ
たらいいかなと思っている。あとは先ほども話した
ように病理医の数を増やしたいと思っている。
学生：最後に学生へのメッセージをお願いします。
先生：のびのびやってください。狭い世界ではなく
広い世界で挑戦して色々学んでほしい。ぼくも群馬
県出身で30歳まで群馬県に居たけどその後、様々
な場所でいろいろ経験した。外に出ていろんな世界、
広い世界を知ればたくさん楽しいことが待っている
と思うよ。みなさんがんばってください。
学生：ありがとうございました。
今回訪問インタビューが初めてだった私達は最初
緊張していましたが、柳澤先生がとても優しく笑顔
で対応して下さり、始終和やかな雰囲気の中でイン
タビューを実施することができました。とても興味
深いお話ばかりで、あっという間の時間でした。お
忙しい中お時間を頂きありがとうございました。
次回は京都大学環境安全保健機構健康科学センタ
ー 石見拓先生のインタビューを掲載させていただ
きます。

清水寺にて

京都府立医科大学前にて
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これら関連する分野からのフィードバックに傾聴す

学会報告（同窓会補助）

る機会を得て、より高い水準の産婦人科診療を提供

第67回日本産科婦人科学会
学術講演会
産科婦人科学
教授 峯岸

第238号

していくための糧にしていきたいと思いました。結
果として、患者さんの既往症、家族歴が女性の一生
の管理に重要な情報をもたらすことを再確認させて
もらいました。

敬（昭52卒）

招請講演としては、ナトリウム利尿ペプチド

この度、第67回日本産科婦人科学会学術講演会

（ANP、BNP、CNP）やグレリンなど数多くの新

（JSOG 2015）を2015年４月９日から12日までパ

規生体ペプチドンの単離・構造決定されている国立

シフィコ横浜を会場に開催させていただきました。

循環器病研究センター研究所所長の寒川賢治先生に

本学会のメインテーマを 知の連携 としました。

ご講演いただきました。海外招聘はスペインで多く

産婦人科内での各分野の連携を提唱した昨年の学術

不妊治療を施行し、症例の内膜の状況を分子生物学

集会の流れを汲んで、女性の健康を管理していくた

的に個別化する独特な技法を報告している

めにさらに必要な他診療科との連携を考えました。

Prof.Carlos Simon（Valencia University）、ゴナ

小児科、小児外科の新生児管理の向上のため産婦人

ドトロピン受容体の権威であるProf. Maria L.

科が提供する胎児の評価は予後改善のため重要で

Dufau（NICHD, NIH）と卵巣でのアポトーシス研

す。妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病の妊娠中の合併

究の先駆者である Prof. Benjamin K. Tsang

症の記録を女性の生涯健康管理の個別化に応用し、

（University of Ottawa）の３教授を招聘しました。

将来の高血圧症や糖尿病発症の予防に生かしていく

横浜の発展と世界遺産と指定された群馬の生糸産

必要があります。母児ともにシームレスな管理には

業を念頭に会を運営し、新記録の7792名の参加者

関連診療科との連携が必要です。また多くの診療科

を迎え、無事終了いたしました。同窓の先生方の温

で臓器に共通の腫瘍化の分子メカニズムが理解さ

かいご支援に感謝いたします。

れ、診断、治療が進歩しています。本学術集会では、
とって、学術交流の中核をなすものであります。

学会報告（同窓会補助）

2014年の第１回学術集会が岡山で開催され、産声

日本区域麻酔学会
第２回学術集会を開催して
麻酔神経科学
教授 齋藤

を上げたばかりですが、第２回目の開催を当校でお
引き受けしました。
第２回学術集会は2015年４月24−25日（金・土
曜日）に会場を高崎市の高崎ビューホテルと群馬パ

繁（昭61卒）

ース大学高崎校舎に設定し、開催致しました。演題

群馬大学大学院医学系研究科脳神経発達統御学講

には、脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔の歴史から、

座麻酔神経科学分野では、これまで、麻酔学・集中

最近普及が進んでいる超音波ガイド下神経ブロック

治療医学・疼痛学・ペインクリニック・環境医学な

まで、科学的好奇心をくすぐる内容を揃え、あわせ

どに関して臨床的および基礎的研究を続けて参りま

て、区域麻酔のハンズオンセミナーや生きた動物を

した。手術患者、集中治療患者の安全管理、区域麻

用いたウェットラボ、シミュレータを用いたワーク

酔による鎮痛もそうしたプロジェクトの一環として

ショップを行いました。当日は、全国の医療機関等

実施しており、現在までに国内外の専門誌にその成

から、総勢約600名の方々にご参加頂き、有意義な

果を報告しております。今回、これまでの活動内容

情報交換を行うことができました。

をご評価頂き、2015年度日本区域麻酔学会学術集

この会の開催にあたりましては、群馬大学医学部

会の当番開催校を担当させて頂きました。この学会

同窓会から様々なご支援を頂きました。会を代表し

は、区域麻酔の安全管理、神経ブロックを用いた各

て深く御礼申し上げます。

種鎮痛法の臨床ならびに基礎研究に従事する医師に
− 14 −
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度からトレーニングを可能にするSim man/Sim

医療人能力開発センターだより⑫

Baby、PACLSトレーニング用のハートシムACLS
トレーニングシステム、気道確保やAEDトレーナ

センター長
就任あいさつ

ー、ダヴィンチサージョントレーナー、【第２スキ
ルラボＡ】内視鏡手術用LAP-VR、上部下部消化管
やERCPのための内視鏡検査トレーナー。出産シミ

センター長

ュ レ ー タ SIM One。 中 耳 手 術 ト レ ー ニ ン グ

荒川 浩一（昭58卒）

VOXELMAN、精密人鼻腔モデル、気管支鏡トレ
ーナー、歯科教育用シミュレーションシステムのデ

本年４月より田村教授の後任として医学部附属病

ントシム、超音波画像診断トレーニング用のバイメ

院医療人能力開発センター長に就任いたしました。

ディックス、【第２スキルラボＢ】採血・点滴静脈

前任者と同様、今後とも、どうぞよろしくお願い申

内注射トレーニング用のシンジョーII、動脈採血・

しあげます。

CVC穿刺挿入・脊椎注射シミュレータ、耳の診察シ

まずは、本センターの現況をご紹介します。本セ

ミュレータEAR、眼底診察シミュレータEYE、糖

ンターは臨床研修センター、スキルラボセンター、

尿病網膜症シミュレータ、縫合手技トレーニングセ

女性医師等教育支援部門、地域医療推進研究部門と

ット、気管切開トレーナなど救急医療から各科臓器

事務部門の５部門からなり、それぞれがお互い協力

別診療などに関わる実用的な手技が体得できます。

し合う体制となっています。また、卒前・卒後一貫

●女性医師等教育・支援部門長の永井弥生准教授は

した教育体制の実現のため、医学教育センターとも

本センターの副センター長を兼任しています。現在

連携して運営を行い、社会の要請である良医の育成

の活動としては女性医師復帰、女性医学生支援を目

と充実した地域医療の実現を目指して、新しい発想

的とした交流会、講演会等が中心となっています。

で取り組んでいます。

永井先生は群馬大学男女共同参画推進室の副室長も

●臨床研修センターは、センター長として荒川が就

兼任され、文部科学省の女性研究者研究活動支援事

任しましたが、菊地麻美講師が同副センター長とし

業「育み育てる女性研究者支援：まゆだまプラン」

て引き続き様々な仕事をこなしてくれています。今

でも活躍されています。平成26年４月に教職員およ

年度は、地域医療枠の一期生６名が全員無事に卒業

び学生の交流スペースである「まゆだま広場」がオ

し、医師国家試験も合格して研修を開始いたしまし

ープンしました。

た。そのうち２名は本学附属病院で研修を行ってい

●地域医療推進研究部門では群馬県と協力して、鎌

ます。昨年の腹腔鏡下手術の医療事故の反省に基づ

田英男准教授、羽烏麗子助教が地域枠学生への支援

き、これまで徐々に進められてきた内科と外科診療

を目的としたセミナーや研修会などの企画立案、実

体制の再編を推し進めて臓器別に完全に移行し、こ

践に取り組んでいます。また、県内高校生向きの体

の４月よりそれぞれに診療科長がおかれました。さ

験学習にも多大な努力を払っています。地道な活動

らに、平成29年度から新専門医制度への移行もあり、

ですが、群馬県の将来の医療を担う人材育成が期待

研修プログラムの大幅な改訂作業や研修医のプログ

されます。具体的な活動としては、「高校生のため

ラム調整など仕事量は年々増加しています。また、

の医師職場体験セミナー」「医学生のための地域医

臨床研修医の獲得を目指して「レジナビフェアin東

療体験セミナー」「群馬県臨床研修病院見学バスツ

京」や「群馬県臨床研修病院合同ガイダンスin群大

アー」「ぐんまレジデントグランプリ」「臨床研修病

キャンパス」にて学内外の学生に対して幅広く説明

院合同ガイダンス」「ぐんま地域医療リーダー養成

会を開催しています。

キャリアパス」「群馬県臨床研修セミナー」の他、

●スキルラボセンターは、田中和美助教が再整備を

指導医養成講習会の実施、群馬県ドクターバンク事

してくれました。群馬県内随一の設備が整い、昨年

業も行っています。

度は５年前の３倍にあたる延べ12,727名の利用者と

最後に、地域医療の充実には人材確保が最重要課

なりました。ホームページから予約を取っていただ

題であり、研修環境の整備と魅力的な研修プログラ

ければ、学外の医療者もご利用できますので、ぜひ

ムの開発が必要です。同窓会の皆様におかれまして

ご活用ください。設備内容を簡単に紹介しますと、

は、医療人能力開発センターに対する引き続きご支

【第１スキルラボ】救急・集中治療現場で様々な角

援、ご協力よろしくお願い申しあげます。
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支 部 だ よ り
刀城クラブ神奈川支部総会
平成26年度報告
神奈川支部

鈴木 仁一（昭57卒)

去る平成27年３月７日、横浜市内のホテルにお
いて、会員のうち23名の出席を得て、平成26年度
刀城クラブ神奈川支部総会・懇親会が開催されたの
で、その報告をする。
総会において、これまで鈴木仁一（昭57）が支
部長を務めてきたが、平成27年度より長堀優先生
（昭58）が新支部長として務めることで了解された。
この後、懇親会が開催され、恒例の近況報告がな
された。
石戸淳一先生（平21）は、神経内科を専門にし、
新副支部長となられた高橋正純先生（昭58）から
の紹介で今回初参加となった。神谷雄二先生（平５）
は、聖隷横浜病院で糖尿病を専門にしている。渡邊
茂先生（平５）は、現在、相模原市で訪問診療に取
り組んでいる。松井利浩先生（平５）は、国立病院
機構相模原病院でリウマチを専門にしている。瀬崎
壮一先生（平元）は、整形外科で、横浜マラソンに
ランニングドクターとして出場予定である。林泰広
先生（昭60）は、聖隷浜松病院から、昨年10月聖
隷横浜病院に赴任した。都築馨介先生（昭61）は、
茅ヶ崎市の文教大学に勤務している。中山優子先生

第238号

（昭59）は、神奈川県がんセンターで重粒子線治療
を担当している。藤本修平先生（昭58）は、東海
大学で、専門の院内感染対策等に力を注がれている。
高橋正純先生（昭58）は、横浜市民病院で消化器
のがんの外科を専門にしている。長堀優先生（昭
58）は、４月から育成会横浜病院へ異動する予定
で、「見えない科学が見えてくる」というベストセ
ラーとなっている。鈴木仁一（昭57）は、昨年よ
り相模原市保健所に勤務している。早川和重先生
(昭53)は、北里大学病院で危機管理、医療安全を担
当している。西連寺完茂先生（昭51）18年前から
横浜市で開業している。古橋彰先生（昭51）は、
横浜市を退職し、医師業務、講演業務などの生活を
おくられている。大浜用克先生（昭47）は、月２
回沖縄にもどられている。丸山甫先生（昭47）は、
鶴見区で開業していたが、５年前にリタイヤした。
中村善寿先生（昭34）は、医科歯科大学に進み、
米国留学を経て、日赤横浜病院に赴任した。大沢伸
孝先生（昭34）は、石原忍先生のもとで勉強し、
現在相模原で仕事をしている。乃木道男先生（昭
34）は、心臓外科を専門にしてきた。加藤友之先
生（昭33）は、精神科のクリニックを二俣川で開
業している。吉田孝人先生（昭30）は、浜松医大
におられ、その後も神奈川にこられ、研究を続けら
れている。小島巳枝子先生は、横浜市で開業し、
50周年を迎えられた。なお、小島巳枝子先生（昭
26）は、今回の懇親会にお元気に参加していただ
いたが、その１週間後に急逝なされた。心よりご冥
福をお祈り申しあげる。

神奈川支部総会（平成27年３月７日 ホテルキャメロットジャパン「フロンティア」
）
後列左より：石戸、瀬崎、神谷、高橋、松井、中山、渡邊、長堀
中列左より：林、鈴木、早川、都築、藤本、古橋、丸山、大浜、西連寺
前列左より：中村 加藤、吉田、小島、乃木、大沢
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た。先生のライフワークに関する熱弁を１時間弱に

刀城クラブ東京支部
第８回総会・懇親会

わたってご披露いただき、参加者全員が楽しませて
いただきました。血液中のアミノ酸解析でガンやメ
タボリックシンドロームのリスクを検知する、アミ

東京支部長

堀

貞夫（昭47卒)

ノインデックススクリーニングという検診方法でし
た。そういえばテレビで「血液検査でガンの予知が

2015年３月14日（土）
、東京・渋谷エクセル東急

できます」という宣伝を聞いたような気がします。

で開催しました。参加者は当初41名を見込んでおり

「これは自分もぜひ受けなくては」と思いました。

ましたが、キャンセルの方と当日参加の方を加算・

ちなみにこの研究は「味の素（株）」と関連がある

さし引きして合計37名でした。

由、COI（利益相反）が開示されました。時間の関

小原甲一郎相談役（昭39年卒）の司会で開催宣言

係で「討論は個別に」ということで省略されました

があり、式次第により進められました。例年は同窓

が、これとは別に一時話題になった「高血圧と診断

会長のご来駕があってご挨拶をいただいておりまし

する際の血圧値」について言及があり、「わが国独

たが、今年は飯野会長には所用があって欠席され、

自の検診システムである人間ドック検診は健康とい

少し寂しい幕開けとなりました。最初にご挨拶いた

う財産への投資である」という持論を披瀝されまし

だいたのは、2014年度の地域医療貢献賞を受賞さ

た。日本抗加齢医学会雑誌に投稿された山門先生の

れた町田純一先生（昭29年卒）で、今までにもよく

論文の一文です。記念写真撮影の後に懇親会に入り、

耳にした「養心寮」時代の逸話と武勇伝を交えて、

約２時間を和気あいあいの内に過ごしました。閉会

先生の現況などをご披露いただきました。ご本人は

の辞は、これも恒例となっている「本日の若手代表」

大変ご満足のご様子で、他の出席者からのコメント

として笠原真紀先生（平12年卒：２児の母だそうで

も飛び交うなかでほのぼのとしたスピーチをいただ

す）にお願いし、無事閉会となりました。次回は

きました。支部会の１年間の活動報告と会計報告の

2016年（平成28年）３月12日（土）に開催と決め、

後、恒例の講演会にすすみ、今回は三井記念病院・

再会を約して散会しました。群馬大学同窓会のご支

総合健診センター所長の山門實先生（昭47年卒）に

援に感謝するとともに、会員の皆様のご健勝をお祈

よる「健康診断の近未来」をお聞かせいただきまし

りいたします。

刀城クラブ東京支部

第８回総会・懇親会（2015年３月14日（土）
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中で水沼先生の群馬大学医学生時代のお話で水沼先

沖縄支部からの近況報告

生が所属した剣道部が東医体での優勝の話から穏や
かな水沼先生御自身の中に武士（もののふ）が垣間
見えました。そして弘前での日常生活で、雪かきを

琉球大学脳神経外科
教授

石内 勝吾（昭60卒)

しなくて済むように高層マンションに住んでおられ
るというお話には、亜熱帯で有史以来雪の降ったこ

刀城会沖縄支部からの近況報告を２件まとめて投
稿いたします。

とがない沖縄ですが皆納得した次第。当日の外気温
は21度で沖縄にしてはやや寒いクリスマスイブでし

【水沼英樹先生を囲む会】

たが、冬の街を彩るイルミネーションやライトアッ

弘前大学産婦人科の水沼英樹教授（昭50卒）が産

プの中に三々五々解散となりました。雪の弘前から

婦人科学会の講演でご来沖され、平成26年12月24

沖縄の同窓会員への心温まる水沼先生のお話に深謝

日クリスマスイブの日に那覇市の中心部久茂地の琉

です。

球料理店美栄で歓迎会が開催されました。私、石内

【新垣義孝先生・長嶺竹明先生祝賀会】

（昭60卒）は水沼先生の飾らないお人柄に初対面と

平成27年４月27日、宜野湾市ラグナガーデンホテ

は思えない歓談の時を得ました。会合は刀城会沖縄

ルにて沖縄県政策参与に就任した新垣義孝先生（昭

県支部の恒例の近況報告から始まりました。歓談の

50卒）の就任祝賀会および群馬大学医学部を今年ご

水沼英樹先生を囲む会（平成26年12月24日

那覇市・美栄）

後列左より：石内勝吾（昭60卒）
、新川唯彦（昭53卒）、安里洋（昭50卒）、山根邦夫（昭44卒）、上里博（昭53卒）
前列左より：金城忠雄（昭44卒）
、水沼先生、新垣義孝（昭50卒）、大浜長照（昭48卒）、久高弘志（昭48卒）
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退官され沖縄にお越しになられた長嶺竹明元教授の

（昭49卒）が経営する陽心会大道中央病院内科（那

来沖記念祝賀会が開催されました。ここ沖縄県では

覇市）に勤務されました。群馬大学で長く医学研究

仲井眞弘多前知事から翁長雄志現知事になり、医療

や医学教育・医療技術を培った長嶺先生の豊富な肝

状況も若干の変革がなされようとしています。その

臓疾患に関する経験と知識は、現在脂肪肝の蔓延す

一環で新垣先生が沖縄県参与に推挙されました。新

る沖縄県の医療に多大な貢献すると思われます。こ

垣先生は沖縄県中部病院の副病院長であり、この４

の日は新川唯彦（昭53卒）幹事から更新された名簿

月からは併任して県政策参与として沖縄県の保健医

録が参加者に配布され41名の刀城会沖縄県支部会員

療福祉分野の行政職のトップ（副知事待遇）に就任

の現状報告と総括が金城先生（昭44卒）からなされ

されています。新垣先生は翁長知事とは同級生で知

ました。新川先生と金城先生は本会のまとめ役でお

事に物言える参与として沖縄県民の期待がかかって

二人とも温厚で快活なお人柄です。この日は祝杯で

います。新垣先生は温厚で実直かつ物事を前向きに

大分お酒が入った後の記念撮影となりました。なお、

捉えるその人柄から常に社交・医療の中心にいま

集会した平成卒業の渡邉孝君と菅原健一君も出席

す。

し、両先生はともに琉球大学脳神経外科講師として

一方、那覇市小禄ご出身の長嶺先生（刀城クラブ
会報237号６ページ参照）は今年４月から生まれ故

沖縄県の脳外科疾患の治療と医学生の教育に活躍し
ています。

郷で第２の人生をスタートし、同門の高良健先生

新垣義孝先生の就任祝賀会および長嶺竹明先生の来沖記念祝賀会
（平成27年４月27日

宜野湾市・ラグナガーデンホテル）

後列左より：渡邉（平９卒）大城（昭54卒）仲宗根（昭54卒）新川（昭53卒）源河（昭53卒）菅原（平10卒）
二列左より：玉城（昭57卒）瑞慶山（昭50卒）久高（昭48卒）玉那覇（昭51卒）大浜（悦）
（昭47卒）赤嶺（昭55卒）
前列左より：大浜（長）
（昭48卒）松岡（昭42卒）長嶺（昭51卒）新垣（昭50卒）金城（昭44卒）大浜（用）
（昭47卒）
石内（昭60卒）

− 19 −

平成27年(2015年)５月31日

群馬大学医学部刀城クラブ会報

第238号

クラス会だより
四四クラス会 in 山口
前田 昇一（昭44卒)
昨秋11月に山口宇部市に予定していたクラス会
が台風の影響で順延となり、春分の日（３月21日）
に山口市湯田温泉で行うこととなった。
急な変更にもかかわらず24名の参加者があり、

あっという間に終り、後は館内の女将劇場で１時間、

天候にも恵まれ正直安堵した。一人またひとり集ま

その後深夜までの二次会、まだまだ皆元気。翌22

る懐かしい面々、握手で交わす昔の温もり、瞬時に

日は、早朝８時30分宿を出発、バスにて東洋最大

蘇る学生時代のことなど。クラス会の醍醐味であろ

級の鍾乳洞の秋芳洞とカルスト台地へ向かった。洞

う。集合写真を撮り18時30分、クラス会開宴とな

内の散策は、古稀を過ぎた脚腰にはちょっときつか

る。地元世話人の前田とクラス委員の本多君の挨拶、

ったかな。洞を出て、カルスト台地の眺望と春風に

沖縄から参加の金城君による乾杯の音頭、そしてし

ほっと一息ついた。バスで台地を抜けて、萩八景の

ばらく会食歓談となる。サプライズは、岩手から石

一つ松本川河畔の雁嶋別荘で昼食を摂った。午後、

橋君が病を押して車椅子で奥様と登場。一瞬の驚き

萩観光となる。時間の制約があり、旧武家商家の屋

と大歓迎の拍手に迎えられ席に着く。経口摂取はで

敷の残る街並が観られなかったのは少し残念だっ

きないが絶えず満面の笑みで我々に応えてくれた。

た。NHK大河ドラマ「花燃ゆ」で、山口と群馬の

彼は脳梗塞の理想の治療として、アルガトロバン高

縁を再認識した。主人公の文とその夫揖取素彦が萩

用量治療の普及をライフワークとしている。彼の力

から群馬へ初代群馬県令として就任したことから、

の源でもあろう。ほんとによく来てくれました。参

吉田松陰の「至誠」の心が群馬の教育、産業にも影

加者皆の気持ちだった。全員揃ったところで、素晴

響したという。松陰神社、松下村塾遺址、大河ドラ

らしい笑顔の石橋君を中心にして再び集合写真を撮

マのドラマ館や萩焼会館へ立ち寄り、短い時間だっ

る。その後全員の近況報告を聴いて石橋君の退場と

たが維新から明治の時代に想いを馳せながら、15

なった。次の44会は２年後、田村・森川両君のお

時頃JR新山口、山口宇部空港へと帰路についた。別

世話で前橋と決まった。予定の２時間のクラス会は、

れを惜しみ、次のクラス会での再会を約束した。

四四クラス会（平成27年３月21日
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会員名簿編集委員会からのお知らせ
同窓会会員名簿編集用
ホームページを開設しました
名簿編集委員長

大山 良雄（昭63卒）

可能な限り会員名簿へ反映させていただきます。ご
返信をお忘れの方は、至急調査カードを投函してい
ただきますようお願い申し上げます。同窓会会員名
簿は事前に購入の申し込みを頂いた先生方にお送り
いたします（頒布価格１万円）。名簿購入のご予約

多くの先生方から平成27年度版同窓会会員名簿作

をどうぞよろしくお願いいたします。また、前号で

成のための調査カードのご返信をいたたき誠にあり

もお知らせいたしましたように、会員名簿編集用の

がとうございました。調査カード返信の期日（５月

ホームページを作成いたしました。名簿の編集状況

10日）は過ぎましたが、今後もご返信いただければ、

等を随時更新いたしますので、ぜひご覧ください。

同窓会名簿編集委員会

会員名簿編集用のホームページ
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財 団 の ペ ー ジ
表１ 事業（信州大学）

公益財団法人群馬健康医学振興会
の活動に思う

１．医学・医療の振興に必要な研究及び教育に対する助成

公益財団法人群馬健康医学振興会

４．地域医療を担う人材の育成

理事長

２．医師，看護師等医療関係者の医学知識向上のための助成
３．県民の健康教育の普及及び向上に関する事業
５．先端的医療技術の産学連携に関する事業

森川 昭廣（昭44卒)

多くの先人たちの言葉や活動にはしばしば感激さ
せられます。古くから
人の足跡を辿る

先人の道に学ぶ

とか

先

という言葉があり、歩む道を選択

するときの参考にする場合が少なくありません。一
方で、 先人の言われるを堅く執することなかれ
（道元）という言葉もあります。先人の言うことに
きつくとらわれてしまうことは避けなければならな
いという意味と思います。本法人の歩む道を先行す
る公益法人の辿った道を見ながらも、それにとらわ
れず新たな発展を求めて独自の道を探してゆくこと
も大切なことと思います。ここでは隣の長野県の

６．その他前条の目的を達成するために必要な事業

表２ 事業内容（信州大学）
１．長野県における医学・医療の振興に必要な研究及
び教育に関する事業
２．長野県内の医師，看護師等医療関係者の医学知識
向上に関する事業
３．長野県民に健康教育の普及及び向上に関する事業
４．長野県内の地域医療を担う人材の育成に関する事業
５．その他本会の目的達成するために必要な事業
公益財団法人群馬健康医学振興会 理事・監事・顧問・評議員名簿
五十音順

「公益財団法人信州医学振興会」の歩んでいる道を

役職名

見てみたいと思います。

氏名

卒年

理事長

森川

昭廣

44

常務理事

白倉

賢二

50

〃
理事

柳川
飯野

洋子
佑一

44
46

〃

岡田

恭典

平３

る」を掲げています。その事業は表１に示しました

〃

木谷

泰治

41

が、我々の財団の目標と大きく変わるところはあり

〃

鈴木

忠

45

ません。ただ、具体的な事業内容表２をみるとその

〃

竹吉

泉

57

〃

田村

遵一

57

〃

永井伊津夫

43

方々等、長野県民の医学、医療に関連する広範な分

〃

長嶋起久雄

44

野の方々が参画されています。今、医療・医学は内

〃
監事

根本
梅枝

俊和
定則

39
46

みでは解決できない問題が山積しています。その意

〃

鈴木

庄亮

37

味でこのような幅広い分野の方々の参画と活動は本

顧問
〃

饗場
奈良

庄一
純夫

31
31

〃

山中

英壽

39

評議員

金子

達夫

53

見ながら本法人の独自の発展を目指してゆきたいと

〃

小山

洋

56

考えております。財団のホームページがリニューア

〃

猿木

和久

53

ルし、独自のe-mailアドレスも決まりました

〃

福田

利夫

51

（gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp）。どうぞ皆様の

〃
〃

山田
横江

邦子
隆夫

44
52

公益財団法人信州医学振興会は平成21年12月に
認定申請を行い、翌年４月１日に移行登記が行われ
ました。この財団の目的として、「長野県における
医学・医療の向上と発展を促進し、県民の健康増進
と医療従事者の人材育成に寄与することを目的とす

活動の幅がかなり広いように思われます。また、役
員名簿から、信州大学関係者のみならず、経営者協
会、医学医療関係者・行政・医師会・薬品関連の

容が広範囲にわたりとても医学関連の知識や活動の

財団の今後の歩む道に大きな参考になると思いま
す。
今後、前にもお示ししたような先人たちの活動を

忌憚のないご意見をお送りください。
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勤務先
社会福祉法人希望の家附属北
関東アレルギー研究所所長
群馬県済生会前橋病院リハ
ビリテーションセンター長
くすの木病院乳腺健診センター長
群馬大学医学部附属病院小
児科講師
医療法人大誠会内田病院副院長
高崎健康福祉大学保健医療
学部長理学療法学科教授
群馬大学大学院医学系研究
科臓器病態外科学教授
群馬大学大学院医学系研究
科総合医療学教授
永井外科胃腸科医院院長
日高病院検診事業部健康管
理センター副センター長
メディチクリニック院長
梅枝内科医院院長
NPO法人国際エコヘルス
研究会理事長
群馬県健康づくり財団名誉医院長
奈良内科医院院長
医療法人社団美心会黒沢病
院予防医学研究所所長
群馬県立心臓血管センター副院長
群馬大学大学院医学系研究
科公衆衛生学教授
さるきクリニック理事長
群馬大学大学院保健学研究
科生体情報検査科学教授
若宮内科医院院長
渋川総合病院院長
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財 団 の ペ ー ジ
２．細胞の放射線耐性と一時的な突然変異能の上昇

群馬健康医学振興会
助成金のご報告

機構の解明
群馬大学大学院医学系研究科重粒子線医学研究センター
酒井 真理

公益財団法人群馬健康医学振興会
常務理事（研究助成金担当）
白倉 賢二（昭50卒)

３．METsと身体・運動特性との関連性〜トレッド
ミル歩行を用いた検討〜
群馬大学医学部附属病院リハビリテーション部

公益財団法人群馬健康医学振興会の活動のひとつ

菅谷 知明

が研究助成金助成事業です。平成27年度は８件の

４．ポピュレーションアプローチとしての口腔機能

研究事業が採択されました。この助成事業は地域の

低下予防体操（みんなのお口の体操）の啓蒙・普

医療関係者が行う健康増進のために行われる研究・

及活動

事業に対して行われるもので、医師及びその他の医

桐生大学医療保健学部看護学科 高橋美砂子

療職が代表の研究事業計画に応募資格があります。

５．地域の通所リハビリテーション（デイケア）にお

本財団は平成27年４月より公益財団法人となり、

ける内部障害患者の割合とリスク管理について

来年度はこの助成活動をさらに充実させる予定で

高崎健康福祉大学理学療法学科 千木良佑介

す。たくさんの方々に応募いただきこの活動がさら

６．胃癌術後患者における栄養状態の評価 ―術式

に有意義なものになりますように期待しております。

間での脂溶性ビタミンの血中濃度に着目して―
群馬大学医学部附属病院消化器外科 豊増 嘉高

平成27年度

７．脳脊髄液漏出症における脳槽シンチ検査による

公益財団法人群馬健康医学振興会助成金受給者
研究・事業題目

患者負担が低く精度の高い診断法の確立

研究者名（五十音順）

１．高齢者交通安全力向上プロジェクト事業

前橋赤十字病院放射線科 星野 洋満
８．サイトメガロウイルス眼感染症におけるウイル

NPO法人 群大クラブ 阿部 尚子

ス遺伝子型の解析
群馬大学大学院医学系研究科 細貝 真弓

刀城クラブ前橋支部総会・学術講演会・懇親会のお知らせ
前橋支部長

山田 邦子（昭44卒)

医学部前の桜並木が爽やかな若葉になりました。基礎講堂も新装され活気が戻ってお
ります。今年も前橋支部総会の時期を迎えて、講演会の準備を進めております。
例年は基礎研究室の紹介をかねた講演会をしておりましたが、今年は、医学部長が、
和泉教授から峯岸教授に交代いたしましたので、新医学部長に、現在と今後の医学部の展望についての講
演をお願いいたしました。多数の参加をお待ちしています。
記
日 時 平成27年７月９日（木） 18：15〜前橋支部総会（臨床中講堂）
18：30〜学術講演会（臨床中講堂）
19：30〜懇親会（石井記念ホール）
講演会 講師：群馬大学医学部長 峯岸 敬 教授（産科婦人科学）
演題：『医学部の現状と展望について』
懇親会 会費：8,000円（学生、留学生は無料）
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第２回役員会（平成27年２月26日）

謹

出席者 飯野会長 他18名 学友会３名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．群馬大学４学部同窓会役員による情報交換会に
ついて
３．医学部代表者及び新任教授との懇談会について
４．退任記念送別会について
５．その他
協議事項
１．平成27年度新入生歓迎行事について
２．学術集会補助金について
３．会報編集状況について
４．名簿編集状況について
５．その他

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26年卒
昭和43年卒
昭和25年卒
昭和25年卒
昭和29年卒
昭和24年卒
昭和23年卒
昭和34年卒
昭和25年卒
昭和33年卒
昭和44年卒
昭和34年卒
昭和23年卒
昭和24年卒
特別会員

第３回役員会（平成27年３月26日）
出席者 飯野会長 他10名 学友会３名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．退任教授記念送別会について
３．新入生オリエンテーションについて
４．桐生支部総会について
５．その他
協議事項
１．会報編集状況について
２．名簿編集状況について
３．その他

第238号

高橋
京谷
中村
佐藤
村上
石井
佐藤
大石
上野
桜井
石橋
伊藤
庭地
村瀬

恒伊先生（逝去）
稔先生（平成22年３月逝去）
喜一先生（平成24年11月逝去）
留雄先生（平成25年12月逝去）
政夫先生（平成27年１月28日逝去）
茂弥先生（平成27年２月１日逝去）
普先生（平成27年３月８日逝去）
守先生（平成27年３月18日逝去）
哲男先生（平成27年３月19日逝去）
章吾先生（平成27年４月11日逝去）
浩明先生（平成27年４月13日逝去）
琢夫先生（平成27年４月24日逝去）
大先生（平成27年５月７日逝去）
正直先生（平成27年５月９日逝去）

和田

攻先生（平成27年２月14日逝去）

新緑の候、咲き誇る色鮮やかな
花々も目を楽しませてくれますが、
濃淡入り混じる緑が織りなす光景も
また心を癒し、明日への活力をもたらしてくれます。
同窓会員の諸先生方も心痛めたであろういくつかの出
来事の後、メディアの暴力的ともいえる理不尽な取材
攻勢、過剰とも思える報道演出を感じたのは小生ばか
りではないと思います。事故の詳細、及び今後につい
ては同窓会長、医学部長、病院長が本号で書かれてお
りますので御一読下さい。新年度となり、大学では新
しい学長、医学部長、病院長が選出され新たな体制作
りへの取り組みが始まりました。新しい人材が配置さ
れ、体制が整えられて尚、患者さん、家族の皆さんの
信頼を取り戻すには長い時間がかかることと思います
が、病院、医学部一丸となって努力してゆく以外方法
はないと思います。
本号では新入生が表紙を飾り、新な船出を感じさせ
てくれます。シリーズの母校に望む、訪問インタビュ
ーは母校の様々な側面を考える上で大変参考になりま
す。一時期であれ、群馬大学で共に学ばれた先生方が
母校、医学についてどのように考えているかを知る上
で大変参考になります。支部会だより、クラス会だよ
りは学生時代や研修医時代に知己を得た先生方の近況
を知る上で、大変楽しみにされている先生方も多いこ
とと思います。
（平戸 政史）

編集後記

第４回役員会（平成27年４月23日）
出席者 飯野会長 他20名 学友会３名
報告事項
１．新入生オリエンテーションについて
２．その他
協議事項
１．第62回北関東医学会総会同窓会推薦講演につ
いて
２．学術集会補助金について
３．会報編集状況について
４．名簿編集状況について
５．その他

同窓会事務局からのお知らせ
―群馬大学医学部・医学系研究科70年史の在庫について―
事務局に在庫がございますので、ご希望の方は同
窓会事務局までご連絡ください。配布価格は10,000
円ですので郵便振替用紙同封で発送します。
―『クラス会だより』
『支部だより』の寄稿について―
同総会報への『クラス会だより』『支部だより』の
寄稿を随時受け付けておりますので、下記の要領で
原稿、写真を事務局にお送り下さい。
仕上がり頁：
１頁
（本文：800字〜1200字程度、
集合写真：１枚）
メールにファイル添付の場合：
tojoclub@ml.gunma-u.ac.jp
郵送の場合：〒371-8511 前橋市昭和町3-39-22
群馬大学医学部同窓会

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
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