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に当時の香りと歴史の重みが感じられます。

入学おめでとうございます

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

会員相互の親睦と連携

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

医学部同窓会・刀城クラブ
会長

第242号

目的とするとあります。また４条には、本会は前条

飯野 佑一（昭46卒)

の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を

新入生の皆さんご入学おめでとうございます。同

行い、広く社会に貢献する。（１）会員相互の親睦

窓会・刀城クラブへの入会を心より歓迎いたしま

と発展に関する事業（２）会報、会員名簿の作成

す。当然のことですが、同窓会は皆さんのために、

（３）講演会、研究会等の開催（４）表彰、奨学・

そして我々同窓会員のためにあるのです。同窓会の

補助金制度の実施（５）その他役員会で必要と認め

発展は皆さんの肩にかかっているのです。ここで、

た事業とあります。これらに沿って同窓会は活動し

同窓会・刀城クラブ設立の経緯と役割について簡単

ています。学生の皆さんには、学友会や部活への援

に紹介いたします。

助、医学祭への補助、医科学生同士の国際交流への

昭和27（1952）年正式に同窓会が設立され、刀

支援、学生の表彰などです。

城クラブ同窓会と命名されました。刀城の刀は利根

群大病院の医療事故問題では新入生の皆さんも心

川の刀（利）、刀圭｛本来は薬を盛る匙（さじ）の

を痛めていたり不安であったりしていることと思い

こと、転じて医術を表す｝に通じます。城は赤城山

ます。現在、附属病院、医学部、同窓会が一丸とな

の城、更に学問の城郭を表します。母校の西側を流

って信頼回復に全力で望んでいます。必ずや努力が

れる坂東太郎利根川、北方にそびえる赤城山、周囲

認められ、信頼が回復されることと思います。皆さ

の景観を含めていかに当時の先輩方が母校を大切に

んには群馬大学医学部があり、同窓会・刀城クラブ

思っていたか、また医学会における活躍を目指して

が控えています。それが皆さんにとって財産であり

いたかがわかります。卒業後も会員相互の親睦を図

ます。どうぞ、多くの先輩方が築きあげてこられた

り連携を強めてゆきたいとの熱い思いがあったので

歴史の重みをかみしめ、会員相互の連携を密にして

す。今年で同窓会・刀城クラブ創設64周年になり

同窓会・刀城クラブを共に発展させていこうではあ

ます。建物はすべて新しくなりましたが、先輩方が

りませんか。同窓会・刀城クラブ入会おめでとうご

残して下さった昭和キャンパス内の木々の一つ一つ

ざいました。

新入生歓迎会（平成28年４月９日 刀城会館）
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これから新入生の皆さんは医学生として学生生活

入学オリエンテーション

を始めます。医学の勉強はもちろんのこと、様々な
ことに挑戦してみてください。部活動やサークル活

新 入 生 歓 迎

動に打ち込んだり、アルバイトで社会経験を積んだ
りするのもよいと思います。また、この群馬大学に

学友会執行委員長

澁澤

は、MD-PhDコースという学部生の頃から医学研究

佑紀（医学科４年)

を経験できる制度が整っており、多くの研究室に学
生を受け入れて頂いています。ぜひ皆さん、自分に

学友会執行委員長を務めさせていただいておりま
す、医学科４年の澁澤佑紀と申します。刀城クラブの

合った活動を見つけ、群馬大学での学生生活を豊か
なものにしていってくださいね。
しかし、そうした学生生活の中で、カリキュラム

先生方のご厚意により、本年も新入生歓迎会が執り行

や学習環境に改善の余地を感じることがあると思い

われましたことを、学友会より感謝申し上げます。
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

ます。その時は学友会に相談してください。「学友

入学式、全学オリエンテーション、医学部オリエン

会」は医学科の全学生が加盟する自治組織で、大学

テーションや同窓会オリエンテーションなどを通し

と学生の橋渡しの役割を担っています。例えば、年

て皆さんにお会いすることができ、皆さんの姿を見

2回行われる「懇談会」では、先生方と学生がカリ

て、私が入学したときのことを思い出しました。入

キュラムや大学施設に関して意見交換を行っていま

学式や同窓会オリエンテーション、先生や先輩方を

す。今年も、皆さんの意見を汲み取り、大学側に伝

前にしたゆうすげでの一発芸、チューターの先生と

えるためにアンケートを実施しようと思いますの

同じチューターの先輩方とのお食事会、部活動の新

で、ご協力よろしくお願い致します。
最後になりましたが、同窓会の皆様には様々な場

歓行事です。新入生の春はあっという間に過ぎてい

面でご支援を頂き、大変感謝しております。そして

きました。
その中で、私はだんだんと群馬大学の良さを実感

我々学友会がこのような活動を継続することが出来

していきました。それは先生方と先輩、後輩との距

るのは、教授の先生方をはじめとする教職員の皆様、

離が近いということです。入学してから３年以上た

大学関係者の皆様が学生の声に耳を傾けて下さって

ちましたが、その印象は日々強く確かなものになっ

いるからに違いありません。今後も暖かいご支援・

ています。

ご協力のほどよろしくお願い致します。

質問する新入生
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反応過剰タイプ（理由をこじつけて人のせいにす

母校に望む 57

る）、自信過剰・自己主張タイプ（チームワークを
軽視する）、感情制御抑制タイプ（周囲に溶け込み

今、風が吹いている

にくい）等の職員が少なからず潜んでいます。この
ような組織では価値観を共有できず、倫理・モラル

公立藤岡総合病院
院長

の低下などコンプライアンスの低下を招き、組織の

石崎 政利（昭52卒）

ガバナンスの機能喪失につながる可能性が高くなり

1999年に起こった患者取り違え事故や薬剤取り

ます。

違え事故は社会に大きな衝撃を与え、医療への信頼

医療事故は、医療環境や患者側および医療者側の

が大きく揺らぎました。その後も医療事故の報道が

要因が複雑に絡み合って発生することから、一端医

あるたびに、医療者に対する目は厳しくなり、尊敬

療事故が起こると、解決するまで患者・医療者の双

されるどころか常に疑念の目で見られ、何かあれば

方の疲弊は計り知れません。従って医療事故を未然

訴えられる時代になってきました。今まさに医療安

に防ぐために、個人の努力はもちろんであるが、そ

全と医療の質の在り方が問われております。

の限界を見極め、システムとして医療安全対策を実

近年、医療の進歩はめざましく、医療技術は高度

践していかなければなりません。しかし、システム

かつ複雑になり、多くの専門職が役割を分担しなが

を構築しても、人が作り、人が操作をし、環境で変

ら連携してかかわるようになってきました。医療は

化するため、恒常的なものはなく、常にシステム改

もともと不確実性が高い分野ですが、医療現場では

善のPDCAサイクルを回し続けなければなりません。

医療事故の危険性がますます高くなってきています。

病院は専門職の集まりで、各々が独自の言語、文

医療事故発生の背景を考えると、まず、医療環境

化、環境で教育を受け、各々の価値観に従い医療を

の要因として、新知見に伴う診断・治療手技の進歩

提供してきた歴史があります。しかし、医療安全を

や、新しい医療機器や新薬の開発などに伴い、医

進めるうえで、組織として同じ価値観の下で安全文

学・医療は常に進歩しているが、未知な部分が多く、

化を醸成し、質の高い医療を提供することが求めら

不確実性や危険性が増していることがあげられま

れます。医療に携わる者の責務として、多職種が協

す。一方、医療の進歩に伴い、社会からの過剰な期

同で医療の質の改善に取り組まなければなりませ

待や要求も高まってきていることも事実です。患者

ん。リスクマネジメントの取り組みは、医療の質の

側要因としては、人は指紋識別、静脈認証、DNA

向上と一体です。社会から信頼を得、ブランド力を

鑑定可能なように、人には個体差（遺伝、免疫力、

高めるために、理念を再認識し、社会の目線を意識

合併疾患、表面化していない病気、その時の体調な

しながら医療の質の改善を進めていくことが重要で

ど）があり、病気の重篤さ、育った環境、考え方な

す。コンプライアンスを高め、ガバナンスが働くよ

どいろいろな要素が治療や結果に影響を及ぼし、事

うに機能的な組織を再構築するために、文化・風土

故を誘発することにつながります。また、医療者側

を変えることが再生への道です。新しい歴史を創る

からみると、"To err is human"で言われている様

ときが来ています。

に、人為介入は常に危険をはらむことが根底にあり

医療事故調査制度が平成27年10月からスタート

ます。医療職の専門性が高まるにつれ、多くの専門

しました。制度的には問題がありますが、医療者は

職が係わることによって、逆に多職種のコミュニケ

この制度が創設された背景を考え、自浄能力を高め、

ーションが希薄になったことが事故につながってい

社会が求める医療安全・医療の質を認識することが

ると指摘されています。また、組織には、自己防衛

必要です。医療を評価するのは社会です。
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女性医師シリーズ

49

自分の花をさかせよう
医療法人健英会 介護老人保健施設おうみ施設長
NPO法人ながいきコンシェルジュ理事長

小中 和子（平２卒）
卒業してから25年あまり経ち、自身の年齢も
50歳をこえました。人生の中で大きな節目を通
過していると感じる今日この頃、偶然にも水芭蕉
の執筆依頼を頂戴することとなりました。子供が
小学生の頃に連載が始まり、仕事と育児の両立に
悪戦苦闘していた時、水芭蕉の先輩達の姿に励ま
されてきたものでした。ですから今回の執筆は大
変感慨深いものがあります。立派な先輩、後輩方
には到底及びませんが、若き女子学生や女性医師
の一助となれば幸いです。
昭和59年に群馬大学に入学。物理が入試必須
科目だったせいか女子は１学年に９人しかおら
ず、おかげで女子同志の結束力は非常に良く、今
なお夏に恒例の女子会を開き交友を温めていま
す。卒業後は内科全般を学べると考え、第一内科
（現病態制御内科）に入局しました。大学病院で
の研修後、肝臓グループに入り、二年目は伊勢崎
市民病院へ。この後結婚出産となりました。当時、
出産後は退局する先輩方がほとんどで、育児をし
ながら医局で常勤医の仕事をされている女性医師
はごく少数でした。ちょうどその頃第一内科では
森昌朋先生が教授に就任され、出産育児期間の２
年間のオフィシャルな休局制度がスタートしまし
た。女医の復帰支援等まだ整わない時代に未来を
見越した画期的制度の導入であったと思います。
制度に従い子供が生後５ヶ月からの２年間は休
局、週３回シニアレジデントとして西群馬病院で
肝臓の臨床の勉強をさせていただきました。この
時は当直なし、子供の体調不良時は休んで良い等
の柔軟な環境を整えていただき、病院の先生方に
は本当に感謝しています。その後休局期間も終了
し、通常の人事枠に復帰することになりました。
しかし当時近くに親がおらず、発熱時、当直時ど
うするのか等不安で一杯でした。関連病院の中で
も比較的安定した医療機関に配置していただき、

第242号

他の先生方のご協力やご理解も得ながら、その後
なんとか約10年間医局員として過ごすことがで
きました。
人事に復帰した後は、逆に妊娠中や育児中の後輩
から相談される場面も出てきました。何か共有でき
る場所をと、メーリングリストを作ってお互いの悩
みや思いを書きあったり、また子連れで集まった時
もありました。その頃の後輩の先生方も今や子供さ
んも大きくなり、各方面でご活躍されております。
現在では女性医師支援プログラムや保育サポーター
など県や医師会、県女医会、大学等の制度的な支援
もあり、女性医師としてのライフプランも具体的に
考えやすい時代になったと感じます。病児保育の場
所の数等がさらに充実してくればもっと仕事がしや
すくなるのではと思います。
現在は前橋市内で夫の開業する医院と介護老人
保健施設にて高齢者医療の仕事をしております。
毎年チーム医療実習で母校の医学生たちが施設を
訪れ、学生時代を懐かしく思い出しています。医
療・介護に携わるものとして国の推める地域包括
ケアシステムにおける『高齢者や認知症の方を支
えるまちづくり』のお手伝いをしようと昨年
NPO法人を設立。講演会や地域回想法など地域
や行政と連携しながら活動しています。活動を通
して様々な職種や立場の方々と関わることとなり
視野も広がり大きな財産ともなっています。
後輩の女性医師の皆さん、ともすると育児もこ
なしながら第一線でバリバリ活躍している女性医
師に目が行きがちですが、長期的な視点に立てば
ご自身や環境に合ったペースで仕事と育児を両立
していくことこそ大切だと思います。医師として
の働きかたには様々な選択肢がありますし、活躍
の場もいろいろです。出産後に大学院に行きその
後活躍されている女性医師もいます。当時の第一
内科森教授が「それぞれの医員が 適材適所 で
仕事をすることが大切」とお話されていて、育児
中の大きな支えとなっていました。私の場合、関
連病院で偶然にも地域医療や高齢者医療にふれ、
それが後に介護老人保健施設の開設につながりま
した。今振り返ってみると、どのような形でも長
く続けていくことが大切といった気がします。冒
頭に書きました毎年会する大学時代の同級生も、
それぞれの分野で皆医師として頑張っています
（第240号刀城会報水芭蕉の岸先生は同級生）。是
非あせらずにご自分のペースで花をさかせてくだ
さい。応援しています。
最後に今まで仕事を続けてこられましたのは医
局や病院の先生方、家族の理解あってこそと感じ
ています。この場をお借りして改めて感謝申し上
げます。

− 6 −

群馬大学医学部刀城クラブ会報

第242号

平成28年(2016年)５月31日

（大）

文

福井編
福井大学医学部医学科 病態制御医学講座 内科学（３）教授

石塚 全

先生

を訪ねて

平成28年３月7日、私たちは福井大学医学部附属

稲葉 美夏（医学科４年）
正古 慧子（医学科４年）
吉濱 れい（医学科４年）
橋慶一郎（医学科３年）
の内科学教室があります。教室の数は多いけれど、

病院で呼吸器内科長を務めていらっしゃる、石塚全

その分一つ一つの規模が小さくて、教員数も少ない

先生（昭59卒）を訪問しました。

ので苦労しています。僕は内科学（３）で呼吸器内
科の診療と、呼吸器・内分泌代謝内科の研究、それ

学生：本日はよろしくお願いします。石塚先生の現

から学生の教育を行っています。

在のお仕事について、教えていただいてもよろしい

学生：先生は臨床、研究、教育のどの分野に重点を

でしょうか。

置きたいとお考えですか。

先生：僕はもともと群馬大学の第一内科の講師で、

先生：群馬大学と違って、福井大学のような新しい

2012年の12月に福井大学に着任しました。福井大

地方大学には卒業生が残らず医者があまりいませ

学では内科学（３）の教授を務めています。福井大

ん。その状況下で、診療はもちろん、研究や教育も

学には、血液・感染膠原病の内科学（１）、消化

頑張らないといけません。群馬大学は比較的研究が

器・神経の内科学（２）、呼吸器・内分泌代謝の内

盛んな方だけれど、福井大学、特に私の教室では医

科学（３）、腎臓内科・検査部、循環器内科の５つ

師の不足による研究力の低下が問題になっていま

（平成28年３月７日 石塚研究室）
後列左より 正古慧子、a橋慶一郎、稲葉美夏
前列左より 吉濱れい、石塚全先生
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す。大学の評価というのは、診療、臨床の実績に加

学生：それだけ人数に違いがあると、群大と福井大

えて、研究論文に反映される研究成果で決まります。

では働き方が変わりますか？

だから、基礎医学の先生は研究と教育、臨床の先生

先生：大きく異なります。人数の規模も違うけれど、

はそこに診療を加え、並行して頑張らないといけま

福井大学では女性医師の割合が群馬大学よりも高い

せん。昔は教育というと、先生は自分の専門分野に

です。群馬大学は全体の医師数が多いから、子育て

ついて自由に語り、学生側もそういうものだと思っ

をする女性医師が通常の病院勤務から外れても、男

て自分で勉強をしました。しかし最近では事前にプ

性医師でカバーすることができます。しかし、福井

リントを用意するなど、予備校のような形式に変わ

大学は全体の医師数が少ないから、女性にも第一線

ってきました。加えて、アメリカの医学教育の基準

で働いてもらわないと大学病院が回りません。その

に合わせるために教育内容が大きく変化して、臨床

ために、産休を取りやすくしたり、カンファレンス

実習も倍に増えるなど、教育の負担が増えていく傾

の時間を早めに設定して早く家に帰れるようにした

向にあります。福井大学の場合、医者の数が少ない

りして、女性が働きながら子育てをしやすい環境を

から診療のウェイトが大きく、教育を並行すること

作る努力を行っています。群馬大学に医者が多いと

が大変な状況になっています。

いうのは、群馬県内に群大の関連病院が多いからで

学生：群馬大学と福井大学の違いについてはどう思

す。群馬大学医学部は旧帝大、旧医科大学などより

われますか。

も新しい医学部だけれど、付近に他の国立大学がな

先生：具体的な規模を言うと、群馬大学の第一内科

かったので、県内のほとんどの病院に医師を派遣し

では関連病院を含めて200人以上医者がいたけれ

て関連病院にしてきました。大学とその関連病院の

ど、福井大学内科学（３）には大学内に20人ほどし

間では医者の異動を行いやすくて、医師の研修や勤

かおらず、大学以外の病院に派遣している医師も僅

務の自由が利きやすいという利点があります。だか

かです。

ら、群大では大学内に医師数を多く維持することが

大学構内にて
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できました。でも福井大学の場合、もともと、福井

た。結局は呼吸器をずっと研究しているけれど、学

の人口が少なく、福井県内に関連病院が少ないから、

生のときは一番内科的な血液、膠原病、腎臓の研究

関連病院から医師を大学へ異動させることが困難

をしたいと思っていました。卒業後は東京に出て、

で、結果的に大学に勤務する医師数も少なくなって

大学病院以外の有名な病院で臨床研修をして、その

しまいます。その問題をどう解決するかが課題とな

あとどこか東京周辺の大学の医局に入ろうと考えて

っています。群馬大学の学生は、群馬県内で研修や

いました。でも応募した病院に落ちてしまったので、

仕事をするときには非常に自由が利きやすく、恵ま

当時よく言われていた「迷ったら群大の第一内科」

れた環境にあります。それは過去の卒業生の方々が

という言葉に習って第一内科に入りました。そうし

頑張った結果生まれたものだから、皆さんは先輩方

て卒後１年目は群大第一内科に勤めて、２年目以降

に感謝しなければならないと思います。

は、第一内科の関連病院に勤務しながら、平日１日

学生：ありがとうございます。先輩方のおかげで今

と週末に大学で基礎研究をやりました。５年目から

の群大の環境があるのですね。先生の研究について、

は藤岡の島田記念病院（現、くすの木病院）に呼吸

もう少し詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか？

器内科のトップとして６年間勤務しました。そのと

先生：僕の専門は呼吸器ですが、僕がいた群大第一

きは研究というと、昼休みに高崎の日本抗体研究所

内科の呼吸器グループは、伝統的にアレルギー、喘

（現在のJIMRO）まで藤岡から車を飛ばして通って、

息の研究で有名でした。群馬県の下仁田ではこんに

細胞の培養をしていました。培養した細胞は週一回

ゃくの生産が盛んですが、こんにゃく製造過程で飛

群大に持っていって、そこで研究をしていました。

ぶ粉が原因の職業性喘息（こんにゃく喘息）を第一

週末や夜中に研究室に残ってやることも多かったで

内科が発見しています。第一内科で研究がしやすい

す。当時は今みたいに大学院に入るという時代では

テーマだったので、僕も、アレルギーや喘息に関連

なかったので、他の先生もみんなそうやって研究を

した研究から始めました。現在、群馬大学でも福井

していました。31歳のときに、第一内科の先輩と今

大学でも呼吸器内科の入院患者は肺がんの患者が多

の生調研の先生の指導で、気道の神経ペプチドの測

くなっています。福井大学では、肺がんのほかに、

定系を作る研究をして、僕はその研究で学位を取得

高齢者肺炎や間質性肺炎など多くの緊急を要する患

しました。

者が入院してくるので、対応が大変です。福井大学

学生：大変な状況で研究をなさっていたのですね。

には胸部の画像診断の研究で有名な伊藤春海先生が

留学もなさったという話でしたが、そのときのこと

いらっしゃり、また、高エネルギー医学研究センタ

についても教えていただいてもよろしいでしょう

ーがあって最新の機器が入っているので、福井大学

か？

呼吸器内科では臨床と画像を結びつける研究が盛ん

先生：僕は大学で研究をやりたいと思っていたんだ

です。逆に、僕がやってきたような基礎的研究はあ

けど、結局卒後10年は成り行きで病院勤務のお医者

まり盛んではないですね。僕は細胞レベルでの研究

さんをメインにやってきました。その状況をなんと

をずっとやってきました。留学中も、マスト細胞表

かしたくて、34歳のときにアメリカのデンバーに留

面のIgEに抗原がくっついたときに細胞内のシグナ

学をしました。IgE抗体が発見された場所で、免疫

ルがどう動くかなどを研究しました。最近では、気

学の世界では有名です。留学は普通大学にいるとき

管支の平滑筋細胞が酸性を感知するとどういう現象

にするけど、僕は一般病院で働いている中での留学

が起こるかなどを研究しています。

だったから大変でした。留学先を用意してもらえる

学生：そういった研究は学生の頃からやりたいと思

わけではなくて、自分で一から探さないといけませ

っていらっしゃったのですか。

んでした。目当ての機関に片っ端から手紙を書いて

先生：大学で研究をしたいという気持ちはありまし

送ったけれども、相手にされませんでした。でも、
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たまたま当時の抗体研究所の社長さんが留学先に僕

学生：研究に対する考え方も様々なのですね。先生

を紹介してくれて、森教授にも推薦状をいただき、

は卒業する前、学生時代はどのように過ごされたの

そのおかげでアメリカに留学できました。留学先で

ですか。

の研究テーマは自力で見つけなければならなくて、

先生：講義にはあまり出なかったけど、勉強は嫌い

大変でした。偶然マスト細胞のテーマを見つけて、

じゃなかったから真面目によくやりました。医者に

それを頑張って研究しました。研究の技術について

なる人なら勉強が好きじゃないと辛いですね。部活

も、僕は大学で分子生物学などの基礎のトレーニン

動は、僕は医学部空手道部に入っていました。当時

グを積んでなかったので、一から学び始めて成果を

の空手道部は弱くて、僕が高学年の時は東医体でも

出すのは大変でした。

団体戦ではすぐ負けていました。僕は下手くそだっ

学生：アメリカには何年いらっしゃったのですか？

たのだけれど、腕が長かったのが幸いして？個人戦

先生：３年半です。留学した以上は成果を出さない

ではベスト８には入りました。僕が卒業したあとは

と恥ずかしいから、少し期間が長くなってしまいま

強くなって、東医体で何回か優勝もしていました。

した。帰国してからも大学に戻れるという保証は無

学生：熱心に勉強も部活をなさっていたのですね。

かったけれど、大学の森教授に電話したら、戻って

印象に残っている授業や科目はありますか。

こいと言われたので帰って来られました。帰国した

先生：僕の頃はまずドイツ語で留年する先輩が多か

のが1997年の12月、群大に戻ったのが翌年の６月

ったです。解剖学も厳しくて、単語はすべてラテン

で、卒業後14年経ってやっと大学に戻れました。そ

語で書かないと丸をもらえませんでした。それ以外

こからは、第一内科で主に病棟勤務をしていました。

はあまり厳しくはなかったです。臨床系などは緩か

それまで学生への指導はしたことがありませんでし

ったです。ポリクリには出ていたけど、基本は空手

た。診療、研究、教育をどれもいきなり並行しなけ

の練習に打ち込んでいました。夜によく勉強して、

ればならなかったし、研究も生調研の岡島教授に指

要領が良かったから留年はしませんでした。

導いただいたのですが、第一内科では一人でのスタ

学生：学生時代にやっておいてよかったこと、やっ

ートだったから大変でした。

ておくべきだったと思うことはありますか。

学生：留学の経験は今に生かされていると思います

先生：やっておくべきは英語ですね。学会などでも

か。

英語は話せるとかっこいいですし。僕も車の中でス

先生：研究をどう考えるかでしょうね。医学部に入

ピードラーニングを聴いたり、ここ十年くらいは一

ってくる学生は、答えが決まっていることを解く能

生懸命勉強しています。３年半もアメリカにいたの

力が非常に高い。しかし、研究では教科書に答えの

に英語を話せないとなったら悔しいですからね。

ない、まだ誰もわからないことを明らかにする能力

学生：今後の展望がありましたら教えてください。

も要求されます。テーマを自分で見つけ、そのテー

先生：まずは福井の医療をなんとかすることです。

マから新しい答えを発見することが研究です。そこ

福井には本当に呼吸器科医が少ない。群馬も少ない

を学ぶ点では意味があったかなと。一方で、そもそ

けれど、レベルが違います。特に大学の呼吸器内科

も基礎医学の研究とは医者がやるものなのかという

に十分な数の医者がいません。内科の中で患者数が

議論があります。群馬大学の第一内科には、そうい

多い診療科というと循環器、消化器、呼吸器だけど、

う研究もやろうという考えの人が多いです。しかし、

呼吸器内科は他の二つの半分ほどしか医者がいな

反対に基礎の研究は医者がすることではないという

い。これは全国的な問題だけど、福井県内では特に

考えも根強く有ります。残念ながら私の教室の若い

厳しいです。さらにこれからは高齢者が増え、肺が

先生にはそういう考えの人が多いです。その辺りを

んや肺炎の患者が増えます。日本人の死亡原因の上

どう考えるかは難しいですね。

位10位には、肺がん、COPD、肺炎が入っています。
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大変な事態なわけです。僕も縁があって福井に来た

たように、本人が医師として研究をすることの意味

ので、この問題はどうにかしなければならないです

をどう考えるかが一番大事だけれど、大学はやはり

ね。ただ大変なことは、群馬には県内に群馬大学の

研究機関でもあるから、そこはアピールできるよう

関連病院がたくさんあるので高齢者の肺炎なども周

でなければいけません。その意識を持てるように周

辺病院が診てくれますが、福井では診てくれる病院

りを変えていくことが課題ですね。

が大学以外に少ないのです。福井県内でも特に嶺南

学生：ありがとうございました。最後に、会報を読

地区には呼吸器専門の医者がほとんどいないので、

む同窓生にメッセージが有りましたらお願いします。

患者は皆京都へ行くか、福井市に来なければいけま

先生：私の教室は今医者が少なくて大変な状況です

せん。根本的に医療が崩壊しています。これを立て

が、福井県内で頑張っている同窓生が何名かいます。

直すには、福井に若い医師を残さなければなりませ

北陸新幹線が開通し、刀城クラブ北陸支部も復活し

ん。しかし最近では、患者が多く大変な診療科ほど

ましたので、ぜひ福井や北陸にも遊びにいらしてく

敬遠される傾向が全国的にあります。他にも産休や

ださい。

子育てをする人への配慮や、勤務時間の権利を認め
る必要などもあります。若い医者の生き方は尊重し

今回石塚先生には、ご自身の経歴や今の福井県が

なければならないけれど、一方で医療が崩壊してい

置かれている状況、群馬大学の特徴、医学研究の在

ることも事実です。地域の要望に答え、貢献できる

り様などについて、貴重なお話をたくさんしていた

人材がなかなか育っていません。これをどうするか、

だきました。インタビュー後には昼食もご一緒させ

問題が山積みですね。あとは、大学の医者に研究を

ていただき、福井県の観光名所や特産物についての

する意識を持たせることも今後の課題です。群大の

ご説明もいただきました。お忙しい中私たちの訪問

学生が誇りに思って良いことは、群馬大学は地方大

を快く受け入れていただいたこと、深く感謝申し上

学としては非常に研究が盛んなことです。先に言っ

げます。

永平寺にて

東尋坊にて
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より多くの命を救う医師に
なるためにできること
― 救急医学研究会・循環器内科合同勉強会開催報告 ―
循環器内科
助 教

小板橋紀通（平８卒）

３月26日、京都大学環境安全保険機構・健康科
学センター教授で、私と同期の群馬大学医学部平成
８年卒の石見拓君を招いて、「より多くの命を救う
医医師になるためにできること」と題して講演をし
ていただきました。この企画は学生のサークル、救
命救急医学研究会が主催し、群大循環器内科が協力
する形で行いました。開催にあたり、刀城クラブに
ご援助いただきました。
石見君は、口対口の人工呼吸は必ずしも必要では
なく、心臓マッサージとAEDのみの心肺蘇生で十分
であることを証明し、救命救急の世界を変えた男で
す。Circulation, LancetそしてNew England
Journal of Medicineなどに数多くの論文を掲載し、
世界の心肺蘇生ガイドラインに多大な影響を与えて
きました。現在もこのフィールドのトップランナー
の一人です。今回の講演では、彼がどのように考え
てこの領域に入ったのかという話から、院外心停止
に対する市民参加の心肺蘇生の重要性、また臨床デ
ータを蓄積してそれを解析し、世界に情報を発信し
ていくことの重要性を中心に話していただきました。
多忙な石見君ですので、スケジュールあわせに難

第242号

航し、春休み中の土曜日の開催になってしまいまし
た。そんななか20名弱の学生さんが集まってくれ
て、熱心に聞いてくれました。これも救命救急研究
会の鮫島さんのおかげです。ありがとうございまし
た。
石見君は群馬大学医学部卒業後、群大第二内科に
入局、循環器内科を専攻しました。県内の関連病院
で臨床医として働いているときに、循環器疾患の患
者の多くは病院にたどり着く前に亡くなっているこ
とに気づき、院外心停止の救命率を上げるために、
自分はなにをすべきかということを考え始めます。
当時の第二内科教授の永井良三先生から多大な影響
を受けたこと、そして群馬を飛び出し大阪大学、国
立循環器病センター、そして京都大学へと自分で切
り開いていった彼のこれまでのキャリア、そして彼
が残した輝かしい業績について、ユーモアを交えな
がら、わかりやすく話してくれました。また院外心
停止の救命率をさらに上げるために今後必要なこ
と、将来の夢を語るとともに、新しいことを始めた
ら、それをデータとして蓄積し、臨床研究として解
析して、それを医学の発展につなげていく重要性を
語ってくれました。
医学生にとって、非常に有益な話であったと考え
ます。彼には何度か群馬に来てもらって講演してい
ただいていますが、毎回大きな感銘をうけます。群
馬大学の同期として誇らしく思いますし、同時に自
分自身への刺激にもなる講演でした。彼のように臨
床で世界をリードする医師が、今の医学生から育っ
ていくことを願ってやみません。

講演中の石見先生（臨床大講堂）
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より多くの命を救う医師に
なるためにできること
― 救急医学研究会・循環器内科合同勉強会参加報告 ―
群馬大学救急医学研究会
鮫島
舞（医学部６年）
医師になるために学ぶべきこととは、いったい何
なのでしょうか。５年の月日を群馬大学で過ごし、
今ようやく臨床実習で実際に医師になるのはどうい
うことなのかを考えるときにあります。もちろん、
「こんな医師になるのだ」と期待や夢を胸に入学し
てきたのですが、今はまた違った将来像を描き、医
師という仕事や医療そのものについて考えていま
す。
さて、群馬大学救急医学研究会は群馬大学救急医
学の大嶋清宏教授を顧問とし、群馬大学医学部学生
の先頭に立ち救急医学・災害医療に対する理解を深
め、率先してBLS・ACLS・ICLS（蘇生法）等の学
習及び普及を行うこと、群馬大学医学部附属病院の
スキルラボセンターを活用した臨床手技能力の向上
させることを活動の目標としています。救急医学を
メインにその他にも外科手技や診察手技、輸液の基
礎についてなど様々な分野について講師の先生をお
招きし、積極的な勉強会・講習会を行っています。
３月26日土曜日に群馬大学附属病院循環器内科
と当研究会の合同勉強会として、京都大学環境安全
保健機構 健康管理部門教授の石見拓先生（群馬大
学Ｈ８年卒）をお招きし、「より多くの命を救う医

平成28年(2016年)５月31日

師になるためにできること」というテーマでご講演
をいただきました。石見先生はシステミックな統計
をもとに心肺蘇生・AEDの市民への普及や教育、
蘇生ガイドライン制定に関わられている方で、今回
は、より多くの命を救うために情報発信できる医師
になろう、そのために臨床研究を学ぼう、という内
容でご講演くださいました。日本の心原性心停止は
年間約70,000人で、原因の70%は心室細動である
といわれています。心室細動にはAEDでの除細動
が非常に効果的ですが、多くの患者さんが病院に到
着するまでに除細動・胸骨圧迫を受けることができ
ずに亡くなっています。石見先生のプロジェクトで
は国際的に心停止症例を統一し、その解析からより
効率的な心肺蘇生としてCompression only CPR
の発表をされました。これが現在も世界的なスタン
ダードとして用いられています。このように、より
多くの、世界中の人々の命を救う医師になる方法の
ひとつとして、臨床研究、そして情報発信という手
段があるというお話でした。
今、私たち学生にできることはどのようなことで
しょうか。新入生のときに思い描いた理想の医師に
なるには、そしてそれを超えていくにはどのような
ことを学ぶ必要があるのでしょうか。これからも当
研究会ではこのような活動を継続し、学びだけでな
く情報発信にも活動の幅を広げていきたいと考えて
います。
座長を務めてくださった群馬大学附属病院循環器
内科の小板橋紀通先生、ご協力いただいた同窓会の
みなさま、同愛会のみなさま、このような機会を下
さりありがとうございました。

講演後の懇親会（院内レストラン・チネマ）
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るのを忘れたための苦肉の策でした。略暦自体が非

り

常に興味あるもので、先生の生き様に感銘しました。
その後の本公演は感染症の歴史から始まり、新興・

群馬大学医学部同窓会刀城クラブ東京支部
第９回総会、講演会および懇親会

再興感染症の観点から、名前に馴染みはあるけれど
詳しくは知らない疾患について、興味深く丁寧に解
説していただきました。日本はバイオテロの先進国

東京支部長

堀

貞夫（昭47卒)

で、オウム真理教が炭素菌を使ってテロを計画した
ときの逸話や、動物由来の薬剤耐性菌の伝播など、

2016年３月12日（土）
、東京・渋谷エクセル東急で
開催しました。参加者は37名で昨年と同じ人数でした。
小原甲一郎相談役（昭39年卒）の開会の辞があり、

「なるほどそういうことだったんですか」と眼から
鱗でした。エボラ出血熱、デング熱、ジカ熱、
MERSの各論も背景を含めて判りやすく解説いただ

式次第により進められました。今回は同窓会長と同

き、最後の薬剤耐性菌の話題は、どのような経緯で

窓会幹事がご多用でご来駕いただけず、少し寂しい

カルバペネム耐性菌が出現したか、家畜の担う責任

幕開けとなりました。今年度は川邉昌道先生（昭46

が重いこと、それへの配慮が大事なこと、そして新

卒）が地域功労賞を受賞され、ご挨拶がありました。

興感染症のコントロールはWHOとの連携が大事で

川邉先生は群馬大学医学部第二外科に入局し、平成

あることが強調されました。聞き終わって皆さんか

５年以降東京都奥多摩町の奥多摩病院に院長として

らは感動のため息、そして質問と討論、短いながら

赴任され、小河内小学校と中学校の学校医を、両校

充実した一時をすごしました。

が閉校となる平成15年まで勤められた、地域医療の

その後約１時間の懇親会では若い会員と、常連の

代表者です。東京都の僻地という言葉の違和感を禁

先輩が和気藹々に懇談し、あっという間のことでし

じえない環境の中で、長年ご健闘いただいた功績に

た。最も若い女性の青木由貴先生（平13年卒）と、

対して同窓会から功労賞が授与されました。恒例の

最も若い男性の古畑匡規先生（Ｈ22年卒）から締め

特別講演は、国立感染症研究所、名誉所長の渡邉治

の挨拶を頂き、１年後の再会を約してお開きとなり

雄先生（昭50年卒）に「感染症の世界的動向」をお

ました。

話いただきました。略歴は自己紹介という形でお願
いしました。これは座長の私が事前に略歴を入手す

今回は日本医師会の生涯教育制度認定事業とし
て、1.5単位が取得できました。

東京支部総会・懇親会（平成28年３月12日
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っている人、病院勤務の人等々立場はそれぞれで、

クラス会だより

診療の傍ら打ち込んでいる趣味を披露する人、今も
毎朝５時に起床、出勤して頑張っている外科医など、

昭和61年卒・
卒後30周年クラス会報告

色々でした。この場にきて学生時代に戻った気がし
てほっとしたと言って涙ぐんでいた人もいました。
既に亡くなってしまった級友に黙祷を捧げましょう
と音頭をとってくれた人もいました。

秋元 幸子（昭61卒)

同窓会の報告に便乗して、私見ですが私たちの学年
平成28年３月20日（日）、東京駅より徒歩８分、

について紹介をします。私たちは、共通一次（現セン

皇居近くのパレスホテル東京で群馬大学医学部昭和

ター）試験２年目に入学しました。二次試験に理科が

61年（1986年）卒業のクラス会を開催しました。

なかったためか、女子や学卒が今までになく多い学年

10年前に第１回を行い、今回は４回目になります。

でした。昨今のクラス構成に、比較的近い割合なのか

これまで群馬県内で行ってまいりましたが、東京

も知れません。国試の間際に妊娠出産をした級友がい

で開いた方が来やすい人もいるだろうということ

ます。ポリクリが同じだった仲間みんなが協力してく

で、はじめて東京で開催するはこびとなりました。

れたおかげで乗り切れたのだという話を聞いたことが

幹事は前回から部活で持ち回ることとなり、今回は

あります。そういうことが自然に行なわれていた学年

硬式テニス部が引き受けました。中西君はアメリカ

でした。穏やかで温かい人が多かった様に思われます。

在住で参加出来ないため、新井君、田中君、縄田さ

同窓会に三々五々集まってきた同級生を迎い入れなが

ん、秋元（幸）で準備しました。卒後30年という節

ら、改めてそう感じました。

目の年にあたり、40人が参加しました。

次回は３年後、サッカー部が幹事で、群馬県でやろ

まずは縄田さんの乾杯で賑やかに会が始まりまし

うなどと話して会が終わりました。あっという間の２

た。そして新井君のよどみのない司会で会が進行し

時間半で、半数以上が二次会に参加しました。今回都

ていきました。皆、〜君、〜さん、〜ちゃんと学生

合が悪くて出席できなかった人も少なくありませんで

時代の呼び名で声をかけられながら、前に出て昔の

した。次回のご参加、よろしくお願いします。

思い出や近況を語りました。開業した人、大学に残

昭和61年卒クラス会（平成28年３月20日 東京・丸の内 パレスホテル東京）
後列左から：木村、長谷部、高井、小林（裕）、小林（聡）、枝国、秋元（哲）
、馬原、中村、甲田、伊藤、都筑、
渡辺（仁）、布施木、堀口、羽鳥、小林（和）
、長瀬、山口（敦）
、瀬川、富岡、早瀬、土屋、馬場、塙
前列左から：真下、黒木、新井、田中（誠）、菅澤（旧姓瀬古）
、秋元（幸）（旧姓秋山）、縄田、竹内、
小倉（旧姓上原）、鶴見（旧姓小高）
、千田、根本（旧姓渡辺）
、大門（旧姓中曽根）、門井、横塚
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報告を順番にしてもらいました。相変わらず大学や

59年卒同窓会、
東京で開催される
クラス幹事
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病院に勤務している人は、ほとんどが役職について
組織の中枢を担っていますが、中には未だに手術を
バリバリ続けている人もいました。開業している人
でも、勤務医時代よりも使命感に燃えて忙しく手術

山田 弘徳（昭59卒)

や当直をこなしている人もいました。子供が群大に
平成28年３月19日、ようやく少し暖かくなり、

在学中だったり、卒後研修医として同級生の病院に

そろそろ桜の開花、春本番ももうすぐ間近となった

回ってくる話も聞き、我々医者の世界の狭さを感じ

頃、東京で59年卒同窓会が開催されました。２年

ました。また、つい最近子供が生まれた人や、開業

ごとの東京・群馬交互のクラス会開催となって４回

の仕事の合間に小説を書きあげて、文庫本を自費出

目で、恒例となった感があります。午前中に降って

版までしてしまった人もいます。我々の年齢になる

いた雨は午後に上がり、我々を歓迎するかのように、

と自分の健康が気にかかり、ランニングを始めマラ

開宴６時にはスッキリした青空になりました。東京

ソン大会で完走した人もいましたが、幸いなことに、

駅前の旧中央郵便局跡に新しくできたJP タワー

病気で亡くなった同級生はいませんでした。

KITTEの６階、フランス料理「アルカナ東京」に、

あっと言う間に宴会終了の９時になって、全員で

総勢42名の同級生が集まりました。遠くは福井、

記念の写真（下記）を撮影してお開きとなりました。

新潟、静岡、長野から、また関東一円の神奈川、千

その後も、約30名の人がそのまま一緒に近くの居

葉、埼玉からは多くの人が参加しました。

酒屋まで歩いて二次会に入りました。益々にぎやか

同窓会副会長をしている小山徹也くん（クラス幹

になり、普段、職場などでは言えない本音や愚痴を、

事）から、群大外科医局の内情、これからの病院機

同級生には気を遣うことなく話すことができまし

構の変革、教育システムに関する報告を簡単にして

た。三々五々、帰宅する人もいましたが、会は終電

もらいました。今後の皆の健康と大学の発展を祈願

近くの11時過ぎまで続きました。

して乾杯し、宴会が始まりました。今回のレストラ

皆さま、大変、お疲れさまでした。今回もまた、

ンは、前回の立食パーティと趣を変え、各人がテー

大いに盛り上がって楽しい同窓会でした。受付など

ブルに着席してのディナー形式で、順番に出てくる

の協力してくれた方々ありがとうございました。次

おいしいコースの料理とワインを飲みながら、ゆっ

回２年後（2018年）の同窓会は、群馬での開催

くり落ち着いて会話を楽しむことができました。

（伊香保温泉？）、幹事は青木栄くんの予定です。ま

皆、お酒も適度に入り、程々に酔っ払って会も盛
り上がってきたところで、恒例となった各人の近況

た皆様、元気で再会できることを心から楽しみにし
ています。

59年卒同窓会（平成28年３月19日
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財 団 の ペ ー ジ
目的をもつ学会・研究会の方向性に賛同してくださ

公益財団法人 群馬健康医学振興会の新しい事業
学会・研究会運営への協力

った方から本振興会に寄附をいただき、学会・研究
会が公益目的を有すると考えられた場合にその寄附
の一部を学会・研究会に寄附させていただくもので

公益財団法人 群馬健康医学振興会
理事長

す。すなわち、我々は税法上特定公益増進法人であ

森川 昭廣（昭44卒)

るので寄附金の一部を公益目的にかなったものに拠
出してゆくことができることを利用してこの事業を
進めてゆきます。

初めに
群馬県内外で、各医療機関の先生方が学会・研究会

公益とは？

を主催され、その成果を広く県民・国民の健康のため
に活用しておられます。昨年も同窓会刀城クラブの先

本振興会の寄附を利用するときには寄附の目標が

生方が学会・研究会をお世話されました。ここに掲げ

公益であることが求められます。一定の団体のため

たもの（表）はその一部ですが、これらの学会には県

とか、限られた地域のためという場合は適応されま

内はもちろん、全国から多数の方々が参加され、さら

せん。私どもが援助する公益目的事業は認定法とい

にその成果は単にその分野の医療・医学に貢献された

う法律で定められ、それは

のみならず、広く国民、県民の皆様の健康・福祉に大

他の公益に関する種類の事業

きく寄与されています。今後も県内の先生方のお世話

のものの利益の増進寄与するもの となっています。

で学会、研究会が開催され、その結果が国民・県民の

申請する場合には事業が公益であるか否かについて

健康に大きく寄与することが期待されます。

は事務局に御確認ください。

学術、技芸、慈善その
でかつ

不特定多数

本振興会では、公益目的（不特定多数の方々の利

本振興会では受領する寄附金を 医学・医療に必要

益に寄与・増進し、ある一定の団体やその構成員の

な教育・研究の振興のため、使途を特定し、広く社

みの利益にならないもの）のある学会・研究会の運

会に募金活動を行なっていただき、学会・研究会が

営に少しでもお役に立てればとあたらしい事業とし

公益目標に沿っていると考えられた場合

て寄附事業を立ち上げました。振興会では先日に学

会に寄附を行います。なお、事務局では不明な点や

会・研究会のお手伝いをすることを常務理事会、理

申請用の書類や書き方についての例をお示しするこ

事会において決定いたしました。具体的には、公益

とができます。皆様のご利用をお待ちしています。

（表）平成27年度
学会日付

氏

平成27年３月 堀

群馬大学医学部同窓会

名

所

学術集会補助金一覧

属

貞夫（昭47卒）西葛西井上眼科病院

にその学

学

院長

会

名

第20回日本糖尿病眼学会総会

平成27年４月 峯岸

敬（昭52卒）産科婦人科学

教授

第67回日本産科婦人科学会学術講演会

平成27年４月 齋藤

繁（昭61卒）麻酔神経科学

教授

日本区域麻酔学会

平成27年６月 林

基弘（平３卒）東京女子医科大学

平成27年６月 猿木

信裕（昭58卒）群馬県立がんセンター

平成27年７月 石川

治（昭54卒）皮膚科学

脳神経外科講師
院長

第２回学術集会

第12回国際定位放射線治療学会学術大会
地域がん登録全国協議会第24回学術集会

教授

第12回日本褥瘡学会関東甲信越地方会学術集会

平成27年７月 高橋

聖之（昭49卒）岡山大学大学院保健学研究科

特命教授

平成27年９月 白尾

智明（昭55卒）神経薬理学

平成27年10月 宮崎

将也（平13卒）超音波診療センター・放射線部 副センター長・助教 第16回RFA・凍結療法研究会

教授

第25回日本樹状細胞研究会
第58回日本神経化学会大会

平成27年11月 中野

実（昭57卒）前橋赤十字病院

院長

平成27年11月 齋藤

繁（昭61卒）麻酔神経科学

教授

平成27年11月 中野

隆史（昭54卒）腫瘍放射線学

教授

平成28年３月 笠原

群生（平４卒）国立成育医療センター

平成28年３月 鈴木

基司（昭56卒）みどりクリニック

第22回日本航空医療学会総会
第50回日本高気圧環境・潜水医学学術総会
日本放射線腫瘍学会

第28回学術大会

臓器移植センター長 第28回日本小腸移植研究会

理事長・院長
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平成28年度前橋支部総会のご案内
前橋支部長

山田 邦子（昭44卒)

刀城クラブ60周年の記念植樹「紅しだれ桜」の新緑が、医学部正門前庭でまぶしく輝
いております。隣りにはヒマラヤシーダーが遥か高く聳えております。地元前橋支部か
ら総会のお知らせです。多数のご参加を期待しております。
記
日
時
平成28年７月６日（水）
場
所
群大附属病院アメニティーモール二階講義室
総
会
18：15〜18：30
講 演 会
18：30〜19：30
講
師
群馬大学医学部附属病院長 田村 遵一 先生（総合医療学教授）
演題：群大附属病院の現状と展望
懇 親 会
病院内レストラン・チネマ
19：30〜21：00
参 加 者
刀城クラブ前橋支部員
懇親会費
8,000円（学生は無料）

群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ会長立候補者及び会長適任者の推薦受付について

公

示

平成28年10月22日をもって、飯野佑一会長が任期満了になりますので、群馬大学医学部同窓会・
刀城クラブ細則第７条第１号の規程に基づき、同窓会・刀城クラブ会長の立候補者及び適任者推薦
を下記により受付いたします。
記
受付期間：平成28年６月10日（金）〜７月８日（金）
（立候補届及び推薦書の請求は、同窓会事務局に申し出てください。
）
提出先：医学部同窓会・刀城クラブ 総務委員会（同窓会事務局）
平成28年６月７日 群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ 総務委員会

熊本地震被災地域の会員にお見舞い
熊本県・大分県 会員 各 位
この度の熊本地震により、被災された地域に在住されておられる会員の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
特に熊本県・大分県の被害は甚大であり、一日も早い復旧を願うものであります。
現在、上記２県には約13名の同窓会会員の方々がご活躍されておられますが、地域によっては非常に厳しい
状況の下におられるのではと危惧しております。
同窓会・刀城クラブ並びに公益財団法人群馬健康医学振興会では、出来得る限りのご支援を考えております
ので、会員の方々の情報等につきまして可能であれば下記へご連絡くださいますようお願い申し上げます。
平成28年４月20日
群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ 会 長 飯 野 佑 一
公益財団法人群馬健康医学振興会 理事長 森 川 昭 廣

連絡先

群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ（群馬大学医学部内）
〒371−8511 前橋市昭和町三丁目39−22
ＴＥＬ：027−220−7861 ＦＡＸ：027−235−1470
Email：tojoclub@ml.gunma-u.ac.jp
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熊本県・大分県会員からの返信
熊本・大分地震の報告
この度の熊本・大分地震に際し、多数の同窓会の方々から御見舞や激励の言葉を戴き、本当にありがとうござ
いました。新聞やテレビ等の報道ですでに今回の地震については充分に認識されているかと思いますが、現地の
様子を少し述べさせていただきます。
平成28年４月14目に震度７弱の地震が熊本に前震として発生し、さらに４月16日に震度７強の本震が起きた時
には大分地方も震度６〜４の今まで経験したことのない強い揺れが起こり驚かされました。翌日の新聞を見て各
地で橋や道路が次々に切り裂かれ、家屋の倒壊が報道されており地震の大きさを知りました。阪神大震災級のも
のだそうです。
熊本・益城町が震源地で、２本の活断層（布田川・日奈久断層帯）が存在した場所でした。大分は由布市（湯布
院温泉）と別府市の被害が大きく大分自動車道は由布市で崖崩れが起こり未だ不通の状態です。由布市内に存在す
る大分大学はかなり揺れましたが無事でした。大分市（早野良生、伊東孝治、大橋京一先生在住）は震度６弱の揺
れを感じましたが無事、日田市（中村浩司先生在住）も大きな揺れを感じたそうです。小生の住む宇佐市は震度４
が最高で熊本、由布市、別府市を結ぶ活断層から最も離れており、揺れただけで震災はありませんでした。
熊本は49名の死者と１名の行方不明者が発生、熊本・大分で11万人以上の方が避難され、住宅の被害は65000
棟に及ぶ大被害を被りましたが、幸いに大分は人災はありませんでした。これから九州で問題となりますのは被
災からの復興と、地震による原発への影響であります。鹿児島県の川内原発と愛媛県の伊方原発への影響が心配
されています。特に後者は熊本の活断層帯から別府湾を通りさらに四国を横断、紀伊半島へ抜ける中央構造線の
断層帯上に存在しているからです。
震災が始まってから２週間が経ちましたが、いまだ余震が1000回以上続き心休まる日がありません。現在まだ、
熊本の避難者は15000人を越えますが、これに対して全国から多くのボランティアが支援の手を差しのべていま
す。地震を通しての人間愛を恒間みることが出来ます。５年前東日本大震災が発生したばかりです。地震は世界
各地でおこりますが特に日本は地震大国であります。何時地震や大津波が襲ってくるかわかりませんが、自然界
の脅威を感じますとともに自然が人類に何らかの警鐘を鳴らしている気がしてなりません。人類が互い領地争い
をしたり、民族間で戦争をしている時ではない気がします。
（大分支部長 中野 眼一先生、昭41卒）

宇佐胃腸病院前にて

刀城クラブ御中
群大医学部卒業生の甲斐親昌と申します。
この度熊本地震にあたり、私が熊本在住とのことで、支援物資等お心遣い賜りまして大変感謝致しております。
幸い在住地の熊本県玉名市という場所は、大きな被害はなく、また、熊本市内の両親や当方の家族皆無事に過ご
しております。
このような遠方までお心遣い頂き、大変嬉しく励みになりました。
本当にありがとうございました。
（甲斐 親昌先生、平13卒）
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第４回役員会（平成28年４月28日）

謹

出席者 飯野会長 他20名
１．法人のその後の活動について

昭和28年卒
昭和25年卒
昭和43年卒
昭和52年卒
昭和33年卒
昭和37年卒

瀬野 民和先生（平成24年12月11日逝去）
静
恒光先生（平成27年６月９日逝去）
渡辺洋一郎先生（平成28年１月１日逝去）
熊坂 文成先生（平成28年２月６日逝去）
中山 欣司先生（平成28年４月23日逝去）
松村 重典（旧姓名：郭国鎮）先生
（平成28年５月26日逝去）
昭和33年卒 佐藤 禮介先生（平成28年５月30日逝去）

２．平成28年度新入生オリエンテーションについて
３．その他
協議事項
１．第63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

名誉会員

３．会報編集状況について

平井 俊作先生（平成28年３月７日逝去）

４．その他
１）田村遵一副会長の退任について

第５回役員会（平成28年５月26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28年度同窓会総会と教授の会の日程について
２．会長の選任について
３．平成27年度地域医療貢献賞実施要項（案）につ
いて
４．会報編集状況について
５．その他

人

事

【採用】平成28年４月１日
林

熊本地震の発生から一か月が過ぎ
ましたが、新聞などの報道によると
いまだ余震が続き一万人以上の方々が避難生活を強い
られているとのことです。本号のお見舞い欄にもあり
ますが、被害の大きかった熊本、大分の両県には13
名の刀城クラブの会員の方がご活躍されているようで
す。被災された会員やご家族、関係者の皆様には心よ
りお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復旧復
興をお祈り申し上げます。
話は変わりますが、患者さんが置いて行った月刊誌
をパラパラと捲っていたら、浅田次郎さんの新連載の
小説に目が留まりました。その冒頭に、生家の近くに
矍鑠とした老人が住んでおり、祖母からあの人は江戸
時代の生まれだよと教えられたとあります。浅田さん
ご自身の生まれた昭和26年は大政奉還から算え84年
目にあたり、その頃には「まだたくさんの江戸時代に
生まれた人が存命だったはず」という浅田さんの不思
議な記憶としての記述がありました。興味深く読ませ
ていただきましたが、我々医療従事者は、患者さんを
診察する際には（特に新患の場合は）生年月日は必ず
チェックします。最近は全くと言っていいほど明治生
まれの患者さんを目にする機会はありません。
今号は新入生歓迎についての内容を中心にお届けし
ます。入学された新入生123名の皆様、ご入学おめで
とうございます。縁あって群馬大学に入学された皆様
はこれから寝食を共にして６年間過ごさなければなり
ません。６年後に医師として働くころには、大正生ま
れの人を目にすることはないかもしれません。平成生
まれのみなさん頑張ってください。 （藤田 欣一）

編集後記

２）熊本地震について

内

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

報告事項

学

第242号

朗子（平成11卒）生体調節研究所病態制御
部門脳病態制御分野教授

【昇任】平成28年５月１日
齋藤 貴之（平成３卒）大学院保健学研究科生体
情報検査科学教授
萩原 周一（平16卒）大学院医学系研究科救急医
学講師

学

外

人

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）、小尾紀翔（６年）、
稲葉美夏（４年）、正古慧子（４年）、吉濱れい（４
年）、a橋慶一郎（３年）、成瀬豊（事務局）、須田
和花早（事務局）

編集委員

事

【昇任】平成28年４月１日
杉山 大介（平８卒）九州大学大学院医学研究院
次世代医療研究開発講座教授
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