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全国支部長・支部代表者会議（平成27年10月17日　刀城会館）

協力をいただきたいと思います。第一は空欄のない

同窓会名簿の作成です。現在、群馬大学大学院保健

学研究科教授の大山先生を委員長として取り組んで

います。会員の現住所、勤務先とその住所など空欄

のない同窓会名簿の作成にご協力のほどお願い申し

上げます。第二は群馬大学同窓会の発足であります。

四学部の同窓会代表者の間では、群馬大学同窓会を

発足させることで意見がまとまりました。一応準備

委員会を桐生キャンパスの理工学部同窓会である工

業会事務局におき、工業会会長の金子理事長を準備

委員長として発足に向けて準備を進めていくことに

なりました。同窓会・刀城クラブ役員会では承認さ

れましたが、本日の総会でも審議事項の一つになっ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

第三は群大病院における医療事故の問題です。外部

委員による事故調査委員会で、現在調査中であると

聞いております。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

岸医学部長（群大医、昭52卒）に、野島病院長か

ら田村病院長（群大医、昭57卒）にリーダーが変

わり新体制となりました。新体制でのガバナンスに

期待が寄せられています。同窓会も群大病院の信頼

回復に向けて全力で協力してゆきたいと思います。

正確な情報にもとづいて、連携をとって行きたいと

思います。本日の総会がスムーズに進行しますよう

よろしくお願いいたします。

Ⅲ．懇親会挨拶
皆さん今晩は、本日は第５回全国支部長・支部代

表者会議及び平成27年度同窓会総会と長時間にわ

たりどうも御苦労さまでした。お蔭さまで無事終了

する事が出来ました。会員相互の親睦を深めること

も同窓会の大きな目的の一つですので、飲み物や料

理を楽しみながら大いに親睦を深めていただきたい

と思います。

Ⅰ．第５回同窓会全国支部長・支部代表者会議挨拶
本日はお忙しい中、第５回同窓会全国支部長・支

部代表者会議に多数お集まりくださいましてありが

とうございます。また、各支部の会員の皆様には支

部活動を通して同窓会全体の運営にご協力下さり心

より御礼申し上げます。2007年９月、元会長の山

中先生の発案で第１回が開催されました。その後教

授の会と交互に２年に一度、同窓会総会に合わせて

開催されてきました。

同窓会支部は都道府県別支部、地区別支部（群馬

県内）、機関別支部（病院別）の３種類で構成され

ています。支部の活性化は同窓会全体の活性化につ

ながるとの信念からです。支部相互の交流と親睦を

図り、多くの意見を反映させて同窓会全体の発展に

つなげたいためです。どうぞ忌憚のない意見を述べ

ていただきたいと思います。司会は幹事長の白倉群

馬大学名誉教授にお願いしたいと存じます。

Ⅱ．平成27年度同窓会総会挨拶
本日はお忙しい中、同窓会総会に多数お集まりく

ださいましてありがとうございます。

会員の皆様には常日頃より同窓会に何かとお力添

えいただき重ねて御礼申し上げます。お蔭さまで、

同窓会運営も通常の年間行事に関しては順調に行う

ことができていると思っております。現在同窓会と

して取り組んでいるいくつかの点に関して皆様のご

群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ会長

飯野　佑一（昭46卒）

第５回同窓会全国支部長・支部代表者会議

及び平成27年度同窓会総会
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平成27年度同窓会総会が10月17日（土）刀城会

館にて開催されました。議長団は器官機能制御学講

座整形外科学が担当し、議長に飯塚伯氏（平４卒）、

書記に飯塚陽一氏（平11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26年度事業報告（26．７．１～

27．６．30）について

１．会員状況 正会員5,818人、名誉会員17人、特別

会員68人、準会員４人　計5,907人。

２．支部の異動 平成27年10月現在なし。

３．事　業

１）北関東医学会の共催

第61回北関東医学会総会が平成26年９月25日、

26日に刀城会館において開催され、同窓会推薦講

演は、竹内一夫氏、村上徹氏により行われました。

２）同窓会会報の発行

刀城クラブ会報は第235号、236号、237号、

238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27年３月13日に白倉賢二教授、伴野祥一教

授、長嶺竹明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27年３月24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27年４月11日基礎大講堂において新入生・

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27年２月19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、中

村新任教授が出席し、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26年度の事業活動

並びに平成27年度研究助成金、平成27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

飯野会長から、群馬大学（全学合同）同窓会の設

立に向けた取り組みについて、詳細な説明があり、

本来ならば議題に挙げるべき事項を申し訳ありませ

んが、失念しておりました。役員会では承認してい

ただいてますが、総会においても、承認事項として

よろしくお願いします。

役員会（役員会11回、委員会32回）について、白

倉幹事長、飯野会長から平成26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26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26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27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27年度予算案について

梅枝副会長（財務委員長）から平成27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。

その他として、西松副会長から平成26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　上地弘二先生、折口　健先生

河野徳雄先生、中村　茂先生

柳川洋子先生、宗行　彪先生

川邊昌道先生

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

生体統御内科学　廣村　桂樹　先生

神奈川奈川県立保健福祉大学人間総合・専門基礎

岩崎　俊晴　先生

平成27年度

同窓会総会報告

同窓会幹事長

白倉　賢二（昭50卒）
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正　会　員

佐　藤　　　普　先生（昭23卒）

澤　野　正　晴　先生（昭23卒）

庭　地　　　大　先生（昭23卒）

石　井　茂　弥　先生（昭24卒）

唐木田　良　成　先生（昭24卒）

福　島　勝　巳　先生（昭24卒）

福　田　和　久　先生（昭24卒）

藤　田　久　稔　先生（昭24卒）

村　瀬　正　直　先生（昭24卒）

新　井　　　勉　先生（昭25卒）

上　野　哲　男　先生（昭25卒）

佐　藤　留　雄　先生（昭25卒）

田　所　浪　子　先生（昭25卒）

中　村　喜　一　先生（昭25卒）

平　形　利　雄　先生（昭25卒）

平　林　敏　秀　先生（昭25卒）

小　島　巳枝子　先生（昭26卒）

善如寺　　　秀　先生（昭26卒）

高　橋　恒　尹　先生（昭26卒）

内　田　源　次　先生（昭27卒）

竹　内　政　夫　先生（昭27卒）

村　林　利兵衛　先生（昭27卒）

村　上　政　夫　先生（昭29卒）

荒　居　龍　雄　先生（昭30卒）

五十嵐　博　和　先生（昭30卒）

大　川　　　章　先生（昭30卒）

佐　藤　昭　吾　先生（昭32卒）

堀　内　　　宏　先生（昭32卒）

桜　井　章　吾　先生（昭33卒）

設　楽　敏　明　先生（昭33卒）

伊　藤　œ 夫　先生（昭34卒）

大　石　　　守　先生（昭34卒）

堀　越　　　享　先生（昭35卒）

山　田　　　衛　先生（昭36卒）

瀬　山　博　義　先生（昭37卒）

関　　　秋　芳　先生（昭39卒）

松　井　　　晶　先生（昭39卒）

小　川　　　龍　先生（昭40卒）

八　木　久　男　先生（昭40卒）

上　原　昭　夫　先生（昭42卒）

小　沼　杏　坪　先生（昭42卒）

京　谷　　　稔　先生（昭43卒）

石　橋　浩　明　先生（昭44卒）

内　田　晃　亘　先生（昭44卒）

a 野　　　裕　先生（昭44卒）

宮　城　　　隆　先生（昭46卒）

井　上　　　洋　先生（昭48卒）

滝　澤　　　渡　先生（昭48卒）

西　　　裕太郎　先生（昭63卒）

柏　木　文　蔵　先生（平10卒）

特別会員

和　田　　　攻　先生

１年間の物故会員（卒年順）

同窓会総会
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後列左より：川邊昌道先生、宗行彪先生、柳川洋子先生、中村茂先生■

前列左より：飯野同窓会長、河野徳雄先生、折口健先生、上地弘二先生

地域医療貢献賞受賞おめでとうございます 

【学　歴】

昭和38年　群馬大学医学部卒業

【職　歴】

昭和39年　東京大学産婦人科学教室入局

日光市古河電工総合病院（産婦人科）

日光市医師会理事

昭和47年１月　宇都宮市にて開業

宇都宮市医師会理事

日本産婦人科医会栃木県支部長

産婦人科医会代議員副議長

不妊相談所開設

【推薦理由】

上地先生は、群馬大学医学部を卒業後、東京大学

産婦人科学教室に入局、昭和47年１月に宇都宮市

にて“上地産婦人科”を開業いたしました。

宇都宮市医師会理事在任中、看護師不足対策の一

環として、市医師会立看護学校設立の際に中核的役

割を務められました。

また、長年にわたり栃木県産婦人科医会長を務め、

この間に県内中学校・高校の性教育の普及・充実に

尽力いたしました。

不妊相談所を開設し、現在も多くの市民の不妊・

治療について相談に応じています。

（栃木県支部長　益田　澄夫、昭32卒）

【学 歴】

昭和32年４月　群馬大学医学部医学進学課程入学

昭和38年３月　同校卒

昭和39年３月　同校附属病院にてインターン終了

昭和39年５月　医師国家試験合格

信州大学大学院医学研究科入学

昭和43年３月　同卒、学位取得

【職　歴】

昭和39年４月　信州大学医学部耳鼻咽喉科学教室

入局

昭和44年１月　国立松本病院耳鼻咽喉科医長

昭和53年３月　同院退職

昭和53年４月　耳鼻咽喉科医院開業、現在に至る。

昭和55年４月　筑北耳鼻咽喉科医院開設

学校医：

昭和46年～　長野県立松本深志高校耳鼻咽喉科校

医

昭和61年～　長野県立明科高校耳鼻咽喉科校医

上地 弘二先生（昭38卒）

折口 健先生（昭38卒）
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平成３年～　長野県立美須々丘高校耳鼻咽喉科校医

平成12年～　松本市立島立小学校耳鼻咽喉科校医

その他：

昭和56年～平成７年　松本市学校教育(特殊)就学指

導委員

平成９年～　長野労働局労災協力医

平成11年～23年　長野県国民健康保険診療報酬審

査委員

平成14年～20年　長野県耳鼻咽喉科医会会長

平成15年～19年　群馬大学医学部同窓会長野県支

部長

平成17年～20年　日本耳鼻咽喉科学会評議員

長野県医師会：

昭和57年～62年　広報委員

平成 8年～ 9年　同上

平成27年　選挙管理委員

松本市医師会：

昭和57年～平成 6年　松本市医師会準看護学院講

師

昭和59年～平成 3年　広報委員

平成８年～９年　理事

【推薦理由】

折口先生は、群馬大学医学部を卒業後、信州大学

医学部耳鼻咽喉科学教室に入局。その後国立松本病

院耳鼻咽喉科医長を務め、昭和55年、松本市内で

“折口耳鼻咽喉科医院”を開業されました。

日常診療の傍ら、専門分野での活躍は無論のこと、

地域での多くの学校保健に携わり、また国民健康保

険診療報酬審査会審査員等も歴任し地域医療に貢献

してきました。

更には週に一日ではありますが、耳鼻科医不在の

僻地での診療を23年間長期に亘り行ってきたこと

は特筆に値するものと考えます。

又、誠実で温厚な人柄は皆に好感を持たれ、現在

でも地域の多くの患者さんに信頼されております。

（済生会前橋病院名誉院長　樋口　次男、昭38卒

（クラス幹事））

【学　歴】

昭和38年３月　群馬大学医学部卒業

【職　歴】

昭和38年４月　国立相模原病院インターン

昭和39年４月　群馬大学医学部第一外科

昭和40年４月　群馬大学医学部附属病院草津分院

文部教官助手

昭和41年４月　群馬大学医学部第一外科

昭和42年６月　群馬大学医学部脳神経外科文部教

官助手

昭和48年４月　桐生厚生総合病院脳神経外科医長

(脳神経外科開設)

昭和49年４月　同上診療部長

平成７年４月　同上副院長

平成14年４月　同上院長

平成16年３月　同上退職

平成16年６月　恵愛堂病院

【推薦理由】

河野先生は、群馬大学医学部を卒業され、国立相

模原病院でのインターン終了後、昭和39年４月、

群馬大学医学部第一外科に勤務。その後昭和42年

６月、群馬大学医学部附属病院脳神経外科文部教官

助手として勤務されました。

昭和48年４月、桐生厚生総合病院脳神経外科の

開設に伴い、同科医長として赴任され、当地域の脳

神経外科領域の第一人者としてご活躍され、その後

同科部長、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14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、また若手医師の

教育・指導にも非常に熱心で、平成14年５月に、

群馬大学医学部臨床教授の称号を付与されました。

平成16年、桐生厚生総合病院院長を退任後、み

どり市恵愛堂病院名誉院長として、ご活躍中です。

（桐生支部長　須永　吉信、昭50卒）

【学歴】

昭和38年３月　群馬大学医学部卒業

昭和39年４月　同大学院入学・第一外科入局

昭和43年３月　同大学院修了

【職歴】地域医療(医師会活動を含めて)

昭和43年４月　群馬大学第一外科助手

昭和44年４月　原町赤十字病院外科医長

昭和46年４月　群馬大学第一外科助手

昭和47年４月　群馬県立がんセンター消化器外科

医長

昭和50年４月　同消化器外科部長

平成12年４月　群馬県富岡保健福祉事務所医監

平成13年４月　医療法人山育会日新病院病院長

平成15年５月　医療法人杏林会今井病院非常勤

平成15年６月～現在　群馬県赤十字血液センター

太田出張所

平成16年４月～現在　桐生協立診療所

河野　徳雄先生（昭38卒）

中村　　茂先生（昭38卒）
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【推薦理由】

中村先生は、群馬大学医学部を卒業後、１年間の

インターンを経て直ちに群馬大学第一外科に入局さ

れ、４年間の大学院を修了した後第一外科助手、原

町赤十字病院外科医長を歴任した後、昭和47年４

月に群馬県立がんセンターに赴任されました。同病

院で約30年間勤務され外科医長、部長を歴任され

た間に太田市医師会の乳がん検診に従事し、地域医

療に貢献されました。

また刀城クラブ同窓会太田館林邑楽支部の再興に

も尽力され会計を担当して財政基盤を安定させた功

績は今日の発展の源にもなっています。

その後も東毛地区の病院長、診療所を歴任し現在

も桐生協立診療所では「わたらせ検診」で予防医学

に従事し赤十字血液センターではメディカルチェッ

カーとして10年以上血液業務に携わっております。

（太田館林邑楽支部長　関口　利和、昭37卒・太田

館林邑楽支部前支部長　成田　忠雄、昭36卒）

【学　歴】

昭和37年　茨城県立水戸第一高等学校卒業

昭和44年　群馬大学医学部卒業

【職　歴】

昭和45年　群馬大学小児科入局

関連病院として、前橋日赤病院小児科、

群馬中央病院小児科、前橋協立病院小

児科に勤務

昭和54年12月12日　前橋市天川大島町に、柳川小

児科医院を開設し35年間院長

を勤める。平成26年12月閉院。

学校医：桃の木小学校、山王小学校

園医：荒砥保育所、第二保育園

前橋医師会立准看護学校講師

前橋夜間急病診療所、休日当番医、乳幼児健診、予

防接種担当

昭和60年４月～平成21年３月まで24年間「母乳育

児を広める会」で活動し、毎週土曜日に母乳育児電

話相談を全国から無料で行う。

平成22年10月「第１回ぐんま母乳育児支援ミーテ

ィング」にて、母乳育児を広める

同会第３代会長として「母乳電話相談24年のあゆ

み」を記念講演

平成21年～24年群馬県保険医協会会長

平成21年～24年前橋小児科医会会長

群馬県女医会理事、群馬県小児科医会理事、公益法

人群馬健康医学振興会理事、群馬大学医学部同窓会

役員

【推薦理由】

柳川先生は、昭和44年から群馬大小児科学教室

にて研鑽を積まれ、前橋日赤病院、群馬中央病院、

前橋協立病院等に勤務されました。

昭和54年前橋市天川大島町で柳川小児科医院を

35年間開業されました。

その間、医師会活動として、夜間急病診療、予防

接種、乳幼児検診、学校医、保育園医等に従事し、

生涯教育を貫き、後輩の指導に当たりました。

「母乳育児を広める会」では、全国基盤の母乳の

育児電話相談を無料で行い、育児に悩む母親の医療

相談を24年間行いました。

群馬県保険医協会会長（全国初女性会長）として、

医療制度の適正化普及に勤め、群馬大学同窓会役員

としても活躍されました。

（前橋支部長　山田　邦子、昭44卒・前橋支部副支

部長　宮久保　純子、昭53卒）

【学　歴】

昭和45年３月　群馬大学医学部医学科卒業

【職　歴】

昭和45年４月～昭和52年５月

大学病院ならびに関連する病院勤務

昭和52年６月～平成元年５月

多野藤岡医療事務市町村組合立多野総合病院勤務

（地域の内科医として成人疾患、特に神経疾患の

診療に当たった。）

平成元年～平成22年

群馬県保健所・福祉事務所次長・所長、教育員会

保健体育課長、保健福祉部保健予防課長

平成22年３月　定年退職

同年４月　学校法人平方学園明和学園短期大

学教授

平成27年３月　同　退職

平成27年４月　群馬県赤十字血液センター非常勤

嘱託

現在に至る

【推薦理由】

宗行先生は、群馬大学医学部を卒業後、同第二内

科ならびに関連する病院で研修を積まれ、昭和51

年に第二内科助手、さらに同神経内科助手、平成元

年より群馬県に奉職され保健所長（保健所長会会

長）、福祉事務所長（福祉事務所長会会長）を歴任

され、平成22年３月に定年退職されました。その

後、学校法人平方学園明和学園短期大学教授をお勤

柳川　洋子先生（昭44卒） 宗行　　彪先生（昭45卒）
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めされ、退職後現在の群馬県赤十字血液センターに

嘱託として勤務されています。

この間、地域の医療、看護師の教育、学校保健、

各市での健康づくり・街づくり推進や消防学校での

教育、さらには群馬大学医学部公衆衛生の講師とし

て医学教育にも活躍されました。

さらに、伊勢崎医師会員として伊勢崎市の種々の

委員会・協議会の委員として貢献し、地域の種々の

分野で幅広く活躍されております。

（同窓会・刀城クラブ顧問　森川　昭廣、昭44卒）

【学　歴】

昭和46年　群馬大学医学部卒

昭和56年　学位授与　（群馬大学医学部第二外科

学教室）

【職　歴】地域医療（医師会活動を含めて）

昭和46年　群馬大学医学部第二外科　入局

昭和59年　群馬大学医学部第二外科　医局長

昭和60年　群馬大学医学部第二外科　講師

昭和62年　国立高崎病院　心臓血管外科新設のた

め出向

平成２年　国立高崎病院　心臓血管外科　医長

同　救命救急センター　副センター長

平成５年　奥多摩町国民健康保険奥多摩病院（都僻

地指定）院長

平成６年～15年　小河内小学校、小河内中学校

校医

平成19年　奥多摩町国民健康保険奥多摩病院　退

職

平成19年　同病院　非常勤医員

平成20年　奥多摩町三師会　会長

【推薦理由】

川邊先生は、群馬大学医学部を卒業後、群馬大学

医学部第二外科に入局し、医局長、講師を経て国立

高崎病院に出向されました。

平成５年、東京都奥多摩町町長の要請で、奥多摩

町国民健康保険奥多摩病院に院長として赴任されま

した。同病院は外科医１名、内科医１名の体制でした

が、先生は着任早々から集団予防接種を開始され、ま

た御自身で麻酔をかけて外科手術も担当されました。

平成６年から小河内小学校と小河内中学校の学校

医を、両校が閉校となる平成15年まで勤められま

した。

さらに日原診療所、峰谷診療所などで広範な地域

巡回診療も担当されました。

そして東京の最西端僻地という土地柄もあり、年

間10例ほどの死体検案を行っておりました。

平成20年からは三師会会長として、町民への疾

病予防、公衆衛生に関する啓発普及に努められ、町

保健事業の円滑な運営に寄与しています。

退職後も町の要請で奥多摩病院の非常勤医員とし

て、勤務されています。

（東京支部長　堀　貞夫、昭47卒）

川邊　昌道先生（昭46卒）

フローオーケストラ＆コーラス（懇親会にて）
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昨年、群大外科で肝臓手術の問題が起こり、多く

の群大出身の外科医が心を痛めたことと思います。

まだ最終的な原因究明はされておりませんが、肝臓

の手術が行われた同時期に群大外科で仕事をしてい

た者として責任を感じずにはいられません。報道が

された当時、すでに私は埼玉医大に移動し群大には

居りませんでしたが、その後の群大外科での手術症

例数の減少は同門の医師から聞かされていました。

また、群大在籍時代に診ていた患者が埼玉医大を受

診し手術を行ったこともありました。現在、群馬大

学外科では新体制が整えられ、一外、二外が協力し

新たに外科センターとしてスタートしています。原

因究明は重要ですが、責任を個人に押し付けること

なく、組織として安全な医療が行えるように改革し

て欲しいと思います。一日も早く群大外科が北関東

の雄として再認識されることを祈っています。

私は昭和63年に群馬大学を卒業し、故長町幸雄

教授が主宰する群馬大学医学部第一外科に入局しま

した。私が外科医を志ざし、第一外科を選んだのは、

故長町幸雄教授が第一外科初の群大出身教授であっ

たこと、そして入局希望者が少なく、外科を学ぶチ

ャンスが多いかもしれないと思ったからです。長町

教授からは多くのことを学びましたが、特に社会人

としての心構えや接遇を教えていただきました。消

化器外科の基本的手技、手術を学んだ後に卒後７年

目に大学院に入学しました。研究分野は長町教授の

指示で決まっていましたが、私は大胆にも当時一外

科とは関係が薄かった故伊藤漸教授の元で研究がし

たいと申し出ました。伊藤教授は世界的な消化管運

動の研究者であり、そして第一外科の先輩でもあり

ました。生理学の教科書で学んだ消化管運動はぜん

動や振り子運動いった部分的な腸管の収縮のみを説

明していましたが、伊藤研究室で観察している消化

管運動は胃、小腸、大腸さらには胆嚢など様々な部

位を同時に観察し、システムとしての消化管運動の

研究が可能でした。伊藤研究室から発表される論文

は世界初の研究成果が多く、多くが高名な欧文誌に

掲載されました。現在でも私は消化管運動の研究を

続けており、特に消化器外科手術後の消化管運動の

変化をライフワークとして研究しています。

大学院卒業後は第一外科に戻り、翌年に現教授で

ある桑野博行教授が第一外科に着任されました。桑

野教授は私が行っていた消化管運動研究や低侵襲手

術に対して大変ご理解があり、新教授就任によって

研究や体制が縮小されることはありませんでした。

当時、消化器癌に対する腹腔鏡手術が始まり出して

いました。胆嚢摘出術から始まり、大腸切除、胃切

除と広まっており、我々も早い時期から胆嚢、大腸、

胃に腹腔鏡手術を導入しました。私が専門とする胃

癌に対する腹腔鏡手術は1994年にKitanoらが初め

て報告しましたが、開始から20年以上が経過した

現在では一般的な術式になっています。外科医の腹

腔鏡手術手技に対する慣れと新しい手術器具の開発

によって、消化管再建やリンパ節郭清において驚く

ほどの進歩があります。腹腔鏡手術導入当初に比べ、

腹腔鏡による手術方法、適応は拡大し続けています

が、安全、確実が第一であることを忘れてはならな

いと思い続けています。第一外科（病態総合外科）

での手術法の決定は全員が参加する術前カンファレ

ンスで決定されます。主治医が腹腔鏡手術をしたい

と考えてプレゼンを行っても、カンファレンスで否

定されれば腹腔鏡手術はできず、ましてや手術自体

を否定されることもありました。よってプレゼンの

際には入念な準備をしており、手術の妥当性を理解

してもらうためにカンファレンス前に他の外科医に

説明し、意見を聞き、根回しをすることもありまし

た。また、術後に合併症が起これば合併症カンファ

レンスで指導的イエローカードが出されることもあ

り、個々の症例を丁寧に治療することを教え込まれ

ます。最初にも申し上げましたが、医療事故の発生

は個人の責任よりも組織、システムの問題だと思い

ます。人は自分の失敗を自分自身で正確に反省する

ことはできません、場合によっては忘れたいと思う

でしょう。低侵襲手術が導入されている今、ほとん

どの手術症例は１～２週間で元気に帰りますが、合

併症が起きた時や術後に死亡症例があった際には、

組織として反省し改善するシステムが必要なのだと

思います。幸いにも私はこういったシステムがある

環境で育ちました。群大外科が地域から信頼を再度

得るために若い世代、修練中の世代にぜひとも反省

するシステムを教えて欲しいと思います。

群馬大学外科の
再興を願って

55母校に望む 母校に望む 

埼玉医科大学総合医療センター
消化管一般外科

教授 持木　彫人（昭63卒）



「原点回帰、そして未来へ」を大会のテーマに掲

げ、平成27年７月３日～４日、前橋テルサにおいて

第12回日本褥瘡学会関東甲信越地方会学術集会を開

催いたしました。お蔭様をもちまして、有料参加者

数は640名に達し、多くの参加者から非常に有意義

な大会だったとのご評価をいただきました。これも

偏に同窓会はじめ多くの方々のご支援とご協力の賜

物です。この場をお借りして厚くお礼申しあげます。

従来、「褥瘡作るは看護の恥と心得よ」という言

葉が示す通り、看護職が中心となって褥瘡医療を担

ってきました。超高齢者社会を迎える日本において、

褥瘡の予防と治療の標準化は日本医療の喫緊の課題

として厚生労働省も認識するに至り、1998年に日

本褥瘡学会が創立されました。学会創設当初は褥瘡

対策未実施減算という追い風もあり、様々な医療・

介護施設における褥瘡医療への積極的な取り組みを

促すとともに、看護職、医師に加えて様々な医療職

が関与するようになりました。褥瘡医療はチーム医

療のプロトタイプとなり、今日では「褥瘡医療はチ

ーム医療を図る物差し」と言われるほどに変わりま

した。一方、「褥瘡は医療の敗北」、「褥瘡は医療の

敗戦処理」と考える医師がまだ多く存在しており、

その意識改革が強く求められます。

20年前に比べて、病院や施設での褥瘡発生頻度は

半分程度、約１%に減少しました。一方、在宅療養

者の褥瘡発生頻度は７％前後と変わりません。今後、

国の政策として在宅医療が推進されます。在宅療養

者の褥瘡予防と褥瘡管理をいかに充実させるかがこ

れからの大きな課題です。訪問看護の方たちも尽力

されておりますが、「かかりつけ医」の先生方の積

極的な参画が不可欠ですのでよろしくお願いいたし

ます。

褥瘡学会地方会は、県単位でも毎年学術集会を開

催しております。多職種の方々の参加を心よりお待

ち申しあげます。

学会報告（同窓会補助）

褥瘡医療
～病院・施設から在宅へ～

皮膚科学

教授　石川　　治（昭54卒）

このたび７月10日、第25回日本樹状細胞研究会

が岡山コンベンションセンターで開催されました。

今回は同時期に東京でのマクロファージ系細胞の国

際学会と重なってしまったため、応募演題が少なか

ったのですが、皆様方のご協力で何とか成功裏に研

究会を開催できました。樹状細胞はナイーブＴ細胞

を抗原特異的に活性化しうる唯一の細胞で、免疫反

応の司令塔とも言うべき重要な役割を担っていま

す。体には皮膚のランゲルハンス細胞やリンパ節の

指状陥入細胞のなどの様々な樹状細胞のサブセット

がありますが、それぞれ別々に発見され、永らくそ

れらの細胞の生理的意義は不明でしたが、ラルフ・

スタインマン教授によってこれらの細胞が樹状細胞

として統一され、免疫細胞と位置づけられました。

この功績によりスタインマン教授は2011年度のノ

ーベル医学生理学賞に輝いたのですが、残念ながら

スタインマン教授は受賞決定のわずか３日前に膵臓

癌で他界していたこと、さらにスタインマン教授は

自分の体を実験台にして癌の樹状細胞療法を試みて

いたことなどがニュースになったのは記憶に新しい

ことです。今回の日本樹状細胞研究会研でのメイン

テーマの一つが癌の樹状細胞療法でしたが、研究途

上で様々な樹状細胞とＴ細胞を繋ぐ複数の分子の存

在が明らかとなり、これらの分子を応用した癌分子

標的治療薬の開発が進んでいる現状が報告されまし

た。さらに動物実験段階ではありますが、担癌動物

のＴ細胞を抗PD1抗体によって活性化することによ

って樹状細胞療法の効果が著明に増強することなど

が報告されました。樹状細胞が腫瘍性に増殖する病

気としてランゲルハンス組織球症がありますが、そ

の発症のメカニズムとしてメルケル細胞ポリオーマ

ウイルス感染が関連することなどが発表され、非常

に有意義な研究会を無事終えることができました。

開会にあたり、群馬大学同窓会より受けたご協力と

助成について感謝を申しあげます。

学会報告（同窓会補助）

第25回日本樹状細胞
研究会を開催して

岡山大学

名誉教授　高橋　聖之（昭49卒）
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平成27年９月11日から13日に大宮ソニックシテ

ィにおいて第58回神経化学会大会が開催されまし

た。日本神経化学会は昭和33年（1958）に大阪で

開催された日本精神神経学会において発足した「神

経化学、体液病理懇話会」をルーツにもち、その後、

臨床研究者に加え、生化学・薬理・生理・解剖など

広い分野の基礎系神経研究者が参加し、昭和37年

（1962）「神経化学懇話会」が設立、1966年に日本

神経化学会と改称しました。本学会は創設以来、学

会での討論を重視し、その伝統は今にも受け継がれ

ています。大会では口演での発表に十分な時間をと

り会員の顔がお互いに見える学会を目指していま

す。また若手の育成として、合宿形式の若手育成セ

ミナーを併設しており大学院生などの若手とシニア

研究者が膝を突き合わせて研究から人生論まで夜を

徹して話せる場を提供しています。

第58回大会は大会テーマを「マテリアルブレイ

ン～分子が奏でる脳のハーモニー～」と掲げ、分子

というキーワードに基づき、脳がいかに機能してい

るかを今あらためて一元論的にかつ多方面から議論

することを目的といたしました。３日間にわたる本

大会のプログラムとして、特別講演、シンポジウム、

一般口演、ポスター発表、ランチョンセミナーなど

の各セッションおよび大学院生の口演を重視し、神

経化学教育口演の枠を多く設定いたしました。また、

歴史を尊重する意味で、ヒストリーのセッションと

いたしましてオープニングシンポジウム「神経化学

の歴史を知って未来を拓く～大発見はこうして行わ

れた～」を設け、小幡邦彦先生、芳賀達也先生、御

子柴克彦先生によるご口演により本大会は晴れのス

タートとなりました。本大会は2011年に石川県で

開催された第54回大会以来の神経化学会単独開催

で、総計342題・参加者数572名にのぼり、最近の

単独開催では過去１、２を争う盛会となりました。

今回、群馬大学医学部同窓会から温かなご支援を

頂き、第58回日本神経化学大会を開催・運営する

ことができました。心から御礼申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

この度、第16回RFA・凍結療法研究会を平成27年

10月23～24日に前橋テルサにて開催いたしました。

開催にあたり、群馬大学医学部同窓会より暖かいご

支援をいただきまして無事終了いたしましたので、

ご報告させていただきます。

RFA（ラジオ波凝固療法）あるいは凍結療法は、

同窓会員の皆様には馴染みの薄い治療かと思います

が、CTや超音波を用いて専用の治療針を画像誘導下

に腫瘍へ穿刺し熱凝固（RFA）あるいは凍結凝固に

よって腫瘍細胞を破壊する治療法です。RFAは肝が

んに対しては保険診療として普及していますが、凍

結療法は2010年に腎がんに対し保険診療が開始さ

れ、2013年に当院へ凍結療法器が導入され治療数も

順調に増加している新たな治療法です。本研究会で

は、肝がん・腎がんに対するRFA・凍結療法の他に、

肺がん、骨軟部腫瘍、乳がんなどの治療に関する報

告も積極的に行っており、まだまだ医療関係者にも

馴染みの薄いＲＦＡ・凍結療法を広く普及させるこ

とを目的としています。

今回の研究会では、初めての試みとして「RFA・

凍結療法セミナー」を研究会の前日に開催しました。

第１部は「RFA・凍結療法に必要な処置とテクニッ

ク」と題し全国の施設からエキスパートの先生方に

教科書では得ることのできない実践的な処置とテク

ニックを講演いただきました。第２部の「RFA・凍

結療法のケースディスカッション」では、治療困難

症例をカンファレンス形式で参加者を交えディスカ

ッションしました。第１・２部ともに白熱した議論

が交わされRFA・凍結療法に対し更なる理解を深め

ることができました。翌日の研究会も多数の演題を

ご応募いただきました。特に診療放射線技師や看護

師の皆様からも発表があり治療の普及に欠かせない

看護や放射線技術に関して報告いただきました。

このように、同窓会会員の皆様方にご支援いただ

きまして、研究会を無事終了することができました

ことを、厚くお礼申しあげます。

学会報告（同窓会補助）

第16回RFA・
凍結療法研究会

超音波診療センター

副センター長 宮崎　将也（平13卒）

第58回神経化学会大会
を開催して

神経薬理学

教授 白尾　智明（昭55卒）
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現在医学部では、医学教育分野別評価基準日本版

Ver.1.30に基づく群馬大学医学部医学科自己点検評

価を行うことになりました。日本の９割以上の医学

部がすでに受審したかその準備をしているとのこと

で、１年間以上をかけて取り組むべき大きな課題で

ありますが、この整備が遅れると、医学部の外部か

らの評価が低下し、優秀な学生から目を向けられな

くなる恐れがあります。

この国際標準に基づいた医学教育の評価において

は、プロセス基盤型教育からアウトカム基盤型教育

への転換が求められていて、卒業時に学生が身に着

けているべき能力をあらかじめ教育目標として定め

る必要があります。さらに、これを測るものさしに

あたるものも作成し、目盛りを入れて、年度ごとに

評価する過程をとります。くしくも現状では、医師

国家試験の様式の変更、新臨床研修制度、専門医機

構の活動開始と連携して医師養成法の新方式の確立

の時期であります。このため全国医学部長会議でも

議論されているところですが、臨床実習に重きを置

き、在学中の臨床能力の向上を目指すことは、初期

研修制度の改革につなげる流れとなることを期待し

ています。これらの制度は異なった機構で管理され

ていますが、優れた医師養成のための理念に貫かれ

るべきであり、今後とも検討は続けられるものと考

えています。

臨床実習時間の大幅な増加は、医学教育法の改革

の方針と関連したものであり、医師が養成される過

程では、様々な疾患や患者を経験することが不可欠

であるため、関連病院での診療参加型臨床実習指導

のお願いをしているところです。学生を医療チーム

の一員と考える中で、患者の理解が求められ、医療

を提供する側の説明責任を果たしつつ治療効果を上

げることが必要です。関連病院では、医学教育に協

力するために負担が増えることが予想されますが、

診療参加型臨床実習の
開始について

群馬大学医学部長
医学教育センター長

峯岸　　敬（昭52卒）

医師養成の要となる医学部の教育の改善のために

は、医学部全体の教職員とこれに関わる関連病院の

皆さまの理解と協力が必要になります。学生実習に

関する情報提供等に関しては、医学科教務部会や医

学教育センターで対応してまいりますので、学生の

診療参加型臨床実習の目的とその必要性に対する理

解をいただき学生の指導にご協力いただきたいと思

います。どうぞ宜しくお願いいたします。

日頃より、本学における学生教育に厚いご支援を

賜り、誠にありがとうございます。近年、日本にお

ける医学教育を取り巻く環境は大きく変化し、本学

における医学教育も学生時代に私たちが受けたもの

から大きく改定されてきました。この度、新カリキ

ュラムでの臨床実習が平成28年１月から開始され

るのにあたり、新カリキュラムでの臨床実習の改定

について、医学教育センターよりこの場をお借りし

てご紹介させていただきます。

【カリキュラム改定の背景】

現在、日本の医学教育は大きな転換期を迎えてお

り、この背景にある重要なキーワードとして「医学

教育モデル・コア・カリキュラム」と「医学教育認

証評価」の２点があります。これらはともに、従来

各大学が独自に行ってきた医学教育をより標準的な

ものとし、国内外の第三者の評価を通して適切な医

学教育の内容および体制を構築していくことを目的

としています。特に国際標準に基づく臨床実習とし

ては、「医学部全学習期間の１／３程度の期間」と

「診療参加型の実習内容」が求められています。こ

れに対応すべく、本学医学部医学科では医学科教務

部会が主体となりカリキュラム改定に着手し、平成

24年度入学生より新カリキュラムによる医学教育

を実施しています。特に臨床教育においては、全臨

床実習期間を42週から60週以上（～72週程度）と

医学部医学科における
新たな診療参加型臨床実習

医学教育センター
地域医学教育部門

助教　常川　勝彦（平11卒）
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延長することとなり、このため実習開始時期はこれ

までの５年次５月から４年次１月と大幅に早まるこ

ととなりました。全実習期間のうち、前半の必修実

習は群馬大学医学部附属病院において36週間実施

し、後半に学内および学外実習協力施設での選択実

習を24週以上実施いたします。

【診療参加型臨床実習】

診療参加型実習の主旨は、学生が診療チームに参

加し、その一員として診療業務を分担しながら医師

の職業的な知識・思考法・技能・態度の基本的な部

分を学ぶことにあります。決して多くの手技の経験

のみが診療参加型実習という訳ではなく、特に、学

生自らが患者とコミュニケーションを取り、身体診

察を行い、ここから浮かび上がる問題点を自ら考え

て解決するための検査・治療計画を立案し、これを

実施するという臨床推論の実践が求められていま

す。さらに、研修医、指導医のほか、多職種を含め

た診療チームの中で協働し合うことが重要であり、

学生には能力に応じた役割を任せられるという主体

性・積極性・責任感を持たせることも必要となりま

す。これらの実践のため、実習前の準備教育として

「臨床推論TBL」というグループ演習も新たに始め

られ、学生に臨床推論の考え方のみでなく、自主

性・積極性・協調性も身につけられるカリキュラム

を実施しています。

【臨床実習の目標】

診療参加型実習を実施する上で、実習を通して学

生に何を身につけさせるかを改めて明確にするた

め、臨床実習の目標を再設定いたしました。学外の

実習協力施設での新臨床実習は平成29年１月から

の開始を予定しておりますが、この目標のもと、県

内中心地域の基幹病院のみに学生が集中することな

く地域の拠点病院および診療所での実習をそれぞれ

経験できるよう、選択方法の改定も進めています。

現在のカリキュラムで実習に協力していただいた病

院に加えて、今後さらに多くの施設で学生を学ばせ

ていただけるよう、現在私たち医学教育センターの

教員がそれぞれの施設を訪問し、新たな実習協力病

院のご依頼をさせていただいております。また、診

療参加型実習に関するガイドラインなどの資料につ

いては、医学教育センターのホームページ

（http://cme.med.gunma-u.ac.jp）に掲載しており

ますので、多くの先生方にご活用いただければ幸い

です。

卒前の医学部教育の変革のみならず卒後研修にお

いては新たな専門医制度が導入され、それぞれの領

域における指導体制も大きく変化することが予想さ

れます。その中で、本学および地域の先生方のご活

躍する姿こそが学生の大きな目標であり、将来の重

要なロールモデルであると思います。医学教育セン

ターでは、学生が卒業後も本学の出身であることを

誇りに思えるよう、さらなる医学教育の充実を図り、

将来の県内の医療の発展に少しでも寄与できるよう

努力を続けていきたいと思います。本学および地域

における医学教育の充実に向けて、同窓諸先生方に

は今後ともご協力、ご支援を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。

/

Common Disease

臨床実習の目標
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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)運営および競技への格別のご高配を賜り、厚

く御礼申し上げます。今年も東医体の夏季競技が無

事終了し、様々な種目において目覚ましい成績を収

めることができましたので、ご報告させて頂きます。

今夏に行われた第58回東医体におきまして群馬

大学は、陸上男子400m、陸上男子400mH、剣道

女子団体、剣道女子個人、弓道部個人で金メダル、

陸上男子走り高跳び、男子バスケットボールで銀メ

ダル、ゴルフ男子個人、陸上男子４×100mリレー、

軟式テニス男子団体、軟式テニス女子団体、卓球男

子個人、柔道男子個人で銅メダルを見事に勝ち取り

ました。メダル獲得数こそ前年を下回ったものの、

陸上男子400mは５年の遠藤が大会新記録で優勝、

剣道女子団体は６連覇、剣道女子個人は５年の安川

が１年次から無敗の５連覇、男子バスケットボール

は創部以来初となる準優勝を果たすなど、東医体の

新たな歴史に群馬大学の名を残す大会となりまし

た。また、上記以外にも各競技で上位入賞を果たし

た者も多く、夏季競技終了時点での東医体総合成績

では全36校中８位という好位置につけており、冬

の競技にも期待が高まる次第でございます。

昨年同様、今大会でも好成績を残すことができた

のは、各部の部員各々が常に向上心を持って上を目

指し、たゆまぬ努力を継続してきたためだと考えて

おります。昭和キャンパスのトレーニングルームの

利用者も増えてきているようで、運動部会会長とし

ては喜ばしい限りです。そして何よりも、このよう

に充実した練習を行うことができ、各競技の技術向

上に打ち込める環境が本学医学部に整っているのは、

同窓会会長でいらっしゃる飯野佑一先生を始めとし

ました同窓会会員の皆様のご理解ならびに毎年の変

わらぬご支援の賜物であると心得ております。誠に

略儀ながらこの場をお借りして御礼申し上げます。

今後は冬季競技に参加するスキー部の皆様の健闘

を祈りつつ、さらなる練習環境の向上のため、トレ

ーニングルームの環境改善や、一部の部活で部室が

足りていない現状の打破に努め、群馬大学医学部運

動部のさらなる発展のために尽力していく所存にご

ざいます。冬季競技、そして来年以降の東医体での

躍進のためにも、誠に恐縮ですが、同窓会の皆様に

は今後とも変わらぬご支援・ご協力を賜れればと存

じます。どうぞ宜しくお願い致します。

第58回東医体夏季競技報告

運動部会会長　松本　直大（医学科４年)

野球部 ベスト16

サッカー部 初戦敗退

ゴルフ部 団体 11位

男子個人３位（３年朝鳥洋介）

バドミントン部 男子団体１回戦敗退

女子団体２回戦敗退

男子シングルス　ベスト16（伊藤）

男子ダブルス（福田・伊藤ペア）

ベスト32（大枝・吉田ペア）

女子シングルス　ベスト16（稲葉）

女子ダブルス

ベスト16（遠藤・稲葉ペア）

陸上部 男子トラック総合５位

男子 400ｍ

１位（５年遠藤　大会新）

男子 400ｍＨ１位（５年遠藤）

男子走高跳２位（４年村山）

男子 200ｍ　入賞（２年吉松）

男子４×100ｍリレー

３位（奥山－横山－吉松－遠藤）

男子４×400ｍリレー

５位（奥山－遠藤－横山－河合）

女子走幅跳　入賞（３年松岡）

水泳部 男子総合６位　女子総合５位

硬式テニス部 男子　３回戦敗退

女子　２回戦敗退

軟式テニス部 男子団体３位　女子団体３位

男子個人４位入賞

（６年須永匡一、２年江沢佑真ペア）

卓球部 男子団体ベスト８

女子団体ベスト16

男子個人３位（岩上・清水ペア）

柔道部 団体ベスト８

個人３位（５年志賀輝）

ベスト８（２年稲川尭志）

剣道部 男子団体　予選敗退　男子個人　

敢闘賞（１年岩澤光哲）

女子団体優勝（６連覇）

女子個人優勝

（５年安川紗香　５連覇）

弓道部 優勝（３年　浅古祐介）

バレー部 男子べスト８　女子ベスト８

バスケ部 男子　準優勝　女子ベスト16
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東医体閉会式後の集合写真（平成27年８月６日　栃木県南体育館）

渡邊明恵さん（医学科６年）

群馬大学医学部剣道部は、今年度の東日本医科学

生総合体育大会（東医体）において、女子団体戦優

勝、女子個人戦優勝（５年・安川紗香）という結果

を残すことができました。今年度の優勝により、女

子団体戦は６連覇を、また個人戦では安川が５連覇

を達成いたしました。このような成績を収めること

が出来たのは、日々熱心に指導してくださる監督・

コーチの先生方、いつも温かく見守り、稽古をつけ

てくださるOB・OGの先生方のお陰であり、この場

を借りて心から感謝申し上げます。

私たち剣道部はこの一年間、東医体やコメディカ

ル大会で優勝することを目標に、部員一同切磋琢磨

して練習を重ねてきました。週三回の練習に加え、

試合シーズンには何週にもわたる週末の大会遠征、

さらには全学部の大会への参加など、医学部だけに

留まらず全学部との交流も含めて積極的な活動を続

けています。

さて、今年度の東医体剣道競技は、８月５日、６

日に栃木県立県南体育館にて行われました。毎年、

１日目に団体戦、２日目に個人戦という日程で行わ

れます。１年生から６年生まで、普段あまり選手と

して試合に参加する機会のない学生も含めた部員全

員が個人戦に出られるということもあり、私たち群

馬大学はもちろんのこと、各校共に東医体には特別

な思いで臨んでいます。

東医体の日程を見ても分かります通り、剣道の試

合は基本的には１試合３分間なので、他の競技と比

べて試合時間が短いというのも特徴の一つかもしれ

ません。短い時間で自分達が積み重ねてきた練習の

成果を発揮する、ということは簡単なことではあり

ません。そのため、剣道の練習においては、「毎回

の練習を試合だと思う」ということがとても大切に

なります。一瞬一瞬を勝負だと思い、気を抜かずに

頑張るということは、剣道の稽古のみならず、私た

ちの日常生活、ひいては将来目指すべき医師像とし

ても、とても重要なことであると感じます。

私たち剣道部は現在、ここ数年で急激に部員数が

増えた影響を受け、かつてないほどの大所帯となっ

ています。練習場所の確保と、効率の良い練習方法

を考えることは、悩ましくもありますが喜ばしいこ

とでもあります。毎年のように、並々ならぬ剣道熱

を持った学生が剣道部に入部し盛り上げてくれてい

ることは、これからも剣道部が更なる発展を遂げる

ことを明確に示してくれていると思います。これか

らも剣の道を正しく、謙虚に進んでいく所存です。

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。

女子剣道部優勝

女子剣道部前主将　佐藤　来紗（医学科４年)
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ドイツ・ボッフム大学交換留学報告 

今年度から始まったバードユーンハウゼン心臓

病・糖尿病センター（HDZ）での交換実習プログ

ラムに参加させていただきました。８月に群馬大学

５年生２人がドイツで、９月にドイツ人留学生が日

本で実習を行いました。

北ドイツ、HDZはボッフム大学附属病院の１つ

で、有名な温泉保養地バードユーンハウゼンにあり

ます。現在、北関東循環器病院院長の南和友先生が

創設から関わられ、30年たった今ではヨーロッパ

有数の心臓手術数約6000件を誇る病院です。

私は３週間全て胸部心臓血管外科で実習を行いま

した。毎日６時過ぎにペンションを出発、徒歩15

分で病院に到着後、朝食。病院支給の白衣、ポロシ

ャツ、ズボンへ着替え、７時からは、病棟でドレー

ン抜去の見学やカンファレンスに出席。その後、手

術を見学しました。行われている手術は、数、種類

ともに多く、MICSによる弁置換・形成術、OPCAB、

TAVI、心臓移植などです。また、慣れてくると助

手として手術に入れてもらえるようになり、技術は

見て盗むものということを体感できました。

胸部心臓血管外科だけで手術室は８部屋あり、そ

れぞれ１日に２～３件のオペを行っていたにもかか

わらず、５時には多くの先生が手術を終了し帰宅し

ていました。日勤と当直の制度も日本とは異なり、

当直は２～３日続けて行うかわりに日勤はその間全

くなく、朝７時には帰宅するそうです。当直の時間

帯に開始した心臓移植が、日勤の時間にさしかかる

と術者たちが交代し始めた時には驚きました。年間

約80例の心臓移植は日常ルーティンの１つとして

捉えられているということをひしひしと感じました。

ドイツをはじめ、フランス、イラン、レバノン、

ポーランド、マケドニア、ルーマニアなど、他国籍

の医療スタッフや医学生から刺激を受けながら充実

した３週間を過ごすことができました。この経験を

将来に生かすためにも、日々勉学に励んでいきたい

と思います。

最後になりますがこのような貴重な機会を与えて

くださった、コーディネーターの倉林先生、

Gummert先生、北関東循環器病院院長の南先生、

同病院院長補佐の城田様、医学部長の峯岸先生、教

務部長の小山先生、楯様をはじめとする学務課の皆

様、金銭的にもご援助くださった同窓会、後援会の

皆様、応援していただいた皆様すべてに深く感謝申

しあげます。本当にありがとうございました。

小野寺瞭子（医学科５年)

ドイツでの実習を終えて

カフェテリアでルーマニアの
医師たち・ドイツ人医学生と

病院のエントランス
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この度、ドイツ・ボッフム大学との交換留学生と

してバードユーンハウゼン心臓・糖尿病センター

（HDZ）で３週間、臨床実習に参加させていただき

ました。

HDZはドイツ国内だけでなくヨーロッパ各地か

ら患者が集まり、年間6000件に迫る心臓血管手術

をこなすヨーロッパ随一の実績を誇る病院です。冠

動脈バイパス術や弁置換術・形成術はもちろん、

TAVI（経カテーテル大動脈弁置換術）や心臓移植

など日本では目にする機会の少ない症例も多く経験

できました。手術室では、助手として術野に入って

手技を学び、結紮や縫合，グラフト血管の割出しを

初めさまざまな処置を担いました。また、人工心臓

病棟や小児循環器病棟では、回診や術後管理などの

病棟業務を経験しました。

豊富な症例を経験できたこともさることながら、

医療制度の観点からも日本とは異なる点が見受けら

れました。ドイツでは心臓外科の専門医資格を取得

するのに必要とされる手術件数が日本の10倍以上

も多く、より高いハードルを越えなければなりませ

ん。また、地域のニーズに応じて病院や診療科の数

を算出することで病院の乱立や医師の偏在を予防

し、限りある医療資源を有効利用するための工夫を

凝らしています。加えて、HDZで働く医師はドイ

ツ人だけではなく、他のヨーロッパ諸国や中東、東

アジア、遠くは南米出身の医師もドイツ人と肩を並

べて働いています。ドイツでは高い志と実力があれ

ば門戸を広く構えて外国人を受け入れ、切磋琢磨し

合う体制が整っています。確かに、日本の医療水準

は循環器のみならず各分野で世界トップクラスです

が、より高い専門性と合理性を追求し、世界を牽引

する先進的なドイツ医学から学ぶべきことは決して

少なくないと感じました。

日本にいるときは気づきませんでしたが、今回の

留学を通して海外から日本の医療を見つめ直すこと

で、日本の誇るべき点、改善点それぞれに気づくこ

とができました。また、現地の医師や学生との交流

を通じて、互いの育んできた文化・風習への理解が

深まりました。これらの貴重な経験は、今後の私の

人生に必ず活きると確信しています。

最後になりますが、本プログラムを企画してくだ

さった倉林先生を初め、峯岸医学部長、小山教務部

会長、北関東循環器病院院長の南先生、同病院院長

補佐の城田様、同窓会の皆様、事務の皆様、ボッフ

ム大学関係者の皆様、実習にご協力いただいた皆様

に心より感謝の意を申し上げます。ありがとうござ

いました。

蛭間　貴司（医学科５年)

ドイツの医療現場から見た日本

小児心臓血管外科医の先生と埼玉医科大学の学生と
（平成27年８月29日　小児科病棟）
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去る10月24日（土）、25日（日）の２日間にわた

り、群馬大学昭和キャンパスにおいて第30回群馬大

学医学祭が開催されました。２日間合わせた来場者

数はのべ2100人にのぼりました。この場をお借りし

て、開催にご協力いただいた大学関係者の皆様、ご

支援ご協賛いただいた方々に厚くお礼申しあげます。

今年度は「カラフル」というテーマのもと、群馬

大学医学部とそこにいる学生が持つさまざまな特色

を前面に押し出しました。各種クラブ・サークルに

よる模擬店・演奏発表・屋内展示はもちろんのこ

と、来場者に医学部の講義を体験していただく「１

日医学部体験」、砂絵や人形を使って医学を楽しく

学べる「医ろ展」、学内外から講師を招いた公開セ

ミナーなど、医学部でしかできない企画も各種取り

揃えました。来場者向けのスタンプラリーやクラ

ブ・サークルへの投票企画も実施しました。アンケ

ートの結果、どの企画も大変好評であったことがわ

かり、企画に関わった一学生として誇りに思ってお

ります。

加えて、この医学祭の背景には多くの方の協力が

第30回医学祭を終えて

板橋悠太郎（医学科４年)

ありました。今年度は従来のような医学科４年生の

みの運営体制を見直し、医学部の全専攻から実行委

員を募集して実行委員会を組織するところからスタ

ートしました。最初は少ない人数でしたが、呼びか

けに応えて多くの学生が集まってくれました。他に

も、企画運営に対し建設的なアドバイスをくれた学

生や、当日起こった突然のトラブルに迅速に対応し

てくれた一般学生、参加者として一緒に会場を盛り

上げてくれた学生など、挙げればきりがありません。

また、学務課スタッフの皆様には開催１年前から開

催後まで多岐にわたってさまざまなご支援を賜りま

した。たくさんの人に恵まれ、このような医学祭が

開催できたことを大変嬉しく思います。また、ここ

で学んだチームワークが、将来医療に携わるうえで

活きてくるのではないか、とも考えております。

今年の医学祭は終了してしまいましたが、次回の

開催に向けた「種まき」も行っていく所存です。今

回の良かったところを活かしつつ、悪かったところ

を改善できるよう後代に継いでいきます。次はどん

な医学祭になるのか、今から楽しみでなりません。

最後になりますが、この医学祭を通じて群馬大学

医学部が持つ魅力を広く外部に発信できたならば幸

いです。ここで得たものを糧にして、これから心機

一転、邁進してまいります。

第30回医学祭の実行委員会企画で、『１日医学部

体験』という企画を担当しました、保健学科看護学

専攻４年の松田惇司です。『１日医学部体験』とは、

名前の通り、参加者に医学部の授業を擬似体験して

もらおうという企画です。第29回医学祭で実施さ

れた『模擬病院』に代わって、「医療系の大学を志

望している高校生を対象とした模擬授業や実習と、

受験生向けの相談ブースを併せた企画を作ったら参

１日医学部体験部より

松田　惇司（保健学科看護学専攻４年)

模擬店

第30回　群馬大学医学祭報告
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加者に喜んでもらえるのではないか」という案の元、

発足しました。今回初めて実施した企画ですので、

上手くいったところも改善すべきところも含めて、

簡単に感想を述べたいと思います。

模擬授業は、今回医学科・保健学科各専攻の総勢

12名の先生方に模擬講義や模擬実習を依頼しまし

た。結果としては、非常に多くの参加者から高評価

をいただけたと思います。企画段階では当初、高校

生を主な対象とした内容の模擬授業を先生方に依頼

したのですが、医学祭当日になってみると、小学生

くらいのお子様連れで体験授業に参加していたり、

40～50代の方が１人で講義を受けていたりといっ

た姿が多数見受けられ、アンケート結果からも、

「医学部の授業を受けられるのはめったにないこと

なので参加した」「貴重なお話を聞くことができて

良かった」という声が聞かれました。実際にやって

みることで、医学部の模擬授業というのは幅広い年

代の方々からの需要があるのだということが分か

り、自分たちが医学部生であることに誇りを感じま

した。

また、相談ブースについては、参加者数は各日

10組程度であったものの、受験のことや大学生活

のことについて質問をしている姿が見られ、当日ボ

ランティアをお願いした医学部生のスタッフ側から

も「久々に高校生と話せて楽しかった」という反応

をいただきました。ただ、今年はブースの場所が少

し分かりづらかった気がするので、次回実施の際に

検討してもらいたいと思います。

企画運営を通じて、また、実行委員活動に携わら

せていただいて、私自身非常に多くの学びがありま

した。この貴重な体験を、今後の生活に活かしてい

きたいと思います。最後になりますが、「１日医学

部体験」に参加してくださった方、貴重なお時間を

割いて模擬授業をしてくださった先生方、当日ボラ

ンティアを含め本企画に携わってくださった学部生

の皆様方に、心から感謝申しあげます。ありがとう

ございました。

この度は、刀城クラブ会報に私の報告を掲載させ

ていただけることを、誠に光栄に思います。私は企

画局ABC医学交流部の部長として約10ヶ月間、医

学祭のために準備をしてまいりました。

「ABC医学交流部」では、医学部にいない人に

医学について楽しく学んでもらうことを理念とし、

今年の医学祭のテーマ「カラフル」にちなんで、

「医ろ展～色を使った医学を楽しく学んじゃおう！

～」という企画を運営してきました。「医ろ展」で

は、「PET検査を砂絵で表現しよう！」というコー

ナーと、「災害が発生！あなたならどう判断する？

～トリアージって何？～」という２つのコーナーを

設けました。「PET検査を砂絵で表現しよう！」は、

FDG-PET/CT画像においてFDGの集積が多い順か

ら赤、緑、青に表示されることを模擬的に表した砂

絵を作ってもらう企画でした。「災害が発生！あな

たならどう判断する？～トリアージって何？～」は、

傷の装飾をつけたぬいぐるみでSTART法による４

色のトリアージをやってもらう企画でした。

１年生の頃の医学祭前は、高校の頃の楽しかった

「医ろ展」－地域の住民との
交流型企画によって、医学を

楽しく学んでもらいました－

成澤由起子（医学科５年)

医学部体験
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文化祭のイメージがあったのも影響し、正直なとこ

ろ期待することはありませんでした。医学部の学園

祭なのに、医学をテーマにしたものは模擬病院と教

授１人だけによるセミナーくらいしかなく、あまり

面白くないなあと感じていました。そしてその当時

は医学祭の運営が医学科４年によって行われてお

り、当該学年にならない自分には医学祭運営に関わ

ることはないだろうと思っていました。しかし２年

後の３年生の時の医学祭で転機が訪れました。英語

の講義でお世話になったディアナ・クローズ先生が

「ブレイン・ハットを作ろう」という、工作しなが

ら脳の機能局在を学べる企画を行っているのを見た

私は「そうだこれだ、これが医学祭でやるべき医学

ものの内容だ」と感銘を受けました。その後、医学

祭の運営を医学科４年だけでなく保健学科も含めた

医学部すべての学生から委員を募集して行うという

機運も私を後押しし、医学をテーマにした、体験し

ながら楽しく学べる企画を作るために、私は実行委

員の部局長に立候補しました。

当日たくさんのお客さんがこのブースに遊びに来

てくださり、砂絵は約300枚お客さんの手元に渡り

ました。高校生が興味深そうに説明を聞いてくれ、

医学部で何を学んでいるかを知りたい方への期待に

応えられたと思います。「こういう理由でPET検査

中に動いてはいけないのですね」と自身に関係する

かもしれない検査に理解を深められた方もいらっし

ゃって、将来の医療者と将来の患者の架け橋になっ

ている実感もありました。企画をした私たちとしま

しても、初心者にわかりやすくプレゼンテーション

をする練習になりましたし、医学部にいない人が医

学・医療のどのような点に興味を持つのか勉強する

機会になり、有意義な経験となりました。

現在、医療現場では、医療者と患者の対話が少な

いことから生じるコンフリクトも多いと聞きます。

しかしながら実際の医療現場では、患者さんは自分

が病気で不安ですし、医療者側も必要なことを説明

しなければならず、患者さんが興味を持ったことに

関して医療者が答えるというコミュニケーションに

はなかなかならないのではないでしょうか。私は医

学部にいない人に対し、普段より医学部との交流が

できる機会を持つことが良いのではないかと考えま

す。その意味で、このような企画が重要な意味を担

うと思っています。

医学部長の峯岸敬教授は、第30回医学祭開催の

ごあいさつの中で、以下のようにおっしゃっていま

す。「この機会に興味のある疾患に対する質問を投

げかけていただき、学生による説明で理解を深めて

いただけることを期待します」。私は今回、このよ

うな来場者参加型の、医学をテーマとした企画を作

りましたが、現状としてはまだまだ来場者が医学に

関して対話できる企画は少ないと感じています。ま

た、せっかく地域のお子さんがたくさんいらっしゃ

っているのに、小学生以下の子どもが遊べるような

スペースも少ないという問題点もあります。金沢大

学や弘前大学など、「医学展」といって医学的に充

実した内容の学園祭を行っている大学もあります。

群馬大学の医学祭も、今後より“地域に医学部を開

いたもの”になるべきです。私の作ったABC医学

交流部に後継者が現れ、存続されるだけでなく、ゆ

くゆくは医学祭が医学ものの企画で溢れていき発展

を遂げることを願っています。

最後になりましたが、今回医学祭を開催するにあ

たって一緒に運営を頑張ってくれた実行委員の

方々、ご賛助いただいた先生方に厚くお礼を申しあ

げます。

（医ろ展）ABC医学交流部
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水 
芭 
蕉 

女性医師シリーズ　 47

原稿依頼をいただいてから、大分時間が経って

しまいました。水芭蕉では、多くの先輩・後輩の

女性医師の先生がたの頑張っていらっしゃる姿を

拝見しております。果たして自分はこうした先生

がたと並んで、後輩の女子学生・女性医師の励み

や指針となりうるかわかりませんが、臨床から基

礎医学へという、医師としては少数派のキャリア

を辿りましたので、この様な生き方もあるのだと

いう紹介の意味も込め、これまでに自分が辿った

道と現況について、書きたいと思います。

卒業後は、第一内科（病態制御内科学）に入局

し、１年ほど大学で研修した後、呼吸器グルーブ

に入りました。つまり、この時点では基礎医学へ

進む事は全く考えていなかったのです。２年目以

降は、利根中央病院や上武呼吸器科内科病院など

の関連病院で研修し、COPDや気管支喘息の患者

さんの診療を多く行うようになり、呼吸生理につ

いて勉強する必要性を感じ、当時利根中央病院の

指導医だった富岡眞一先生から紹介いただいた

John B West先生の呼吸生理学の本を読んだり、

東京で開催された肺機能講習会などに参加したり

しました。この時に勉強した事が、現在、呼吸生

理学の講義や実習で役に立っています。COPDや

気管支喘息の主要な病態として気道閉塞がありま

すので、気道壁を構成している気管支平滑筋の収

縮制御機構について研究したい、と思う様になり、

当時、筋収縮を制御する蛋白質の研究をしていた

薬理学教室（現在の病態薬理学）の小濱一弘先生

の研究生としていただきました。思えばこれが臨

床から基礎医学へ転向したきっかけだった訳です

が、当時はまだ学位を取ったら臨床へ戻るつもり

でした。

研究生から大学院生となり、薬理学教室で実験

を続けました。外国出身の研究者や、医学部以外

の出身の研究者の先生がたからお話しを伺う機会

も多く、自分とは異なる視点や考え方と持ってお

り、良い刺激となりました。今考えますと、この

大学院在学中に、気管支平滑筋に限らず、平滑筋

の収縮制御機構自体に興味がシフトした様に思い

ます。平滑筋の収縮に重要なミオシン軽鎖キナー

ゼという酵素について研究して学位を取得後、１

年ほど臨床の現場に戻りましたが、研究を続けた

いという気持ちは消えず、NIH/NHLBIのDr.

Robert S Adelsteinの研究室に、ポスドクとして

留学し、非筋ミオシン軽鎖キナーゼについての研

究を行いました。留学中の2001年９月11日に同

時多発テロがありました。連邦機関であるＮＩＨ

も攻撃されるかもしれないから早く帰宅する様に

言われましたが、朝から始めた実験のきりがつか

ず、結局帰ったのは夕方近くになってしまいまし

た。しかし、皆一斉に帰宅しようとしたため、早

く帰ろうとした人達も、駐車場から出るのに１時

間近くかかったそうです。日本は夜中だろうと思

い、日本時間で朝になってから家に電話しました

が、夜通しニュースが流れていて心配していたそ

うなので、早く電話すればよかったと悔みました。

NIHから直線距離で20kmほどの所にある国防総

省の一角が真黒に焼け崩れているのを、傍を車で

走行した時に見た事が、強く心に残っています。

２年間のポスドクも期限が近づき、通常臨床に

戻るところで、現在所属している山口大学大学院

医学系研究科・生体機能分子制御学（旧生理学第

一講座）で教員の求人をしている、という情報が

ありました。教室の研究テーマは、血管平滑筋収

縮の収縮制御機構で、特に、血管攣縮を引き起こ

す異常収縮のシグナル伝達機構について中心的に

研究しており、これまでの自分の研究テーマに合

っていた事、そしてもちろん研究を続けたいとい

う気持ちもあって、面接を受けました。幸いにも

採用され、現在に至っています。

現在の仕事は、研究に加え、教育があります。

山口大学医学部ではユニット制をとっており、主

に医学科２年生を対象に、呼吸器をはじめ各ユニ

ットの生理学の分野の講義、機能系実習（２つの

生理学の講座と薬理学との合同）を行っています。

また、こちらでは自己開発コースという、医学科

３年生が３－４名ずつ、基礎と臨床の各講座に配

属され（原則は本人の希望で、人数により調整）、

３ヶ月間ほど研究を行い、発表会でのパワーポイ

ントでのプレゼンや、日本語論文の作成を行うカ

リキュラムがありますが、その指導も行います。

中にはカリキュラム終了後も実験を続け、学会発

表をして学会賞を受賞する学生さんもいます。こ

れらの学生さんで、卒後すぐに基礎医学に進んだ

人はまだいませんが、自分の事を振り返りますと、

しばらくしてからでも研究の道に進んでくれる人

がいれば良いなと思います。

臨床から基礎医学へ

山口大学医学部生理学第一講座

准教授　岸　　博子（平２卒）



群馬大学医学部刀城クラブ会報 第240号平成27年(2015年)12月15日

－ 22 －

平成27年９月第２木曜日（９月10日）、大雨によ

り鬼怒川堤防が常総市内で決壊し多くの洪水被害が

出た当日ですが、渋川市付近は夕方から雨も上がり、

西の空には晴れ間も見られ、穏やかな夕刻の中、群

馬大学医学部同窓会渋川支部総会&懇親会がアネー

リ渋川にて開催されました。

御多忙の中、飯野佑一同窓会長にも参加していた

だき、出席者は渋川支部会員20名でしたが、高崎市

内で開業されている連石敦太先生（55卒）にも飛び

入り参加していただきまして総勢22名の会となりま

した。

総会に先立ち、物故者への黙祷をし、会計報告等

がなされました。また今回、横江隆夫先生（52卒）

が群馬県では二人目の救急功労者表彰（総務大臣表

彰）を受賞されたこと、橋本真也先生（H２卒）が

第15回渋川支部総会
・懇親会報告

神保　　進（昭54卒)

北毛病院院長に就任された事が報告され記念品を贈

呈致しました。

その後、今回出席者の中での最長老、神山照秋先

生（33卒）の乾杯の御発声の下、懇親会が始まりま

した。

懇親会では、参加者からの近況報告を、卒業年次

の新しい順に披露していただきましたが、例年、そ

れだけでかなりの時間を取ってしまい、最後の集合

写真を取る時間が遅くなってしまっておりましたの

で、今年は乾杯の後、直ぐに近況報告を開始してい

ただきました。楽しい話題がたくさん披露され、ま

た斎藤龍生先生（53卒）からは、来年４月開院予定

の渋川医療センターの進捗状況をお話していただき

まして、宴会時間の２時間はアッと言う間に過ぎて

しまいました。

最後に集合写真を撮り、飯野会長をお見送りして

散会となりました。ここ数年は、参加者がほぼ決ま

ってきてしまっておりますが、毎年、９月の第２木

曜日にアネーリ渋川で開催しておりますので、渋川

地区にお住まい、ご勤務されていらっしゃる先生で

したら、どなたでも大歓迎しますので、ご出席の程、

お願い申し上げます。

第15回　渋川支部総会　懇親会（平成27年９月10日　アネーリ渋川）
後列左より：橋本真也（H2）、連石敦太（55）、井上貴洋（H12）、内橋慶隆（57）、棚橋美文（57）、松井啓人（63）、

磯野博明（H1）、入江大介（H22）
中列左より：入内島徳二（55）、岡本正司（54）、長谷川義隆（54）、中村勇司（56）、神保進（54）、大滝章男（59）、

塚越秀男（60）
前列左より：高橋篤（54）、斎藤龍生（53）、堀口佳男（34）、飯野佑一会長、神山照秋（33）、横江隆夫（52）、

根本雅明（54）

支　部　だ　よ　り 支　部　だ　よ　り 
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平成24年より毎年行われております埼玉医科大

学・群馬大学同窓講演会が、今年も９月９日、川越

東武ホテルにおいて開催されました。これは埼玉医

科大学総合医療センター　石田教授が中心となって

ご企画され、群馬大学同窓の先生をお招きし、ご講

演をして頂くとともに、埼玉県毛呂山町にあります

埼玉医科大学大学病院、川越市にあります総合医療

センター、日高市にあります国際医療センターの３

病院に在籍する同窓生が一同に会して、懇親を深め

るという会であります。今回は、群馬大学大学院医

学系研究科　泌尿器科学　鈴木和浩教授をお招き

し、同科の前立腺癌を主対象とする研究・診療成果

及び、現状につきまして、貴重なご講演を賜りまし

た。また、その後の懇親会は、場所を変えまして本

川越駅そばの割烹「川島」で行われました。懇親会

には主賓の鈴木教授をはじめ、埼玉医大本学より公

衆衛生学　永井正規教授（昭和49卒）、リウマチ膠

原病科　梶山浩助教（平成５卒）、国際医療センタ

ーより放射線腫瘍科　加藤真吾教授（昭和58卒）、

心臓血管外科　新浪博教授（昭和62卒）、総合医療

センターより消化管・一般外科　石田秀行教授（昭

和59卒）、石橋敬一郎准教授（平成３卒）、福地稔

講師（平成４卒）、放射線腫瘍科　高橋健夫教授

（昭和63卒）が参加され、和やかな時間を一同過ご

しました。会半ばでの、現在の母校の状況について

鈴木教授のお言葉もあり、われわれ埼玉医科大学も、

同窓一丸となって、母校に最大限の協力を行ってい

くと同時に、川越・毛呂山・日高の３キャンパスの

垣根を越え、共に発展を目指して尽力しようとの思

いを新たにいたしました。本会の今後の課題として

は、大学内にまだ少なからず在籍している同窓生を

把握し、同会のご参加をお呼びかけすることです。

今後も可能な限り、継続していきたいと思っており

ます。埼玉医科大学と群馬大学の交流を育む場とな

れば幸いです。ご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願

いします。

平成27年度埼玉医科大学
群馬大学同窓講演会・懇親会の御報告

埼玉医科大学総合医療センター　形成外科　

塩川　一郎（平11卒）

平成27年度埼玉医科大学　群馬大学同窓講演会・懇親会（平成27年９月９日　川越東武ホテル）
後列左より：梶山助教、石橋准教授、新浪教授、高橋教授、塩川、福地講師
前列左より：石田教授、永井教授、鈴木教授、加藤教授
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刀城クラブ東京支部　第９回総会・講演会・懇親会開催のご案内

東京支部長　堀　貞夫（昭47卒）

第９回刀城クラブ東京支部総会・講演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」ことを目的に開催されています。今会は第９回となり、下記の要領でとり行います。

総会議事の後、懇親会に先立ち恒例となりました「特別講演」を前国立感染症研究所所長の渡邉治雄

先生にお願いしました。「感染症の世界的動向（仮題）」という演題でお話いただく予定です。

渡邉先生は昭和50年群馬大学医学部を卒業し、群馬大学第一内科で１年間研修後、国立公衆衛生院に

入職されました。微生物学部、細菌部の専門分野で研究業績を挙げ、平成22年４月から平成27年３月ま

で国立感染症研究所所長を勤め上げられた、群馬大学医学部が誇る研究者です。この間にスイス・ジュ

ネーブ大学に留学し、岐阜大学、東京大学、順天堂大学、横浜市立大学などで教鞭をとられていました。

卒業後、群馬大学に在籍した期間が短く、同窓生として親しく話すことができた先生方は少ないかもし

れません。今回は世界に誇る群馬大学同窓生として貴重な講演を聞かせていただく予定です。是非、ふ

るってご参加ください。

記

日　時：平成28年３月12日（土）18：20－（約２時間）

場　所：渋谷エクセル東急ホテル

特別講演：渡邉治雄先生

今回は日本医師会の生涯教育制度認定事業として申請し、1.5単位が取得できる予定です。

石井ホール入口s

▼西成甫先生記念碑
（昭和60年卒記念）
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昨年に続き、平成27年９月12日に、わがクラス

としては７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。今回のクラス会も２

名の教授就任のお祝いを兼ねてのものでした。大山

良雄君が、群馬大学大学院保健学研究科看護学教授、

小山諭君が、新潟大学大学院保健学研究科看護学教

授に就任しました。毎年、教授に就任する同級生が

いることは、63卒としても誇らしいかぎりです。今

回は、25名の参加者がありました。まず初めに、本

年５月21日に不慮の事故で亡くなった、西裕太郎さ

んに全員で黙祷を捧げました。岡本栄一君から、西

さんの略歴について紹介があり、昨年から聖路加国

際病院循環器内科部長に就任して１年足らずの訃報

であることが伝えられました。これからというとき

に残念な気持ちでいっぱいです。また、同級生もそ

れぞれが、責任ある立場での診療を行っているため、

夜間待機者が見つからず、新潟から日帰りで駆けつ

けてくれた小林弘子さんや、どうしても抜けられな

い仕事で残念ながら欠席の方も大勢いました。毎回、

石川県の和倉温泉から駆けつけてくれる佐原博之君

は、北陸新幹線の開通でとても移動が楽になったと

昭和63年卒　第７回クラス会報告

伊藤　郁朗（昭63卒)

いうことでした。教授就任２名の講演では、大山君

は、これまでの研究テーマが、高血圧、老化、糖尿

病、総合医療と多岐にわたること、また、臨床研修

センターを初めとして、医療人能力開発センター、

患者支援センター、保険診療管理センターの副セン

ター長を務め、チーム医療を実践してきたことが今

回の教授就任につながったと話がありました。小山

君は、専門の乳がんの治療、特に手術療法の進歩や、

もう一つの仕事である、経腸栄養に関して、基礎研

究のアクアポリンについてから日本静脈経腸栄養学

会での活動まで幅広い内容でした。また、経腸栄養

についてもチーム医療が大切で、多職種でフットサ

ルを楽しんでいるとの話もあり、今回の講演は、２

名ともチーム医療の実践がキーワードでした。淀縄

聡君は、９月９日から10日の豪雨で被害の大きかっ

た茨城県からの参加でした。病院の近くの川がだい

ぶ増水したが、何とか大丈夫であったとのことでし

た。最近では、子供が医学部に進学している同級生

もいて、いずれ63卒の教授たちに講義や実習でお世

話になることをお願いしていました。これまで同級

生の教授就任などの活躍のおかげで、お祝いの会を

兼ねて多くの同級生が参加して会を開催することが

できました。まだまだ、クラス会でお祝いする必要

がある要職に就く同級生もいると思いますが、これ

からは、卒後30年、40年といった区切りの年にも

クラス会を開催して、同級生の元気な姿を見られれ

ばと思います。次回の予定は特に決まっていません

が、おそらく数年のうちにまた開くことができるこ

とを願っています。

昭和63年卒第７回クラス会（平成27年９月12日　高崎　ホテルメトロポリタン）

クラス会だより クラス会だより  
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ようやく猛暑の夏から開放され朝晩の涼しさに秋

の到来を感じるようになった平成27年9月19日

（土）、浦和駅近くの和食料理のお店（魚菜基　さか

なもとし）に、埼玉県とその近郊に働く同級生、雪

田慎二（埼玉協同病院）、石田秀行（埼玉医大総合

医療センター）、加藤まゆみ（さいたま市立病院）、

菅谷壮男（東松山市立病院）、栗原みどり（みどり

皮膚科クリニック、上尾市）、清水俊男（清水小児

科アレルギークリニック、比企郡嵐山町）、加えて

クラス幹事の小山（群馬大学　浦和出身）と山田

（やまだ内科クリニック、川口市立医療センター）

が集まりました。

今回、雪田君が医療生協さいたま理事長に就任す

るといううれしいニュースが有りました。大学卒業

後、すぐに埼玉医療生協に就職し、32年間、「安心

して暮らし続けられる街づくり」を目標に、地域医

療・介護活動に取り組んできました。埼玉近郊の同

窓生に声をかけ、「雪田先生理事長就任のお祝い」

雪田君医療生協さいたま理事長
就任を祝う59卒特別同窓会

―群馬大学にエールを送る－

小山　徹也（昭59卒)

山田　弘徳（昭59卒)

と、併せて大学の今後の発展を願って「群馬大学に

エールを送る特別同窓会」の名目で会を開催しよう

ということになりました。医学部教務部会長をして

いる小山から、今回の外科医療事故の状況と現在の

大学病院改革や教育問題の簡単な説明がありまし

た。皆、母校の復活を心から願っており、雪田君か

らも、大学には高度専門医療、研究、教育で大きな

力を発揮して、地域医療の支援という役割を果たし

てほしいとエールが寄せられました。

皆全員が、埼玉に携わって仕事、生活をしている

ので、日頃の身近な話題から、話は直ぐに盛り上が

り、あっと言う間に時間が過ぎました。各々、専門

とする分野は違っていても、狭い地域社会なので、

思いもよらないことで関連を持つことがあり、同窓

生であることから、しばしば助けてもらうことがあ

ります。仕事上でも、仕事以外でも、直ぐに簡単に

協力をしてもらえるのは、本当に同窓生であること

の有難みをつくづく感じた会でした。３時間という

時間も忘れて話は尽きず、楽しい会はお開きとなり

ました。なお、蒔田益次郎君が、59卒では教授とし

て8人目、日本医大武蔵小杉病院乳腺外科教授にな

った紹介もありました。

最後に、次回の59年卒全体同窓会を、東京（平成

28年３月19日（土）、「アルカナ東京」）で予定をし

ております。多くの方々にお集まりいただきたいと

思っております。

雪田君医療生協さいたま理事長就任を祝う59卒特別同窓会（平成27年９月19日　魚菜基）
右列後より：雪田、菅谷、栗原、清水
左列後より：山田、加藤、石田、小山
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昭和38年卒は毎年10月の第二日曜日正午に東京

でクラス会を開くことが決まっており、2015年も

昨年と同じ会場である新橋の第一ホテルで10月11

日（日曜日）に開催しました。

この１年の間に樋口(次)君、田谷君、五味君が叙勲

され、喜ばしい話題として皆で祝意を表しました

(田谷、五味は都合で欠席)。38年卒全員が後期高齢

者プラス１歳以上となりましたが今年は物故者も無

くお互いの健康と幸運を確かめ合いました。

出席者は19名、同伴者３名でしたが閉会直前に

上地君が駆けつけ計20名と盛会でした。卒後52年

以上経過したクラスのメンバーを上手にまとめた幹

事の尾形君の手腕に皆が敬意を表しました。彼は

66名の同期のうち存命の46名全員に年賀状でクラ

ス会参加を呼びかけ、第二報は８月初旬に往復はが

きで出欠の確認をしました。しかし出席予定者の内

から３名のキャンセルと、直前に塚越君（クラス最

年長の91歳）の欠席がわかり大変残念でした。

幹事の開会挨拶に次いで叙勲の樋口君の報告と欠

花の三八会（昭和38年卒）クラス会

幹事　尾形徹也、遠藤敬一（昭38卒)

花の三八会（昭和38年卒）クラス会（平成27年10月11日　東京　新橋第一ホテル）
後列左より：鈴木夫人、山崎、松崎茂、天田、河野徳雄、小野寺、折口、鷹野、
中列左より：遠藤夫人、尾形夫人、境野、伏谷、安部、竹内、高木、中村、吉田、
前列左より：鈴木、樋口次男、江原、尾形、遠藤

席２名の叙勲の紹介が江原君、折口君からありまし

た。乾杯は青森県八戸市から来てくれた伏谷君にお

願いしました。

メンバーの医療への関与について言えば、現役並

みの働きぶりの鈴木君は30名以上の医師を擁する

整形外科病院の理事長、院長として活躍中であり、

他に数名の元気者は理事長、院長の要職をこなして

おります。クリニック院長や勤務医として現役並み

に働いている者から週２～３日勤務の人まで仕事ぶ

りは様々ですが、いずれにせよ皆医療に携わってい

る様子です。

体力面では１日一万歩以上歩いている尾形君は日

曜毎に地域の野球チームに参加し、時にはマウンド

に立って100球以上を投げることもあるそうです。

安部君は自転車でクラス会に出席するのが常でした

が今回は雨でやめたそうです。

趣味については上地君がコーラスでテノールを勤

め、当日も出番がありその舞台衣装のままで遅れて

参加し、一曲歌ってくれました。

楽しい時間はたちまち過ぎてしまい予定の15時

にお開きとなりました。

次回は境野君、河野君にお世話になることに決ま

りました。
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昨年、卒後50周年のクラス会が、伊香保温泉で

あり、久しぶりに参加しました。北陸新幹線もでき、

次回幹事は頼むぞと言われそうの予感どおり、一生

一度のこととお引き受けしました。不況が続き、秋

のモーツアルト祭など、宇奈月温泉も客寄せに苦労

しているようです。

さて初日は天気予報で雨でしたが、晴れとなり、

参加予定26名全員が宇奈月温泉の老舗旅館、延対

寺荘に到着。遠く水戸からは、車椅子の岡野正君が

奥様の運転で参加され、うれしい限りでした。前年

の同窓会後急逝された松井君に黙祷し、佐藤君の叙

勲、福地君の保険文化賞受賞の報告の後、最年長の

南谷君の発声で乾杯し、懇親会となりました。

富山湾のおいしい魚や凝った料理、そして幹事推

昭和39年卒同窓会報告

福井　米正（昭39卒)

薦の地酒「幻の滝」が好評でした。二次会では、カ

ラオケと60年安保闘争などの昔話で盛り上がりま

した。

翌日は快晴、紅葉の黒部峡谷トロッコ電車の旅は、

夢のように美しく、こころよい疲れの中でホテルに

帰宅、再び心づくしの料理に癒やされました。宿へ

歩いて帰る途中に小さな魚屋があり、ニギスやコマ

イの干物、富山湾特産のホタルイカや白エビ、昆布

巻きのかまぼこなど各々にお土産とされたようで

す。

皆に名幹事とおだてられてうれしく、大変疲れま

したが、一瞬50年前の学生気分に戻れた、楽しい

二日間でした。宿のサービスと素晴らしい天候、参

加者の元気のおかげとただ感謝。

来年は東京の小原君が幹事で、隅田川の屋形船で

やろうとの提案があり、再会を約して帰途につきま

した。

＊昔年の若き面(オモテ)に紅葉映り　黒部の渓谷を

トロッコはゆく＊

昭和39年卒同窓会（平成27年10月24日　延対寺荘）
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平成27年11月14日（土）に昭和58年卒の同窓会

が伊香保温泉の森秋旅館で行われました。昭和58年

卒の同窓会は卒後３年ごとに行われておりますが、

今回の幹事が次回幹事を指名できることになってお

ります。今回の幹事はq 裕明先生です。

当日、会場には、荒川（以下敬称略します）、今

村、金井　剛、金井裕子（旧姓　鈴木）坂本、猿木、

高橋　修、高橋正純、竹原、谷口、田端、田村美和

子（旧姓　塚田）、q、手塚、中沢、服部徳昭、福

島、藤本、本庄滋一郎、蒔田、増田、湊、山崎恒夫、

山田正信の計24名が集まりました。

参加者は伊香保に到着後、ひと風呂浴びて、それ

ぞれの部屋ですでにビールなどで練習を済ませて本

番に臨みました（笑）。宴会場ではq 裕明先生の

幹事挨拶の後、しばらく、歓談が続いた後に、当日

の参加者が近況報告をしました。大学を卒業後、32

年が過ぎ、33年を迎えております。それぞれの報告

昭和58年卒の
同窓会のご報告

竹原　　健（昭58卒)

には現在の仕事の状況（皆さんいろいろご苦労があ

るようです）に加えて、子供が大学を卒業して研修

医になったとか、孫ができてかわいい、などのほか

に、痛風で大変だった……、還暦になったら、仕事

を辞めて悠々自適に過ごしたい、とか、何とか体を

休めたいとか、健康面に留意した発言も聞かれまし

た。途中で猿木先生の計らいで飯島玉枝先生のスマ

ホでの出演のサプライズもあり、宴は大いに盛り上

がりました。また、q 裕明先生から次回の幹事の

ご指名があり、３年後は服部徳昭先生が幹事を引き

受けてくれることとなりました。今回、欠席の先生

の中からは東京開催（浅草？）のご希望も出ている

ようです。服部先生、どうかよろしくお願いいたし

ます。

その後、旅館内での２次会となりました。手塚先

生から植木等の宴会芸が披露されて、皆、学生時代

に戻ったかのようでした。また、今年秋に「群響70

周年記念オペラ”蝶々夫人”」の公演が桐生と前橋

でありましたが、なんと、服部徳昭先生が出演した

とのことで、２次会場でオー・ソレ・ミオを熱唱、

またも、大盛り上がりになったことは言うまでもあ

りません。

それでは、３年後に元気で再開できることを祈念

しております。

昭和58年卒同窓会（平成27年11月14日（土）伊香保温泉・森秋旅館）

後列左より：蒔田、高橋正純、高橋修、中沢、湊、田端、増田、本庄滋一郎

中列左より：金井裕子、荒川、猿木、金井剛、谷口、山崎恒夫、今村、山田正信、手塚

前列左より：竹原、田村、q、服部徳昭、福島、藤本、坂本
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財 団 の ペ ー ジ  財 団 の ペ ー ジ  
これまでに実施した講師派遣（平成26年度）
１．平成26年５月29日　群馬県保険医協会　前橋市
第19回「医療安全の確保」講習会

２．平成26年７月23日　昭和町高齢者学級　前橋市
高齢者健康づくり講座

３．平成27年１月27日　下仁田町
「増えています！ 慢性腎臓病」～高血圧、糖
尿病から腎臓を守り、長生きしましょう～

４．平成27年２月５日　群馬県保険医協会　前橋市
第10回「医療安全の確保」講習会

５．平成27年２月14日　吉岡町　NPO群大クラブ
「よしおか健康No.1」プロジェクト代表健康推
進員 リーダー講習

６．平成27年３月５日　邑楽町
自殺対策講演会（更年期とうつ）

これまでに採択した研究助成金
群馬県内または近郊、その他の地域に勤務する医

師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、療法士、保健
師、社会福祉士、その他の保健、医療及び福祉関連
職、教員、団体等が年度内に行う研究でその活動に
助成を行った。
１．健康医学調査、研究活動　２．健康医学普及、
社会貢献活動　３．健康医学国際交流、研究活動
４．医学部学生の健康医学実習　５．その他、保健、
医療、福祉の向上に貢献する活動

平成22年度研究助成金実績
™障害児治療施設長　１人
™助　教１人　™看護師２人　™薬剤師１人
以上５人が採択された。
平成23年度研究助成金実績
™医　師２人　™教　授１人　™准教授１人
™助　教１人
™理学療法士１人　™看護師１人　™薬剤師１人
以上８人が採択された。
平成24年度研究助成金実績
™医　師１人　™ＮＰＯ法人１人　™講　師２人
™助　教３人　™理学療法士１人
以上８人が採択された。
平成25年度研究助成金実績
™医　師１人　™准教授１人　™助　教３人
™看護師２人
™放射線技師１人　™管理栄養士１人
™非常勤研究員　１人
以上10人が採択された。
平成26年度研究助成金実績
™医　師１人　™准教授１人　™助　教　４人
™助　手１人　™講　師１人　™医　員　２人
™放射線技師１人　™作業療法士１人
™社団法人理事１人

はじめに
本財団は一般財団法人として永く、１）医療関連

の図書刊行、２）研究費の助成、３）地域での医療
関連講演会への講師派遣を主軸に活動してまいりま
した。そして、2015年４月１日をもって新たに公
益財団法人群馬健康医学振興会として再スタートい
たしました。もちろん、これからもさらなる県民の
健康増進への貢献、より幅広い教育・研究への助成、
さらには講師派遣事業を行ってまいりますが、本財
団は、公益法人化により税法上の「特定公益増進法
人」になり、法人が実施する公益目的事業をより広
範囲に行うことになりました。それにより、法人が
実施する公益目的事業を支援するために支出された
寄附金については、税法上の優遇制度が認められる
ようになります。これにより、さらなる事業の拡大
を行い、県民の健康福祉にさらに寄与したいと考え
ています。具体的には、上記事業以外にも健康全般
への政策提言（アドボカシー）、県民への教育活動、
災害・事故への募金活動等を行ってまいりたいと存
じます。そのためには多くの個人・法人会員への皆
さまのご賛同をいただけることが事業の発展への大
きな力になります。どうぞ、公益法人化した群馬健
康医学振興会の活動へのご理解をよろしくお願いい
たします。

当財団は既に種々の活動を行ってまいりました
が、その主なものをここに揚げて皆様の財団への御
理解をたまわりたいと思います。

これまでに発刊した書籍
①健康医学ガイド１　主治医のアドバイス
平成元年４月10日発行
②健康医学ガイド２　わが家のドクター
平成５年７月25日発行
③健康医学ガイド３　健康づくり百科
平成８年６月20日発行
④健康医学ガイド４　続・主治医のアドバイス
平成13年４月14日発行
⑤健康医学ガイド５　重粒子線　切らずに治すがん
治療と医療最前線
平成22年３月31日発行
⑥健康医学ガイド６　「肥満関連」の予定
平成28年９月発行予定

「公益財団法人

群馬健康医学振興会」について

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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財 団 の ペ ー ジ  財 団 の ペ ー ジ  

財政は、基本的には収益事業収入と、賛助会員か
らのご寄附等で運営を行っております。群馬大学医
学部同窓会刀城クラブ会員をはじめ、多くの方々の
ご協力をお願いします。
以上、公益財団法人群馬健康医学振興会の概略を

お示ししました。今後とも、多くの皆さまのご理解
とご協力のもと、県民の健康づくりへの貢献をした
いと考えています。なお、群馬大学医学部同窓会刀
城クラブ会報、財団ホームページ（h t t p : / /
tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/zaidan/）にお
いても本振興会の活動状況を報告させていただきま
すので、よろしくお願いします。

なお、賛助会員の主旨にご賛同いただける場合に
は、税制上の優遇が受けられます。
詳しくは振興会（027-220-7873）か、ホームペー
ジを御覧なりますようお願いいたします。

以上13人が採択された。
平成27年度研究助成金実績
™助　教２人　™助　手１人　™教　員１人
™放射線技師１人　™理学療法士１人
™大学院生１人　™クラブマネージャー１人
以上８人が採択された。
応募資格者は、広く保健・医療福祉関係業務に従

事する方及び学生を含めた地域住民の健康増進に貢
献するための事業研究をされている方を対象にして
います。
募集方法：ホームページ・当会報等で広く公募して
います。
選考方法：選考委員５人が厳重な審査において順位
付けをし、上位の者を採択しました。

このように本財団は県民の健康へのサポート、そ
してチーム医療に関与する研究者への助成を積極的
にすすめております。

山崎學、乃木道男、鈴木庄亮、安部由美子、蜂谷裕

夫、山田邦子、柳川洋子、小和瀬貴律、田中嘉親、

永井伊津夫、飯野佑一、山中英壽、福田利夫、饗場

庄一、奈良純夫、長嶋起久雄、望月教弘、横江隆夫

【法人会員】新規

下仁田厚生病院、前橋協立病院、医療法人中沢会上

毛病院、医療法人相生会わかば病院、三井住友海上

火災保険株式会社、医療法人社団日高会、社会医療

法人輝城会沼田脳神経外科循環器科病院

【法人会員】継続

医療法人角田病院、社会福祉法人榛桐会はんな・さ

わらび療育園、株式会社北栄、公益財団法人老年病

研究所、医療法人社団三思会くすの木病院、一般財

団法人同愛会、医療法人社団善衆会善衆会病院、公

立七日市病院、原町赤十字病院、医療法人一羊会上

武呼吸器科内科病院、医療法人大和会西毛病院、公

立富岡総合病院、医療法人社団東郷会恵愛堂病院、

医療法人真木会真木病院、公立藤岡総合病院、群馬

県済生会前橋病院、医療法人石井会石井病院、藤岡

市国民健康保険鬼石病院、桐生厚生総合病院、公益

社団法人群馬県医師会群馬リハビリテーション病院、

一般財団法人榛名荘、医療法人社団三思会東邦病院、

利根保健生活協同組合利根中央病院、渋川総合病院、

社会福祉法人希望の家、医療法人社団美心会、伊勢

崎市民病院、医療法人社団ほたか会ほたか病院、吾

妻広域町村圏振興整備組合立中之条病院、前橋赤十

字病院、館林厚生病院、税理士法人思惟の樹事務所

今年度は次の法人及び個人の方々から、公益財団
法人群馬健康医学振興会の賛助会員の趣旨に現在ご
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、研究助成を始め、講師
派遣、書籍の刊行等の健康づくり事業に、活用させ
ていただいております。
本振興会は、平成27年４月１日に公益財団法人

に認定され、公益事業の活動を一層充実させ、県民
の期待に応えられる健康づくり事業に貢献し、本振
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、本振興会の事業にご理解をいただき、多

数の方々に引き続き賛助会員へのご賛同を賜ります
ようお願い申し上げます。
なお、公益財団法人は全て税法上の「特定公益増進
法人」に該当し、法人が実施している公益事業を支援
するために支出された寄附金については、税制上の優
遇制度が認められています。寄附金税制優遇について
は、①個人からの寄附と②法人（民間企業等）からの
寄附のそれぞれについて定められています。

賛助会員ご賛同者
平成27年４月～12月迄　受付順（敬称略）

【個人会員】新規
戸所正雄、川辺志津子、鈴木忠、笛木直人、猿木和
久、木谷泰治、吉澤正夫

【個人会員】継続

牛島義雄、森川昭廣、梅枝定則、根本俊和、白倉賢二、

公益財団法人群馬健康医学振興会
平成27年度賛助会員ご賛同者のご報告
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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）、a橋慶一郎
（２年）、成瀬豊（事務局）、須田和花早（事務局）

編集委員

あっという間に朝晩の冷たさが身
に染みる季節となりました。私たち

６年生は先日９月から続いた２ヶ月以上にわたる卒業
試験がやっと終了し、今は２月に迫る国家試験のため
気持ちを切り替え、勉強に励んでおります。私は１年
生の頃から今まで約５年間、編集委員として様々な活
動に携わらせていただきましたが、頼もしい後輩が編
集委員を引き継いでくれるということで、卒業を前に
前号で学生の編集委員を交代させていただきました。
編集委員としての活動を通して、訪問インタビューで
多くの先生方にお会いして貴重なお話を聞くことがで
きる機会や、編集委員会や同窓会の先生方と関わる機
会をいただけて大変充実した５年間でした。今までお
会いすることができた、関わることができた全ての
方々に感謝し、まずは目の前の国家試験、そして来年
度からは医師として活躍できるよう全力で取り組んで
いきたいと思います。最後になりましたが、このよう
な素晴らしい経験をすることができたのも編集委員の
先生方や事務局のみなさんのおかげです。本当に５年
間ありがとうございました。（稲葉　遥）

編集後記

平成27年度同窓会会員名簿
発行月変更のお知らせ

平成27年度同窓会会員名簿は平成27年12月発行
を目指して編集作業を進めてきましたが、会員名簿
の更なる充実を図るためのお時間をいただくことに
なり、平成28年３月発行予定とさせていただきます。
当初に予定していた平成27年12月に発行することが
できず大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りま
すようお願い申し上げます。

名簿編集委員長：大山良雄（昭63卒）

第７回役員会（平成27年７月23日）
出席者　飯野会長　他22名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．その他
協議事項
１．平成27年度事業計画（案）について
２．平成26年度一般会計収支決算書（案）等について
３．平成26年度地域医療貢献賞の推薦について
４．学術集会補助金について
５．交換学生奨学補助金について
６．ネパール大地震への義援金について
７．会報編集状況について
８．名簿編集状況について
９．その他

第８回役員会（平成27年９月24日）
出席者　飯野会長　他24名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．同窓会総会と全国支部長・支部代表者会議につ
いて
３．渋川支部総会について
４．その他
１） 医学祭開催について
２） ネパール大使の感謝状について
３） その他
協議事項
１．医学部同窓会・刀城クラブ細則・会則の一部改
正について
２．学術集会補助金について
３．北関東医学会評議員候補者の推薦について
４．会報編集状況について
５．その他

【採用】平成27年９月１日
菊地千一郎（平４卒）大学院保健学研究科リハビ

リテーション学教授
平成27年11月１日

調　　　憲（特別会員）病態腫瘍制御学肝胆膵外
科学教授

平成27年12月１日
羽鳥　麗子（平９卒）医学部附属病院医療人能力

開発センター講師
【昇任】平成27年１0月１日
池田　将樹（昭62卒）大学院医学系研究科脳神経

病態制御学脳神経内科学准
教授

武井　雄一（平13卒）医学部附属病院精神科神経
科講師

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30年卒　五十嵐博和先生（平成27年１月17日逝去）
昭和30年卒　田村　　寛先生（平成27年１月23日逝去）
昭和37年卒　瀬山　博義先生（平成27年１月24日逝去）
昭和24年卒　福島　勝巳先生（平成27年４月23日逝去）
昭和25年卒　平林　敏秀先生（平成27年６月23日逝去）
昭和44年卒　a野　　裕先生（平成27年７月24日逝去）
昭和46年卒　宮城　　隆先生（平成27年７月25日逝去）
昭和23年卒　氏家　淳雄先生（平成27年９月10日逝去）
昭和32年卒　堀内　　宏先生（平成27年10月２日逝去）
昭和47年卒　中山　晴善先生（平成27年10月４日逝去）
昭和40年卒　林　　三進先生（平成27年10月５日逝去）
昭和38年卒　田谷　元佑先生（平成27年10月12日逝去）
昭和34年卒　大塚　浩之先生（平成27年10月21日逝去）
昭和42年卒　土屋　昭通先生（平成27年11月22日逝去）
名誉会員

中村　卓次先生（平成27年10月２日逝去）

平成27年12月１日
飯塚　陽一（平11卒）医学部附属病院整形外科講師

【昇任】平成27年10月１日
織内　　昇（昭60卒）福島県立医科大学ふくしま

国際医療科学センター
先端臨床研究センター教授

人 人 事 事 内 内 学 学 

学 人 事 外 学 人 事 外 


