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教授の会（平成28年10月22日　刀城会館）

医学部同窓会・刀城クラブ会長

飯野　佑一（昭46卒）

平成28年度教授の会

及び同窓会総会挨拶

Ⅰ 教授の会

本日はお忙しい中教授の会に多数お集まりいただ

きましてありがとうございます。現在、同窓会・刀

城クラブ全国支部長、支部代表者会議と交互に２年

に一度同窓会総会に合わせて開催されております。

当初は当番世話人を決めて開催されていたそうです

が、主催者の負担が大変だとの理由で、現在のよう

な形で開催されることになったと聞いております。

本日は23名の方にご参加いただいておりまして、

卒業年度順に席を用意させていただきました。

この会のやり方にはいろいろあると思います。た

とえばどなたか講師をお願いして講演会を行う。一

つか二つテーマを決めて討論会形式で行うなどです。

今回は前回同様皆様方には、卒業年度順にお一人

２－３分程度で近況、母校や同窓会に対するご意見、

ご要望などをお聞かせいただきたいと思います。ど

うぞ、よろしくお願い申し上げます。本日の会を

17時20分まで20分延長させていただきました。ど

うぞ忌憚のないご意見を頂きたく存じます。

この会に引き続き17時30分より同窓会総会があ

りますのでご参加くださいますようお願い申し上げ

ます。

それでは、群馬大学名誉教授で、同窓会幹事長の

白倉先生に司会をお願いしたいと思います。

Ⅱ 同窓会総会

本日はお忙しい中同窓会総会に多数お集まり下さい

ましてありがとうございます。会員の皆様方には常日

頃より同窓会運営に何かとお力添えを頂き心より感謝

申し上げます。昨年皆様方に同総会運営に関するいく

つかの問題点についてご協力をお願い申し上げました

が、今回はその後の経過と現状についてご報告申し上

げ、再びお願い申し上げたいと存じます。

まず第一は３年に一度作成している会員名簿につ

いてです。今まで会員名簿は会員の現住所、勤務先

やその住所など空欄が目立ちましたが会員の皆様の

ご協力（会員名簿の空欄が目立つようになったのは

クラス委員のいない学年になってからでありました

ので、まずクラス委員２名を決めていただき、その

クラス委員にはできる限り月に一度の役員会に出席

いただき、空欄を埋めることにご協力いただきまし

た。）、そして大山名簿作成委員長を中心とした名簿

作成委員会の御骨折りにより、本年３月に発刊され
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た平成27年度の新しい会員名簿ではかなりの部分

で空欄を埋めることができました。しかしまだまだ

十分とは言えません。これからも引き続き空欄のな

い名簿作成にご協力いただきたいと思います。

第二は群馬大学同窓会発足の件です。昨年の総会

でご承認いただいたところですが、現在、群馬大学

全体の同窓会発足のための準備委員会事務局が桐生

の理工学部同窓会「工業会」におかれておりまして、

工業会の金子理事長さんに準備委員会の長を務めて

いただいております。会則のたたき台もできており、

運営費の分担などが詰められれば近いうちに群馬大

学同窓会が発足することと思います。ただ発足の時

期についてはまだ未定です。

第三は群大病院の医療事故の件です。経過につい

ては会報での報告をご覧いただきたいと思います。

外部委員で構成される医療事故調査委員会及び改革

委員会（群大病院の医療の質保証体制などの今後の

改善に向けて提言をする委員会）の二つの委員会が

それぞれ群大病院に対して報告書を提出しました。

その後、平塚学長が９名に対して処分を行ったこと

が最近報道されました。今回の処分では執刀医は懲

戒解雇相当、執刀医の上司である診療科長は諭旨解

雇、前病院長と元病院長は減給相当と、計４人を懲

戒処分とし、もう一人の診療科長ら５名には、厳重

注意や口頭による注意を行ったとのことでした。処

分の重さの順については、会員の中でも様々な意見

があるようです。また、田村病院長が組織の責任を

認め、遺族に対して保障を約束することが報道され

ました。会員の皆様には群大病院の信頼回復になお

一層のご協力をお願いしたいと思います。

本日の総会が無事終了しますようご協力のほど御

願い申し上げます。また、総会終了後の懇親会にも

多数のご出席をお願いいたします。

Ⅲ 懇親会

皆さん今晩は。本日はお忙しい中教授の会、同窓会

総会と長時間にわたりご出席くださいましてありがと

うございました。お陰様で二つの会、ともに無事終了

いたしました。この懇親会では、会員相互の親睦を深

め、忌憚のない意見交換をし、大いに盛り上がってい

ただきたいと思います。今後とも同窓会運営にご協力

のほどどうぞよろしくお願いいたします。

同窓会総会
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平成28年度

同窓会総会報告

同窓会幹事長

白倉　賢二（昭50卒）

平成28年度同窓会総会が10月22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

座応用生理学が担当し、議長に高鶴裕介氏（平15

卒）、書記に天野出月氏（平19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年間に逝去し

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27年度事業報告（27．７．１～

28．６．30）について

１．会員状況 正会員5,901人、名誉会員13人、特

別会員67人、準会員４人　計5,985人。

２．支部の異動 平成27年度異動なし。

３．事　業

１）北関東医学会の共催

第62回北関東医学会総会が平成27年10月１日、

２日に刀城会館において開催され、同窓会推薦講演

は、廣村桂樹氏、岩崎俊晴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239号、240号、241号、

242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２８年３月３日に岸章治教授、高岸憲二教授、

福田利夫教授、岡島史和教授、小島 至教授の退任

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28年３月23日卒業謝恩会で卒業生５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28年４月９日刀城会館において新入生・学

士編入生歓迎オリエンテーションが開催され、先生

方と新入生の間で同窓会の紹介や質疑応答が活発に

行われ親睦が深められました。

８）医学部代表者との懇談会

９）医学部新任教授との懇談会

平成27年２月19日石井ホールにおいて、学長、

理事（研究担当）、はじめ医学部長、病院長、同窓

会会長以下役員、調先生､和田先生、２名の新任教

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）公益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27年度の事業活動並

びに平成２８年度研究助成金、平成28年度の事業

計画について、白倉常務理事から報告がありました。

12）その他

役員会（役員会１１回、委員会43回）について、

白倉幹事長から平成27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27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２７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28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28年度予算案について
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正　会　員

氏　家　淳　雄　先生（昭23卒）

桂　　　保　平　先生（昭23卒）

小　林　節　雄　先生（昭23卒）

西　田　正　道　先生（昭23卒）

五十嵐　誠　祐　先生（昭25卒）

静　　　恒　光　先生（昭25卒）

天　貝　　　信　先生（昭26卒）

石　塚　　　寛　先生（昭27卒）

井　田　栄　一　先生（昭28卒）

瀬　野　民　和　先生（昭28卒）

矢　野　　　亨　先生（昭28卒）

山　岸　三　男　先生（昭29卒）

桑　原　弘　行　先生（昭30卒）

田　村　　　寛　先生（昭30卒）

今　井　勝　次　先生（昭33卒）

佐　藤　禮　介　先生（昭33卒）

中　山　欣　司　先生（昭33卒）

西　形　雄次郎　先生（昭33卒）

大　塚　浩　之　先生（昭34卒）

鈴　木　弥重郎　先生（昭34卒）

益　子　和　夫　先生（昭34卒）

伊　吹　令　人　先生（昭35卒）

下斗米　英　一　先生（昭35卒）

菅　野　雄　行　先生（昭35卒）

増　田　武　弘　先生（昭35卒）

佐　藤　　　仁　先生（昭37卒）

高　橋　利　雄　先生（昭37卒）

松　村　重　典　先生（昭37卒）

高　嶋　　　勇　先生（昭38卒）

田　谷　元　佑　先生（昭38卒）

星　野　哲　也　先生（昭39卒）

林　　　三　進　先生（昭40卒）

土　屋　昭　通　先生（昭42卒）

渡　辺　洋一郎　先生（昭43卒）

黒　川　和　泉　先生（昭45卒）

谷　口　棟一郎　先生（昭47卒）

中　山　晴　善　先生（昭47卒）

熊　坂　文　成　先生（昭52卒）

長　嶋　一　郎　先生（昭52卒）

綿　貫　健　二　先生（昭56卒）

名誉会員

中　村　卓　次　先生

町　山　幸　輝　先生

平　井　俊　策　先生

三　浦　光　彦　先生

特別会員

玉　田　太　朗　先生

１年間の物故会員（卒年順）平成27年10月18日～平成28年６月30日

フローオーケストラ＆コーラス（懇親会にて）

梅枝副会長（財務委員長）から平成28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：役員の改選について

西松副会長（総務委員長）から次期会長に、９月

15日の役員会において、飯野佑一先生が選任され

た件について提案があり、承認されました。

その他として、西松副会長から平成27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　星　昭二先生、原　富夫先生

高野介佐先生、熊谷紀元先生

山田邦子先生、清水庸夫先生

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　臨床検査医学　木村孝穂　先生
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左より清水庸夫先生、山田邦子先生、飯野同窓会長、熊谷紀元先生、原富夫先生
（星昭二先生、a野介佐先生はご都合により欠席されました）

地域医療貢献賞受賞おめでとうございます 

【学　歴】
昭和25年３月　前橋医学専門学校（医専３回）卒業
昭和26年３月　医師実地修練終了（国立栃木病院）
【職　歴】地域医療（医師会活動を含めて）
昭和29年11月～昭和37年８月

群馬大学医学部病助手(病理学教室)
昭和37年９月～昭和42年11月

国立栃木病院研究検査科勤務
昭和42年12月～平成６年３月

静岡済生会総合病院臨床検査科長、研究部長
昭和44年４月～昭和62年３月

静岡薬科大学非常勤講師(生理解剖、臨床生理学)
昭和62年４月～平成17年３月

静岡県立大学薬学部非常勤講師
平成６年４月～至現在

静岡済生会総合病院非常勤医師
【推薦理由】

病理診断は医療の質的担保にかかわる行為であ
り、医療に果たす役割は大きく、かつ重要です。星
先生は、昭和42年から静岡済生会総合病院の病理
診断を一手に引き受けて来られ、88歳になる現在
も、静岡済生会総合病院の病理診断業務の中心的役
割を果たし続けており、刀城クラブ会員のなかでは
最高齢の現役の病理医であります。静岡済生会総合
病院は、480床を持つ静岡市の中心的病院であり、
長期にわたり、先生が静岡市の地域医療に尽くした

功績は大きいと言わざるを得ません。先生は、静岡
県の病理研究会に、現在でも積極的に参加されてお
り、静岡県の病理診断の向上や病理医の指導に大き
な役割を果たしてきました。一方、昭和44年から
平成17年まで、静岡県立大学薬学部非常勤講師と
して、大学教育の発展にも尽力されました。現在で
も、年間約15体の剖検業務を自ら行っており、先
生の健康的な体力と頭脳は驚異的であり、地域にお
ける病理診断業務の継続を願って、推薦する次第で
す。（静岡支部長　望月　達夫、昭23卒）

【学　歴】
昭和35年３月　国立群馬大学医学部卒業

【職　歴】地域医療（医師会活動を含めて）
昭和45年７月～現在　医療法人原会理事長就任
昭和54年４月～平成３年６月　群馬県医師会理事
昭和60年４月～現在　群馬県医療法人協会会長
昭和63年10月～現在

群馬県病院厚生年金基理事長
平成９年４月～現在　日本医療法人協会理事
平成26年５月～現在

社会福祉法人和会理事長就任
【県議会員略表】
昭和62年４月　群馬県議会員第１期
平成７年４月　群馬県議会員第２期
平成11年４月　群馬県議会員第３期

星　　昭二先生（昭25卒）

原　　富夫先生（昭35卒）
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平成15年４月　群馬県議会員第４期
平成19年４月　群馬県議会員第５期
平成21年５月　群馬県議会長就任
【推薦理由】

原富夫氏は昭和45年に医療法人原会を設立し理
事長に就任し、昭和46年８月に原病院を開設。平
成17年３月31日まで原病院の院長を努めた。精神
科医療の発展と地域医療への貢献に尽力する。また、
介護医療について以下の施設を多数開設し、地域医
療・介護医療の発展・貢献に努めている。
平成11年３月　介護老人保健施設“旭ヶ丘”
平成16年３月　介護老人保健施設“まゆ玉”
平成20年７月　高齢者複合施設“銘仙の家”
平成25年５月　社会福祉法人 和会を設立し、同会

理事長に就任。
平成26年４月　伊勢崎市養護老人ホーム指定管理。
平成26年５月　特別養護老人ホーム小泉の杜を開

設。
平成28年６月　高齢者複合施設いせさきを開設。

このように地域医療活動において多大なる貢献を
しているため推薦させて頂きます。

（腫瘍放射線学教授　中野　隆史、昭54卒）

【学　歴】
昭和36年３月　群馬大学医学部卒業
昭和41年３月　群馬大学大学院医学研究科

博士課程修了学位取得
【職　歴】地域医療（医師会活動を含めて）
昭和41年から、群馬大学医学部精神神経科教室

群馬大学医学部薬理学教室に勤務
医学部講師、非常勤講師を勤める

昭和49年１月　高野医院を開院、現在に至る
昭和60年４月～平成元年３月　前橋市医師会理事
平成13年６月～平成21年５月

群馬県社会保険診療報酬支払基金審査委員会委員
平成17年４月～平成23年３月　前橋市医師会議長
平成17年４月～平成21年３月　群馬県医師会代議員
学校医：
昭和50年４月～平成25年３月　群馬県立聾学校
昭和63年４月～平成11年３月　前橋市立前橋高校
その他医員歴：
前橋市精神保健相談業務相談員（こころの相談）
生活保護法に基づく指定医療機関の指導医（県及び市）
群馬県公安委員会指定医
【推薦理由】

高野介佐先生は、昭和49年１月、高野医院を開院。
精神神経科専門医として42年間の長きに亘り、

地域住民の医療・保健・福祉の広範な分野で力を尽
くして来られ、今なを現役で日常診療にあたってい
る。この間、前橋市医師会の理事・議長そして群馬
県医師会の代議員として医師会組織の強化・活動に
務められた。更に県立聾学校、市立高校の学校医と

して児童・生徒の保健衛生の向上に永年ご尽力され
た。一方、社会保険診療報酬支払基金審査委員会委
員として厚生労働行政の一翼を担はれ、又、前橋市
精神保健相談業務相談員（こころの相談）、生活保
護法に基づく指定医療機関の指導医（県及び市）と
して福祉関係の、更に群馬県公安委員会指定医とな
られた。

永年の日常診療活動に加うるに上記の如き数々の
重要な業務を果たされ、現在もお元気で多方面にご
活躍中の高野介佐先生を地域医療貢献賞受賞候補者
として推薦致します。（前橋支部顧問　大竹　誼長、
昭36卒・前橋支部役員　片平　均、昭57卒）

【学　歴】
昭和41年　群馬大学医学部卒業
昭和48年　学位取得（群馬大学脳神経外科学教室）
【職歴】
昭和41年４月　群馬大学医学部附属病院にて臨床

研修
昭和42年４月　群馬大学医学部第1外科入局
同　 ６月　群馬大学医学部脳神経外科入局
同　 12月　文部教官助手
昭和48年４月　山梨県立中央病院脳神経外科医員
昭和48年10月　文部教官助手　群馬大学医学部脳

神経外科
昭和49年４月　山梨県立中央病院脳神経外科医長
昭和50年12月　虎ノ門病院脳神経外科主任医員
昭和51年12月　静岡県東伊豆町熊谷医院にて週1回

診察
昭和53年６月　熊谷医院
昭和56年12月　熊谷医院院長　現在に至る
平成27年７月　静岡県東伊豆町熊谷医院閉院
医師会活動：

中野区医師会難病対策委員会委員
中野区医師会介護保険審査委員

【推薦理由】
熊谷紀元先生は昭和41年に群馬大学医学部を卒

業後、インターン闘争中の群馬大学附属病院にて臨
床研修をされ、昭和42年４月、群馬大学医学部第
一外科に入局し、同年６月、脳神経外科に移られ、
同年12月文部教官として奉職されました。昭和48
年４月から山梨県立病院脳神経外科医員、昭和49
年４月に同医長として勤務され、昭和50年12月か
ら虎の門病院脳神経外科主任医員として昭和53年
５月まで勤務されました。

昭和53年６月には、父上が昭和12年から続けら
れた医院を病気療養のために引退され、それを引き
継がれました。以降救急指定の有床診療所として、
中野区ばかりでなく都内各地からの救急患者も受け
入れておられました。現在も毎日診療を続け地域医
療に貢献されておられます。

さらに昭和51年からは、父上の療養先の東伊豆

野　介佐先生（昭36卒）

熊谷　紀元先生（昭41卒）
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町からの要請で週１回の診療を平成27年７月に閉
院するまで、39年の長期に亘り地域医療に貢献さ
れてきたことは特筆に値するものと考えます。（東
京支部長　堀　　貞夫、昭47卒）

【学　歴】
昭和44年３月　群馬大学医学部卒業
【職　歴】地域医療（医師会活動を含めて）
昭和44年～昭和55年

群大医学部附属病院勤務（第一内科医局員）
昭和55年８月

前橋市内で若宮内科を開設　院長（現職）
平成11年４月　前橋市医師会理事
平成13年～平成19年　前橋市医師会副会長
平生15年～　前橋ロ一タリークラブ入会
平成20年～平成24年　日本女医会理事
平成22年～　群馬県女医会長
平成24年　前橋ロ一タリークラブ会長
平成26年～平成27年

国際ロータリー第2840地区ガバナー補佐
学校医：
平成元年～　群馬県立前橋女子高等学校医
平成14年～　前橋市立前橋高等学校医
平成16年～　群馬県立県民健康科学大学校医
資格：
日本医師会認定産業医
日本医師会認定スポーツ医
日本体育協会公認スポーツ医
【推薦理由】

山田邦子氏は前橋市内において内科医院を開設
し、長く地域医療に貢献した。その間、前橋市医師
会員として夜間急病担当医、休日当番医、予防接種、
住民健康診査等を36年間担当した。さらに結核審
査、肺がん検診フィルム読影医として住民健診に協
力し、前橋市医師会役員としては個別住民健診に
PSA健診・肺がん直接撮影健診の導入に尽力するな
ど地域医療の向上に多大なる貢献をした。

日本体育協会公認スポーツドクターとしては、全
国ねんりんピック、友愛ピック、世界陸上室内大会
等にスポーツドクターとして参加し、地域のスポー
ツ活動の活性化と地域住民の健康増進に貢献した。

また群馬県女医会会長として、女性医師の医療従
事環境を改善し、地域の医療従事者増加に貢献した。

以上より山田邦子氏を群馬大学医学部同窓会･刀
城クラブ地域医療貢献賞に値する者として推薦いた
します。（前橋支部副支部長　白倉　賢二、昭50
卒・前橋支部副支部長　宮久保　純子、昭53卒）

【学　歴】
昭和46年３月　群馬大学医学部卒業

【職　歴】地域医療（医師会活動を含めて）
昭和46年４月　群馬大学医学部脳神経外科入局
昭和58年９月　関東脳神経外科病院　開設
昭和60年４月　医療法人啓清会関東脳神経外科病

院理事長・院長
日本脳神経財団理事、日本臨床脳神経外科学会理事、

日本臨床療福祉学会理事、日本脳卒中学会埼玉支部
副支部長、日本脳神経外科認知症学会理事、幹細胞
治療理事、NPO法人放射線医療国際協力推進機構
理事、日本脳神経外科救急学会評議員・理事（退任）、
一般財団法人脳神経疾患研究所評議員・理事、北関
東脳神経外科研究会代表理事、埼玉県医師会病院部
会 委員（退任）、埼玉県医師会救急医療部会委員

（退任）、埼玉県医師会救急医療部会小委員会委員長
（退任）、埼玉県医師会脳卒中地域連携検討委員会委
員、埼玉脳血管障害の外科懇談会幹事、埼玉脳腫瘍
病理懇話会代表世話人幹事、埼玉県脳卒中ネットワ
ーク幹事、埼玉県脳神経外科懇話会幹事、埼玉北部
脳血管障害究会幹事、熊谷市医師会理事（退任）、
熊谷市医師会看護専門学校校長（退任）、熊谷市医
師会准看護専門学校後援会理事、熊谷災害対策委員
会委員、熊谷・深谷地区救急医療対策協議会委員、
埼玉県北部MC協議委員（退任）
資格：
昭和46年４月　医師国家試験合格
昭和52年８月　日本脳神経外科学会専門医取得
昭和55年８月　医学博士学位取得
平成５年２月　日本リハビリテーション医学会認

定臨床医
【推薦理由】

清水庸夫先生は深谷日赤、厚生連熊谷病院、群馬
県立ガンセンター、埼玉県立呼吸器・循環器病セ
ンターにも脳外科医師が居ないか、あるいは不十
分の時代から、埼玉県熊谷市に関東脳外科病院を
開設され、併せて脳研究所も併設し、群馬大学病
理学名誉教授の故石田陽一先生を所長に招聘され、
関東脳外科病院を、この領域では日本屈指の病院
に育て上げ、手術件数、救急搬送件数も他に類を
見ない状況であり、更に同病院で研鑽を積んだ脳
外科医師は全国に及び脳神経外科領域では類を見
ない数であり、且つ若い医師の教育の為日本国内
の著名な脳外科医師を招聘して、その手技を学ば
せ、民間病院で教育に、これほど投資することは、
類を見ない病院です。

更に日本脳神経財団評議員を勤める著明な民間教
育者です。これも清水先生が若いころ、元埼玉県立
ガンセンター総長・埼玉医科大学名誉教授 武田文
和先生、元山梨大学学長 貫井英明先生の薫陶を受
けた恩返しと理解しております。尚、脳研究所の現
在の所長は、元埼玉県立ガンセンター院長 卯木次
郎先生です。更に麻酔科には、群馬大学名誉教授
藤田達士先生を非常勤で招聘されております。

以上、小生から見て同窓生の模範であり、推薦す
る次第です。（埼玉支部長　星野　修一、昭52卒）

山田　邦子先生（昭44卒）

清水　庸夫先生（昭46卒）
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がん医療に携わってきた者として、時代の変化と

ともに、期待されるがん医療も随分と様変わりして

きたな、と感じます。治す医療から癒す医療へと言

えばよいのでしょうか？　治すとしても安全第一、

緩和ケアのできない医師は不適格、とも言われてい

るようです。リスクを負い手術をすること、侵襲的

治療で命を助けようとする医療行為が当然とされた

時代から、患者さん・ご家族への説明と同意があっ

ても結果が悪ければ責任を問われる時代となったと

も言えます。当然のことですが、患者さんの状態や

望みは様々です。医師はコミュニケーション能力を

養い、どんな方にも最適な医療を提供できる、高い

技術と判断力を身に付けなければならないのでしょ

う。

診断能力をはじめとした医師個人の技量は勿論大

事ですが、低侵襲医療やチーム医療を担える柔軟性

が求められています。個人的なことですが、母校で

過ごした10年間は楽しく充実していました。大学

病院での仕事、院生との研究、海外の先生方と交流

など、一般病院ではなかなか味わうことができない

経験でした。専門医となってから、他科の医局で手

術研修をさせて欲しいと転局を願ったのですが、大

学病院では手術協力は互いにできるのだから、と言

われ断念しました。臨床研修制度は、様々な科をロ

ーテーションできるのだと羨ましく思ったものでし

た。臨床解剖の機会だけでなく、他科である程度一

人前となった医師が別の科で研修する機会が与えら

れるとよいのではないかと思うのですが、いかがで

しょうか。

国の方針は医師の生き方にも影響を与えます。職

業選択の自由という権利はあれども、国家資格はフ

リーランサーを許容する免罪符ではないのです。医

療費削減は今や国にとって大命題、国家存亡の危機

とも言われています。世界を見渡せば、民間保険で

医療を受ける国もあれば、医療費全額無料の国もあ

ります。国民の満足度が高い国と言われながら、医

療費の高い病院にしか医師が集まらず、不満を抱く

国民が多い国もあります。

臨床研修制度が始まったのは、臨床医は市中病院

で育成するという考えによると聞いています。医局

に属し、僻地医療を担ったこともありますが、今と

なればいい経験でした。よきにつけ悪しきにつけ、

医局に人材派遣能力が高かったからです。医師の偏

在解消のため、新専門医制度が立ち上がろうとして、

躓きました。医局制度に代わる人材派遣や人材分散

を担うシステムを、この制度に担わせるのは難しい

と判断されたのが要因だと言われています。医師養

成に関する大学の復権が危惧されるという意見もあ

ったようですが、地方大学には、地域医療を担う人

材育成・派遣力を取り戻して欲しいと考える方が多

いのではないでしょうか。卒業する学生が大学病院

での研修を選択し、自ら積極的に将来ビジョンを描

けるような修練を行えれば、うまくいくのではない

かと思います。医師の人生には様々なステージがあ

ります。臨床から基礎に移り、ノーベル賞を授与さ

れた先生には及ばなくても、自分の興味や能力や生

きがいが、多様な医師像のどこにあるのか、身の振

り方を考えながら修練できるのは大学しかないと思

います。臨床医になるのに研究は不要と考える方に

は苦言か戯言と受け取られるかもしれませんが、リ

サーチマインドを持ち続けなければならないのは臨

床医も教職にある医師も同じです。実験して論文を

書いたことがないと、基礎研究論文の真価を評価す

るのは難しい。臨床研究は勿論大事ですが、それだ

けだと医師として自らの適性を発見する機会を放棄

することになりかねません。

大学病院の医師には診療、研究、学生教育があり

ます。大変な仕事ですが、教員にしかできないやり

がいです。高く評価されてしかるべきと考えます。

専門医集団のひとりとして、当センターを含む地

域医療に携わるものとして、チーム医療を担える医

師の育成と派遣に、母校の更なる取り組みを期待し

ております。

多様な医師像を求めて

59母校に望む 母校に望む 

群馬県立がんセンター

院長 鹿沼　達哉（昭57卒）
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水 
芭 
蕉 

女性医師シリーズ　 51

私は平成元年に群馬大学医学部に入学いたしまし
た。私達の二学年上から、女子医学生が約３割に増
えた頃でした。現在、医学生の約半数が女性になり、
臨床実習班の全てが女性、という班もあり、大変嬉
しく思っております。皆様にとって少しでも御参考
になればと考え、多様な働き方の一つとして私の仕
事の軌跡を中心に原稿を書かせていただきます。
私が医学部を志望したのが、高校２年生の頃。そ

の時は、漠然と、「何でも診られる町のお医者さん」
になれたらいいな、と思っていました。大学卒業時
には、循環器内科に関心を持ち、旧第二内科に入局
いたしました。研修医一年目は大学病院、二年目は
国立高崎病院（現・高崎医療センター）にて研修を
行いました。当時の多くの研修医がそうだったよう
に、私も朝早くから夜遅くまで働き、ほとんど家に
帰ることなく病院に「住み着いて」いました。その
頃の各内科は、専門科であると同時に一般内科も診
ておりましたので、私も幅広い症例を担当させてい
ただきました。この研修医の時に、「全人的に診る」
という姿勢を、指導医の先生方から教えていただき
ました。
また、冠動脈疾患を有する多くの患者さんを担当

させていただきました。その頃はまだ、経皮的冠動
脈インターベンション後の再狭窄に悩む患者さんが
数多くいらっしゃいました。そこで、基礎的研究を
することによって、再狭窄を予防したり動脈硬化の
進展を抑えたりする方法が解明できないかと考え、
基礎研究に関心を持つようになりました。卒後3年
目に大学院に進学し、当時の第二内科教授の永井良
三先生（現自治医科大学学長）と倉林正彦先生（現
循環器内科教授）に、ひとかたならぬ御指導をいた
だき、血管平滑筋の形質変換の分子機構の解明を目
標に、研究を進めて参りました。仮説を立てて立証
していく研究は、大変ですが、良い結果が出たとき
は本当に嬉しく、大学院４年間は昼夜を問わず一生
懸命研究をいたしました。当時は大学院生も病棟の

“中ベン”や外来診療・当直も行っており、臨床と
研究の両立が大変だった記憶がありますが、幸いに
も研究業績を論文にて発表することが出来（Circ
Res. 85: 787-795, 1999）、その後の研究につなげる
ことが出来ました（Arterioscler Thromb Vasc

Biol. 24: 1384-1390, 2004）。
大学院卒業後は、やはり臨床医としての経験が不

足しておりましたので、関連病院にて、循環器内科
を中心とした内科診療に携わっておりました。多く
の患者様を担当させていただき、御指導していただ
いた諸先生方に心より感謝しております。
その後、海外の学会活動などでご縁があった米国

University of VirginiaのGary K Owens教授にポ
スドクに誘っていただき、大学院生の時より行って
いた研究をさらに発展させて研究することが出来ま
した（Mol Cell Biol. 25: 8009-23, 2005、Am J
Physiol Cell Physiol 292: C59-C69, 2007）。アメリ
カは女性研究者が多く、ちょっとしたカルチャーシ
ョックでした。男女問わず、世界各国から集まった
優秀な研究者と共に仕事をすることは、大変刺激的
な貴重な体験でした。

帰国後は、研究・臨床を継続しておりましたが、
出産の機会を得ました。出産直後にどうにか論文が
acceptされましたが（Arterioscler Thromb Vasc
Biol. 29: 99-106, 2009）、この時点で将来どのよう
なキャリア形成をしていくかについてとても悩みま
した。少しフルタイムの仕事から離れてみようかな
……などと考えておりましたところ、総合診療部教
授の田村遵一先生から、お声をかけていただきまし
た。田村先生は私が第三内科（当時）にローテート
研修にいった時の指導医でした。患者様を全人的に
診る医療の大切さを感じていましたので、これもご
縁と考えて、総合診療部に勤務させていただくこと
になりました。
大学の総合診療部ですので、どの専門科を受診し

たら良いか分からないという患者様や、他の医療機
関から紹介の患者様が受診なされます。中には私の
力不足で診断や治療に難渋する場合も多々あります
が、総合診療部の諸先生方と検討し合い、時には他
の専門科の先生方にコンサルトし、的確な診断や治
療が出来るように日々努力をしております。本当に
毎日多くの患者様から新しいことを学ばせていただ
いており、医学・医療の奥深さと広さをひしひしと
感じているところです。
また、再来年度から「新専門医制度」の研修が始

まります。その中の、新しい基本領域が「総合診療
領域」で、群馬大学も総合診療専門研修プログラム
を立ち上げました。今から思うと、高校生の頃、最
初に思い描いていた「町のお医者さん」の育成に微
力ながら関われることは、これも何かの縁と考え、
大変嬉しく思っております。
血管の基礎研究も牛歩ですが、最近論文化するこ

とが出来ました（Atherosclerosis. 20; 253: 102-
110. 2016）
振り返ってみますと、臨床・研究・教育・家庭・

健康のバランスがとれず、何度か「仕事辞めようか
な……」と考えることもありましたが、今でも仕事
を続けていられるのは、私にとっての素晴らしい
数々のご縁と、職場の先生方のご理解、同世代の女
性医師の存在、家族の協力のおかげです。この場を
お借りして、改めて感謝申し上げます。

ご縁の大切さ

総合医療学　講師　小和瀬桂子（平７卒）
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このたび、第81回日本温泉気候物理医学会総会・

学術集会を5月14日～15日に渋川伊香保温泉ホテル

天坊を会場に開催致しました。

日本温泉気候物理医学会は昭和10年に創立された

歴史のある学会です。群馬は草津、伊香保などの名

湯を有するという地理的な利点に加え、かつての群

馬大学草津分院における温泉医学研究を高く評価さ

れ、群馬大学として今回５回目の主催校を拝命いた

しました。今回で２回目となった伊香保温泉での開

催は交通の便の悪い中、実に400名を超える多くの

参加が得られ活発な討論が行われました。

今回の学術集会では、温泉気候物理医学の情報を

正しくアカデミックに発信していくことの重要性を

討論したいと考え『温故知新～本学会の研究成果の

伝統を検証し、今後の研究の方向性を探る』をテー

マに掲げました。招待講演では環境省の温泉地保護

利用推進室長の中島尚子先生、本学麻酔神経科学齋

藤繁教授にご講演いただきました。特別講演では信

濃毎日新聞社の飯島裕一先生、布施医院の布施正博

先生、東京医療学院大学の武田淳史先生にご講演い

ただきました。それぞれのお立場から、興味深いお

話を科学的な視点も交えご講演いただいたと感謝し

ております。また教育講演や、漢方・鍼灸のシンポ

ジウム「東洋医学の知恵と温泉気候物理医学への提

言」を企画し、予防医学にも通じる、日常診療に役

立つ内容に、参加者から大変好評をいただきました。

一般演題では55題の演題応募を頂き、２日間にわた

り活発な討論が行われました。温泉地で温泉を科学

する本学術集会を盛会のうちに終了することができ

ました。

今回の学術総会の開催にあたりまして群馬大学医

学部同窓会から多大なご支援をいただきました。ま

た同窓会の先生方から温かなご支援を沢山に頂戴致

しました。ここに厚く御礼申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

第81回日本温泉気候物理医学会総会・
学術集会を開催して

総合医療学

教授　田村　遵一（昭57卒）

平成28年10月８日と９日、ベイシア文化ホール、

前橋商工会議所会館において本学会を開催させてい

ただきました。会期中の２日間に約1500名強の参

加者を得、盛況の内に終了することができました。

小児アレルギー疾患は治療や管理法の進歩、ガイ

ドラインの普及により疾患のコントロールは比較的

容易になり、患児のQOLも向上しました。ただ、未

だに真の病態は十分に解明された訳ではなく、発症

予防に関しては発展途上にあります。未来の子ども

たちのために、更なるQOLの改善や発症予防、治癒

を目指そうという思いを込めて、今回のテーマを

「未来への治療の展望」とし、一般臨床医にとって

明日からの診療に結びつくようなプログラム構成を

目指しました。

特別講演では、今年のノーベル生理学医学賞候補

者の一人にもあがった坂口志文・大阪大学免疫学フ

ロンティア研究センター教授が「制御性Ｔ細胞によ

る免疫応答制御」と題して講演され、非常に感銘を

受けました。招待講演、教育講演（５題）、日韓交

換講演、シンポジウム（６題）、教育セミナー（12

題）、イブニングシンポジウム（３題）、アジアの若

手医師によるInternational Pediatric Allergy

Symposia（27題）が執り行われました。また、海

外の演者同士、国内の演者によるホットなPros &

Cons、次世代育成のための若手企画、ハンズオン

セミナーなどどれも盛況でした。会長企画としては、

「よりよいパートナーシップを目指して」というタ

イトルで、本学の森川名誉教授を座長に、小生とジ

ャーナリストかつ青森大学副学長の見城美枝子さん

と親と子、医療者と患者・保護者のパートナーシッ

プの重要性を対談し、好評を得ました。一般演題は

220題に至り、活発な討議がなされました。

ここに改めて、同窓会の皆様方に厚く御礼申し上

げるとともに、御協賛、御協力いただいた方面の皆

様に感謝申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

第53回日本小児アレルギー
学会後記

小児科学

教授　荒川　浩一（昭58卒）



群馬大学医学部刀城クラブ会報 第244号平成28年(2016年)12月15日

－ 12 －

平成22年３月から群馬大学で重粒子線治療を開

始して以来、６年が経過したが、今日まで大きな故

障や問題もなく重粒子線治療が行われてきました。

治療患者さんの総数は2,168名であり、当初の予測

どおり、順調に増加しておりましたが、平成26年

に大学附属病院問題を機に患者数が伸び悩んでおり

ます。患者さんの出身は約52.6%が群馬県で、次い

で埼玉県15.9％、長野県7.7％と続いています。当

初は前立腺癌を中心として局所進行性、難治性・有

症性の悪性腫瘍を対象に治療開始したため、臓器別

には、前立腺癌が全体の60.8％と最も多く、次いで

肺癌7.2％、肝癌7.0％、頭頸部癌6.8％、骨軟部腫瘍

5.8％、膵臓癌5.3％、下部消化管2.3％などとなって

います。

平成28年４月からは、手術不能骨軟部腫瘍が保

健適応になり、その他の腫瘍は、先進医療として、

臨床試験という形で、治療が行われています。また、

再発・転移癌に対しても、他に有効な治療法がなく

この治療がより有効と判断される症例には先進医療

Ａとして治療を行っています。現在、各臓器の初期

治療成績を分析し、国際学術誌に投稿準備を進めて

います。たとえば、手術不能Ｉ期肺がん患者62名

の２年生存率は87%、前立腺がんの3年生化学的非

再燃生存率は98.7%、となっています。重粒子線治

療の先端的治療技術を確立しながら、さらに総合病

院としての利点を活かした集学的治療法の開発に取

り組み、がん治療成績の更なる向上を目指していき

たいと考えています。

また、重粒子線医学研究センターでは臨床試験以

外にも最先端の研究開発を強力に推進しています。

重粒子線治療施設は、臨床治療に用いる３治療室に

加えて研究開発のための第4照射室が設置されてい

ます。そこでは物理、生物実験を行うほか、炭素イ

オンマイクロサージェリー治療システムという最先

端治療技術の開発を行っています。これは炭素イオ

ンの側方散乱の少ないシャープな直進性を最大限に

利用したミリオーダーのビームスポットにより、誤

差1㎜以下の高精度照射を実現できる治療技術です。

また、この照射法は高精度照射能に加えて、全体の

治療期間を短縮化することができる次世代の照射方

式であり、最終的には２－３mmの小スポットによ

る高精度照射技術を確立し、がん以外にも脳下垂体

腫瘍などの小腫瘤や、傍脊髄腫瘍、聴神経腫瘍、脳

動静脈奇形（AVM）などの血管性病変、加齢黄斑

変性症等の眼疾患など、さまざまな良性疾患にも拡

大を図っていきたいと考えております。

さて、大学に附設された重粒子線治療施設はドイ

ツ・ハイデルベルグ大学と群馬大学のみであり、私

どもは重粒子線治療を担う医師、医学物理士、放射

線技師、看護師などの人材育成にも責任を担ってい

ます。平成23年には、世界のリーダーを養成する

目的の文部科学省博士課程教育リーディングプログ

ラムに「重粒子線医工学 グローバルリーダー養成

プログラム」が採択されました。学内及び国内外の

連携組織（国内では放射線医学総合研究所、QST高

崎量子応用研究所、JAXA宇宙科学研究所)海外で

はハーバード大学/MGH、オハイオ州立大学、ドイ

ツ重イオン研究所（GSI）、国際原子力機関IAEAな

ど）、さらに医療機器メーカーから担当教員として

プログラムに参加して頂き、重粒子線医学、重粒子

線物理工学・生物学を担う医師・学者及び関連する

機器開発のエンジニアの国際的なリーダーを養成し

ています。

また、平成25年度には内閣府の地域活性化総合

特別区域「群馬がん治療技術国際戦略総合特区」に

指定されました。ここでは、重粒子線マイクロサー

ジェリー技術ならびにSi/CdTeコンプトンカメラの

開発が主な課題となっています。群馬の地場産業と

提携して重粒子線治療に関連する医療機器の創成等

を通じて、群馬県を挙げた産官学のコンソーシアム

の形成に助力したいと思います。

群馬大学医学部は文部科学省によるミッションの

再定義で、東京大学や京都大学などと「最先端の研

究・開発機能の強化」グループに分類され、「重粒

子線治療を始めとする先進医療・がん治療技術の研

究開発」がミッションとして強調されています。重

粒子線治療研究が日本の科学技術の海外展開戦略や

群馬大学の重要プロジェクトとなっていることに責

務を重く感じています。

重粒子線施設だより⑦

群馬大学の重粒子
治療の近況

群馬大学重粒子線医学研究センター長

腫瘍放射線学分野教授　中野　隆史（昭54卒）
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スキルラボ部門での仕事も３年目となり、着任の
ご挨拶をさせていただいてから２年以上が経ちまし
た。着任当初は、スキルラボセンターの管理・運営
といったハード面を充実させることで手一杯でした
が、最近はセミナーの企画・開催にも取り組んでい
ます。今回は、ここ最近の取り組みを中心に、いく
つかご紹介させていただきたいと思います。

まずは、学生さんを対象とした「シナリオトレー
ニング」です。シナリオトレーニングとは、単に手
技の習得だけを目的とするのではなく、様々な「シ
ナリオ」のもと、その状況における判断や、患者さ
ん・スタッフとのコミュニケーションスキルもあわ
せて学ぶための手法です。例えばピアノに例えると、
難しいところは集中して部分練習をします。しかし、
最終的には１曲通して弾けるように練習しますし、
発表会となると曲の前後のお辞儀の練習もします。
これと同じように、例えば「採血」であれば、針を
刺すところは集中的にトレーニングしますが、最終
的には患者さんのお名前の確認から止血をして絆創
膏を貼るまでの流れを理解しトレーニングすること
が必要となります。こういった「通し」でのトレー
ニングを、様々な領域で医学教育センターや各領域
のご専門の先生方のお力をお借りしつつ行っていま
す。昨年11月から始めた「シナリオトレーニング」
ですが、すでに12回開催することができました。内
容も、BLS、外科的処置（縫合）を伴う医療面接、
救急外来での急変対応、胸部聴診を伴う医療面接、
急性腹症など様々で、非常に活気のあるセミナーで
す。今後も新しいシナリオを募集しつつ、続けてい
きたいと思っています。

次に、医学科オープンキャンパスなど夏休みの小
中高校生への施設見学にも協力しています。例えば
医学科オープンキャンパスでは、以前より施設見学
に協力していましたが、昨年からは多くの先生方や
看護部のご協力のもと内容の充実を図り、第２スキ
ルラボセンターに８つのブースを設置し延べ240人
の高校生に様々な医療体験をしてもらいました。最
近は、このような施設見学も増えてきておりますが、
より多くの学生さんにシミュレータを用いて様々な
手技を体験してもらうことで、「医療」に興味を持
ってもらい、将来の医療を担っていただきたいと思
っています。

最後に、つい先日、10月15～16日に、「第４回全
国シミュレーションスペシャリストセミナー」を開
催致しました。学会や研究会のような規模の大きい
ものではありませんが、全国からスキルラボ管理者
が集まり、より良いスキルラボの管理・運営につい
て情報交換を行いながら学び合うという趣旨のセミ
ナーです。スキルラボの管理者は職種も得意分野も
様々で、スタッフも少人数構成のことが多いため、
こういったセミナーでの情報交換は非常に貴重で
す。今回は、「現在抱えている問題点を洗い出し解
決の糸口を探る」ことをテーマとして、グループワ
ークを中心に行いましたが、ディスカッションは非
常に盛り上がり、密度の濃いセミナーとなりました。
２年前にこのセミナーが岡山大学で開催された際に
は、私自身が完全に教わるだけの立場で参加させて
いただきました。２年経って今度は自校でセミナー
を開催させていただくことができ、また何らかのこ
とが伝えられるようになったことを嬉しく思いつ
つ、まだまだ頑張らねばならないことがたくさんあ
ることも痛感いたしました。また、セミナー開催に
際し、総務課、看護部、MEサプライセンターをは
じめ、多くの方々にご協力を賜りましたこと、この
場を借りて深く御礼申し上げます。

今後は、シミュレーション教育の益々の充実を図
ること、地域医療のさらなる発展にも貢献できるよ
う取り組んでいかなければならないと考えておりま
す。同窓会の皆様におかれましては、引き続きご支
援、ご指導を宜しくお願い申し上げます。

スキルラボの取り組み

医療人能力開発センター　スキルラボ部門

助教 田中　和美（平16卒）

医療人能力開発センターだより⑮ 医療人能力開発センターだより⑮. 

第４回全国シミュレーションスペシャリストセミナー
でのグループワークの風景 シナリオトレーニングの風景
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米国のECFMGが2023年以降、医学教育の国際

的認証を受けている医学部の卒業生以外には米国で

の医師資格が得られないと宣言したことが引き金に

なり、日本の医学教育が国際認証を受けるべきとの

気運が高まりました。国内的にも医療の実践を学修

成果においた医学教育を実践していくことが広が

り、また国際的基準で評価することが重要であるこ

とから一般社団法人日本医学教育評価機構が設立さ

れ、一元的に医学教育の認証評価に取り組むことに

なりました。

現在医学部では、医学教育分野別評価基準日本版

V２.10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、一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。

この教育法の国際標準に基づいた評価において

は、医学部の教育において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能力をあらかじめ目

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が変更、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。

医学部の教育については、従来からの知識の積み

重ねも重要であるが、医師を続ける限り新規の知識

の習得が必要であることから、在学中に自ら考える

力を育成しておく必要があります。いわゆるアクテ

ィブ・ラーニング（教員と学生が意思疎通を図りつ

つ、一緒になって学生が主体的に問題を発見し、解

を見出していく能動的学修）への転換が求められて

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、関連病院での臨床実習指導のお

願いをしているところです。患者を医療チームの一

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、患者

への説明／同意文書・学生の賠償保険等への加入状

況などの必要な情報に関しては、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

生の指導に当たっていただきたいと思います。医師

養成の要となる医学部の教育法の改善のためには、

医学部全体の職員とこれに関わる関連病院の理解と

協力が必要になります。

また今後は７年毎に評価を受けることになるた

め、教員は医学部での教育改革に対して積極的に検

討・関与することが求められています。入試の方式

も後期を廃止し、編入制度も改善を加えてきていま

す。また地域枠の学生さんが年々増加する中で、入

試から卒業さらに医師としての状況を把握し、変更

に対する評価が必要です。これらの継続的に行うべ

き教育に関するテーマが増していて、医学教育の実

績の評価の為に、IRセンターの設立と迅速な運用が

求められています。

最後に、将来の優れた医療人を輩出していくため

に、この教育に関する改革を推進していくことが重

要であり、群馬の地域的特徴を生かした対策が必要

と考え、教員においては、医学教育の実践のために、

自ら定めている３P（アドミッション、カリキュラ

ム、ディプローマポリシー）と担当授業の到達目標

が合致していることの確認を行います。また、６年

間の教育期間における担当学年での達成目標がどこ

におかれているのかなど自問しつつ、教務委員会で

の検討の中で改善を繰り返していくことなど継続的

改革が求められると思います。さらに、マンネリ化

を避け常に、地域に貢献できる医療人育成のために、

学外からの評価も重要であり、同窓の先生方の益々

のご指導とご鞭撻をお願いいたします。

医学部の教育改革に
ついて

医学部長・医学教育センター長

峯岸　　敬（昭52卒）

医学部の教育改革と臨床実習
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医学部では教育改革が進行しています。特に国際

認証という医学教育に特化した審査を2017年７月

に受審することが決まっており、それに準拠する形

で様々な改革が行われています。

今回の改革では、特に臨床実習を充実させます。

時間数を増やし、実習内容もいわゆる「診療参加型」

臨床実習という、学生というよりは、student

doctorとしてチーム医療の一員として参加してもら

おうというものです。これまでも選択制で学外病院

の臨床実習は行われてきましたが、今年から実習期

間も１タームを原則４週間とし、対象施設数も増や

してプライマリケアや在宅医療も経験できるように

しました（表１）。

９月８日の臨床実習協力施設懇談会では、県内の

主な医療機関の代表者にお集まりいただき５年生の

１月より始まる新たな実習のいわば「旗揚げ式」を

行いました。前橋赤十字病院や群馬中央病院などの

近隣の基幹病院（Ｃ群）に加えて、四万へき地診療

所や万場診療所（Ｄ群）などの僻地診療所の院長、

所長クラスの先生方から「学生にどんな手技までさ

せたらいいのか」「遠いので宿泊が必要だが、宿泊

施設はどの程度でいいか」「町を上げて福祉、保健

とも組み合わせた実習を行いたい」といったさまざ

まな質疑応答があり、あらたな実習の開始を期待さ

せる懇談会でした。

また２年生では「チーム医療実習」という介護施

設などで２週間、いわゆる「早期体験型」の実習を

行っています。医学知識が未熟な段階で、患者目線

あるいは介護、看護者目線で医療を体験しようとい

うものです。すでに新聞等で報道されていますが、

来年度群馬大学ではWHOと連携して、医療安全教

育の一環として、主にチーム医療、多職種連携教育

を行う部門の開設を検討しています。８月22日に

県内の介護施設代表者に集まっていただき、懇談会

が催されました（表２）。このとき学生と施設代表

者とのいわゆる面談があり、挨拶ののち、今後の実

習計画の説明がありました。この実習は毎年反省会

を10月に行っており、今年も17日に実施しました。

忌憚のない厳しいご意見も伺っています。

いずれも、県内外の医療機関、特に同窓諸先輩に

多大なご尽力をたまわっています。大学側、学生諸

君の至らない対応も多々あると聞いております。医

学部再生の一助となりますよう、同窓会諸兄におか

れましては、今後ともご協力のほどよろしくお願い

申し上げます。

臨床実習協力施設懇談会および
チーム医療実習懇談会報告

医学科教務部会長

小山　徹也（昭59卒）

Ｃ群（14施設） Ｄ群（30施設）
伊勢崎市民病院 桐生厚生総合病院 東邦病院
群馬県済生会前橋病院 公立富岡総合病院 足利赤十字病院
群馬県立がんセンター 藤岡総合病院 深谷赤十字病院
群馬県立小児医療センター 渋川医療センター 近森病院
群馬県立心臓血管センター 館林厚生病院 緩和ケア診療所・いっぽ
群馬県立精神医療センター 利根中央病院 プラーナクリニック
高崎総合医療センター 太田記念病院 渋川市国民健康保険あかぎ診療所
群馬中央病院 公立碓氷病院 くすの木病院
前橋赤十字病院 公立七日市病院 上野村へき地診療所
前橋協立病院 下仁田厚生病院 万場診療所
老年病研究所附属病院 西吾妻福祉病院 中里診療所
日高病院 六合温泉医療センター 四万へき地診療所
黒沢病院 長野原町へき地診療所 北毛病院
伊勢崎佐波医師会病院 東吾妻町国民健康保険診療所 おうら病院

沼田病院 松井田病院

臨床実習（選択）　学外協力施設一覧

№ 施　設　名 施設長
１ 群馬老人保健センター 陽光苑 高玉　真光
２ 群馬県済生会老人保健施設 あずま荘 福田　丈了
３ 介護老人保健施設 和光園 駒井　和子
４ 高崎老人保健施設 福寿苑 岩田　裕子
５ 二之沢パナケア 介護老人保健施設 佐藤　貞夫
６ 介護老人保健施設 みずき荘 田中　瑞穂
７ 老人保健施設 一羊館 桑原　英眞
８ 介護老人保健施設 けやき苑 服部　徳昭
９ 介護老人保健施設 あけぼの苑高崎 片田　桐子
10 群馬中央病院附属介護老人保健施設 田代　雅彦
11 介護老人保健施設 山王ライフ 松﨑　　豊
12 介護老人保健施設 創春館 名倉　隆夫
13 介護老人保健施設 やまぶき 中嶋　宏治
14 国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 遠藤　　浩
15 介護老人保健施設 大誠苑 木谷　泰治
16 介護老人保健施設 平成苑 木村　淳子
17 介護老人保健施設 青梨子荘 高橋　徳之
18 介護老人保健施設 ほくもう 小林　英喜
19 介護老人保健施設 ことりの園 関　　俊克
20 特別養護老人ホーム 清里荘 山田　浩史
21 介護老人保健施設 グッドウェル 江原　洋一
22 介護老人保健施設 おうみ 小中　和子

平成28年度「チーム医療実習」
受け入れ協力施設一覧

表２

表１

医学部の教育改革と臨床実習
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この特別講義は私への笠原群生先生からの１本の
メールから始まりました。今年の７月だったと記憶
しています。メールの内容は今回の医療事故や報道
で群大生は意気消沈しているのではないか。不安に
思っているのではないか、と心配され、群大生を勇
気づけ、元気をだしてもらうために講演会ができな
いかというものでした。本日の演者の斎藤豊、笠間
和典両先生とお話しをされて、３名で手弁当でいく
ので講演会を開催できないかというものでした。

このような「無私」の申し出は三人の「群馬大学
への母校愛」の発露であり、実現しなければならな
いと強く思いました。この講義の実現には医学部長
の峯岸敬先生、教務委員長の小山徹也先生、病態総
合外科の桑野博行先生からの御指導、ご鞭撻、事務
の國松太郎様、教室の先生方、秘書の皆さんやその
ほか多くの皆さんから温かいご協力をいただきまし
た。この場をお借りして心より御礼を申し上げます。
結果としてコーディネーターの役割をお与えいただ
き、私自身本当に光栄に思っています。

「無私の心」は人を動かします。このような気持
ちを結集していければ必ず群大はよくなっていくと
私は確信します。

（私のご挨拶）
今日はたくさんの方々に集まっていただいてあり

がとうございます。
群馬大学は医療事故のために社会からの信用を失

っています。私達は信頼の回復のために何ができる
でしょうか。目の前の患者さんのために最善の医療

を提供する、これしかないと思っています。私はそ
のために若い先生方と必死に取り組んでいますし、
今後とも取り組んでいくことをみなさんに約束しま
す。だから、必ず信頼を回復することができると確
信しています。そして逆風の中、必死に取り組んで
いる若い医師たちや医師以外のメディカルスタッフ
は群馬大学の宝です。

群馬大学にはもうひとつ宝が残されています。そ
れはなんでしょうか？それはあなたたち、学生さん
です。100名近い医師が群馬大学を卒業し、医師に
なります。一人一人が努力して患者さんから感謝を
されれば必ず群大の信頼は回復されます。しかし、
宝とはいっても自分たちを磨かれなければ原石のま
まです。ですから医師として自分自身で自分を磨い
ていかねばなりません。

本日集まっていただいた３名の講師の先生方は、
それぞれの領域で今、世界のトップを走っている群
大の卒業生たちです。彼らが学生の頃、私と一緒で
優等生ではなかったかもしれませんが（？）、卒業
して目の前の患者さんの病気を治そうと勉強し、技
術を磨き、必死に自分を磨いてきたのだと思います。
その結果、世界をリードするパイオニアとなりまし
た。必死に頑張っているうちに気付いたらそのよう
な立場にいたといった感じかもしれません。本日の
講演では頑張れば世界は意外に近い、君たちにも必
ずできるということを教えてくれると思います。

それぞれ学生の頃から最近までのお３人の成長の
軌跡やそれぞれ専門領域は異なっても、医療への熱
い思いを伝えていただいたすばらしい講演でした。
また、講演会の後、石井ホールにて学生さん達と直
接触れ合う懇親の場にも参加いただきました。きっ
と参加していただいた学生諸君だけではなく私達に
とっても忘れられないひと時となりました。

この度は、肝胆膵外科調教授からお声がけをいた
だき、講演をさせていただきました四谷メディカル
キューブ、減量・糖尿病外科センター、平成２年卒、
笠間和典と申します。小学校からの後輩である笠原、
空手部の後輩である斎藤と一緒に母校で講演できた
ことを嬉しく思います。
私は卒業後、麻酔・蘇生科に入局しました。その後、

大阪大学特殊救急部、亀田総合病院外科と渡り歩き、

群馬県太田市にある個人病院を経て現在の病院に勤務
しております。大学という組織に属していたのは最初
の４年のみでしたが、常にその時に最も興味があるこ
とに全力で取り込むために選んだ結果です。

日本で“糖尿病外科”を掲げている病院は当院のみ
であり「糖尿病外科なんて、教科書でみたことない
よ?!」という方が多いかと思います。しかし、減量・
糖尿病外科（Bariatric/Metabolic surgery）は世界中
で年間約60万件も行われ、上部消化管の手術の中で最
も多いものです。私は2002年に日本で初めて腹腔鏡
下減量外科手術を行いました。アジアでは早くからこ
の治療を始めたおかげで、海外に多くの友人をもち、
世界中で手術を行うことができ、アジア太平洋肥満代
謝外科学会の理事長をつとめ、2018年には東京で国

群馬大学の後輩達へ

四谷メディカルキューブ
減量・糖尿病外科センター長

笠間　和典（平２卒）

特別講義『群大生へのエール－
Meet the Experts』の御挨拶から
肝胆膵外科

教授 調　　　憲（特別会員）

特別講義「群馬大学医学生へのエール」開催報告特別講義「群馬大学医学生へのエール」開催報告特別講義「群馬大学医学生へのエール」開催報告
寄　稿
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際学会を開催いたします。また、韓国の先生と共同
で「Bariatric and Metabolic surgery」という
Text bookも監修しました。後輩たちには、広い世
界に出て、教科書を読むだけではなく教科書を書き
換えるような仕事をしてほしいと考えています。

この講演で、後輩たちに伝えたかったことは、「自
分は何がしたいのかをしっかり見極めること、そし

てそこへ最も効果的かつ効率的にたどり着くために
何をすべきかを考えること」でした。いろいろなし
がらみがあり、それは決して簡単ではありません。

講演の最後はブルースリーの言葉で締めくくりま
した。

「簡単な人生を願うな、困難な人生を耐え抜く強さ
を願え」

このたび九州大学在籍中より肝胆膵・移植外科の
ご指導をいただいています調憲教授からお誘いをい
ただき、群馬大学の後輩に特別講義を行わせていた
だきました。

私は平成４年群馬大学卒で、卒業後母校の第二外
科消化器グループに入局、平成８年から10年間京
都大学移植外科研修医・医員（途中１年間英国臨床
留学）、平成18年に国立成育医療研究センター（旧
国立小児病院）に小児固形臓器移植責任者として赴
任しました。現在は生体肝移植という健常成人から
肝臓の一部を摘出し、末期肝不全のお子さんを救命
する医療を日本・アジア・アラブ諸国で行っていま
す。成育医療センターに赴任当初は臓器移植の実施
経験が少ない病院でしたので、仲間を作るのに大変
苦労しました。

現在当センターは世界最多の小児肝移植実施施設

に成長しましたが、この10年間変わらず持ち続け
ている自分への約束があります。それは「常に患者
さんご家族と共感できるようにすること」です。臓
器移植を受けるお子さん・家族は、死が隣り合わせ
で常に重圧を背負って生活しています。昨今の移植
手術の成功率は10年90％、みなさん非常に高いと
思われるかもしれません。しかし個々の患者さん・
ご家族にとっては０か100％しかない非常に厳しい
医療です。学生諸君には「この子が自分の子供だっ
たらどうするのかな？」「この患者さんが自分の家
族だったらどの治療を選択するかな？」という気持
ちを忘れず、謙虚に勉学・スポーツ・医療に邁進し
ていただきたいと思います。

また大学時代の同窓をとても大切にしてくださ
い。壁にぶつかったとき、くじけそうになったとき、
泣きそうになったとき、必ず大きな支えとなってく
れるはずです。医学生時代は将来の夢に向かって飛
び出すためのネジをまく大切な６年間です。自分が
何をやりたいのか・どんな人間になりたいのか時間
をかけて大きな夢を持ってください。近い将来、君
たちと一緒に外科医として働ける日が来ることを楽
しみにしています。

今回、母校の群馬大学で後輩の皆様に講演する機
会をいただけたことを調憲教授をはじめ関係各位に
感謝申し上げます。学生時代、空手部の練習は一日
も休まず、一方大学の授業はほとんど出席せず（当
時としては普通）、その甲斐もあり？キャプテンの
時に東医体団体戦優勝しました。少ない出席率の中
たまたま拝聴した小林功教授の講義にて教授の人柄
と巧みな話術に魅了され、さらに学位も取れて臨床
もできるというやや安易な勧誘に乗り、臨床検査医
学の大学院に卒後すぐ進みました。その時の関連病
院で初めて内視鏡に強く興味を惹かれ、３～４年目
の関連病院では上司が内視鏡の指導医である病院で
働く機会を頂き、引き続き上部内視鏡と大腸内視鏡

（CS）を始めました。CSは難しく週１件程度の検査
ではなかなかうまくなりません。難しいと尚更興味
が湧いてきます。患者さんにCSをするのであれば、

『最低、家族に自信をもって検査をできるように』
という思いと、どうせやるならとことん究めたいと
考え、国立がんセンター（当時）の内視鏡レジデン
トに応募し、がんセンターでの内視鏡づけのレジデ
ント生活が始まりました。レジデント時代は横田敏
弘先生にCSの挿入・診断を、チーフレジデント時
代に藤井隆広先生から拡大CS診断・EMRを学びま
した。当時チーフレジデントであった小野裕之先生
が、細川浩一先生がオリンパスと開発したITナイフ
で胃ESDの臨床応用に試行錯誤されている時で、ス
タッフのみならずレジデントが新規治療法を引っ張
っていっていることに大変感銘を受けました。現在
は、国立がん研究センター中央病院の内視鏡センタ
ーでレジデントを含め総勢30名の医師と15名の看
護師・技師ともに働いていますが、日本は消化器内
視鏡の分野で世界をリードしており、年間100人を
超える医師が世界中から見学にきています。また多
くのスタッフが世界中に内視鏡手技の実演・講演に
招聘され普及啓蒙に努めています。信念と忍耐があ
れば、いつかは自分の理想に近づけると思います。
私自身は、まだまだ精進の身ですが若い学生・医師
の皆さんには無限の可能性があるはずです。是非、
自分の信じる道にStep by Stepで近づいて下さい。

群馬大学の学生の皆さん、
初期研修の先生達へ

国立がん研究センター中央病院
内視鏡センター長・内視鏡科長

斎藤　　豊（平４卒）

群馬大学の医学生へのエール

国立成育医療研究センター
臓器移植センター長

笠原　群生（平４卒）
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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

く御礼申しあげます。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、ご報告させていただき

ます。

今夏に行われた第59回東医体におきまして群馬

大学は、男子バスケットボール、ソフトテニス男子

団体、陸上400m、陸上男子400mH、剣道女子団

体、剣道女子個人で金メダル、剣道女子個人で銀メ

ダル、野球、ゴルフ男子個人、柔道男子団体、柔道

男子個人で銅メダルを見事に勝ち取りました。

男子バスケットボール部は、練習前に選手全員が

トレーニングルームでの筋トレにはげむことにより

前年度創部以来初となる準優勝から、今年は創部以

来初の優勝と素晴らしい結果を残してくれました。

またソフトテニス部は１年間、チーム全員がレギ

ュラーを取るという意識のもとで練習に励み、一丸

となって挑んだことにより、見事優勝することがで

きました。

剣道部は女子団体が７連覇、女子個人では決勝戦

が３年の塚田と６年の安川の群馬大学対決となりま

した。結果は６年の安川が勝利し、みごと入学以来

無敗の６連覇を成し遂げました。

陸上では６年の遠藤が、400mでは３年からの４

連覇、400Hでは５年からの２連覇と、６年の活躍

が目立つ大会となりました。６年は今年で卒業とな

ってしまいますが、この雄姿を見習って来年度は後

輩のさらなる成長を期待したいと思います。

また昨年に続き、このような素晴らしい成績を残

せたのは、各部活が日々東医体に向け練習を重ねて

きた結果であると思います。トレーニングルームの

環境改善として、壊れた器具の廃棄、新しい器具の

購入などを行ってきた運動部会としてもこのような

結果となったのは大変うれしく思うと同時に、ご支

援、ご協力いただいている同窓会会員の皆様には感

謝の言葉もございません。来年度は、学生共々さら

なるトレーニングに励み、各部活今年以上の結果を

残せるよう、運動部会も全力でサポートさせていた

だく所存でございますので、恐縮ですが、今後とも

ご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。

第59回東医体夏季競技報告

運動部会会長　守屋　　憲（医学科３年)

野球部 ３位

サッカー部 初戦敗退

ゴルフ部 団体４位
男子個人　 ３位　朝鳥洋介（４年)

６位　鍋岡昇慶（４年）

バドミントン部 男子ダブルス　ベスト16　伊藤（６
年)・布施（４年）ペア
女子シングルス　ベスト16　稲葉
（４年）
女子ダブルス　ベスト16　遠藤（６
年）・稲葉（４年）ペア

陸上部 男子総合　６位
男子トラック総合　６位
男子フィールド　６位
男子個人200m　８位　横山（４年）
400m　１位　遠藤（６年）
400ｍH　１位　遠藤（６年）
5000m　６位　橋本（４年）
走幅跳　５位　蛭間（６年）
ハンマー投げ　５位　大谷（５年）
男子４×100ｍリレー　５位　神崎
（３年）－横山（４年）－吉松（３年）
－遠藤（６年）
男子４×400ｍリレー　５位　大谷
（３年）－河合（３年）－横山（４年）
－遠藤（６年）
女子個人　走幅跳　８位　松岡（４年）

水泳部 男子総合９位
女子総合10位

硬式テニス部 男子　ベスト16
女子　ベスト８

ソフトテニス部 男子団体　優勝

卓球部 男子団体ベスト16
男子個人　ベスト16　清水一輝（５年）
男子ダブルス　ベスト16　清水（５
年）・澤崎（１年）ペア
ベスト32　伊藤（４年）・二瓶（３年）
ペア
女子ダブルス　ベスト16　佐野（６
年）・土橋（４年）ペア

柔道部 団体　３位

個人　 73kg級３位　稲川（２年）
90kg超級３位　萩原（６年）

剣道部 男子団体　ベスト16
男子個人　ベスト32　福田（２年）
女子団体　優勝（７連覇）
女子個人　 優勝（６連覇）安川（６年）

準優勝　塚田（３年）

弓道部 入賞者なし

バレー部 男子べスト８
女子ベスト16

バスケ部 男子　優勝
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優勝記念の集合写真（平成28年８月７日　軽井沢風越公園）

群馬大学医学部ソフトテニス部は、今年度の東日

本医科学生総合体育大会（東医体）において、男子

団体戦優勝という結果となりましたのでご報告させ

ていただきます。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下さり、また温かく

見守ってくださるOB・OGの先生の方々のお陰であ

り、この場を借りて心から感謝申しあげます。

東医体軟式テニス競技は、団体戦と個人戦に分か

れて行われています。団体戦はレギュラーメンバー

10人が試合を行いますが、個人戦はレギュラー・

イレギュラー問わず部員全員が試合に出ることがで

きるため、部員全員が東医体で勝ち上がることを目

標に毎年練習に励んでおります。今年度は８月３日

～７日に行われ３日～５日は団体戦、６日と７日は

個人戦が行われました。

私たちソフトテニス部は、東医体で優勝するため

にこの一年間厳しい練習を重ねてまいりました。多

い者であれば、勉学の合間を縫ってほぼ毎日のよう

に練習し、部員の一人ひとりがチームの優勝のため

に努力を惜しみませんでした。その結果、秋と春に

行われた関東医科歯科リーグにおいてどちらも優勝

という結果を収めることができ、最も勢いのある状

態で東医体を迎えることができました。しかし、い

ざ東医体が始まってみると今年は非常に競った試合

が多く、予選でも１敗を喫し、勝った試合も負けた

試合も苦しいものばかりでした。また今年は東医体

中にペアの変更を行うなど、采配の面で難しい判断

を迫られる部分が多々ありました。こういった中で

正しい判断を下した部員たちと、プレイヤーがどん

な試合をしていたとしても必ず相手校よりも大きな

盛り上がりをみせてプレイヤーを鼓舞していた応援

によって、競った試合を全てものにすることができ

ました。ただ試合に出た人たちの活躍によっての優

勝ということではなく、チーム全員の力によって勝

ち取った優勝だと痛感した東医体となりました。

私たちソフトテニス部は現在、新しいシーズンを

迎え、来年の東医体優勝に向けて気持ちを新たに

日々練習に励んでおります。新チームとなりました

が、部員全員がこの秋から必死に練習している姿を

見ると、ソフトテニス部の更なる発展を期待できる

ことは間違いないと感じられます。今後とも群馬大

学医学部ソフトテニス部をよろしくお願いいたしま

す。

ソフトテニス部優勝報告

ソフトテニス部前主将 渡邉　修平（医学科３年)
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優勝後、会場にて（平成28年８月６日　越谷市立総合体育館）

群馬大学医学部バスケットボール部は、今年度の

東日本医科学生総合体育大会（東医体）において優

勝という結果を残すことができたことをここに報告

いたします。

私たちバスケットボール部は部員25名で毎週月

水金、週に三回練習をしています。この一年間、私

たちは東医体や各種大会で優勝することを目標に、

部員一同一丸となって練習を重ねてきました。週三

回の練習に加え、週末には他大学との遠征試合など

積極的に活動を行ってきました。

さて、今年度の東医体バスケットボール競技は、

８月２日から８月６日まで越谷市立総合体育館にて

行われました。バスケットボール競技は２日から６

日まで５日間で５試合と過酷な試合日程になってい

ますが、自分たちが優勝という成績を収めることが

できたのはやはり選手層の厚さが１つの要因だと思

います。様々な選手が交代で試合にでても同じクオ

リティでプレーできたので１人１人の負担が少なく

なり、常に全力で試合に臨むことができました。

このようなことが実現できたのは日々のミーティ

ングの成果です。練習の後にはみんなで集まり、そ

の日の練習を振り返り、時には夜遅くまで議論を続

けました。チームメイト全体でミーティングを重ね、

全員がチームの作戦や細かい約束事を共有すること

で、誰が試合に出ても同じクオリティでプレーする

ことができ、試合中でのミスを少なくすることにつ

ながったことと思います。チーム全体で話し合い、

情報を共有するということはバスケットボールのみ

ならず将来、医療従事者となったときにもとても重

要なことであると感じます。

ここまで戦い抜くことができて、支えてくれたチ

ームメイトには本当に感謝しています。このチーム

のキャプテン、ポイントガードをやらせてもらって

幸せでした。今回優勝して、これからは他大学のど

のチームも群大を食ってかかろうという思いで来る

と思いますが、自分たちも受け身になるのではなく

チャレンジャー精神をもって、積極的に試合をした

いと思います。最後にはなりますが、今回このよう

な成績を収めることができたのはいつも部活を温か

く支えていただいているOB・OGの先生のお陰であ

り、この場を借りて感謝を申し上げます。これから

もチームで切磋琢磨して部活を盛り上げていく所存

です。今後とも群馬大学医学部バスケットボール部

をよろしくお願いいたします。

バスケットボール部優勝報告

バスケットボール部代表 葉山　隼平（医学科４年)
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表彰式後の集合写真（平成28年８月５日　小田原アリーナ）

2016年８月４、５日小田原アリーナにて第59回

東日本医科学生総合体育大会が行われました。群馬

大学医学部剣道部は本大会にて女子団体戦優勝をお

さめ、７連覇という結果を残すことができました。

また、女子個人戦では６年安川紗香が優勝し６連覇

を達成すると共に、３年塚田蓉子も準優勝という快

挙を成し遂げることが出来ました。

私たち剣道部は主に週３回の練習を昭和の道場で

行っています。加えて、春・秋の週末には遠征をし、

積極的に他大学との練習試合も行っています。留学

生も在籍していることや全学部との交流も多くある

ことは剣道部の大きな特徴の一つであるとも言えま

す。OB、OGの先生方が稽古にいらっしゃることも

多々あり、これら様々な人々の協力の下で活動を行

っていくことが可能となっております。

剣道はただ身体を動かすだけではなく、武道の側

面として礼儀作法を重んじる姿勢も求められます。

気・剣・体の一致と言われるように、精神面・正し

い剣の道・体力面が必要となります。特に人と人と

のつながりは重要であり、毎回稽古をつけてもらっ

た人のところに挨拶に行き、アドバイスをもらうと

いう慣習もあります。本年度の東医体に向けては、

部員一人一人が自分の目標をロッカーに掲げるとと

もに、４日間にわたる合宿で体力の強化も行ってき

ました。特に女子では連覇がかかっているというこ

ともあり、練習試合でビデオを録画したり、試合の

中でいかに集中力を切らさず、日々の稽古の成果を

発揮するかということを意識してきました。このよ

うな東医体への熱意が結果に結びついたということ

は大変喜ばしいことであります。

医学部剣道部では男女学年を問わず、部員一同が

日々切磋琢磨しています。東医体優勝者から大学か

ら始めた初心者といったレベルまで様々な層が交流

を持てることはいいことでもありますが、全員のニ

ーズに沿った練習を行っていくということは難しい

ことでもあります。そのような中でも他者を重んじ、

部活として活動していくということは将来医療従事

者となってチームで連携していく上で求められる姿

勢であると思っています。本大会の結果を原動力に、

これからの試合・来年度の東医体に向けても気を緩

めず努力していく所存です。今後とも医学部剣道部

をどうぞよろしくお願いいたします。

剣道部女子優勝報告

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

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病・糖尿病センター

（HDZ）で、３週間の臨床実習を経験させていただ

きました。

HDZは北ドイツのバードユーンハウゼンにあり、

ドイツ国内だけでなくヨーロッパ各地から患者が集

まる心臓センターで、年間6000件以上の心臓血管

手術を行っています。冠動脈バイパス手術や弁置換

術・形成術はもちろん、心臓移植、両肺移植、人工

心臓植え込み手術など、日本では比較的稀な手術も

行われています。ドイツの医学生の話ではヨーロッ

パで一番の心臓センターであるとのことです。

私は３週間全て心臓外科病棟で実習を行いまし

た。上記のような日本で希少な手術を見学し、勉強

できるだけでなく、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ます。手技としては、冠

動脈バイパスで用いる大伏在静脈の採取、閉創の際

の結紮縫合など、日本で言えば第二助手としての役

割を経験することができました。また自分の名前を

student assistantとして手術記録に記録してもら

えました。また手術の空いた時間には、HDZに留

学しに来られている日本人の心臓外科医の方々に

様々な話を伺うことができました。私は医学部低学

年の頃から医師として海外で働いてみたいという目

標を持っていたため、先輩医師の方々がどのように

海外での雇用のチャンスをつかみ、その過程にどの

ような試練があったのかを聞くことができたのは非

常に貴重でした。

このように海外での医療を実際に経験し、海外で

医師として働く様々なメリット・デメリットを知る

中で、さらに将来海外で活躍したいという思いを強

くすることができました。

３週間の間にはドイツの医学生達との貴重な出会

いもありました。ともに実習をしていたドイツの医

学生とランチを一緒に食べ、お互いの国や自分達が

通う医学部の情報交換をすることができました。週

末には彼らと観光に出かけることもでき、有名なノ

イシュバンシュタイン城やベルリンの壁に足を運ぶ

こともできました。実習後にはホームパーティに招

待してくれたり、実習最終日にはfarewell partyを

催してくれ、お互い医師としていつか再開しようと

いう約束をすることもできました。このような貴重

な経験を今後も活かせるよう、今後も日々勉学に励

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、峯岸医学

部長、小山教務部長、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に心より感謝の意を申し上

げます。本当にありがとうございました。

川崎　真人（医学科５年)

ドイツでの臨床実習を終えて

一緒に実習したドイツの医学生と
（平成28年８月12日　病院の正面玄関）

ノイシュバンシュタイン城
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今年度のドイツ・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病糖尿病センター

（HDZ）で臨床実習を行いました。

HDZは年間6400例もの開心術を実施している世

界有数の病院です。心臓外科の手術室は８部屋あり、

それぞれ１日２～３件の手術が実施されています。

そのため弁置換術や冠動脈バイパス術など一般的な

心臓外科の手術から、補助人工心臓植え込み術や心

臓移植など目にする機会の少ない手術まで、多様な

手術を見学することができました。低侵襲治療も進

んでおり、小切開の弁置換・形成術やTAVI（経カ

テーテル大動脈弁置換術）がほとんど毎日行われ、

日本では認可されていない最新の製品を実臨床の場

で見ることもできました。

心臓移植に関しては、手術内容の他に、同時期に

HDZで実習していたドイツの学生が見学に来なか

ったことが印象に残っています。日本では心臓移植

は全国で年間40例前後ですが、HDZでは年間80例

ほど行われています。心臓移植はドイツではさほど

特別なものではないということを肌で感じました。

実習に慣れてくると助手として術野に入れてもら

い、縫合やグラフト血管の採取などを行いました。

簡単な手技では執刀医の先生と二人だけだったこと

もあり、手術への積極的な参加によりドイツの医療

を身を以て学ぶことができました。

また、HDZには世界各地から医師が来ており、

ドイツ出身の医師を探す方が難しいのではないかと

思うほどでした。そのような国際的な環境で、それ

ぞれ母国語も文化も異なるなかで働く先生方のコミ

ュニケーションの場に居合わせることができた点で

も勉強になり、将来に繋がる価値ある時間を過ごせ

たと実感しています。

もう一人の交換留学生とは留学時期がずれていた

ため最初は一人で、慣れない状況のなか不安もあり

ましたが、現地の先生方が大変親切で、実習面だけ

でなく生活面でもサポートをしてくださり、トラブ

ルなく有意義な日々を送ることができました。

HDZでの実習は大変刺激になり、今後より一層学

業に励む原動力になると確信しています。

このような魅力的な病院で勉強する貴重な機会を

いただき、人生の財産となる経験が得られたことは、

多くの方々のお力添えがあってこそのことと存じま

す。最後になりますが、本プログラムコーディネー

ターの倉林先生、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、同窓会の皆様、後援会の皆様、

ご支援いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

矢内　香織（医学科５年)

ボッフム大学交換留学を終えて

以前群馬大学へ交換留学に来たボッフム大学の学生と
（平成28年７月29日　ボッフム大学内）

病院外観
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コロンビア・サバナ大学交換留学報告

新しい自分に出会えた旅

中村　　葵（医学科５年)

ほぼ１日かけてコロンビアの首都、ボゴタに降り

立ち、空港を出るとものすごい明るさと大きなコロ

ンビアの国旗で出迎えてくれたホストの医学生た

ち。会ってすぐハグをしてくれて、これから始まる

２週間に胸が躍りました。

様々な実習の中で、TabioやTenjoという小さな村

に行き、診療所の外来や病棟での診察を見学し、往診

にも同行させていただきました。サバナ大学の医学生

たちはたくさんの知識を持っていて、カンファレンス

でも積極的に意見を述べ、チームの一員となっていま

した。コロンビアでは医学生が出産に立ち会い、子ど

もを取り上げることも多いそうです。これにはとても

驚きました。さらに、地域の貧困や身寄りのない高齢

者の問題にも向き合っていて、医師としての責任を学

生の時から意識しているように見えました。私も彼ら

のように、日本に帰ってからも積極的に実習に臨み、

幅広い視野を持ちたいと強く思いました。往診では、

診療所の医師と医学生が無料診療を行っている、身寄

りのない高齢者のための施設に同行しました。ここで

も医学生がまるで主治医のように問診と身体診察を

し、生活のアドバイスまでしていました。私も日本で

学んだ血圧測定や身体診察など、いろいろと経験させ

ていただきました。言葉の通じない日本の医学生が体

に触れるのは不快なのでは、と心配しましたが、入所

者の方々は笑顔で受け入れて、何でも見せてください

ました。それどころか、日本のことに興味津々で、医

学生の通訳を介して、いろんな会話をしてくださいま

した。病気を持っていたり、生活に不安があるはずな

のに、ここはラテンアメリカ、常に明るく会話をして

いました。

あっという間に2週間は過ぎ、ホストの医学生や先

生方とお別れするときは自然と涙がこぼれてしまい

ました。地球の裏側で頑張っている仲間がいると思

うと、私も世界の未来のために頑張ろうと思えます。

最後に、このような充実した実習をサポートして

くださった鯉淵先生を始めとする各関係者の方々に

深くお礼申し上げます。本当にありがとうございま

した。

Prof. Lizcano と一緒に（平成28年８月17日　サバナ大学 Prof. Lizcano 研究室前）
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コロンビア共和国における
臨床実習報告

堀田　朋希（医学科５年)

日本ではまだ暑さの厳しい８月中旬に日本を出発

した私たちでしたが、コロンビア共和国の首都ボゴ

タは薄手のダウンジャケットが必要なほどの気候で

あり到着直後から驚かされました。世界中どこでも

見かけると思っていたアジア系人種や中華料理店が

見当たらない国での２週間はかけがえのない時間と

なりました。

主に実習はサバナ大学附属病院、Hospital Santa

Rosa de TenjoおよびTenjoやTabioでの地域保健

活動を中心に行われました。Hospital Santa Rosa

de Tenjoはサバナ大学から車で１時間ほど行った

山間の町Tenjoに位置し、この地域では最大の病院

といえます。ですが病床は15床ほどしかありませ

ん。この病院のFamily Medicine(家庭医)部門にお

いて実習を行いました。家庭医であるゆえに、患者

は小児から慢性疾患を患う老人まで幅広く、糖尿病

や高血圧などのcommon diseaseについては日本と

も同様のものが見られました。疾患は共通でも原因

が日本のものとは異なることもありありました。

COPDは日本では喫煙が主な原因として知られてい

ますが、コロンビアにおいては喫煙歴がないが

COPDを患う高齢の女性が多く、その原因は長年調

理の際に薪を用いてきたことが原因のことがあると

のことでした。

また、医師と患者との関係においても日本と異な

る部分がありました。日本では患者の要望があれば

ほぼ必ず行うと考えられる簡単な検査でも、私が見

た場面では検査を行うクライテリアを満たさないと

いう理由で実施していませんでした。そのことで患

者の家族は立腹していましたが、検査にかかる以上

の時間をかけて納得してもらったようです。

また、この病院を拠点として行われている社会的

に恵まれない方々への無料診療や往診にも同行させ

てもらいました。そこでは、カトリックが人口の大

部分を占めるコロンビアにおける医療者の医療に対

する考え方なども学ぶことができました。

地域保健活動としては上述のTenjo, Tabioやその

周辺エリアで行いました。山間部では公共交通もほ

ぼ整備されておらず、低所得の家庭が多いため自動

車や自動二輪車を有しない家庭も多く存在していま

した。そのような外から継続的に援助することや、

外に受診しに行くことが困難な地域においては、コ

ミュニティのつながりや相互扶助を強化することが

重要であることを学び、具体的にどのようなことを

行っているかということを学ぶことができ有意義な

実習となりました。

実習以外においても日々のホストの学生およびそ

の家族との交流があり、休日も様々なところに連れ

出してもらいコロンビアの文化や歴史に触れること

ができました。この度は鯉淵教授や刀城クラブの皆

様に多大なご支援をいただき、貴重な経験をするこ

とができました。深く感謝いたします。

地球の裏側で

八谷　　陽（医学科５年)

「今回の夏期臨床実習はコロンビアという日本か

ら遠く離れた地でどのような医療が行われているの

かを知る貴重な機会であると共に、自分自身の英語

力や医療に対する考え方を見つめ直すまたとない機

会になる」そう意気込み期待感に胸を膨らませ私は

コロンビアに飛び立ちました。

米国での２回の乗り継ぎを経て、悪天候による飛

行機の遅れもありコロンビアのエルドラド空港に着

いたのが現地時間の21時過ぎ。成田空港を発って

から実に24時間が経っていました。疲労の色濃か

った私たちをハイテンションな歓声と抱擁で出迎え

てくれたのは今回のホストであるサバナ大学の学生

たちでした。南米の人たちは皆ラテンの陽気な空気

を纏っていて、こちらまで笑顔にしてくれるような、

そんな国民性を感じました。コロンビアの首都ボゴ

タはほぼ赤道直下にありますが、標高2500mを越

す高山都市であるため一年中気温は15℃前後であ

り、肌寒い空気と変わりやすい天気が印象的でした。

現地ではサバナ大学の学生の臨床実習に参加させ

てもらう形で、大学病院と首都ボゴタから車で１時
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間半ほど離れたテンホという町の小規模病院の２箇

所で臨床実習を行いました。

サバナ大学生たちの朝は早く、毎日午前５時に起

きて午前６時半から始まる実習へと向かいます。ま

た一度病院に入れば、外来患者の問診にカルテ・処

方箋記載や検査・薬剤のオーダー、治療方針の決定

やその説明等、医師とほぼ変わらない業務をこなし

ていきます。というのもサバナ大学の医学生のカリ

キュラムは７年制であり、３年時から臨床実習が始

まり、５年時からは当直もこなし、初期研修でさえ

も６年時途中から始まるという、日本と比べると超

臨床重視型のものだからです。そのせいもあってか、

コロンビアで出会った患者さんは学生の臨床実習に

積極的に協力してくださる方がとても多く、また学

生の側も医師として働くビジョンを明確にしつつ実

臨床の現場から多くのことを学ぼうとしている様子

でした。同年代の学生が数人でチームを組み外来の

診療にあたっている光景や、彼らと話をした中で痛

感した臨床的な知識の差は私にとって非常に刺激に

なるものであったことは言うまでもありません。

今回私がコロンビアで得たものは計り知れませ

ん。出発前の期待度も高かったですが、それを優に

上回る経験をすることができました。私は今回の実

習で得たものに満足せず、これからより一層勉学に

励み、医師となって少しでも多くの人々の助けにな

れるよう努力し続けます。それが今回お世話になっ

た人たちへのせめてもの恩返しになると信じて。

最後になりましたが、このような貴重なプログラ

ムを続けてくださっている鯉淵先生、そしてそれを

ご支援くださった同窓会、後援会を始めとする関係

する全ての方々に深く感謝申し上げます。本当にあ

りがとうございました。

地球の裏側での
臨床実習を終えて

長田　菜穂（医学科４年)

今年の夏にコロンビア共和国にあるサバナ大学と

の交換留学プログラムに参加させていただきまし

た。この場をお借りして、私が学んできたことをご

報告させていただきます。

コロンビアの首都ボゴタは標高2640mのところ

にあります。ボゴタの隣町にあるサバナ大学病院も

見学させていただき、郊外の小さな町にある診療所

にも行かせていただきました。その診療所では、学

生が１人または２人組で診察をしていました。コロ

ンビアの医学部は７年制であり、７年目になると１

人で外来の診察を行います。どの学生も、最後の医

師か研修医のチェックが入るまでスムーズに診察を

進めていました。３年生から臨床の場に出ているこ

ともあり、学生の診察はとても手慣れていて、医学

知識も豊富で、私と同じ学生だとは信じられません

でした。患者さんは診察に協力的であり、そこから

学生が患者さんに信頼、期待されていることが分か

りました。

現地で医学を学ぶ学生は、皆とても熱心に勉強し

ていました。実習で見た症例について他の斑の学生

と共有したり、私たちが持っていた日本の風邪薬や

漢方の成分を詳しく知ろうとしたり、医学に対する

姿勢の高さに感心させられました。実習でも、自分

たちは学生という甘い考えはなく、チームの一員と

して責任感を持って行動をしていました。地球の裏

側のコロンビアで医学を一生懸命学ぶ学生を見て、

今まで以上に今後の勉学や実習に励んでいきたいと

強く思いました。

約束の時間を１時間遅れても気にしないことや、

５人乗りの乗用車に７人で乗ることなど、コロンビ

ア人の適当さに驚かせされることも多くありまし

た。しかし、歩いていても運転していても、音楽を

聞くと踊りだしてしまう陽気なコロンビア人は、い

つも笑顔で優しくて、一緒にいる私たちを自然に笑

顔にさせてくれました。ある調査でコロンビアは幸ボゴタ植物園にて（平成28年８月13日）
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福度一位の国でしたが、その理由が分かったような

気がします。

臨床実習に加え、異国の文化にも触れることがで

き、かけがえのない経験となりました。同窓会・後

援会の方々、事前実習を引き受けてくださった皮膚

科の先生方、引率して下さった鯉淵先生、現地でお

世話になった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。

本当にありがとうございました。

コロンビアで得たもの

水間　玲奈（医学科４年)

夏休みの２週間、コロンビアに留学してきました。

日本ではガイドブックも手に入らず、行く前は期待

と不安の入り混じった気持ちでしたが、人々は突然

訪れた私たちを温かい笑顔で迎え入れてくれまし

た。

留学先のサバナ大学は広大な敷地を持つ私立の総

合大学で、キャンパスはとても美しく、たくさんの

学生が勉学に励んでいました。日本と異なりセメス

ター制で、医学部は14セメスターつまり７年間の

カリキュラムが組まれています。

診療はスペイン語で行われますが、まだ日本では

実習が始まっていない私達にも理解できるよう、丁

寧に説明してくれました。深刻な医師不足のためコ

ロンビアでは２年生で臨床実習が始まります。その

ため、自分と変わらない年の学生が主体的に診察を

進める姿を見て、レベルの高さを感じずにはいられ

ませんでした。

実習は、田舎の市中病院や集会所でも行いました。

大学病院ではロボットスーツを用いたゲーム感覚で

取り組めるリハビリシステムがある一方で、田舎町

の市中病院では、CTやエコーが無くペンライト代

わりにスマートフォンのライトで照らしていたり

と、様々な側面を垣間見ました。

Tabioという町で行った地域保健活動では、子供

たちが放課後に集まる集会所、お年寄りのコミュニ

ティなどを訪れました。“リーダーシップを育てる”

というテーマの元、子供達が社会問題を踏まえた上

での将来の夢を語る姿を見て、自分の問題意識の無

さを恥ずかしく思いました。お年寄りのコミュニテ

ィでは、鶴を折り日本の文化を伝えて皆で盛り上が

ることができました。どの施設でも、生き生きとし

た笑顔が印象的でした。

実習以外にも、先生方や医学生が様々な観光地に

連れて行ってくださり、美しい景色や美味しい食事、

気さくで温かい人々に触れてコロンビアという国が

大好きになりました。一生の友達もできました。す

べてが大切な思い出です。

充実した二週間はあっという間に過ぎてしまい、

心にぽっかり穴が開いた気持ちですが、この貴重な

経験を糧にこれからも成長していきます。最後に、

このような素晴らしい機会をくださった鯉淵教授を

はじめ、ご支援いただいた皆様に心より感謝申し上

げます。本当にありがとうございました。

タビオでの地域保健活動、右端：お世話になった Dr. サンドラ（平成28年８月16日）



群馬大学医学部刀城クラブ会報 第244号平成28年(2016年)12月15日

－ 28 －

８月11日から８月17日までフィリピンのセブ島に

てFORS（国際医療ボランティアの会）の部員５名で

ボランティア活動をして参りました。（写真①）観光

地として有名なセブ島ですが貧富の差が激しく、セブ

市内であっても流れている川はごみが散乱していまし

た。本ボランティア活動を通して様々な経験をする機

会がありましたので、本稿を通して皆様にご報告した

いと思います。

マザーテレサがインドのカルカッタに建てた「死を

待つ人々の家」という施設があります。セブ島にもマ

ザーテレサが建てたGasa Sa Gugmaという施設があ

り、そちらで計４日間活動をさせていただきました。

施設内では主に高齢者の方が穏やかに生活をされてい

ました。しかし、その多くは道端で倒れているところ

を保護されるなどしてこの施設に辿り着いた人々で

す。認知症を患ったおばあちゃん、背中に２発の銃創

を負い下半身不随となってしまった少年もいました。

我々が行ったボランティアの内容は傷のドレッシング

（洗浄）、血圧の測定、洗濯・給仕のお手伝いなどです。

Gasa Sa Gugmaは全てが寄付によって運営されてい

る施設であり、手袋、マスクからワセリンなどの医薬

品も限られたものしかありませんでした。褥瘡のケア、

白癬の治療など日本では簡単に行えることでも、現地

ではドレッシングとワセリンによる保護しかできない

のです。施設では多くの方とお会いする機会がありま

した。施設でお会いした日本人看護師さんは、日本か

ら自費で購入した医薬品などを持ち込んでボランティ

ア活動をされていました。また、Gasa Sa Gugmaに

は日本人の修道士さんがいらっしゃり、我々のサポー

トをしていただきました。入所者の一人であるギター

弾きのロメオさんは「笑い」こそがどんな薬よりも体

に効き、副作用のない万能薬だとおっしゃっていまし

た。ロメオさんとは仲良くなり、Bea t l e sや

Carpentersの曲をロメオさんの演奏と共に歌わせて

いただきました。質素な食事、プライバシーなど無い

空間ですが、それぞれの入所者がのんびりとそれぞれ

の時間を過ごされている印象でした。

皆さんはスカベンジャーという言葉をご存知でしょ

うか。スカベンジャー受容体を思い浮かべる方もいら

っしゃるかもしれませんね。フィリピンではダイオキ

シンの問題からプラスチックを燃やすことが禁止され

ており、ダンプサイトというゴミ溜めがあちらこちら

に存在します。このゴミ山から廃品回収を行い、僅か

な日銭で暮らす人々のことをスカベンジャーと言いま

す。タリサイ地区のスカベンジャーが暮らす集落で子

供達へ食事の配布活動を行ってきました。（写真②）

集落はゴミ山のすぐ隣にあり、ゴミ山から流れ出る廃

水、異臭は凄まじいものでした。このような環境で生

活できるのかと疑ってしまうほどです。そんな環境下

でも子供達は全く気にせず遊びまわり、生活していま

す。汚水の溜まった水溜りの横には耕された小さな畑

FORS（国際医療ボランティアの会）代表

（医学科５年)

ボランティア活動を通して

セブ島の現状と学生にできることセブ島の現状と学生にできることセブ島の現状と学生にできること

写真②　スカベンジャーが暮らす集落写真①　FORSのメンバー

学生寄稿
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で野菜が育てられていました。（写真③）自分の持つ

価値観、常識が通用しない世界。生きるということ、

幸せとは何なのかを改めて考えさせられました。

政府の政策によりセブ市内のスラム街から追い出さ

れた人々が暮らす山村にて、子供達に食事の配布と英

語および日本語教育をお手伝いする機会もありまし

た。山村の集落に暮らす子供達は学校に通っている子

もいました。フィリピンには子供がたくさんいます。

その要因の一つに宗教上中絶が禁止されていることが

あげられます。また、避妊具への理解の不足なども考

えられます。子供の多くが、金銭的余裕がない家庭で

育ち、飢えるような状態にあるのも事実です。また、

教育を受けることも叶わず、大人になっても正規の労

働に就けないため貧困から抜け出せないでいます。山

村集落以外にも、セブ市内にあるセント・ニーニョ協

会周辺にいるストリートチルドレンやカレタ地区にあ

る中国人墓地に暮らす子供達に食事の配布活動を行っ

てきました。ここの地区の子供達は住める家さえなく、

観光客を相手に手作りのキーホルダーを売って生活し

ている状況でした。

最後にご紹介するのは日本語学校（UNOTH）です。

皆様はセブ島が第二次世界大戦の際、日本の占領下に

なっていたのをご存知でしょうか。現在では親日国と

して有名なフィリピンですが、その背景には約３年間

に渡る日本統治があります。この日本による統治の間

に、日系フィリピン人が多く生まれました。その多く

は第二次世界大戦後、自国であるフィリピンを占領し

た敵国の子供という理由で迫害を受けたのです。日本

語学校UNOTHは日本での就労を目指す日系フィリピ

ン人を中心に日本語教育を行うところです。我々は日

本語教育の一環ということで、あやとりや折り紙など

日本文化の紹介をしてきました。（写真④）現地の学

生たちはとても日本に興味を持っており、日本のアニ

メや歌に詳しかったです。

ボランティア活動を通してフィリピンの様々な状況

を垣間見ることができました。まず、雇用状況の悪さ

です。日中でも多くの男性が街中や家でのんびりして

いる姿を見かけます。教育環境の問題もそうですが、

フィリピン人の温和で明るい性格も男性が就労しない

原因の一つのようです。また、キリスト教の力が強い

ことも生活の根幹に根付いています。日曜礼拝には必

ず参加し、キリストのお教えである中絶・離婚の禁止

を忠実に守っています。そして、何と言っても貧富の

差です。部員の一人が道端でお金を落としてしまった

際に周りにいた子供達が走って拾いに来ようとしたこ

とがありました。子供達はお金を拾うことは出来ませ

んでしたが、お金を落とした部員はその後、物乞いさ

れることとなってしまいました。一方で、セブ島には

SM City Cebuという11.8ヘクタールにも及ぶ広大なシ

ョッピングモールが存在します。高級店が並び、ショ

ッピングモールの中にはアイスリンクまでありました。

FORS（国際医療ボランティアの会）として初めて

の海外での活動ということもあり、医学生だから出来

た活動は多くはなかったかもしれません。今回はセブ

島でのボランティア活動に行く前に、セブ島の子供達

が勉強する際に使うボールペンを学内で集め、実際に

現地に持って行く活動を行いました。今回の経験から

より現地の人々の現状に則した活動を行いたいと思い

ます。一方、衛生学的側面、感染症など医学生だから

こそ伝えられることがあると感じました。今後も学生

自身が主体的に考え、情報を発信していきたいと考え

ています。

写真④　日本語学校（UNOTH）にて写真③　汚水溜まり横の小さな畑
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部　員

群馬大学医学部写真部は数年間休部状態にありま

したが、2014年度から活動を再開しております。

同窓会員である先生方の多くは医学部写真部をご存

知ないと思いますので、この場をお借りして部につ

いて紹介させていただきます。

現在の部員は医学科と保健学科を併せて１年生か

ら５年生までの計８名で活動しています。部として

はこれまでに、附属病院内や第30回医学祭での写

真展や学内でのコンテストを開催してきました。ま

た、他キャンパスにおいても荒牧祭写真展や群桐祭

写真展に出展してきました。医学部写真部には東医

体のように他の医学部写真部と直接競う機会という

ものはありませんが、地域に密着した小規模なもの

から世界レベルで難関とされるものまでコンテスト

は数多くあるので、そのようなところに出品してい

る部員もいます。

部員の大部分は大学から写真を初めています。医

学部写真部には機材の購入からその使い方や楽しみ

方、作品制作に至るまで一貫してサポートできる体

制が整いつつあるといえます。これらを個人で行う

ことは大変難しいのではないかと感じています。そ

の理由としてカメラやレンズの種類があまりにも多

いことや、その良し悪しおよび個人の嗜好への向き

不向きの判別が容易でないことが挙げられます。ま

た、最新のカメラであってもその操作は驚くほど煩

雑であり、機能を満足に使えるようになるまでにそ

れなりの地道な修練が求められます。そのような写

真を楽しむために立ちはだかる「壁」のようなもの

を超えるための体制が医学部写真部にはあると感じ

ています。

そのような環境で日々研鑽を積むことができたこ

ともあり、2016年夏に開催された県下では最大規

模のコンテストである第64回群馬県写真展（審査

ハービー・山口氏、鈴木一雄氏）において私が最高

賞・知事賞・富士フィルム賞を受賞することができ

ました。私自身も医学部写真部に入ってから写真を

始めたこともあり、仲間と切磋琢磨できる医学部写

真部の良さを実感しています。

私はもともと旅行が好きで、その思い出を少しは

きれいに残したいという軽い気持ちで写真を始めま

した。始めるきっかけはささいなものでかまわない

のだと思います。部員は随時募集しておりますので

興味のある方はお気軽に私（医学科５年：m1220

1213@gunma-u.ac.jp）または部長の西井（保健学

科３年：m14202051@gunma-u.ac.jp）までご連

絡をいただければと思います。一生モノの趣味を医

学部写真部で始めてみませんか。

医学部写真部の活動報告

医学部写真部　堀田　朋希（医学科５年)

第64回群馬県写真展 最高賞・知事賞・富士フィルム賞受賞作品
「取り残されて」堀田朋希

学生寄稿
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平成28年７月６日、七夕の前日、群大病院内のア
メニティーモール２階講義室で前橋支部総会と講演会
が開かれました。副支部長の宮久保純子先生の司会で
始まり、開会に際し、前橋支部長の山田邦子先生がご
挨拶されました。
『今日ご参加の皆様は、群馬大学医学部を卒業して、

医師となり、各々独立した人達ばかりですから、同窓
の、いわば兄弟のような関係です。ですから、群馬大
学医学部は、ちょうど実家のような存在です。皆様は
実家思いの孝行者と言うところでしょうか。その実家
が経営している会社が、今、困難な問題に直面してい
ます。70年経った会社ですから変革する所もあるで
しょう。今日の総会後の講演会では、新しく代表取締
役になられた、田村院長に、会社の現状と展望をお話
しいただき、皆で会社の立ち直りと繁栄を見守って行
く、必要あれば手伝っていく、そんな講演会になる事
を期待して、支部長の挨拶とさせていただきます。』

続いて、飯野佑一同窓会長が、『刀城クラブの支部
形態には県支部、地域支部、医療機関支部の３種の形
態がある。それぞれ多様の会員の意見を同窓会の活動
に反映させるためである。前橋支部の講演会はいつも
時期にあった講演がなされる。今回の田村病院長の講
演も大変期待している。』とご挨拶されました。

前橋支部は群馬大学医学部を応援するために、基礎
医学教室の活躍を紹介する講演会を開催してきまし
た。2013年は神経生理学教授の平井宏和先生に「脊
髄小脳変性症モデル動物作成による病態解明と先進的
治療法の開発」、2014年は分子細胞生物学教授の石崎

平成28年度刀城クラブ前橋支部総会
第４回前橋支部講演会・会員懇親会

込谷　淳一（昭57卒)

泰樹先生に「群馬大学大学院の現状と展望」と題して
ご講演いただきました。昨年は医学部長になられた峯
岸敬先生に「群馬大学医学部の現状と展望」について
ご講演いただきました。

前橋市は地元ということで前橋支部の世話人は刀城
クラブ役員となります。（平成28年10月例会で確認）

総会後、『群馬大学医学部附属病院の現状と課題』
という題で病院長の田村遵一先生にご講演いただきま
した。座長を白倉賢二先生が務められました。田村遵
一先生はこの日もお忙しかったようで、荒牧から交通
渋滞のためちょっと遅れていらっしゃいました。
今となっては、第三者事故調査委員会の最終報告が出
る前のお話でしたが、大変有意義なものでした。

『病院の組織としての統一性が取れていなかった。
ガバナンス（指揮命令系統）の不備、コンプライアン
ス（政令重視）の低下がみとめられる。他大学と比較
してみても、今までの群大の体制（縦割り構造、医局
講座制など）は時代に合わない古いものになっていた。
今後、大学院講座の再編成（大講座制）も検討されて
おり、病棟の再編成（診療科別、疾患別）など進め、
群馬大学病院を統一性の取れた病院にしたい。そのた
めに命がけで頑張りたい。』と、お話しされました。

質問・意見の時間では、『本日話を聞けて良かった。
今度同級会があるのでそこで今回の話をみんなに伝え
たい』、保険審査をしている先生から『保険外適応を
適応にふりかえ請求した場合、普通の病院なら保険診
療停止になる。』とご意見がありました。前橋支部顧
問の大竹誼長先生が『刀城クラブの会員として何をし
たらよいか？』と質問され、田村先生は『医局同門で
旧交を温めるのもよいが、これからは大学病院をひと
つのものとして考えていただきたい。』と答えられま
した。

講演会の後、懇親会が一階のイタリアンレストラン
『チネマ』で開かれました。ワインとおいしい料理で、
同級生がいっぱいいたせいか安心して酔ってしまいあ
まり記憶がありません。来年の57の同級会、ここで
やろうかって話が出たような…。

平成28年度刀城クラブ前橋支部総会・講演会・懇親会（平成28年７月６日　群大病院内・チネマ）

支　部　だ　よ　り 支　部　だ　よ　り 
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本年で第10回となります埼玉支部総会は第二地区

が担当し、平成28年10月１日に、さいたま市の

「ラフレさいたま」で開催されました。

総会では、本年４月１日付で新しい支部長となら

れました星野修一先生（昭52卒）が就任のご挨拶を

されました。その後星野支部長より饗場庄一先生

（昭31卒）の「埼玉支部会名誉会長」就任が推挙さ

れ、満場一致で承認されました。第三（北西）地区

では会の創設以来、副幹事としてご苦労された小川

赤十字病院副院長の高橋泰先生（昭52卒）が今春、

定年でしたので後任の副幹事として深谷赤十字病院

副院長の和田裕千代先生（昭52卒）にとの推薦があ

り、これも満場一致で承認されました。総会の報告

事項として、第9回支部総会の会計報告が安藤昭彦

先生（昭53卒）によりなされました。星野先生から

第10回群馬大学医学部
同窓会埼玉支部総会報告

埼玉支部第二（中南）地区幹事

佐々木　惇（昭55卒)

は清水庸夫先生（昭46卒）の平成27年度地域医療

貢献賞受賞の報告があり、出席者一同でお喜び申し

上げました。

総会終了後、群馬大学大学院病理診断学教授の小

山徹也先生（昭59卒）による特別講演「群馬大学病

院改革、教育改革の現状」が行われました。支部会

会員の最大の関心事であります群馬大学病院の改革

についての情報をご教示頂き、大変有意義な講演で

ございました。

記念写真撮影後、副幹事の今城純子先生（昭57卒）

の司会、東靖宏先生（昭39卒）の乾杯ご発声で懇親

会が始められました。今回は、41名の方から出席の

ご返事を頂きました。諸事情により当日ご欠席の先

生も数名おられましたが、例年よりも多い参加者で、

特に平成の卒業生が７名参加されたことは喜ばしい

ことでありました。限られた時間でしたが、参加者

全員から自己紹介・近況報告を頂きました。会のお

わりには、次回当番幹事の清水庸夫先生から熊谷で

の開催が伝えられ、副幹事の高橋健夫先生（昭63卒）

が中締めの挨拶をされ散会となりました。

第10回群馬大学医学部同窓会埼玉支部（平成28年10月1日　さいたま新都心　ラフレさいたま）



群馬大学医学部刀城クラブ会報第244号 平成28年(2016年)12月15日　

－ 33 －

刀城クラブ東京支部　第10回総会・講演会・懇親会開催のご案内

群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ　東京支部長　堀　貞夫（昭47卒）

昨今の群馬大学の内外を取り巻く話題は「腹腔鏡手術死亡事故」であろうと思います。患者家族をは

じめ、弁護士や事故調査に当たった大学病院関係者、これを見つめる一般の方々、そして殊にわれわれ

同窓生は、いったい何があって今はどのような事態に至っているのか気になります。また、その事態に

どのように対処して今後の再発を防止し、群馬大学医学部付属病院を見直してもらうためにはどうする

のが良いのか、固唾を飲んで見つめています。話題に暗いかげりがある分、かげりに立ち入るのが怖く

て、また真摯に改善に努めている病院運営部門の方々を煩わせないよう、気配りをするのみであります。

何かをしたいけれど何をすればいいのか分からない、その前に何がどうなっているのか分からない。

今回の第10回総会では、この現状を少し解明できないかと思っております。具体的には同窓会長飯野佑

一先生にご来駕頂き、同窓生代表として病院に最も近い観点で、分かる範囲の現状をお話していただく

ことを了解してもらいました。演題名は「群大病院の医療事故：最終報告と今後の支援」です。話しに

くい側面もあることと思いますが、あえてお願いし東京支部の同窓生に情報を提供していただくことに

しました。謹んで拝聴したいと思います。また、建設的なご意見をお持ちの参加者の方々から、是非お

話を伺いたいと思います。

それとは別に、恒例となっております特別講演ですが、今回は節目の回なので同窓会支部長の私に話

をするよう幹事会からご指示がありました。僭越ではありますが、ご指名にしたがい「糖尿病網膜症に

よる失明予防の戦略」と題してお話させていただきます。群馬大学医学部卒業後、第２病理学教室の大

学院で血管病理を学びました。その後、米国へ留学して糖尿病網膜症の研究に従事し、帰国後に眼科に

入局して以来、37年間主に糖尿病眼合併症の臨床と基礎を手がけてきました。その経緯を含めて、糖尿

病で失明しないための方策を参加者の皆さんと討論したいと思います。

日時・場所は下記のとおりです。

是非、ふるってご参加ください。

記

日　時：平成29年３月４日（土） 18：20－（約２時間）

場　所：渋谷エクセル東急ホテル

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。

基礎講義棟横の駐輪場（平成28年12月　写真提供：医学部写真部）
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今年７月10日（日）、当時、全国の同期生と全員

で国家試験をボイコットしたインターン闘争真最中

の昭和41年度卒業生の卒後50周年記念クラス会が、

高崎駅ビルのホテルメトロポリタンで25名が参加

し盛大に行われた。これは現在の研修医制度の50

周年にもなる。

写真に写っている人数より１名分多いが、計算誤り

ではなく、当日約束していた写真屋さんが我々の次に

他ホテルでの約束があるので我々のを12時に撮った

らすぐ移動すると云うことなので、集合時間にピッタ

リ合わせ写真室に即移動となり、集合写真を撮ったた

め、遅れて来た仲間１人はそんなわけでいつ着くか分

からない仲間を待っていられないとのことで約束時間

に撮影し、次のホテルに行ってもらった。

そんなわけで、遅れたため写真に収めてもらえな

かった１名の仲間星野君には本当に申し訳なかった

が、ご勘弁の程……。今では写真屋さんも昔とは違

って数も少なくなり、あちこちと掛け持ちで忙しい

らしい……。

そして撮影室から会場に戻り本題に入ったが、冒

頭、我々の同級生で物故された14名の仲間に黙祷

を捧げ故人を偲んだ。話によると、後輩の学年でも

卒後50周年記念クラス会

井田　仁一（昭41卒)

昭和41年度卒業生、卒後50周年記念クラス会（ホテルメトロポリタン高崎）
後列左より　：萩原、貫井、牛島
三列目左より：田村、嵯峨、城下、松本、熊谷、大和田
二列目左より：石田、富澤、富所、佐々木、新開、a野（英）、小林
前列左より　：木谷、田谷、野口、井田、大久保、石澤、齋藤、佐藤（俶）

もっと多くの物故者を数える学年もあるとかで、

我々のクラスは少ないもんだとの話も出た。

さて、参加者だが、卒業時の集まり以来50年振

りとなる仲間も男女それぞれ居り、彼は誰だっけ？

などという声も……。でも新開さん、小林君ら、

50年振りによく来てくれたと思う。

一次会はまず、同級生の野口君のお孫さんで、洗

足学園音楽大学の大学院生の万佑花さんと先輩の鈴

木舞衣さんとのバイオリンとピアノの演奏で始ま

り、慣れ親しんだ曲も含め場を盛り上げてもらい、

大分雰囲気が和み助かった。この見事な演奏に、ル

ームサービスの方々も聞き惚れてしまい、仕事が

STOPする程だった。後で聞いたがこんな演奏を只

で見聞きさせてもらい、こんな役得は今までになか

ったことと恐縮していた。

コンサート終了後、三卓で普通の宴会になり、四

方山話に華が咲いた。

ホテル側からも５時間使ってよいと云われ、宴会

後部屋を変え、二次会を……。いつもの如く対面式

に一卓とし、各人より現況報告をしてもらったが、

皆が、ああそうだったんだよな、本当に大変だった

……と思ったのは、佐々木昭子先生（旧姓：山里）

の話だった。昭和35年の入学だったので、あの頃は、

沖縄出身の彼女にとって本土（日本）は、まだ他国

の状態（沖縄から見れば）のため、本土に受験に来

たときも、パスポートだビザだと20才前の彼女にと

って手続きが本当に大変だったようだ。（御苦労さま）

etc、etcで５時間もあっという間に過ぎ、またの

集まりを約して散会となった。

クラス会だより クラス会だより  
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平成28年８月27日　於　伊香保温泉　塚越屋七

兵衞　香雲館。

２年ぶりに開かれたクラス会は18名の出席者だっ

た。前回は黙祷から始まった会だったが、今回は皆

元気な２年間を過ごせてよかったと幹事の白倉賢二

君の挨拶で６時半から始まった。しっかりした幹事

のおかげで度々クラス会を持てることに出席者全員

感謝していた。大学で教授職に就き今も本校に同愛

会理事長で留まるのは貴重だと皆が口にしていた。

最年長者の高桑正道君の乾杯で賑やかな会が始ま

った。高桑君は柏崎市で開業していて地区の医師会

長を10年していると云う。本人はゴルフと酒で暮

らしていると言って笑わせた。相澤徹君は松本市で

たまたま同名の相澤病院で糖尿病センターの所長を

していて以前悩んでいた神経疾患はすっかり回復し

ていて昔のように音楽も楽しんでいると。秋山典夫

くんは自分の健康に気を配って前橋で開業していて

趣味のカメラで皆を撮ってくれた。石川三衛君は自

治医大教授を退官して国際医療病院に勤めていて相

変わらず学問的生活をしていた。大塚良行君は町田

に住んで横浜で開業していて若い頃からの野球を楽

昭和50年卒業

クラス会報告

相場　利一（昭50卒)

昭和50年卒クラス会（平成28年８月27日　伊香保温泉　塚越屋七兵衞　香雲館）

しんでいると。竹之下誠一君は福島県立医大で理事

になっていて厚労省と県との折衝が仕事だとすっか

り管理職が板についていた。田崎健君ははるばる開

業している静岡からやってきて元気な顔を見せてく

れた。田部井薫君は自治医大教授を退官して宮永君

の伝で南魚沼市民病院の院長で忙しくしている。そ

の宮永和夫君は精神科で元気に同じ病院でスーパー

バイザーをしている。玉田潤平君は安中市の須藤病

院で脳外科というよりも神経内科的仕事で元気だっ

た。伴野 一君は日高病院で最近始めたゴルフで体

調管理していると言ってクラス会幹事役も続けてく

れている。藤生善一君は皮膚科を藤岡で開業してい

て犬の散歩などと相変わらず紳士ぶりだった。星野

和夫君は足利市今井病院の外科医で今もメスをしっ

かり握っていた。矢野新太郎君は透析医療を診なが

ら音楽も楽しんでいると優雅な事を話してくれた。

吉澤夏人くんは茨城の病院で元気に整形外科をして

いるがそろそろ前橋に戻ろうかと言っていた。渡邉

治雄君は国立感染症研究所所長を退官してアジア感

染症対策を任されていて相変わらず忙しくしてい

た。１番クジを引いた相場利一がこの文を任された

が、相変わらず足利第一病院をやっている。運動に

はまって健康管理に努めていると挨拶した。

夜が更けるまで楽しくよくしゃべる18名の男た

ちだった。歳のためか、仕事柄か、普段機会がない

ためか、女性の集まりとあまり変わらないのが、お

かしかった。
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もう卒後38年というのに、写真のごとく半数以

上の54人が参加。しかも、今回は前回節目の還暦

同窓会とは異なり、同窓生一人の「そろそろ同窓会

やる?」という何気無い一言から急遽はじまった看

板のない同窓会。いつもこの会に出るとpowerを感

じます。夏の終わりの８月27日土曜日、群馬ロイ

ヤルホテルに北は宮城石巻から南は沖縄まで多種多

彩の同窓生が参加。前回は還暦だから何か赤いもの

をつけてのリクエストに赤いパンツで応えた強者も

いたが、今回はやや控え目。しかし、会えばその瞬

間から学生気分に戻って大盛り上がり。

多少高価でも美味しい食べ物、飲み物をというコ

ンセプト（年齢を考え少量）の食事といつもの日本

酒銘酒巡り。今回は神をも恐れず、天下の銘酒「獺

53同窓会 2016

平戸　政史（昭53卒)

昭和53年卒クラス会（平成28年８月27日、群馬ロイヤルホテル）

後列左より　：斎藤龍生、水口滋之、中野清治、高山秀男、家冨克之、齋藤博、池崎清信

四列目左より：草野元康、友安浩、金子達夫、源河朝博、長瀬満夫、義江健、沼賀哲郎、堀越悟、村上博和

三列目左より：鈴木知明、塚越俊夫、大西直人、佐原力三郎、前原進、牧清人、竹澤二郎、嶋田均、春田祐郎、猿木和久

二列目左より：平戸政史、黒澤保宏、西谷肇、犬飼敏彦、高山嘉朗、飯塚利夫、大島茂、黒岩源、中川久明、小川晃男、

宇野治夫、三木正也、出口健二、川島康宏

前列左より　：小野伸夫、杵渕裕子、斎藤知子、宮久保純子、八田美鳥、早川和重、南和光、園田洋、松枝久雄、

阿部展裕輝、山田清彦、江口礼紀

祭」vs「群馬の銘酒」という企画が功を奏し、皆よ

く飲む飲む。傑作だったのは「入学時の私と現在の

私」という企画で、入学時写真と現物を揃えた同窓

生一人一人の品評会に皆拍手喝采。勿論、締めは定

番の水口君による山本リンダ「どうにもとまらない」

と家冨君による井沢八郎「ああ、上野駅」で学生気

分を満喫。

続いて二次会は、帰りも考えて用意した新前橋駅

前の貸切居酒屋ヘタクシー15台を連ね参集。体調

を考えて（翌日ゴルフ）帰宅した数名を除き、一次

会とほぼ同数の約50名が勢揃い。尽きぬ旧交を温

めあった夜でした。若かりし頃は、夜明けに指定の

中華屋へ再び集合し中華丼を食べて散会というのが

定番でしたが、さすがにそこまでの気力はなく、

「次はオリンピックの年に会おう」という根拠なき

約束の基に、最終列車に遅れないようにとそれぞれ

家路につきました。

又、次回が楽しみです。
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リオのオリンピック・パラリンピックの熱狂冷め

やらぬ平成28年９月17日、ホテルメトロポリタン

高崎にて卒後48年目のクラス会が開催されました。

久しぶりに地元での開催となり北は宮城県仙台市か

ら、南は沖縄から参集しました。飛行機のエンジン

トラブルで高知の川村君ご夫妻が会終了後に到着す

るハプニングもありました。集合写真撮影を行った

後、クラス委員の本多君の挨拶と、すでに亡くなら

れた13名の級友に黙祷を捧げました。今回世話人

の森川君から、今日、明日の予定、篠原君からゴル

フコンペの説明があったのち、前回のクラス会をお

世話下さった山口県光市の前田君に乾杯の音頭を取

って頂き、宴会が始まりました。テーブル順に各人

の近況報告をしていただきました。山田さんからは

昔懐かしい片原饅頭などの差し入れを受けました。

古希を過ぎた面々ですが、開業医として、いまだ

現役で忙しく活躍している方もあれば、高知県医師

会長として多忙を極める岡林君始め、医師会活動に

頑張っている方、ご子息に診療の大半を任せ、ご自

昭和44年卒クラス会報告

田村　　勝（昭44卒)

昭和44年卒クラス会（平成28年９月17日　ホテルメトロポリタン高崎）
後列左より　：都築、山田、前田、山根、横山、篠原
三列目左より：金城、森川、伊津野、秋山、柳川、小屋、岡林、高梨
二列目左より：小澤、中村、本多、佐藤、田中、北浦、中野
前列左より　：根岸、a橋、柳川、杉山、山田、日下部、田村、樋渡

分は仕事量を減らしている方、閉院して、他に生き

がいを見出している方などあり。また勤務医を続け

られてこられ、定年後も第一線で活躍している方、

非常勤でワークライフバランス良く仕事を続けてい

る方、老健施設で働いている方、教会で高齢者や病

む方の相談などのボランティアを行っている杉山さ

んや晴耕雨読を楽しまれている方など実に様々でし

た。いずれも自分なりの健康法を実践し、趣味に費

やす時間が増えてきている印象でした。

母校の医療事故とその後の対応を懸念する多くの

発言がなされました。一日も早く医療改革が実行さ

れ、以前にもましてより良い群馬大学医学部、附属

病院になることを心から願っているとの強い期待と

応援を表すものでした。

場所を移し、二次会は10時まで、時間を忘れ語

り合いました。次回クラス会は２年後、高知で岡林

君のお世話で開催される運びとなりました。

翌日はゴルフ組、観光組に別れ行動しました。小

雨降る生憎の天候でしたが、ゴルフは篠原君のお世

話のもと甘楽カントリークラブで終日腕を競いまし

た。観光組は群馬大学重粒子線医学センターを大野

教授（平５年卒）に案内していただき、その後、伊

香保の水沢観音で健康祈願のご祈祷を受け、世界遺

産の富岡製糸場見学などを行いました。
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この10月９日（日）に昭和38年卒の同期生19名

が東京の第一ホテルに集合して、昼食を摂りながら

旧交を温めた。これには、二人の夫人も加わってく

れた。３年前から１泊２日の同窓会は中止して、全

員が集まりやすい東京で集まり昼食会にすることに

した。会員数は毎年のように減ってしまうので、皆

が元気なうちに会えるようにと毎年集まることにし

た。

天田君は会の直前に体調を崩して、急に欠席を余

儀なくされた。今回、集まった級友の中には、八戸

から駆けつけてきた伏谷君が最も遠くから来たほか

は、群馬県、東京都、千葉県、埼玉県、栃木県、長

花のサンパチ会の昼食会

松崎　　茂（昭38卒)

野県など本州からの者が全てであった。その年齢は

最高84歳から最も若い者でも77歳であった。長野

県から来た折口健君は、例年通り「わさび漬け」を

全ての参加者に配ってくれた。高嶋・田谷の両君の

冥福のために黙祷を捧げた後、写真撮影が行われた。

乾杯で食事を始めたが、小野寺君はそれまでに到着

できず写真に加わることができなかった。

食後に行われた近況報告によれば、フルタイムで

働いている者は少なくなってしまった。寄る年波に

は勝てず、仕事量を減らしたり、子供に後を継いで

もらう者、近く廃業を決めている者もいると報告さ

れた。最高齢の洪得意（河野啓義）君は仕事量は減

らしても、今も元気に開業医として働いている。い

ろいろな健康上の問題を抱えている者も少なくなか

った。来年も同じ場所で、10月８日（日）に昼食会

をする予定をしている。

昭和38年卒クラス会（平成28年10月９日　東京　新橋　第一ホテル）
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我がクラスは六城会（りくぎ会）と云います。群

大第六回生と赤城からとったものです。

卒業以来菅野君と新部でクラス幹事をやってきま

して、原則として群馬と他都県が交互に担当するこ

ととして毎年開催してきました。

開催地、世話人を代えることで、観光地をめぐっ

たり、うまいものを食べたりしながら、参加してな

い会員を積極的に誘ってきました。幸い全員が一度

は参加することになったのは、20年ぐらい前に達

成しました。参加することに抵抗があったのは、学

生時代が楽しくなく、苦しかったからだという友人

が数人いました。気付かずに申し訳ないと、反省さ

せられました。まさに苦学生だったということです。

若い頃のクラス会は、２次会、３次会をどうする

かが世話役の心配でしたが、最近は、飲むのも食べ

るのも気にならず、体調に合わせて行ける場所と集

合時間が選択の主役になってきました。

われわれのクラスの特色は、医学部への進学制度

が変更される直前であったため、大学卒や社会人入

学者などが多く、平均３年超で80歳のストレート

組（数人しかいない）より高齢であったため、ここ

数年、急速に会員数が減少し、開催可能な都県は群

馬と東京だけになってしまいました。おまけに事務

局を担当していた幹事の菅野君が２月に逝去され、

昭和35年卒業クラス会報告

新部　英男（昭35卒)

昭和35年卒業クラス会（平成28年10月29日　ホテルメトロポリタン高崎）
後列左より：竹越・戸塚・大澤・塚越・松峯
前列左より：榊原・新部・原・石川・越崎
（飯野君が撮影前に退席のため写真なし。陳謝）

私は体調不良で開催は修了かなと思っていたとこ

ろ、クラスメート達から強い開催要望があって、こ

れまで世話役の経験のない原君に頼み、急遽開催す

ることにしました。

前橋での前回開催は家族同伴としましたので30

人程あつまりました。今回は体調が悪い者でも集ま

りやすく、日帰りも可能であるところとして、高崎

駅メトロポリタンとしました。

原君が数回ハガキで意見聴取・勧誘をしたので、

返答が沢山あつまり、行きたいが体調不良との声が

多くありました。

予想より多く11名が集まりました。お互いに誰

かがわからない人たちも少なくありませんでした。

常連が激減した状態でしたが、話はもりあがりまし

た。自分の抱えている病や体調のことが多く、逝去

された友人の想い出や、患った病名などが語られま

した。珍しい疾患が多かったです。さすが医者だか

らこそと思いました。

翌日は富岡製糸場の見学予定で、半分ぐらい参加

予定でしたが、３人だけになってしまいました。こ

れは歳のせいでしょう。原君が案内し、富岡製糸で

興味深い資料を見学し、昼食にうまいそばを食べて

高崎駅から新幹線でお別れでした。

今後は、原君にクラス幹事になってもらい、六城

会の開催を毎年、今年と同じ場所で同じ時刻に開催

することにしました。来年の世話人は松峯・竹越両

君にお願いしました。

来年も集まれることを祈りつつ。

集合写真竹越君撮影。卒業アルバムの編集以来、

竹越君にお世話になる。感謝。



群馬大学医学部刀城クラブ会報 第244号平成28年(2016年)12月15日

－ 40 －

一昨年2014年、卒後五十周年記念同窓会を伊香

保で開催、翌日、新設後実稼働間もない重粒子線治

療施設を見学し、母校の発展に目を見張る思いをし

てから、昨年は宇奈月、黒部を楽しみ、本年は卒業

後52年目を数えるに至った。多忙な現役時代は二

年に一回程度の開催であったが、ここ十数年は年一

回の集いが恒例となっている。

今年は、世俗的ながら仲々体験しない内容の、し

かもある意味では奢侈な２日間が設定された。遠方

は、秋田の下山君、石川の村本君、富山の福井君を

含めて21名と配偶者４名の合計25人が参集した。

10月29日、各室から東京湾レインボーブリッジ

の景観が得られる、ホテルインターコンチネンタル

東京ベイに宿をとった。夜の宴は専用デッキ付個室

でレインボーブリッジ・お台場・羽田空港・東京ス

カイツリー・東京風ぐるま（風力発電所）・東京ゲ

昭和39年卒同窓会報告

世話人　小原甲一郎（昭39卒)

昭和39年卒同窓会報告（平成28年10月29日　東京湾クルーズ船シンフォニーモデルナ号前）
後列左より：小原、川崎、戸所、小林、吉野、飯田、福井、小林夫人、東、深澤、下山、古谷
前列左より：林、佐藤、佐藤夫人、南谷、内田夫人、内田、福地、村本、根本、相川、山中、山中夫人、品川

ートブリッジの夜景を廻る、シンフォニーモデルナ

号のディナークルーズを楽しんだ。ホテル帰着後は、

深夜までスカイラウンジでの二次会が続いた。

翌30日朝食後、チャーターされたバスにて、両

国の江戸東京博物館を訪れた。当初、江戸から東京

の歴史と雰囲気を楽しむ常設館を見学する予定であ

ったが、偶々併設館で、「よみがえれ　シーボルト

の日本博物館」が開催されており、二手に分かれる

こととなった。この後、隅田川沿いの小さいとは言

え徳川家光ゆかりの長命寺を参拝、近隣にある、か

の長命寺の桜餅を季節はずれながら賞味し、一方こ

れもよく知られる在原業平の“いざこととはむ宮こ

どり……”と古今和歌に詠まれたうたを思い浮かべ、

言問団子を土産に購ったりした。

ゆったりと時を過ごし、車中での会話を楽しみ最

終予定の東京スカイツリーに登り、a曇りながら高

所からの眺望を堪能した。更にスカイレストランで

ランチコースを喫食し、歓談後に、下山君の発声で

締めの乾杯を行った。

次回計画予定される、谷川温泉か草津温泉での再

会を約し、予定を一時間半オーバー夕方５時東京駅

前でバスから下車、解散となった。
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昨年９月に７回目のクラス会を開催して、次回は

未定と報告したばかりですが、今年も教授就任のお

祝いを兼ねたクラス会を開催できました。63卒で

は、11人目の教授就任です。

今回は、小幡英章君が、福島県立医科大学附属病院

痛み緩和医療センター教授に就任したお祝いでした。

25名の同級生が集まり、後藤渉君の乾杯の音頭で

開会となりました。それぞれが昔話や、今の仕事や

趣味などに話を咲かせていました。欠席者からの便

りでは、淀縄聡君が、自転車事故で骨折したあとの

リハビリ中で参加できないとのことでした。寄る年

波には勝てず、健康と無理をしないことの大切さを

痛感しました。小幡君のミニ講演会は、学生時代は

ボート部、入局は麻酔科と長い付き合いの柳田浩義

63年卒　第８回クラス会報告

伊藤　郁朗（昭63卒)

昭和63年卒第8回クラス会報告（平成28年10月29日　ホテルメトロポリタン高崎）

君の紹介で始まりました。留学前後からの研究の話

や現在の福島県立医科大学の様子など話してくれま

した。ラットを使った実験法を確立し、痛みの研究

領域のトップジャーナルの表紙にも引用されたなど

すばらしい業績も披露してくれました。臨床を行い

ながら多くの後輩と基礎研究も継続してきた経験か

ら、最近の傾向として基礎研究を志す若手医師が減

っていることを危惧しているとも話していました。

これまで、ほとんどが高崎で同窓会を行ってきま

したが、次回は、佐原博之君の地元の石川県和倉温

泉での開催も提案され大いに盛り上がりました。そ

のクラス会がいつになるのかと思っていたところ

に、早くも同級生の教授就任の話が舞い込んできま

した。皆、50歳を超えても毎年要職に就く同級生

があり、クラス会を開催できることはうれしい限り

です。毎回、実際の準備を仕切ってくれる岡本栄一

君に感謝し、次回のクラス会は佐原君の仕切りで、

和倉温泉で開催されることを期待しています。
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平成28年11月５日、秋晴れの日に高崎市のホテ

ルメトロポリタンで昭和56年卒の同窓会を開催し

ました。前回平成21年10月の開催に続く７年ぶり

の通算４回目の同窓会で、卒後35年経過して還暦

を迎える時期での会合でもあり、遠くは岡山・兵庫

はてはアメリカのシアトルから総勢38名の参加が

ありました。出席の意思がありながら直前のやむを

得ない都合で参加を断念された方も４名いました

が、多くの同級生と連絡が取れたことは収穫でした。

会の冒頭に既に他界された４名の同級生、最近逝

去された恩師の先生に対して全員で黙祷を捧げまし

た。次いで教授に就任された同級生９名の紹介があ

り、卒業写真に留められた若かりし頃の姿とともに

最近の群馬大医学部風景のスライド供覧が行なわれ

ました。開会挨拶と乾杯の後、教授就任者のうち出

席された獨協医科大学越谷病院小児外科 池田均君、

獨協医科大学越谷病院放射線科 野崎美和子君、群

馬大学保健学科 椎原康史君（退官）、群馬大学保健

学科 酒井保治郎君（退官）、群馬大学公衆衛生学 小

山洋君、東海大学小児科 望月博之君、川崎医科大

昭和56年卒同窓会報告

内山　俊正（昭56卒)

昭和56年卒同窓会（平成28年11月５日　ホテルメトロポリタン高崎）

学乳腺外科 紅林淳一君の７名から卒業後より今日

に至るまでの思い出話や現在の心境を披露して頂き

ました。

引き続き鈴木基司君の名司会で各人の近況報告と

なりましたが、病院の役職を担っている人、開業し

て地域の医療を支えている人と様々ですが前回の同

窓会に比べ夢中で働く時代はやや過ぎ、来し方を振

り返り、自身の健康や家族を含めた今後のことに思

めぐらす言葉が多かった印象がありました。また、

母校のいろいろな問題について心配する声も聞かれ

ていました。56卒は所謂「学卒年長者」が15名と

多かったのですが今回も多くの方々が参加されてい

て、なお意気軒昂な様子に圧倒されました。バック

に流れた鈴木隆君より提供を頂いた在学中の「やま

なみ祭」の動画もたいへん懐かしいものでした。

瞬く間に宴会終了時刻となり、最遠方のアメリ

カ・シアトルで麻酔医として開業された大津一郎君

の締めで一次会はお開きとなり、全員で集合写真を

撮影しました。その後はホテル内の別会場に移動し

て実に34名（約90％）が二次会にも出席となり、

話足りなかった思い出話や近況の話題に花を咲かせ

ました。皆様のおかげで楽しい同窓会が開催できた

ことに感謝しています。次回の幹事は母校教授とし

て活躍している小山洋君にお願いしました。時期は

未定ですがそう遠くないうち開催されると思います

ので是非元気に再会できることを願っています。
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例年11月の第２日曜日に上野精養軒で前橋医大

３回生のクラス会が開かれています。卒業後61年

も経っていますから今年集ったクラスメイトは、写

真の如く僅か６名。昭和29年卒、旧制最後の医学

部生ですから、年齢も86歳から96歳までとさまざ

まです。

終戦を迎え、軍人の学校から旧制の高校へ入り、

そして、大学へと進んだ我々クラスメイトは、60

名でした。しかし、そのうち初めから医師を志し入

学した者は何名いたのでしょうか？私をはじめ、東

大その他の旧帝国大学一期校の理学部・工学部・医

学部の受験に失敗し、入学した者も多かったようで

す。

ですから今の医学部生のように大した勉強をした

覚えもなく、留年制度もなかったものですから試験

の前に少し勉強して合格させてもらっていたように

思います。今思えばのんびりした学生生活だったよ

うな気が致します。

医大３回生クラス会報告

白寄　　暹（昭29卒)

医大3回生クラス会報告（平成28年11月13日　上野精養軒）
左列後より：芹沢、松本、町田
右列後より：白寄、生方、阿部

しかし、当時の国家試験は、面接・口頭試問もあ

りましたので国家試験の２、３ヶ月前は猛勉強した

記憶があります。

あれから、60年。私も投与する薬の名前がすん

なり口から出てこない年齢になりましたが、ありが

たいことに週に一度の診察に「院長先生に診てもら

いたい」という患者さんが来院してくれます。医師

免許証は書き換えもなく、こんな年寄りであっても

信頼してもらい、今でも診療できるのですから、幸

せです。

クラスメイトの半分以上はあの世へ旅立ちまし

た。私自身も若い頃のタバコの吸い過ぎか、COPD

で悩んでおります。また、クラスメイトの中には脳

梗塞、癌などでクラス会に出席できないとの返事も

多く寄せられています。

英語では我々のように年老いたドクターはOld

Doctorとは言わず、Veteran Doctorというとのこ

と。本当かなあ…

群馬大学医学部も大分マスコミを賑やかせている

ようですが、後輩のドクター達よ、母校の名誉にか

けて頑張ってください。

来年の再会を約束し、我々は別れました。芹沢幹

事、御苦労様。ありがとう。
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群大病院の医療事故問題が新聞で大きく報道され

たのは、2014年11月14日のことでした。それ以来

幾度となく医療事故関連の様々な問題点が報道され

てきました。同窓会員の皆様方におかれましては長

い間心を痛めて来られたことと思います。

すでに平成27年５月31日発行の同窓会報238号

に会長として「群大病院の信頼回復を願う」という

タイトルで、亡くなられた方々へのお悔やみととも

に事故の経緯とその調査について報告させていただ

きました。また、平成28年４月20日発行の会報

241号では会長として前会長の森川廣昭先生との連

名で「群馬大学医学部附属病院の医療事故―その後

の取り組みと今後の支援―」というタイトルでその

後公表された中間報告を基盤として現状をお示し、

同窓会として今後行うべきことについての考えを報

告させていただきました。

今回は一連の医療事故問題のその後の経過と最終

報告について群馬大学医学部附属病院医療事故調査

委員会（医療事故調査委員会）最終報告書（平成

28年７月27日）及び群馬大学医学部附属病院改革

委員会（改革委員会）最終提言（平成28年８月１

日）を基盤にご報告いたします。

当初の医療事故調査委員会は外部委員がメンバー

に入っていたものの、中立性、公正性、透明性に欠

けていたため、真相究明が不十分であると判断され

ました。その結果、群馬大学の平塚学長は新たに、

学外有識者６名で構成される医療事故調査委員会

（上田裕一委員長、奈良県総合医療センター総長）

及び大学病院の診療体制、医療の質保証・安全管理

体制に対して提言を行う学外有識者７名による改革

委員会（木村 孟委員長、大学評価・学位授与機構

顧問、元機構長、元東工大学長）を立ち上げました。

その後、医療事故調査委員会は調査委員の中に消

化器外科や肝胆膵外科の専門家がいないため日本外

科学会に死亡例の検証を委託しました。日本外科学

会は2007－2014年度に行われた消化器外科手術死

亡64例のうち遺族の同意が得られた50例（旧第一

外科：14例、旧第二外科：36例）についてカルテ

や画像、病院関係者の聴き取りを基に医学的に検証

しました。50例については、手術適応、手術の技

術、患者への説明、手術後の管理などの項目ごとに

評価され、それぞれ不適切な対応や改善すべき点、

説明・記録の不十分さなどが指摘され2016年４月

医療事故調査委員会に報告書が提出されました。事

故調査委員会は関係者の聴き取りなどを行い、外科

学会からの検証結果を受けて、2016年７月27日報

告書を群馬大学の平塚学長に提出し、群馬大学はそ

の報告書を公表しました。

事故調査委員会の報告書では、安全で質の高い医

療を行う体制とは言い難い状況、また十分な管理体

制が構築されない中で、高度な医療を導入し、結果

として続発する死亡例が長年見過ごされたとし、病

院全体のガバナンスに不備があったと総括しまし

た。そして、再発防止に向け、複数の医師によるチ

ーム管理体制の導入、手術適応の厳格化など、どの

患者にも均質な医療を提供できる組織づくりを提言

しました。

また改革委員会は2015年10月26日に本院におけ

る医療の質保証体制の今後に向けての提言（中間ま

とめ）をされました。さらに、木村 孟委員長は

2016年８月１日平塚学長に最終提言を提出し、平

塚学長の記者会見の前に記者会見を開き、最終報告

書を公表しました。

改革委員会の報告書では問題が起きた背景とし

て、①長年続いた病院や大学の文化から、上司らへ

発言できない文化があった②チーム医療や患者本位

の医療ができていなかった③リーダーシップを発揮

すべき病院長や診療科長のガバナンスが十分機能し

ていなかったなどの点を挙げています。

そして事故調査委員会及び改革委員会の報告書を

受けた後2016年８月２日の記者会見で、平塚学長

と田村病院長らは報告を真摯に受け止め、再発防止

へ信頼回復に努めるよう努力することを約束しまし

た。

また、平塚学長が2016年７月29日付けで、今回

の医療事故に関し９人を処分したことが報道されま

した。旧第二外科元助教（昨年３月退職）を懲戒解

群大病院医療事故

－最終報告と今後の支援－

医学部同窓会・刀城クラブ会長

飯野　佑一（昭46卒）
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雇相当、同科教授を諭旨解雇、前病院長と元病院長

を減給相当と、計４人を懲戒処分したこと、旧第一

外科教授ら５人には厳重注意や口頭による注意を行

ったことが報告されました。また、９人に加え、退

職した前学長も役員給与の一部を自主返納するとの

ことでした。執刀医の処分理由は①カルテの不記載

②不十分な術前説明③腹腔鏡手術の導入準備の不十

分さ④執刀医の腹腔鏡手術に関する論文の不適切な

内容⑤大学の名誉失墜を挙げ、診療科長については

①執刀医のカルテ不記載や腹腔鏡手術の導入準備な

どで十分な管理監督ができていなかった②適切に症

例検討会を開かなかった③腹腔鏡手術に関する論文

の不適切な内容④大学の名誉失墜としています。群

馬大は処分対象者の氏名を公表していなかったので

すが、新聞では実名を載せておりました。その後、

2016年９月21日の報道によると、群大病院は2016

年７月に調査報告書が完成したのを受け、死亡した

50人の遺族に調査結果を個別に説明しており、近

く終了するとのことでした。また、弁護団によると、

代理人を務める７遺族への個別説明に際し、執刀医

らの医療行為、診療科長（教授）の監督行為、病院

の構造・組織の不備の３つをいずれも問題として病

院組織の責任を認めるか尋ねたところ、田村病院長

らは病院の管理体制が悪かったなどと、組織の責任

を認め、患者遺族に対して補償を進めてゆく考えを

伝えたとのことでした。執刀医や元教授の今後の対

応にかかわらず、病院としては補償を行う方針との

ことでした。このように群大病院は組織の責任を認

め、新たな展開を迎えたところです。

また現在、群大病院は特定機能病院の承認取り消し、

がん診療連携拠点病院の指定取り消し、臨床研究中核

病院整備費補助金の凍結の状態になっています。

このような厳しい状況の中、2016年４月に群馬

県は群大病院をがん診療連携中核病院に指定しまし

た。さらに５月に県と群馬大学の幹部からなる協議

会が発足し、群大病院が特定機能病院などの再承認

が得られるように県が努力をされてます。一日も早

く元に戻ることを願っています。

群大病院は今後医療安全を確固たるものにして行

く事、大学病院として早急に信頼を回復して診療・

教育・研究になお一層力を入れてゆく事、そして特

定機能病院などの再承認を得て地域の医療に大きく

貢献してゆく事が求められています。そのためにも

同窓会員の皆様には群馬大学のホームページから報

告書や提言を是非ご覧いただきたいと思います。母

校の信頼回復とさらなる活躍に同窓会員のご助言、

ご協力がますます必要となってまいりました。どう

ぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。

銀杏の黄葉（図書館横　平成28年11月）
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財 団 の ペ ー ジ  財 団 の ペ ー ジ  
れた黒梅ホール（旧図書館、臨床研究棟一階西側）

の見学を行い学生諸君に広く活用されているところ

をご覧になっていただきました。

財団には現在図書刊行、講師派遣、若手研究者の

研究費援助という事業が行われておりますが、御遺

族の御意向を確認しながら、今回の御寄附をまとま

った形での利用を考えたいと存じます。

黒梅名誉教授は免疫学、アレルギー学の研究並び

に研究指導を行われ多くの業績を上げられました。

在任中は研究室回診と称してしばしば研究室に突然

現れ、若手研究者の仕事ぶりを見ることやその得ら

れた結果を事細かに討論することを楽しんでおられ

ました。

大学の大きな使命として研究が挙げられます。研

究にはアイデア、人、研究費が欠かせないと昔から

言われています。先生の御遺志を生かすべく理事会

でよりよい使途を考慮したいと思っています。

群馬大学医学部小児科学教室第２代の教授であら

れた黒梅恭芳名誉教授は平成13年２月21日に逝去

されました。来年は先生の17回忌に当たりますが、

これを機にご遺族の協子夫人は当財団の趣旨に賛同

されて多額の御寄附をされました。

先日９月30日に金沢から御親族が財団事務局を

訪問され、御寄附の目録を頂戴いたしました。当日

は黒梅家の皆様と財団の鈴木庄亮監事、白倉賢二常

務理事、森川昭廣ならびに小児科学教室の荒川浩一

教授の出席を得て贈呈式が行われました。それに伴

って先生の思い出話に花が咲き、また以前に寄附さ

黒梅名誉教授の

御遺族からの御寄附

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)

黒梅ホール入口にて（平成28年９月30日）
左端より、鈴木庄亮監事、ご親族、協子夫人、森川昭廣理事長
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財 団 の ペ ー ジ  財 団 の ペ ー ジ  
社会医療法人輝城会沼田脳神経外科循環器科病院

公立藤岡総合病院、社会福祉法人希望の家、医療法

人相生会、館林厚生病院、下仁田厚生病院、藤岡市

国民健康保険鬼石病院、株式会社北栄、原町赤十字

病院、医療法人中沢会上毛病院、医療法人社団美心

会黒沢病院、群馬県済生会前橋病院、前橋協立病院

公益財団法人老年病研究所、医療法人社団善衆会

公立七日市病院、医療法人社団三思会くすの木病院

一般財団法人同愛会、一般財団法人榛名荘、税理士

法人思惟の樹事務所、社会福祉法人榛桐会、三井住

友海上火災保険株式会社、伊勢崎市民病院、医療法

人社団日高会、医療法人社団ほたか会ほたか病院

独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院

医療法人石井会石井病院、医療法人社団東郷会恵愛

堂病院、医療法人積心会富沢病院、桐生厚生総合病

院、前橋赤十字病院

【振込み先のご案内】

○銀行振込の場合：東和銀行　前橋北支店

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

00130‐3‐ 728390
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新規賛助会員にご賛同をされる方で、ご不明な点

がございましたら事務局までお問い合わせくださ

い。何卒宜しくお願い申し上げます。

問合せ先：公益財団法人群馬健康医学振興会

〒371-8511 群馬県前橋市昭和町３丁目39－22

群馬大学医学部　刀城会館内

TEL：027-220-7873（ダイヤルイン）

FAX：027-235-1470

メールアドレス：gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp

ホームページ：http://tojowww.dept.med.gunma-

u.ac.jp/zaidan/index.html

季冬の候、平素は本会に種々御協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。

また、平成28年度公益財団法人群馬健康医学振

興会の賛助会員の趣旨にご賛同いただき、心より感

謝申し上げます。

本年も早いもので残すところ数日となりました

が、次のとおり法人ならびに個人の方々に、ご賛同

いただきましたのでご報告をさせていただきます。

今後も、本振興会の事業にご理解をいただき、末

永く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、個人からの寄附と、法人からの寄附のそれぞれに

ついて定められています。

賛助会員ご賛同者の一覧（新規・継続）

平成28年４月～同年11月末現在　受付順（敬称略）

【個人会員】新規（５者）

内田好司、小林時雄、前田昇一、萩原俊一、金井幸子

【個人会員】継続（26者）

饗場庄一、山中英壽、森川昭廣、山田邦子、安部由

美子、白倉賢二、望月教弘、梅枝定則、蜂谷裕夫

鈴木忠、戸所正雄、柳川洋子、乃木道男、根本俊和

永井伊津夫、山崎學、長嶋起久雄、牛島義雄、笛木

直人、飯野佑一、田中嘉親、小和瀬貴律、鈴木庄亮

吉澤正夫、福田利夫、金子達夫

【法人会員】新規（２者）

医療法人大誠会、医療法人さるきクリニック

【法人会員】継続（40者）

医療法人一羊会上武呼吸器科内科病院、利根保健生

活協同組合利根中央病院、公立富岡総合病院、医療

法人社団三思会東邦病院、医療法人真木会真木病院

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、医療法人大和会西毛病院、吾妻広域町村圏振

興整備組合立中之条病院、医療法人樹心会角田病院

公益財団法人群馬健康医学振興会
平成28年度賛助会員ご賛同者のご報告
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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47年卒　谷口棟一郎先生（平成28年５月29日逝去）

昭和27年卒　石塚　　寛先生（平成28年５月30日逝去）

昭和26年卒　後藤　三郎先生（平成28年10月１日逝去）

昭和31年卒　奥山かを里先生（平成28年10月１日逝去）

昭和34年卒　関口　守衛先生（平成28年10月10日逝去）

昭和50年卒　山蔭　明生先生（平成28年10月20日逝去）

昭和37年卒　森　　和夫先生（平成28年10月25日逝去）

特別会員
坂内　五郎先生（平成28年８月29日逝去）

平敷　淳子先生（平成28年９月８日逝去）

第８回役員会（平成28年９月15日）

出席者　飯野会長　他26名

報告事項

１．法人のその後の活動について

２．同窓会総会と教授の会について

３．その他

協議事項

１．同窓会・刀城クラブ会長の推薦について

２．学術集会補助金について

３．会報編集状況について

４．その他

第９回役員会（平成28年10月27日）

出席者　飯野会長　他18名

報告事項

１．法人のその後の活動について

２．同窓会総会と教授の会について

３．その他

協議事項

１．役員改選に伴う各種委員会委員について

２．パジャジャラン大学との交換交流学生歓迎会に

ついて

３．会報編集状況について

４．群馬大学基金について

５．その他

第10回役員会（平成28年11月24日）

出席者　飯野会長　他17名

報告事項

１．法人のその後の活動について

２．新旧学友会執行部挨拶について

３．その他

協議事項

１．医学部代表者と新任教授との懇談会について

２．平成28年度退任教授記念送別会について

３．会報編集状況について

４．役員会忘年慰労会について

５．その他

【昇任】平成28年11月１日

秋山　英雄（平８卒）大学院医学系研究科眼科学教授

人 人 事 事 内 内 学 学 

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）、板垣由宇也（２年）、成

瀬豊（事務局）、須田和花早（事務局）

編集委員

2016年も残すところわずかとな
りました。会員の皆様におかれまし

てはこの一年はどのような一年だったでしょうか。年
４回発行の刀城クラブ会報で2016年最後の第244号
をお届けいたします。頁数が次第に増えており、今回
は発刊以来最多となりました。12月号では毎年、10
月の同窓会総会報告と地域医療貢献賞受賞者紹介を会
長挨拶とともに掲載しています。今号も受賞者のお写
真と共に掲載し受賞をお祝いしております。

「愛の反対は無関心」という言葉があります。会報
をご覧の多くの会員の皆様にとって一番の関心は附属
病院の状況かと思います。私も一昨年以来、会員、特
に県外の同級生から直截な厳しい批判の声を聞いてま
いりました。今号には会長による“群大病院医療事
故－最終報告と今後の支援－”が掲載されております
のでどうぞご覧下さい。

ところで、皆様もご存知の通り、現在、医学部同窓
会刀城クラブでは学生も会員となっております。会報
編集委員会にも6名の学生が委員として参加し、会報
編集に大きく貢献し、学生が関係する内容も増えてい
ます。今号では東医体報告、交換留学報告、学生寄稿
の他、教育に関して“医学部の教育改革と臨床実習”

“特別講義「群大医学生へのエール」開催報告”を掲
載いたしました。会報が世代を超えた交流の場となる
ことを願っております。

さて、同窓会事務局の須田和花早さんがこの12月で
退職されます。６年間の在職期間中、最初から最後ま
で会報編集に多大なご協力を頂き、会報をここまで充
実させることができました。編集委員一同心から感謝
いたします。 （安部　由美子）

編集後記


