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入学おめでとうございます

同窓会・刀城クラブの
今後の役割
医学部同窓会・刀城クラブ
会長 飯野 佑一（昭46卒）
新入生の皆さんご入学おめでとうございます。同
窓会・刀城クラブへの入会を心より歓迎いたします。
当然のことですが、同窓会は皆さんのために、そし
て我々同窓会員のためにあるのです。同窓会の発展
は皆さんの肩にかかっているのです。ここで、同窓
会・刀城クラブ設立の経緯と役割について簡単に紹
介いたします。
昭和27（1952）年正式に同窓会が設立され、刀城
クラブ同窓会と命名されました。刀城の刀は利根川
の刀（利）、
刀圭｛本来は薬を盛る匙（さじ）のこと、
転じて医術を表す｝に通じます。城は赤城山の城、
仲間の城郭更に学問の城郭を表します。母校の西側
を流れる坂東太郎 利根川（筑紫次郎 筑後川、四
国三郎 吉野川と共に日本三大暴れ川として暴れ三
兄弟になぞらえている）、
北方にそびえる赤城山（榛
名山、妙義山と共に上毛三山の一つ）、周囲の景観
を含めていかに当時の先輩方が母校を大切に思って
いたか、また医学会における活躍を目指していたか
がわかります。卒業後も会員相互の親睦を図り連携
を強めてゆきたいとの熱い思いがあったのです。今
年で同窓会・刀城クラブ創設66周年になります。建
物はすべて新しくなりましたが、先輩方が残して下
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さった昭和キャンパス内の木々の一つ一つに当時の
香りと歴史の重みが感じられます。
ここで同窓会・刀城クラブの目的及び事業につい
て紹介いたします。会則の第３条には、本会は会員
相互の親睦と研修を図るとともに、群馬大学医学部
の発展に寄与し、併せて学術研究の向上に貢献する
事を目的とするとあります。また４条には、本会は
前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事
業を行い、広く社会に貢献する。（１）会員相互の
親睦と発展に関する事業（２）会報、会員名簿の作
成（３）講演会、研究会等の開催（４）表彰、奨学・
補助金制度の実施（５）その他役員会で必要と認め
た事業とあります。これらに沿って同窓会は活動し
ています。学生の皆さんに対しては、学友会や部活
への援助、医学祭への補助、医科学生同士の国際交
流への支援、学生の表彰などの活動をしています。
皆さんには群馬大学医学部があり、同窓会・刀城
クラブが控えています。それが皆さんにとって財産
であります。群馬大学には、桐生・太田キャンパス
に理工学部、荒牧キャンパスに教育学部と社会情報
学部、昭和キャンパスに医学部医学科と医学部保険
学科がありそれぞれに同窓会があります。そして、
おそらくこの会報が発行される頃には群馬大学全学
同窓会が発足していることでしょう。今後は、医学
部、附属病院、群馬大学と同窓会・刀城クラブ、群
馬大学全学同窓会との連携が益々重要になってきま
す。じっくりと同窓会の役割について検討するよい
機会だと思います。皆さんの活躍に期待しています。
皆さんが個性豊かな人間として、気骨のある人間と
してたくましく成長されますことを強く願っておりま
す。同窓会・刀城クラブ入会おめでとうございました。

新入生歓迎会（平成30年４月７日 刀城会館）
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いくか決まっている人も、そうでない人もいること

入学オリエンテーション

でしょう。急いで決める必要はありません。皆さん
がこの先、どのような成長をしていきたいかじっく

新 入 生 歓 迎

り考え、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。

学友会執行委員長

しかし、そうした学生生活の中で、カリキュラム

板垣由宇也（医学科４年）

や学習環境に改善の余地を感じることがあると思い
ます。その時は学友会執行委員会に相談してくださ

学友会執行委員長を務めさせていただいておりま

い。「学友会」は医学科の全学生が加盟する自治組

す、医学科４年の板垣由宇也と申します。刀城クラ

織で、執行委員会は大学と学友会の橋渡しの役割を

ブの先生方のご厚意により、本年も新入生歓迎会が

担っています。例えば、年二回行われる「懇談会」

執り行われましたことを、学友会より感謝申し上げ

では、先生や大学施設関連の方と学生がカリキュラ

ます。

ムや大学設備に関して意見交換を行っています。今

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

年も、皆さんの意見を汲み取り、大学側に伝えるた

入学式、クラブ・サークル紹介、医学部や同窓会の

めのアンケートを実施しますので、相談がありまし

オリエンテーションなどを通して皆さんにお会いす

たら活用してください。今すぐに何かあるという場

ることができ、大変嬉しく思っております。

合も、執行委員では目安箱を設置しているのでそち

これから皆さんは医学生として学生生活を始めま

らを活用して頂くか、近くにいる執行委員に声をか

す。大学では、高校までと違い、誰かが間違いを正

けて下さい。加えて、執行委員として活動してくれ

してくれるわけでもなければ、定まった道筋を提示

る方もお待ちしております。

してもらえるわけでもありません。しかしその代わ

最後になりましたが、同窓会の皆様には様々な場

り、自分の好きなことや興味のあることをどれほど

面でご支援を頂き、大変感謝しております。そして

やっても咎められることもありません。運動、音楽、

我々学友会がこのような活動を継続することが出来

ボランティアなど様々なクラブ・サークル活動に打

るのは、教授の先生方をはじめとする教職員の皆様、

ち込んだり、MD-PhD コースといった群馬大学に

大学関係者の皆様が学生の声に耳を傾けてくださっ

存在する様々な制度を活用することもできます。ま

ているからに違いありません。今後も暖かいご支援・

た、学外に出ていって新たな活動を行うこともでき

ご協力のほどよろしくお願い致します。

ます。皆さんの中には、どのような学生生活にして

質問する新入生
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着任のご挨拶
循環器外科学分野
教授

阿部

知伸（特別会員）

このたびは刀城クラブ会報で群馬大学医学部同窓
の皆様にご挨拶させて頂く機会を与えて頂き、あり
がとうございます。平成30年３月１日付けで群馬大
学大学院医学系研究科総合外科学講座循環器外科学
分野の教授の任に着かせて頂きました。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。
私は名古屋の下町の生まれです。先日おそるおそ
る焼きまんじゅうを食べたら美味しいので驚きまし
た。警戒しながら食べたのはもとより、よく読まれ
ている文献、漫画ですが、群馬県民以外が焼きまん
じゅうを食べると悶絶する、と記載されていたから
です。予測に反してあの味噌だれの美味しさは愛
知県民には間違いなく understandable なものでし
た。
私は名古屋大学医学部を平成４年に卒業後、研修と
初期の心臓血管外科トレーニングを名古屋第二赤十字
病院で受けました。成人心臓、先天性心疾患、血管
外科、それぞれ専任がいる病院で、成人心臓外科は
その後広く活躍された田嶋一喜先生に教わりました。
卒後４年目にToronto General Hospital (TGH) に
Tirone David 先生の手術を見学に行き、異次元の
手術に衝撃を受けました。弟子入りをお願いします
とOntario州で海外医学部卒業者が臨床を出来る資
格をそろえたら採用してやる、という返事を頂きま
した。いくつか試験を受け、1999年の１月１日付け
でTGH のClinical Fellow となり、その後３年間ト
レーニングを受けました。TGHの留学経験は大き
く三つの意味があったと思います。一つは北米の標
準的なトレーニングを終了したということ。TGH
は当時開心術年2800例の北米Top10に入る施設で、
私はTorontoで冠動脈を縫えるようにしてもらいま
した。そして一つは北米の名門のアカデミズムに触
れ た こ と。TGHはUniversity of Toronto最 大 の 教
育病院で世界の心臓外科で最も重要な施設の一つで
す。そしてなにより、天才、Tirone David 先生に
教わった、ということ。David先生は、誰もが世界
で最も手術が上手い心臓外科医の一人と認めている
先生で、天才的なひらめきがあり、僧帽弁、大動脈
基部の手術などを中心に数々の新しい術式を確立さ
れ、今日の心臓外科を築いたおひとりです。そして
これはFellow をやったものにしか分からないこと

平成30年（2018年）５月31日

だと思いますが、信じがたいほど勤勉で、カトリッ
ク教徒の実直な倫理観をお持ちでした。弁膜症の手
術の上で、心臓外科におけるあらゆる臨床的判断に
おいて、そして職業倫理において今日の私に決定的
な影響を与えていて、実際にお会いした中で最も尊
敬する人です。
帰国してからは比較的若い時期から手術を任せ
て頂き、それとともに、アカデミックなアウトプッ
トを続けることは私のようなキャリアを積ませて頂
いた人間の義務とも思っており、市中病院と名古屋
大学を行ったり来たり、という風でした。赴任先の
中には日本の心臓外科で最も成功している施設の一
つ、名古屋第一赤十字病院もあります。臨床的には、
日本の患者で、日本の病院環境で、日本の医療体制
で、そして凡人の腕で、いかに患者さんの全身状態
を保って合併症少なく長期予後の良い手術を完遂す
るか、ということを求めてトロントの手術を私流に
修正し続けて今日に至っていると感じます。弁膜症
手術はDavid先生が僧帽弁形成術をはじめ弁膜症手
術の権威でもあり、私の興味の中心です。冠動脈バ
イパス術はどこの病院へ赴任しても沢山ご紹介頂い
ており、また胸部大動脈は名古屋大学が注力してい
る分野でもあり意識的に研鑽を積んで来ております。
名古屋大学の先代の胸部外科の教授、上田裕一
先生は奈良の天理よろづ病院の部長から単身名古
屋大学に赴任されました。上田先生の医局員の送別
会でのスピーチでひとつ、よく覚えているものがあ
ります。いわく、大学医局というものは、母港のよ
うなものでありたい。普段は外でしっかり活躍して
いてもらいたい。それでもときどきグレードアップ
に帰って来る、調子が悪くなったら補修に帰って来
る、そんな存在でありたい。この話を聞いたとき私
は出てゆく方であったわけですが、母港がしっかり
しているからこそあちこちで活躍できる船、という
イメージが頭の中に広がりました。
私もこの地域のための母港の整備、というような
つもりで初代教授としての責を果たして参りたいと
思っております。もちろん今後後進を育ててゆく造
船ドックも備えた母港。まずは大学が求心力のある
場にならなければなりません。求心力とは、名刺上
の肩書の見栄えのよさやふりかざした人事権といっ
た程度の低いものであってはならず、心臓血管外科
を志すものをその良心から最も惹きつけるものが何
かといったら、レベルの高い診療です。最初の数年
は診療の充実を最重視して注力して参りたいと考え
ています。
同窓の皆様には、群馬大学循環器外科の将来の発
展へ向けた運営につき、ご指導ご鞭撻のほどを心よ
りお願い申し上げる次第です。
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員・同門会員が活躍してます。群馬県は人口当たり
の透析導入患者数が多い県となっています。群馬県
の透析医療を担うとともに、その予防にも努めたい
と思います。平成25年より群馬県慢性腎臓病対策推

着任のご挨拶

進協議会の会長を拝命しており、行政と連携しなが

腎臓・リウマチ内科学分野

ら慢性腎臓病の啓蒙、発症予防、重症化予防にたず

廣村

さわっています。リウマチ性疾患に関しては、関節

教授

桂樹（平元卒）

リウマチを始めさまざまな膠原病、リウマチ性疾患
平成30年４月１日に、群馬大学大学院医学系研究

に対して、各種生物学的製剤や免疫抑制剤を的確に

科内科学講座腎臓・リウマチ内科学分野の教授に着

使用して、短期予後のみならず長期予後の改善を図

任いたしました。当教室は昭和47年に内科学第三講

りたいと考えます。腎疾患・リウマチ性疾患ともに

座として初代教授の前川正先生のもとに主に血液内

指定難病となっている難病疾患が多数あります。県

科学を主体とする教室として開設されました。昭和

内各施設の重症・難治患者を積極的に受け入れ、基

61年に第二代教授の成清卓二先生に引き継がれ、腎

幹病院としての責務を担っていく所存です。

臓内科学にも力をいれるようになりました。平成12

研究においては、基礎研究では教室スタッフと大

年に就任された第三代教授の野島美久先生のもと

学院生が幾つかの研究グループを作り、腎炎の発症

で、リウマチ病学への関わりも深くなりました。平

進展機序の解明と制御、自己免疫性疾患の分子機構

成15年には群馬大学の大学院化に伴い生体統御内科

の解明を大きなテーマとして研究を進めています。

学分野に改名され、腎臓・リウマチ性疾患と血液疾

私自身は米国シアトルにあるワシントン大学での研

患の診療、研究、教育を行ってきました。平成29年

究留学時代から現在まで、各種遺伝子改変マウスを

4月からは大学院再編により、
内科学講座のもと腎臓・

利用して腎糸球体障害を中心に研究を行ってきまし

リウマチ内科学分野と血液内科学分野の２つの教室

た。マウスや培養細胞などから得た知見を、ヒト疾

に分かれています。私自身、平成元年に群馬大学卒

患の病態解明や治療法の開発につなげていきたいと

業後、成清先生の時代に第三内科学教室に入局して

思います。また臨床研究にも力を入れており、特に

以来教室員として在籍し、平成29年３月までは腎臓・

ループス腎炎の臨床的検討を野島前教授の時代より

リウマチ内科学分野の准教授を務めておりました。

学内ならびに全国規模で実施しています。今後も引

現在、腎臓・リウマチ内科学教室には学内（大学
院生を含む）に21名、学外に15名の医会員が在籍し、

き続きその成果を国内外に発信していきたいと思い
ます。

OBである第三内科同門会員（血液内科会員、物故

教育においては、大学の重要な使命である、次代

会員を含む）は224名を数え、群馬県内外で活躍さ

を担う学生・研修医・若手医師の教育に熱意をもっ

れています。血液内科学の先生方とは現在も研究棟

て取り組んでいきたいと考えます。最近、医学教育

では居室、実験室、集会室を共用しており、病棟で

の国際評価が重要視され、昨年本学も医学教育分野

も北７病棟を共に使用して、合同カンファランスを

別評価を受審し、認証を受けています。また本年度

毎週開催するなど、お互いに研究、診療レベルを高

から新専門医制度もスタートしました。新しい教育

めています。

環境や制度のもと、教室における教育体制を充実さ

診療においては、腎臓内科とリウマチ内科が一緒
である当教室の特徴を生かし、免疫学的機序による

せるとともに、医学部全体の取り組みにもたずさ
わって行きたいと思います。

腎疾患（IgA腎症、膜性腎症、半月体形成性腎炎等）

私は前橋生まれの生粋の上州人です。母校の発展

や腎障害をきたすリウマチ性疾患（SLE、ANCA関

のために微力ながら頑張りたいと思います。特に本

連血管炎等）を得意としており、全国トップレベル

学で問題となっている医療安全や研究コンプライア

の診療を目指しています。血液透析などの腎代替療

ンスには十分に留意していきたいと考えます。群馬

法については、院内では泌尿器科やICUと連携して

大学医学部同窓会の先生方におかれましては、ご支

行い、県内の透析関連の主要施設では当教室の医会

援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
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ター（通称社保中肛門科）で肛門を学んでみないか

65

とお誘いが有り、同期生の了解も得られ１年限定の

ご自分の過去をお大事に

国内留学として研修に入ったのが切っ掛けとなりまし

JCHO・東京山手メディカルセンター副院長
大腸肛門病センター長

年があっという間に過ぎ、引き続きもう１年の延長願

た。昭和57年の春のことでした。始まってみますと１
いも何とか許してもらいましたが、さらに離れられな

佐原力三郎（昭53卒）

くなり昭和59年には医局を退局してしまいました。

二浪をしてから昭和47年に入学しました。運動詰

以来同じ施設で大腸肛門診療に明け暮れ36年が過

めの高校時代にインターハイや選抜選手権に出場で

ぎました。特に肛門疾患の手術は奥が深くまだ完成

き、ある程度やりきった感があったのでもうサッカー

の域に至っていません。高々４cmの管腔臓器なので

はしないと心に決めていました。しかしそんな決心も

すが感覚、運動、機能が極めて複雑繊細に関わり合っ

もろいものです。大学入学式の後か前かも記憶にあ

ている領域でバリエーションの宝庫ともいえます。私

りませんが、学部２年生の先輩（後述の竹之下先生）

にとって天職であり、
楽しい臨床は幸せそのものです。

から飲みに連れて行かれその場でサッカー部入部が

この度「母校に望む」の御命題を頂き大変光栄で

決まりました。大学６年間は春夏秋にサッカー部、冬

す。その趣旨と異なるかもしれませんが前述のような

はスケート部と応援団（サッカー部は半ば強制的に参

体験をしてきてこれまで感じている事を特に若い先

加）に没頭し、夜の飲み会も極めて積極的に参加し

生方に望む事として申し上げたいと思います。それは

ました。多くの先輩後輩と規律はあるものの垣根のな

「過去をお大事に」ということです。我々臨床医は患
者さんを診察する度に「お大事に」とそれこそ外来

いお付き合いができました。
昭和53年３月卒業し、中村卓次教授が主宰する第

診療では日に何度も繰り返すあの言葉を自分の過去

一外科に入局しました。学生時代はベン・ケーシー

に向けて欲しいのです。患者さんには主に自己管理

に憧れ脳神経外科の医局（サッカー部の先輩も多

についての注意喚起の言葉ですが、その「お大事に」

かった）に入ると決めていました。学生の分際で脳

を自分のこれまでの人生に対して思って下さい。

外科医局の忘年会にも参加していました。学部４年

どなたでも現在に至るまでの人生においていろい

の夏に他界した父は私が脳外に行くものと思ってい

ろな出来事や分岐点に遭遇し、その都度体験や決断

たはずです。それなのに卒業直前にやはりサッカー

を経て独自の現在に至っているはずです。中には「あ

部の先輩であり第一外科に入局されていた竹之下誠

の時のあの選択は正解ではなかったのかも」と反省

一先生（現在福島県立医大理事長）から短時間で説

する場面もありそうです。しかし後々の経過を情報と

得され第一外科の門をたたいたのでした。消化管の

して過去を評価するのは如何なものでしょうか。語り

再建の面白さを強調されたように記憶しています。

たくない過去も今の自身の一部になっておりむしろ自

脳外科の教室の先生方には大変失礼をしたものと深

分のオリジナリティーの大事な要素になっているもの

く反省しています。真逆ともいえる肛門外科に没頭

と捉えて欲しいのです。自分の過去を大事に思うこと

している今の自分の姿は、当時全く想像もしていま

によって他人の存在やオリジナリティーも納得できる

せんでした。

ものと思います。議論の折に、ベンチマーク的な思考

第１外科の医局では新人は麻酔科とICUの研修を

に傾きたくなる時もありますが、人は人、自分は自分

先行させて、急変時の蘇生や外勤で麻酔ができるよ

であり統一する必要はないと思います。自分の過去

うに教育する方針がありました。関連病院では麻酔

のすべてを納得し、統合して自分のパワーとして欲

医が不足しており外科医が麻酔をかけていたからで

しいのです。自己反省しても決して反省前の自分を

す。大学病院で小児外科、内分泌外科、消化器外科、

全否定しないで下さい。学生時代と社会人時代を分

院外では原町赤十字病院、大宮赤十字病院（現在の

けている方をよく見かけますが、大学時代の自分をむ

さいたま赤十字病院）を半年毎のローテーションで

しろルーツとして捉え社会人になっても大いに発揮し

まわり４年が過ぎるころでした。またまたこの時も竹

て下さい。

之下先生より社会保険中央総合病院大腸肛門病セン
−7−
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チェンマイ大学交換留学報告
それが顕著なのは救急科で、病歴聴取・診察・心電

チェンマイと群馬の医療・
医学教育比較

図などの検査・縫合や採血などの手技も学生が行っ
ていました。また上級生が下級生に指導しながら行

大木絵美梨（医学科６年）

うという教育体制も学生内でしっかりと確立されて
いたのも驚きでした。これにはメンバー全員かなり

本年１月、タイ王国チェンマイ大学医学部に留

刺激を受けました。
また、タイでは自国で医学を体系化させたのでは

学させて頂きましたので、そのご報告を致します。
我々は２週間の留学期間を頂き、地域医療学講座

なく、タイ語の医学用語は存在しません。そのため

（CommunityMedicine）、形成外科、救急外来の見

タイでは学生から英語で医学を学んでいます。医学
英語に苦手意識をもつ私は、さらなる努力の必要性

学をさせて頂きました。
私がこの留学で目的としておりましたのは、３つ

を心の底から再確認しました。

の点でした。一つ目は、日本と異なる医療事情を知

このように刺激を受けることばかりでしたが、一方

ること。二つ目は、日本と異なる医学教育事情を知

で日本の医療・医学教育の良さも考えることができま

ること。そして、医学英語を使う機会を得ることで

した。日本の実習では、手技の練習が少ない代わり

した。帰国して振り返りますと、この三点全てで得

に、文献を調べたり症例一つ一つを丁寧に考察した

るものがあったと確信しております。

りする機会が与えられています。これは将来、医学

日本との違いとして特に印象に残ったことは、臨

を発展させるための研究のスキルに繋がっていると

床重視・実践重視の医療であると感じたことです。

思います。また、タイの医療現場は効率重視ではあ

タイでは医師不足のため、臨床現場でプライマリケ

りますが、患者さんの権利・個人情報の扱い・リス

アを行える医師を早く育成することにとても力を入

ク管理などについては日本の方が重視されています。

れています。日本でも保険診療医すべてが基本的な

このように、問題点も見つけながら自国と比較する学

プライマリケアを行えるようになるために初期研修

びもできたことは良い経験だったと感じております。

制度が設けられておりますが、タイでは医学生が既

最後に、今回の我々の貴重な経験のためにご支援

に戦力とされています。そのため学生は我々とは比

くださった同窓会の皆様に、この場をお借りして厚

べ物にならない程の参加型の実習をしていました。

く御礼申し上げます。

ることが出来なかったので残念ながら交換留学とは

チェンマイ大学留学で
学んだこと
佐藤

なりませんでした。
私達はタイの地域医療と外傷などの治療に興味が

公洋（医学科６年）

あったため１週目に地域医療、２週目に形成外科と
救急を選択しました。１週目は大学病院外の診療所

１月上旬に、２週間のチェンマイ大学との交換留

（①Thai Traditional and Complementary Medicine

学プログラムに参加しましたのでご報告致します。

center（TTCM）、

今年はチェンマイ大学からの留学生が群馬大学に来

③ThaKhumNgoen Health Promoting Hospital）へ
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行きました。①は旧市街にある診療所で、西洋・東

エコー、消毒・縫合などの初期対応を全て行ってい

洋医学に加えて伝統的な医療である、タイマッサー

ました。タイでは医師不足が深刻で即戦力の医師が

ジを組み合わせた治療を行っていました。タイには

求められる環境でした。また、チェンマイ大学の学

マッサージ師の資格があり、マッサージが保険適応

生は医学を全て英語で学んでいました。形成外科の

の治療であることに驚きました。②は郊外の施設で、

カンファレンスの学生発表は英語で行われており、

新生児〜小児期の予防接種や発達テスト、授乳外来

前置詞や発音を間違えると先生から指摘を受けてい

などの母子保健を見学しました。③は大学病院から

ました。学生は医学の学習に対するモチベーション

車で１時間ほどの診療所で地域医療を担う施設でし

がとても高く刺激を受けました。

た。看護師、歯科衛生士、マッサージ師などの職員

夜と休日には現地の学生が市内観光や食事に連れ

がいましたが、医師は在籍しておらず医師不足を実

て行ってくれて異文化交流もすることが出来まし

感しました。

た。日本では経験できないことばかりでした。

２週目は大学病院の形成外科で口唇裂や顔面骨折

最後になりましたが、このような貴重な機会を与

や熱傷の皮膚移植の手術を見学しました。熱傷患者

えてくださいました、同窓会、後援会、大学の先生

の皮膚移植では術野に入らせて頂き、移植箇所の洗

方、学務課、その他多くの皆様に心から御礼申し上

浄を手伝いました。救急では５、６年生が心電図、

げます。

戦力として扱われるそうです。そのため学生であり

チェンマイ大学医学部との
交流を終えて
正田

ながら病棟では薬の処方を行ったり、救急外来では
可能な限り学生が処置を行ったり、土日は当直が

貴大（医学科６年）

あったり、と非常に臨床的な実習を行っているよう
に感じました。限られた資源の中でも、目を輝かせ

2018年１月8日から19日の10日間、タイ王国チェ

ながら積極的に実習する彼らの姿を目の当たりにし

ンマイ大学医学部との交換留学プログラムに参加さ

て非常に感銘を受けました。またチェンマイの学生

せていただきました。ここにその成果をご報告させ

は本当に親切で、夕食に誘ってくれたり、休日には

ていただきます。

市内を案内してくれたりと、彼らと過ごした時間は

チェンマイはタイ北部に位置し、街の各所に歴史

忘れられないものとなりました。

的な寺院や城壁が残されている、かつては首都とし

現地の学生とお互いの国の医療制度や抱えている問

て栄えた都市。豊かな自然と長い歴史が作り出した

題点を話すことによって、改めて日本の医療を客観的

文化に包まれながら、地域医療科・救急科・形成外

な視点から振り返ることができ、日本においてどのよう

科を中心に実習させていただきました。

な医師が必要とされているか考えることができました。

まず驚いたのは、チェンマイ大学の学生は日常会

最後になりましたが、今回このような貴重な経験

話のみならず、医学英語も非常に堪能であり、回診

をさせていただき、コーディネーターの鈴江先生を

やカンファレンス、講義の際のスライドもほとんど

はじめ、チェンマイ大学との交換留学をご支援して

英語で行われていたことです。医学書がタイ語に翻

いただいた大学の先生方、同窓会の皆様、事務の皆

訳されていないこともあり、英語の教科書で勉強し

様、そしてチェンマイ大学でお世話になりました全

なければならないとの事情があることも知りました。

ての皆様に心から感謝の意を述べさせていただきま

また、タイの学生は卒業後に地方に配属され、即

す。本当にありがとうございました。
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▲

チェンマイ大学留学思い出 Snap
チェンマイ大学形成外科
教室にて
（平成30年１月19日）

▼Tha Khum Ngoen
Health Promoting
Hospitalにて
（平成30年１月10日）

▲

▲Tha Khum Ngoen Health Promoting
Hospital近郊の展望台
（平成30年１月10日）

Thai Traditional and Complementary
Medicine center（TTCM）にて
（平成30年１月８日）

▲チェンマイ近郊の寺院にて
（平成30年１月９日）
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

アジア太平洋肥満代謝
外科学会2018を開催して

―春爛漫の寄生虫
第87回日本寄生虫学会大会より
国立国際医療研究センター（NCGM）
研究所 熱帯医学・マラリア研究部

四谷メディカルキューブ 減量・糖尿病外科センター
センター長

笠間

和典（平２卒）

部長

狩野

繁之（昭61卒）

2018年３月28日〜31日にかけて、東京ガーデンテ

平成30年３月17〜18日に、第87回日本寄生虫学会

ラス紀尾井カンファレンスにおいて、アジア太平洋

大会をNCGM（東京）で開くことができました。まず

肥満代謝外科学会（APMBSS）総会を開催いたし
ました。本会を開催するにあたり、群馬大学医学部
同窓会より多大なご支援を頂き、同窓会の皆様には

この場をお借りして、群馬大学医学部同窓会から温
かいご支援を頂いたこと、心より感謝申し上げます。
戦後、わが国ではマラリア、フィラリア症、日本
住血吸虫症の排除に10年余りで成功しました。土壌

心から感謝申し上げます。私は大学医局に属さない

媒介寄生虫や吸虫の虫卵陽性者数は公衆衛生上無視

ため、このような国際学会を開催することは容易で

できる数となり、寄生虫は “三丁目の夕日” の昭和

はありませんでしたが、同窓会のご援助のおかげで

の風景にしか棲むことができない生き物の様に思え

盛大な会を催すことができました。

るようにまでなりました。そして平成の世になり、

日本では肥満外科（Bariatric surgery）、代謝外
科（Metabolic surgery）という言葉はまだあまり

わが国における寄生虫病の疫学研究、病理・病態研
究は徐々に衰退し、免疫学・分子生物学・遺伝学の
発展にともない、医学部の寄生虫学教室は教授の狭

知らない方も多いかもしれませんが、欧米では上部

い専門性に従って「◯◯寄生虫◯◯学教室」などと

消化管手術の主要な位置を占めており、年間60万件

細分化して呼ばれる様になってきました。しかし、

以上も行われ、肥満を伴う糖尿病の治療として米国

わが国には2020年の東京オリンピック・パラリン

糖尿病学会のガイドラインでも推奨されている治療

ピックで3,000万人のインバウンドの旅行者が、少
なからずの寄生虫と共にやってくるといいます。い

方法です。
Asia Pacific Metabolic and Bariatric Surgery
Society（APMBSS）は2004年にアジア太平洋の外
科医が中心になり創立された会で、私も創立メン

ま再び、寄生虫が日本社会で居場所を求めている様
に思われてなりません。ぼやぼやしていると、平成
の次の世は寄生虫にとって春爛漫になろうかと、そ
の様な杞憂を今回の大会のテーマとしました。

バーの一人であり、2016年から先日の総会まで理事

第１回野口英世アフリカ賞受賞者であるSir Brian
Greenwood教授（ロンドン大学衛生・熱帯医学校）

長も務めておりました。
今回のテーマを「Independence of Asia, Cooperation in Asia」として、肥満代謝外科のアジア人に
対するエビデンスとアジア内での協働をメインに討

の特別講演では，世界のマラリア撲滅に向けた研究
の動きを紹介いただき、また宮田満・日経BP社特
別編集委員には、“寄生虫学者は国際社会問題解決
のためのパートナーとなれるか？” というお題に答

議を行いました。参加者は350名ほどとAPMBSS総

えてもらいました。私たちは何のために寄生虫なん

会として最も多く、うち60％が国外からの参加者で

ていうちっぽけな虫の研究を、医学領域の端っこで

した。幸い天候にも恵まれ、桜が満開の時期と重な

しているのか？ゴールをしっかり見据え、出口戦略

り多くの国外の参加者が美しい日本を満喫してくれ

をもった取り組みが今こそ必要であると思い知らさ

たようです。

れました。

多くの日本やアジアの友人の協力の元、この分野
の発展にとってマイルストーンとなる学会を開催で

懇親会の乾杯の音頭は､もちろん鈴木守先生のお
出ましでした。鈴木先生は第73回大会長を群馬大学
学長時代に務められましたが、弟子の私が大会長を

きましたことを、同窓会の皆様にご報告するととも

務める日が、生きている間に来るとは思っておられ

に、心から感謝いたします。

なかったようでした。間に合って良かった㾗
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学会報告（同窓会補助）

もWHO Collaborating Centreスタッフ2人が参加し

患者安全サミット参加者による
国際シンポジウム

が日本に来るので群馬で「患者安全に向けたIPEプ

ました。今回、WHOの担当者から、世界の専門家
ログラム開発のための会議」を開くことはどうかと
提案がありました。一方、群馬県からもWHOや専
門家の講演会を開催する良い機会ではないかとご助

群馬大学副学長（WHO連携・医療安全担当）

渡邊

言いただき、「第３回閣僚級世界患者安全サミット」

秀臣（昭54卒）

に招待される参加者の中から、厚生労働省とWHO

平成30年４月15日に、群馬会館にて「患者安全サ

にご推薦していただいた９名の海外専門家にご講演

ミット参加者による国際シンポジウム」が開催され

をお願いして実現したものです。シンポジウムでは、

ました。本シンポジウムは群馬大学が群馬県と群馬

患者安全の国際的実情や患者さんの積極的な介入の

県医師会と共催で実施したもので、三者の連携が強

大切さ、職種間のヒエラルキーによるコミュニケー

化されたことは一つの成果と言えます。

ション障害、リーダーシップとその教育の重要性等、

このシンポジウムに先立つ４月13、14日に、東京

患者安全に対する重要な課題がご紹介されました。

で厚生労働大臣が主催する「第３回閣僚級世界患者

最後にWHO、群馬県そして群馬県医師会から群馬

安全サミット」が44カ国の保健大臣等の閣僚級を招

大学の改革に向けての助言と応援をいただき終了と

いて開催されました。この会合は一昨年、英国とド

なりました。

イツの保健大臣の発案で、WHOと協力してロンド

本シンポジウムには市民や学生を含めて294名に

ンで開いたのが始まりです。昨年はドイツのボンで

参加していただき、盛会のうちに無事終了すること

開催され、WHOの患者安全・リスク管理部（Patient

ができました。群馬大学医学部刀城クラブからのあ

Safety and Risk Management）からの招待で本学

たたかいご支援に心より感謝いたします。

平成30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周年記念の記念植樹「紅しだれ桜」の新緑が、また一回り大きくなり医
学部正門前に根付いています。新基礎講堂、刀城会館もすっかり緑に囲まれました。
木々の間から、学生達のジャズ演奏の練習が聞こえてきます。
地元前橋支部から総会のお知らせです。今回の講演会は、６月１日新築移転予定の前橋赤十字病院の
特徴・第３次救急・大規模災害救急等について、中野実院長に講演を依頼しました。多数のご参加をお
待ちしております。

日

時

場
所
総
会
講 演 会
講
師

記
平成30年7月11日（水）

懇 親 会

群大医学部臨床大講堂
18：45〜19：00
19：00〜20：00
前橋赤十字病院長 中野 実 先生（昭57卒）
演題：
「前橋赤十字病院の現状と展望（仮題）」
病院内レストランチネマ

参 加 者

20：00〜21：00
刀城クラブ前橋支部員、学生、病院関係者

懇親会費

前橋支部員8,000円（学友会員は無料）
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医学教育分野別評価の受審と認定について
機関がまず『どういう医師を育てるか』というアウ

医学教育分野別
評価受審について

トカムを設定し、その目標を達成できるような教育
です。今回の評価でもアウトカム基盤型教育が実施
されているかという観点からの評価が重視されまし

医学系研究科長・医学部長

石崎

た。

泰樹（特別会員）

今回の受審にあたって、本学における医学教育の
本学医学部医学科では、「SES（Science（科学的

現状分析、自己評価と改善に向けた計画を、自己点

知）、Ethics（倫理）、Skill（技能））のバランスの

検評価報告書にまとめました。当時の峯岸敬医学部

とれた臨床医並びに医学研究者の育成をめざし、医

長、副医学部長、医学部長補佐、教務部会長、教務

学科教務部会が中心となり、教育カリキュラムを随

部会委員を中心に医学部教育分別評価受審のための

時見直し、改善に努めてきました。昨年、現行のカ

ワーキンググループを立ち上げ、医学科教授会の全

リキュラム（平成22年度の医学教育モデル・コア・

員がこのワーキンググループに参加し、医学教育セ

カリキュラムの改定を機に、臨床実習期間の拡充を

ンターの全教員が支援する体制として、評価報告書

企図して制定し、平成24年度入学生から順次導入し

の作成にあたりました。評価報告書を作成する段階

てきたもの）に基づき、一般社団法人日本医学教育

で、例年実施している全教員が参加するFD（Faculty

評価機構（JACME）による医学教育分野別評価を

Development）に加えて、全教授が現行のカリキュ

受審しました。具体的には平成29年４月に自己点検

ラムの問題点を抽出しその解決策について積極的に

評価報告書を提出し、７月３日〜７月７日に実地調

意見を交換する医学系研究科教授会ワークショップ

査を受けました。

を計４回実施するなど、医学科教授全員の教育に対

受審のそもそものきっかけは、米国医師免許試

する意識改革の契機となったと思います。評価報告

験（USMLE）を受験するためには、アメリカ医科

書は作成の過程で改訂する度毎に医学科教授会で報

大学協会か世界医学教育連盟の基準による認証を受

告され、そのpdfファイルが教職員用Moodleにアッ

けた医学部の卒業が条件になり（いわゆる「2023年

プされ、教授全員によって確認可能なものとし、随

問題」）
、日本の医学教育が国際認証を受けるべきと

時修正意見を反映させました。評価報告書を作成す

の気運が高まりトライアルが始まったことにありま

る過程で、達成していると自己評価できるところも

す。平成29年３月にはJACMEが世界医学教育連盟

ありましたが、さらに充実を図るべき点、改善すべ

（WFME）から医学教育分野別評価の認定機関とし

き点、新たに取り組むべき点があることが明確化さ

て認証され、JACMEによる医学教育分野別評価が

れました。

正式に実施されることとなりました。本学医学部医

７月の実地調査では医学部医学科の教職員・学生

学科は正式実施が始まってから受審した大学の中で

のみならず、保健学科の教職員・学生、さらには附

は全国でも最も早い部類に属します。

属病院のスタッフ全員の全面的なご協力を得ること

現在、プロセス基盤型教育からアウトカム基盤型

ができました。また患者さんにも暖かく支えていた

教育への転換が医学教育のグローバルな流れとなっ

だきました。この場をお借りして厚く御礼申し上げ

ています。プロセス基盤型教育とは、コア・カリキュ

ます。

ラム等の形で『何を教えるか』を設定し、定期試験

平成30年３月30日付でJACMEから認定結果通知

等によって『何を覚えているか』を評価する教育で

書が届き、幸いなことに平成30年９月１日〜平成37

す。これに対して、アウトカム基盤型教育は、教育

年８月31日まで「認定」を受けることができまし
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た。これで医学部医学科はグローバルスタンダード

が、まだこれらが十分に機能しているとは言えない

に照らして適切な医学教育を行っていることが認め

のが現状です。とくに教育プログラムを評価するた

られ、卒業生は米国のUSMLEの受験資格を持つこ

めには教学データを集計・分析するIR（Institutional

とになります。

Research）室が不可欠ですが、これの整備が急務

ただし、JACMEの評価報告書では改善すべき点

です。また本学の医学教育をJACMEの評価報告書

も指摘されています（近々本学のホームページに

で指摘された改善点を踏まえて継続的に改良し充実

アップされる予定ですので、是非ご覧になってくだ

化していくためには、医学教育センターの存続が必

さい）。とくに「学生の評価」と「プログラム評価」

須であると考えますが、現状ではテニュアポスト確

に関しては、今後改善していかなければならない点

保の見込みが立っていません。これも是非解決した

が多々指摘されています。とくに今回の受審に備え、

いと考えております。

PDCAサイクルを機能させて教育プログラムを改良

同窓会の皆様には、母校がグローバルスタンダー

していくことを目指して、実施（Do and Action）

ドの医学教育拠点として存続・発展するために、今

機関である医学科教務部会とは別に、計画（Plan）

後益々の応援をお願い申し上げる次第です。何卒よ

機関であるプログラム検討委員会、評価（Check）

ろしくお願い申し上げます。

機関であるプログラム評価委員会を立ち上げました

１． 使命と教育効果 ２．教育プログラム

医学教育分野別
認証評価を受審して
――祝認定!!

３．学生評価 ４．学生 ５．教員 ６．教育資源
７．プログラム評価 ８．統轄および管理運営
９．継続的改良

医学系研究科副研究科長（教育担当 前教務部会長）
刀城クラブ副会長（学術奨学金担当）

小山

それぞれに関して事前に提出した自己評価報告書
に基づき機構から派遣された７名の評価者との間

徹也（昭59卒）

で、大学側のプレゼンと質疑応答があります。特に

一昨年12月の会報で、教育改革と臨床実習に関す
る話の中で、2017年７月に医学教育に特化した外部
審査を受審することをお話ししました。昨年７月４
日（火）から７日（金）まで、緊張の中で群馬大学
も医学教育の分野別認証評価を受審しました。この
審査は、JACME（日本医学教育評価機構）が全国
の医学部、医科大学の教育体制を評価するもので、
いわゆる2023年問題（2023年以降国際認証を受け
ていない大学の卒業生は米国で医師の資格が得られ
ない）こともあり、基本的にそれまでに我が国のす

領域２教育プログラム受審状況

べての大学が評価を受けることが決まっています。
JACMEは本年３月からWFME（Word Federation

プログラム（いわゆるカリキュラム）に関する内容

of Medical Education）に認証された機構となって

とその作成・評価・改善体制（いわゆるPDCAサイ

おり、その審査結果は国際的に認められたものとな

クルの構築）は大事とされています。（詳細は石崎

りました。

医学部長の寄稿をご覧ください。）

評価される内容は以下の1から９までの領域から
なっています。

私はこの受審に際して、2つの重要な問題点に気
づかされました。
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卒業生の皆さ

教育IR（Institutional Reseach）は大学に存在する

ん、領域１では大学の使命と教育効果が評価されま

情報分析組織で、国内外の高等教育の動向を察知

したが、群馬大学及び医学部の使命とは何でしょう

し、長期的な視野に基づき、教育に関するインプッ

か？（なんだったでしょうか？）受審準備にあたっ

ト、プロセス、アウトカムを把握し、またこれらの

てまずこの基本的な件に関するコンセンサスが不十

情報収集・体系化・分析結果を大学の教育改善と改

分なことに驚きました。平成13年大学院重点化の際

革につなげるものです。端的な例を挙げれば、これ

に規定したSES（Science, Ethics, Skill）の３領域を

までたとえば卒業生の動向・活躍状況と大学教育・

本学医学教育の重要項目と再認識し、卒業時アウト

研究との関連などの情報分析がほとんどなされてい

カム（卒業生が身につけるべき達成目標）を決定し

ない、つまるところ群馬大学医学部の力が実際の数

ました。今後も同窓生諸兄のご意見を伺いながら、

字として評価されていないのです。卒業生の実績や

大学の存在目的をしっかり規定・共有していきたい

そこから見られる大学教育の評価に関しては同窓会

と思います。

との協力が不可欠です。
つい先日、評価報告書が届きました。我々が最も
恐れていた「不適合分野」はなく、平成37年８月31
日までの認証が内定しました。学生教育も教授の思
いどおりにいわば「勝手に」授業する時代は終わり
ました。2014年秋に発覚した、医療事故以来、長ら
く苦難の時を過ごしてきましたが、少なくとも教育
に関してはようやく光が差し始めたと思います。し
かし一方で低学年留年生の増加（２、３年生は約10
から20名留年する時代！）と国家試験の合格率、特
に留年経験者の合格率の低下など新しい事態が出現
します。また新設の医療の質、安全学講座も今回の
医療事故改革の趣旨に沿って開設されたものです。
４年生に他職種連携関連の新しい実習を導入しまし
た。しかし学生評価、プログラム評価の分野では、
評価方法に関して厳しい指摘があり、今後の改善が
必要です。
最後に今回の受審に際してまた事務、教職員、教
授会の多くのメンバーも心を一つにして努力したと
思います。特に「医学教育センター」は、今後の群
馬大学の医学教育、ひいてはその存続に不可欠な組
織であるにも関わらず、学生定員増加に伴う時限的
なもので２年後には現在のメンバーが任期切れとな
る予定です。是非この組織の存続に力をお貸しくだ
さい。今回多くの教職員がまさに夜中まで頑張りま
した。このような結束こそ実は大学の最も大事な財
産であると思います。同窓生諸兄のますますのご援

群馬大学医学部の実績はどれほどなのか？

この問

題は医学教育センターやIRの必要性と関係します。

助、ご鞭撻お願いして、私のご報告とさせていただ
きます。
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刀城会クラブ神奈川支部
総会報告（平成29年度）
神奈川支部長

高橋

正純（昭58卒）

平成30年３月３日、横浜駅西口のホテルキャメロッ
トジャパンに於いて、昨年度に引き続き同窓会長飯野
佑一先生のご参加を得て、刀城クラブ神奈川支部総
会・懇親会が開催されました。本年度は292名の支部
会会員へ総会の連絡を行い、参加者は昨年度より少
し増え、計24名の参加を得ました。とくに、平成世代
が８名と若手の参加者の割合が増えたことは喜ばし
いことでした。
冒頭、飯野先生から群馬大学の新たな再建への取
り組みや新教授の紹介がありました。新支部長とし
て高橋正純（Ｓ58）が総会の開会の挨拶を行い、返
信をいただきながらも参加できなかった先生のはがき
を紹介しました。以下、諸先生の返信内容です。田辺
武巳先生（Ｓ25）
：川崎市高津区在住、市川典彦先生
（Ｓ29）
：Ｈ26に産婦人科閉院吉田孝人先生（Ｓ30）
：
神奈川県予防医学協会非常勤医、福島和昭（Ｓ31）
：
週一回の診療を継続、馬場憲臣先生（Ｓ37）
：富士ヶ
丘病院へ週３回勤務、丸山甫先生（Ｓ37）
：体調良好、
田辺祺子先生（Ｓ40）
：逗子市在住、中村良子先生（Ｓ
42）
：相模原市在住、相沢靖先生（Ｓ50）;ボランティ
ア医、井上登美夫先生（Ｓ52）
：３月で横浜市大放射
線科教授を退任、清田満先生（Ｓ56）
：東京都保健医
療降公社豊島病院（磯子区在住）
、望月博之先生（Ｓ
56）
：東海大学医学部小児科教授で平塚市在住、中山
治彦先生（Ｓ57）
：神奈川県立がんセンター呼吸器外
科、
田中信正先生（Ｓ59）
：明治生命平塚支社で産業医、
蒔田益次郎先生（Ｓ59）
：日本医大武蔵小杉病院乳腺

平成30年（2018年）５月31日

外科、佐藤忍先生：クリニックで癌の免疫治療、竹
内一郎先生（Ｈ９）
：横浜市大救急医学教授赴任、大
山育男先生（Ｈ11）
：大船すばるクリニック開院、谷
口隼人先生（Ｈ19）
：横浜市大救急医学、北島（清水）
麻衣子先生（Ｈ24）
：第２子出産後勤務再開、矢澤慶
一先生（Ｈ20）
：横浜医療センター外科。
その後、昨年度の会計等について前支部長の長堀
優先生（Ｓ58）から報告があり、各先生からの近況
報告があった。乃木道男先生（Ｓ34）
：神奈川県予防
医学協会、小原甲一郎先生（Ｓ39）
：神奈川県予防医
学協会、渡邉治雄先生（Ｓ50）
：国立感染症研究所名
誉所長、西連寺完茂先生（Ｓ51）
：西山胃腸循環器外
科医院開業、古橋 彰先生（Ｓ51）
：落語を含む講演、
鈴木仁一先生（Ｓ57）
：相模原市保健所所長、関野長
昭先生（Ｓ58）
：横浜南共済病院ICU、長堀優先生（Ｓ
58）
：育成会横井浜病院院長、講演活動、藤本修平
先生（Ｓ58）
：東海大学医学部生体防御学教授、週末
群馬で診療、高橋正純（Ｓ58）
：横浜市立市民病院消
化器外科で食道・胃癌診療、原野浩（Ｓ58）
：横須賀
市民病院血液内科で多忙、佐藤正純先生（Ｓ59）
：パ
ラメディカルへの教職、中山優子先生（Ｓ59）
：国立
がんセンター放射線科へ転勤、孟真先生（Ｓ59）
：横
浜南共済病院心臓血管外科で静脈血栓の学会主催予
定、林泰広先生（Ｓ60）
：聖隷横浜病院院長で地域医
療推進、都筑馨介先生（Ｓ61）
：文教大学健康栄養学
部教授、瀬崎壮一先生（Ｈ１）
：せざき整形外科開業、
一色郁子先生（Ｈ５）
：一色外科胃腸科医院継承、掛
水夏恵先生（Ｈ５）
：なつ皮膚科開業、
神谷雄二先生（Ｈ
５）
：聖隷横浜病院・内分泌・糖尿病内科、松本雄先
生（Ｈ５）
：横浜労災病院・運動器センター人工関節
外科、上原朋子先生（Ｈ28）
：この春から慶応大学医
学部眼科入局、室田悠美子先生（Ｈ29）
：この春から
慶応大学医学部初期研修医２年目。

（刀城会クラブ神奈川支部総会 平成30年３月３日、
横浜駅西口 ホテルキャメロットジャパン）
後列左より：松本雄、
瀬崎壮一、
一色郁子、長堀優、
神谷雄二、
林泰広、鈴木仁一
中列左より：孟真、
中山優子、
原野浩、室田悠美子、掛水夏恵、
関野長昭、
藤本修平、
都筑馨介、上原朋子
前列左より：佐藤正純、
西連寺完茂、古橋彰、
乃木道男、
飯野佑一、
小原甲一郎、
渡邉治雄、
高橋正純
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医として落ち着きました。現在、佐野先生と同じ五
輪橋整形外科に所属していますが市内の複数医療機

群馬大学医学部同窓会
北海道支部懇親会
北海道支部長

佐久間

第250号

隆（昭54卒）

定期的に送られる刀城クラブ会報で各地の同窓会
の様子を見て羨ましく思っていました。
北海道出身の群大医学部卒業生は元々、少数で
したが、1986年に長嶋和郎先生（昭和42卒）が北
海道大医学部第二病理の教授に就任されて、周辺で
群大医学部の名前が認知された気がします。その
後、2001年に北海道大学生殖・発達医学講座（産科
学）教授に水上尚典先生（昭和51卒）が就任され、
それを機に長嶋支部長の号令の下、2009年に初めて
の北海道支部同窓会がありました。今回は９年ぶり
第２回北海道支部同窓会でした。１月に急遽、同窓
会をやろうとの発案があり、平成27年度版同窓会名
簿を頼りに24名に案内状を発送しました。最近は新
研修医制度などの影響で医学部卒業後の進路も多彩
です。結果的に18名と連絡が取れました。昨年北大
を退官された水上尚典先生は埼玉に越されていまし
た。当日の参加者８名を若い順に紹介します。中里
信一先生（平成21卒）は東大卒〜群馬県勤務後に学
士入学し、卒後、北大皮膚科に入局、現在は皮膚科
病理診断を専門に仕事をされています。群馬大学病
理学・中里洋一前教授（昭和47卒）の御子息でした。
矢崎弘志先生（平成15卒）は北大卒〜商社勤務後の
学士入学で、卒後、北海道で内科・地域医療の研修
をした後インドで医療ボランティア活動をし、道内
地方病院勤務を経て現在、札幌市西区の在宅・訪問
医療のホサナファミリークリニックで日々、活躍さ
れています。佐野哲也先生（平成11卒）は同窓会名
簿では前橋協立病院勤務になっていましたが、数年
前に研究会でお会いして群大出身であることを知っ
ていたためお誘いできました。北海道勤医協の整形
外科に勤務した後、一旦群馬に帰ったそうですが札

関にまめに出張しています。高田公彦先生（昭和54
卒）は学生時代、軽音楽部でフォークバンドをして
いました。卒後北大小児科に入局し道内の病院、大
学勤務を経て平成５年（1993年）札幌市手稲区でク
リニックを開業しました。得意のバリトンは医師会
合唱団でのソロの他、キタラ小ホールでリサイタル
をする程の実力です。長嶋和郎先生（昭和42卒「注」）
は東大病理から1986年に北大第二病理教授に就任さ
れ2004年までの18年間、重責を果たされました。御
退官後は札幌東徳洲会病院病理部で仕事を続けられ
ています。群大時代はラグビー部で北大教授御就任
の折には、やはりラグビー部出身の宇波厚彦先生が
北大までお祝いに伺ったそうです。最近、やや体調
を崩されましたが当日は、若手医師との懇親の場を
楽しまれました。私、
佐久間隆（昭和54卒）は卒後、
北大整形外科に入局しました。学位取得後、帯広厚
生病院、市立札幌病院での25年間にわたる勤務医生
活を経て60歳を過ぎて開業を決意しました。市立病
院前整形外科クリニックを始めてこの春で５年にな
ります。スキー部出身ですが、ここ数年は毎年、雪
よりも暖かな春を待っています。今回、長嶋先生か
ら支部長を引き継ぐよう御指示があり、出席者のご
賛同に従い、しばらく支部長を務めさせていただき
ます。集まった8名は世代も専門もバラエティに富
んでいました。北海道で仕事をするに至った経緯な
ど話してもらいましたが、人生色々です。共通点は
群大医学部出身であること、皆、良き医療人として
其々の分野で活躍しているのだと思いました。次回
は札幌以外に在住の同窓生も参加できるよう、余裕
をもって計画いたします。
「注」長嶋和郎先生から追加コメント「昨年東京で
開催された卒後50年記念祝賀会に出席できませんで
したが、この通り存在しています。」

幌出身の奥さんの引きで札幌に戻り、現在、五輪橋
整形外科勤務です。種畑昌明先生（平成元卒）は群
大第二内科入局、県内の主要病院を回った後、2001
年（平成13年）に出身地の札幌に戻り、内科病院で
循環器・透析医としての勤務を経て2013年に奥様の
種畑美奈子先生（平成9卒）と共に開業されました。
激 務 の 中 で 学 生 時 代 か ら の 趣 味 で あ るmarineス
ポーツに熱心の様子でした。宇波厚彦先生（昭和60
卒）は元々、石川県出身だそうですが卒後、札幌国
立病院での麻酔科研修をスタートしそのまま麻酔科
− 18 −

（群馬大学医学部北海道支部同窓会
平成30年３月10日 札幌四川飯店）
後列左より：宇波、佐野、種畑、矢崎、中里
前列左より：高田、長嶋、佐久間
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群馬大学医学部・
昭和54年卒クラス会報告
佐久間

隆（昭54卒）

月日の経過は本当に早いと、皆、同じ思いでしょ
う。今更ですが2013年８月31日に札幌で開催した昭
和54年卒クラス会報告をします。2004年９月、卒後
25周年クラス会が京都で盛大に催されました。当時、
「次はどこでやる？」の候補の一つに札幌が挙がっ
ていました。その後、2010年８月に東京帝国ホテル
でやったと記憶しています。刀城クラブ会報を見て
いると、教授誕生など、何かの慶事を祝って開催し
ているクラス会が印象的です。我々の期も他に負け
てはいませんが、何かを祝うというより、青春時代
を振り返り、お互いの無事を確認する宴会をと、高
田公彦君と私（佐久間隆）が札幌での会を企画しま
した。速やかにクラス会報告すべきだったのですが、
「そのうち書こう、でも集合写真がない？」などの
理由で5年も経ってしまいました。学会発表しなが
ら論文を書かないパターンで、遅れるほど意味がな
くなります。今回、書くに至った理由は、最近、北
海道支部同窓会報告を書く機会があり、気になって
いたクラス会報告を思い出したからです。集合写真
も見つけました。遠いところ避暑を兼ねて北海道に
集まった仲間を紹介します。各人の挨拶内容など、
もう忘れてしまいましたので微かな記憶と独断で書
きます。許して下さい。

平成30年（2018年）５月31日

上田徹君は神戸からの参加でしたが、卒業後初め
て同期会に出たとトップバッターで挨拶してくれま
した。更に遠方では早野良生君が大分からはるばる
来札。異色はボストンから参加の黒澤晋一郎君でし
た。2013年は松坂大輔投手がボストンレッドソック
スで活躍していましたが、松坂似の黒澤君は地元で
話題になったそうです。同期会翌々日に北大で講
義をしてからボストンに戻ったとメールもらいまし
た。信州佐久からは大井悦弥君、宴会には奥様も同
席してくれました。高岡の塚田邦夫君は、時々、夏
の札幌にWOC関連の講師として来ていましたが、
数年前から「同期会、早くやろうよー」と幹事を急
かしたキーパーソンです。手塚誠さんは知床の羅臼
国保病院から来てくれました。知床は札幌人もめっ
たに行かない地域で、地方医療に熱心な様子は昔と
変わりませんでした。関東勢は高崎から梅山知一君、
西野宏君、前橋から長田純一君、根本雅明君、真塩
清君、渡邊秀臣君。松戸から須藤久男君、鎌倉から
長谷川誠君、東京から堀越悟君が来てくれました。
震災後2年の東北勢は福島から円谷博君、天童から
高橋秀幸君、以上19名が集まりました。二次会は高
田君が行きつけのライブハウスで遅くまで唄い、語
り合い、翌日は梅山、大井、塚田、佐久間の４名が
札幌国際・島松コースでゴルフを楽しみました。
以前、円谷君が中心となりMLで連絡取り合って
いましたが、システム変更後はどうなったのだろ
う？５年も経過しましたが、当日の写真を掲載しま
す。参加できなかった仲間も元気で活躍しているこ
と祈念します。現在、渡邊君は群馬大学副学長の要
職についていますね。御苦労の多い時期だと思いま
す。母校の発展を祈ります。また集まって、旧交を
温めましょう。

（群馬大学医学部昭和54卒クラス会 平成25年８月31日 センチュリーロイヤルホテル）
後列左より：堀越、真塩、長田、西野、塚田、早野、渡邊
中列左より：円谷、根本、須藤、高橋、梅山、上田、長谷川
前列左より：高田、佐久間、黒澤、手塚、大井、大井夫人
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財 団 の ペ ー ジ
関係の方、地域の方々と連絡を取りあい、また事業

公益財団法人群馬健康医学
振興会の役割と将来

内容をマスコミを通して知っていただく活動を行っ
ております。
例えば、本財団の事業の柱の一つである書籍の発

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）

刊についてです。数年に一回、県民の皆様の健康を
増進するために本格的な健康寿命を延ばすような本

皆様に支えられて公益財団法人群馬健康医学振興

を発行しています。
昨年は肥満についての本を発刊することができま

会も設立して丸３年が経ちました。これも本法人、
個人・法人賛助会員のみならず、多くの皆様の暖か

した。また、書店にも置いていただき県民の皆様の

いご支援の賜物と感謝いたします。

目に触れるよう働きかけをしています。内容的にも

昭和54年に前身の「財団法人群馬健康医学振興

読まれた方が少々難しいが国民一人一人が気をつけ

会」が発足し、当時の事業のうち同窓生の県内自治

ていかなければならないことを懇切丁寧に書いてあ

体等への講師派遣事業や書籍出版事業を継続してい

り、極端に言えば必読の書といってもおかしくない

ます。この立場を生かし、また目的達成のためにさ

との言葉をいただいています。
また、地域で行われている健康についての講演会

らに事業を考え、それが皆様のお役に立つよう努力

などについてもよい会を開いてもらっているとの言

してゆきたいと考えています。
法人の活動は代表機関（理事、監事など）の行為

葉を聞くことがあります。

によって行われ、代表機関が法人設立の目的範囲内

さらに、研究や留学についての補助金を出してお

で行った行為の効果は直接法人に帰属するとされて

りますが、その成果について今後発表会を行いたい

います。

と思います。世界の第一線の医療・福祉の場での活

一方で法人の機関が事業遂行上、他人に与えた損
害については法人がその義務を負うとされていま

動をいかに群馬県で生かしてゆくかも大切な法人の
視点と思います。
群馬県から地元群馬県に、そして日本へ、世界へ

す。かみ砕いて言うと県民のために公益的事業を自
分たちの責任のもとで行うということになります。

と健康を守る情報を発信し続けることが求められて

私たちが今後行ってゆかねばならない、そして県民

います。先日、群馬県における起業家発掘プロジェ

の健康・福祉に貢献できることはまだまだ沢山あり

クト「群馬イノベーションアワード（GIA）
」で初

ます。

めて高校生が大賞を獲得しました。自分の子供の時

群馬県の医療関係者のレベルアップのための援助

の苦しみをいかに克服するかを起点として、新しい

（研究費や留学費用の援助、学会開催時の援助）
、県

考えのもとにはどのような起業案作りかをスタート

民が自分で守る健康、健康寿命をいかに延長するか

させました。2017年は過去最多の185件の応募があっ

の方策確立への援助（講演会講師派遣や健康啓発資

たと聞いております。そして前述のごとく若い方が

料発行など）
、医療現場で考えられる方策の発表や推

大賞を取られたとのことです。

進、医師会やコメディカルの方々の団体との交流や協

私どもも若い方たちの応援団として県民の健康を

力体制の確立、医療関係者の保険についての事業拡

キーワードに事業を進めてゆきたいと考えていま

大などあれもこれも考えられます。実績を積み上げて、

す。この法人にはホームページがあります。ぜひ刀

この存在価値を皆さんにご理解をいただき、本法人が

城クラブのベテランの方々のみならず、多くの若い

ますます発展するよう考えてゆきたいと思っています。

方々から忌憚のないご意見をいただければと考えて

もう一つのお願いがあります。それは本法人の活

います。連絡先は “〒371-8511前橋市昭和町3-39-22

動を県民の皆様にどのように知っていただくかで

群馬大学医学部刀城会館内”、メールアドレスは

す。我々としては各種事業を行政の方、大学や学術

“gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp” です。
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者にお知らせいただければ幸いです。

研究助成金の応募状況と
次期募集について
公益財団法人群馬健康医学振興会
常務理事（業務担当）中里 洋一（昭47卒）
群馬健康医学振興会の３つの主軸事業の一つに研
究助成と海外留学助成事業があります。平成30年度
のこれら助成事業の経過を報告するとともに平成31
年度募集についてお知らせいたします。
平成30年度研究助成金は総額200万円程度、募集
件数概ね5件の規模で、平成29年10月1日より平成30
年2月末日までを応募期間として募集を行いました。
その結果、12名の方々から応募をいただきました。
応募者は群馬県内の医師、大学院生、大学教員、放
射線技師など幅広い職種の方が含まれておりまし
た。研究テーマも多彩でしたが、いずれも本振興会
の設立の趣旨に則ったものであり、助成金の募集要
綱と照らして適切な応募であると判定いたしまし
た。そこで、あらかじめ委嘱してあった10名の選考
委員に、全件の応募書類等を送付し、現在審査を実
施していただいております。今後は選考委員による
審査結果に基づいて本年5月開催の理事会および評
議員会で採択者を決定し、財団ホームページや刀城
クラブ会報で公表するとともに、採択者に助成金を
交付する予定です。なお、採択者には研究終了後に
報告書を提出してもらいます。平成31年度も同様の
要領で研究助成金の募集をおこないます。
平成30年度海外留学助成金も研究助成と同じ期間
内に募集を行いました。募集案内は財団ホームペー
ジと刀城クラブ会報に掲載するとともに、群馬大学
医学系研究科長、保健学研究科長、附属病院長なら
びに県内医療系大学長あてに送付しました。さらに、
本振興会の法人賛助会員にも募集案内を郵送して応
募者を募りました。しかし甚だ残念ではありますが、
本年度の海外留学助成金には応募者がありませんで
した。この結果を受けて常任理事会で分析を行いま
したが、海外留学助成金は本年度から始まった新規
事業のため認知度が低かったこと、募集のためには
留学先の決定や受け入れ先からの承諾書の調達など
で相当な準備期間を要すること、などが原因ではな
いかと推測しております。これに向けた対策として、
来年度は募集要綱を相当前から公表して、応募者の
準備期間を十分に確保することを試みたいと思いま
す。以下に平成31年度海外留学助成金の募集予告を
掲載しますので、海外留学を計画している若手研究

平成31年度海外留学助成金（“Grants for Studying
Abroad Provided by Gunma Foundation for
Medicine and Health Science”）募集（予告）
（１）応募資格
応募にあたっては、次の各号を全て満たすこと。
１）医学、医療及び福祉の領域の従事者
２）一定の研究業績を有する研究者で、群馬県に
在住又は勤務若しくは将来群馬県の医学、医療
及び福祉の発展に寄与しうる者
３）助成金支給年度の４月１日現在40歳未満の者
４）選考委員会により最終候補者として選出され
た時点において、他の団体、機関等から総額
200万円を超える奨学金を受けていないこと
５）採択決定後、１年以内に渡航すること
６）原則として、海外の研究機関等に６か月以上
滞在して研究すること
７）帰国後、６ヶ月以内に「海外留学研究成果報
告書（書式はホームページを参照）
」を提出す
ること
８）海外留学中の研究成果を発表する場合、本助
成金の助成による旨を書き添えること
（２）募集人員及び助成金額
募集人員は原則１人、助成金額は１人当たり50万
円とする
（３）募集期間
平成30年10月１日から平成31年２月末日まで
（４）応募方法
応募者は、次の各号の書類をメールにて財団事務
局に提出のこと。なお、電子データ以外の資料は郵
送のこと。
１）
「海外留学助成金申請書（書式はホームペー
ジを参照）」
２）留学先施設の受入承諾又は申請中であること
を証するもの（様式任意、コピー可）
３）所属長又は研究指導者による推薦状（Ａ４判、
様式任意）
（５）お問い合わせ先
公益財団法人群馬健康医学振興会事務局
住 所：
〒371-8511 群馬県前橋市昭和町三丁目39-22
群馬大学医学部刀城会館内
Phone：027-220-7873
Fax：027-235-1470
E-mail：gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp
ホームページ http://tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/

− 21 −

群馬大学医学部刀城クラブ会報

平成30年（2018年）５月31日

第250号

公

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

示

平成 30 年 10 月 20 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 30 年６月６日（水）〜６月 29 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 30 年５月 24 日 群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ 総務委員会

役員会だより

謹

第４回役員会（平成30年４月26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．平成30年度新入生歓迎会について
３．群馬大学同窓会連合会について
４．その他
１）患者安全のためのリーダー資質の養成シンポ
ジウムについて
２）会員の逝去について
５．その他
協議事項
１．第64回北関東医学会総会同窓会推薦講演につい
て
２．学術集会補助金について
３．会報編集状況について
４．その他

学

内

人

外

人

事

【就 任】平成30年４月１日
齋藤 淳一（平９卒）富山大学大学院医学薬学研
究部（医学）放射線診断・
治療学講座放射線腫瘍学部
門教授

瑞 宝 双 光 章

富岡

進 先生（昭35卒）

旭 日 双 光 章

永井伊津夫 先生（昭43卒）

瑞 宝 小 綬 章

福田

敬宏 先生（昭45卒）

ご逝去の報が同窓会事務局に入りました。
ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。
正会員
昭和25年卒
昭和25年卒
昭和23年卒
昭和54年卒
昭和29年卒
昭和41年卒
昭和28年卒
昭和30年卒
昭和36年卒
昭和30年卒
昭和23年卒
昭和51年卒
昭和41年卒
昭和33年卒

上原
元先生（平成28年３月25日逝去）
早川 真一先生（平成28年11月28日逝去）
早川
勇先生（平成29年２月28日逝去）
山下 直宏先生（平成29年９月12日逝去）
五味渕昭夫先生（平成29年11月19日逝去）
相良 淳史先生（平成29年12月６日逝去）
間坂
宏先生（平成30年１月６日逝去）
豊田 守國先生（平成30年１月18日逝去）
鈴木 素司先生（平成30年２月７日逝去）
渡
仲三先生（平成30年２月14日逝去）
山口 晋吾先生（平成30年３月24日逝去）
安立 泰宏先生（平成30年３月30日逝去）
藤倉
隆先生（平成30年４月７日逝去）
飯島 耕作先生（平成30年４月25日逝去）

今頃サクラの話なんかしてと笑う
方もいらっしゃるでしょうが、今年
は例年になくサクラの便りが早く、あるテレビ局の
お天気キャスターが「暑すぎた春」が原因ではと話
しておりました。サクラの季節のイメージについて
のアンケート結果では圧倒的に「入学式」と答える
人が多いそうですが、日本全国一斉にサクラが満開
になるわけではないので入学式には散ってしまう地
域もあるはずです。今号は「入学おめでとう号」で
す。群馬では満開となったサクラをみながら
「入学式」
とはいかなかったようですが、123名の新入生の皆様
今後の御活躍を期待しております。
（藤田 欣一）

編集後記

事

【昇 任】平成30年４月１日
廣村 桂樹（平元卒）大学院医学系研究科内科学
講座腎臓・リウマチ内科学
分野教授

学

告

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）
、稲葉美夏（６年）
、
正古慧子（６年）
、吉濱れい（６年）
、髙橋慶一郎（５
年）
、板垣由宇也（４年）
、大玉浩嗣（３年）
、佐藤
聖佳（３年）
、
成瀬豊（事務局）
、
清水ちとせ（事務局）
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