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退任記念送別会

退任される土橋邦生教授、桑野博行教授、和泉孝志教授、依藤宏教授（左から）
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れ、日本細胞生物学会、日本神経科学学会において

退任教授記念送別会

も幅広く活躍されました。
大学での役職では、防衛医科大学校において共同

多大なご功績をたたえ
今後益々のご活躍を願う

利用研究施設長、群馬大学において総合情報メディ
アセンター医学図書館（医学分館）長を務められ、
貢献されました。

医学部同窓会・刀城クラブ
会長

飯野

和泉 孝志教授は昭和52年３月東京大学医学部医

佑一（昭 46 卒）

学科を卒業され、東京大学医学部附属病院内科研修

皆さん、本日はお忙しい中、退任教授記念送別会

医、その後、昭和54年６月より東京大学医学部附属

に多数ご出席くださいましてありがとうございま

病院医員となられ研鑽をつまれました。昭和59年６

す。今回は４名の教授の方々が定年退任されます。

月より同医学部栄養学教室研究員となられ、昭和62

群馬大学大学院医学系研究科機能形態学、依藤 宏

年９月医学博士の学位を取得されました。昭和62年

教授、同生化学、和泉

スウェーデンカロリンスカ研究所に客員研究員と

孝志教授、同総合外科学、

桑野 博行教授、群馬大学大学院保健学研究科、リ

して留学され、平成２年６月再び東京大学医学部栄

ハビリテーション学、土橋

養学教室研究員となられました。平成３年４月東京

邦生教授であります。

４名の先生方この度はご退任おめでとうございま

大学医学部生化学第２二講座助手、平成10年４月東

す。そして長い間ご苦労様でした。４名の先生方は

京大学大学院医学系研究科細胞情報部門助教授を経

いずれも多大なご功績を残され、高く評価されてお

て、平成12年群馬大学医学部生化学教授に就任され、

ります。また、同窓会に対しましても何かとご支援、

平成15年群馬大学大学院医学系研究科生化学分野教

御鞭撻を頂きました。先生方のご功績をたたえます

授になられました。

とともにご尽力に対して心より御礼申し上げます。
それではここで４名の教授のご略歴とご功績の一端

研究面では、リン脂質代謝と生理活性脂質の生体
機能を研究テーマに多くの業績を挙げられました。

を紹介させていただきます。

学会面では、日本生化学会の評議員、代議員、日

依藤 宏教授は昭和53年３月東京大学医学部医学

本脂質生化学会の幹事、大会実行委員長、会長（平

科を卒業され、直ちに東京大学大学院医学系研究科

成21年１月〜平成28年12月）
、監事、北関東医学会

に入学されました。昭和57年３月同研究科を修了さ

の会長（平成23年４月〜平成27年３月）、米国生化

れ、医学博士の学位を取得されました。同年４月東

学分子生物学会と幅広く内外で活躍されました。ま

京大学医学部解剖学教室助手、昭和62年３月同講師

た、日本脂質生化学会会長の時、第52回日本脂質生

を経て、平成５年７月防衛医科大学校解剖学第二講

化学会を主催されました。

座教授に就任されました。その後、平成14年群馬大

大学での役職は平成18年度〜20年度、生体情報ゲ

学医学部解剖学第二講座教授に就任され、平成15年

ノムリソースセンター長、平成21年度〜22年度、研

群馬大学大学院医学系研究科器官機能構築学教授、

究・国際交流担当理事・副学長、平成23年度〜26年

平成20年同機能形態学教授になられました。

度、大学院医学系研究科長・医学部長、平成27年度

研究面ではビタミンＡ貯蔵細胞の体内分布、骨格

〜28年度、研究担当理事・副学長、平成29年度、副

筋の細胞骨格構築、細胞内小胞の膜融合を制御する

学長（未来先端研究機構統括責任者）として手腕を

VAMPタンパク、ゼブラフィッシュ胚における細

発揮され、貢献されました。

胞接着タンパクなどを研究テーマに多くの業績を挙
げられました。

桑野 博行教授は昭和53年３月九州大学医学部医
学科を卒業され、九州大学医学部附属病院医員にな

学会面では日本解剖学会の常任幹事、日本顕微鏡
学会の理事、監事として中心的立場で活躍、尽力さ

られました。昭和59年４月〜昭和60年７月、米国
ハーネマン大学医学部外科にAssistant
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として留学されました。昭和60年10月九州大学医学

病院医員、昭和61年６月腫瘍発生学教室研究生、こ

部附属病院医員（第二外科）、同月医学博士の学位

の間、昭和61年５月、医学博士の学位を授与されま

を取得されました。昭和61年３月、九州大学医学部

した（大阪大学）。昭和62年１月に群馬大学医療技

助手（第二外科）、平成６年１月、同附属病院講師、

術短期大学部助手になられ、同年４月より平成２年

平成９年８月、同医学部助教授になられました。平

12月まで、米国ペンシルバニア大学医学部病理学教

成10年５月、群馬大学医学部外科学第一講座教授に

室にポストドクトラルフェローとして留学されまし

就任され、平成15年４月、群馬大学大学院医学系研

た。そして、平成３年１月、群馬大学医学部附属病

究科病態総合外科学分野教授になられました。大学

院第一内科医員、平成４年３月同助手になられまし

内の役職では、大学院教務委員長として実績を挙げ

た。その後、同講師を経て、平成17年４月、群馬大

られました。また、平成27年４月、群馬大学医学部

学医学部保健学科教授に就任され、平成23年４月、

附属病院では旧第一外科、旧第二外科に代わり新し

群馬大学大学院保健学研究科、リハビリテーション

く６つの診療科で構成される外科診療センターが誕

学講座教授になられました。

生し、初代のセンター長に就任されました。さらに、

研究面では、レドックス（酸化・還元状態）によ

平成29年４月、外科の大学院も１つに統合され、群

るTh1・Th2制御の解析、職業・環境による呼吸器・

馬大学大学院総合外科学主任教授に就任されまし

アレルギー疾患の研究を主なテーマに多くの業績を

た。

挙げられました。

研究面では食道疾患を中心とした消化器外科の基

学会面では日本アレルギー学会（理事、代議員）、

礎並びに臨床を研究テーマに多くの業績を挙げら

日本呼吸器学会（代議員）
、日本職業・環境アレル

れ、他大学への教授なども輩出されました。

ギー学会（理事長）、日本産業衛生学会（アレルギー・

学会面では日本外科学会（理事／代議員）、日本

免疫毒性研究会世話人）、日本アレルギー協会（理

消化器外科学会（評議員）、日本癌治療学会（理事

事、評議員）、国際喘息学会、日本・北アジア部会（副

／代議員）、日本食道学会（監事／評議員）、日本気

幹事長）など内外で幅広く活躍されました。主な主

管食道学会（理事長／評議員）、日本胸部外科学会

催学会・研究会として第66回日本アレルギー学会学

（理事／評議員）、など20に及ぶ日本の主要学会の理

術大会（2017年６月16〜18日、東京、参加者約6200

事、評議員として活躍され、国際外科学会（常任理

名）、第41回日本職業・環境アレルギー学会・学術

事）など国際的にも広く活躍されました。主な主催

大会 第57回日本産業衛生学会アレルギー・免疫毒

学会・研究会として、第59回、気管食道科学会総会

性研究会合同大会、第19回国際喘息学会日本北アジ

ならびに学術講演会、第66回日本食道学会総会、第

ア部会などがあり、貢献されました。

60回国際外科学会日本支部会（ICS）、第117回日本

大学の役職では保健学研究科教育課程専門委員会

外科学会定期学術集会（平成29年４月27〜29日、横

委員長、保健学研究科大学院教務委員会委員長、全

浜）などがあります。特に第117回日本外科学会で

学的産業連携知的財産戦略委員などを歴任し、手腕

は15、726名の参加者があり、外科分野に多くの足

を振るわれました。

跡を残され貢献されました。

このように４名の教授のご功績には目を見張るも

土橋 邦生教授は昭和53年３月群馬大学医学部医

のがあります。退任されますことは大変残念ではあ

学科を卒業されました。群馬大学医学部附属病院第

りますが、新しい人生の門出としてお祝い申し上げ

一内科研修医、前橋赤十字病院内科医師、原町赤十

お送りしたいと存じます。先生方のご健勝と今後

字病院内科医師を経て、昭和56年５月からは群馬大

益々のご活躍をお祈りいたしますとともに、今まで

学医学部附属病院第一内科医員として研鑽をつまれ

のご尽力に心より感謝申し上げまして御礼とお祝い

てきました。昭和57年５月大阪大学医学部腫瘍発生

の言葉といたします。

学教室、研究生、昭和58年４月、同大医学部附属
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理解はその時点で見えているものが印象に残り、と
かく２次元的となりがちです。この統合教育では

群馬大学での
15年半を振り返って
機能形態学分野
教授 依藤

iPadに蓄積・表示させるCT画像を参照することで、
深さ方向を含めた構造の立体配置をも理解させる訳
です。
第二の注意点は肉眼的に観察できた病変とCT画
像との対比です。この点については学生にレポー

宏（特別会員）

トを作成・提出させています。レポートをまとめる
平成14年10月、それまで約９年間務めた防衛医科

にあたっては病変を見やすくするため、画像処理を

大学校を辞し、群馬大学に赴任してきました。赴任

施す必要があります。それで学生には事前にコン

直後は新前橋駅に程近い元総社の官舎から自転車で

ピュータの機種、習熟度別に３つのグループに分け、

大学まで通勤していたのですが、国道を通らず住宅

DICOM画像の閲覧・処理ソフト使用法の講習会を

街の中を抜けてくると、それまで住んでいた東京都

実施し、単に画像を見るだけではなく、異なる断面

心では見られなかったような四季折々の花が道路沿

や３次元再構築画像の作成法などの解説もおこなっ

いの家々の生け垣や庭に咲いているのが見え、目を

ています。このような経験は上級学年で画像診断学

楽しませてくれることに感激したものです。

を学ぶ際や一人前の医師となった後で画像を取り扱

ところで、群馬大学での15年余りの教員生活の中

う際には大いに役立つものと思われます。この取り

で最も印象に残っていることは、私どもの教室が中

組みは解剖学の終了時に学生に対しておこなったア

心となって申請した「人体解剖とCTの統合による

ンケートでも高い評価を受けています。また平成23

先駆的医学教育」が文部科学省の補助金「大学教育

年度のGP終了時に実施した、高学年を受け持ってい

GP」に採択され、平成21年度から３年間解剖実習

る教員へのアンケートでも概ね高評価が得られました。

を画像診断学の基礎をも取り込んだ統合教育として

この世界初の統合型解剖実習はGPの支援期間終

実施する機会に恵まれたことです。群馬大学に勤務

了後も現在に至るまで続けており、ここ２年間は附

している一部の方を除いて、大部分の刀城クラブ会

属病院のスキルラボセンターや放射線診断・核医学

員の先生方はこの統合教育についてはご存知ないと

分野、画像診療部の協力の下、学生の代表者を被験

思いますので、この紙面を借りて簡単に紹介させて

者とした胸・腹部エコーの示説なども実習中におこ

頂きます。

ない、現代医療のニーズに合わせたものを取り込み

献体登録者のご家族等から登録者が亡くなったと

ながらさらに進化したものにしています。このよう

の連絡が入りますと、ご遺体を引き取りに行きます。

な統合型解剖実習も、AIセンターの管理・運営を

故人の生前の同意が得られている場合には、大学到

おこなっている法医学、CTやエコーに関する講義

着後オートプシー・イメージングセンター（AIセ

に加えCT画像の所見をまとめてくださっている画

ンター）に設置された亡くなった方専用のCT装置

像診療部、その他関連の多くの方々のご協力なしに

で撮影をおこないます。撮影した画像はサーバに保

は進めることはできませんでした。この場を借りて

存しておき、実習の開始時に学生に配布します。学

御礼申し上げます。

生には解剖の際、人体構造の肉眼観察とともに同一

このような解剖実習の他にも、在任中は冊子体か

遺体の同一部位のCT画像を、先に配布し実習室内

ら電子ジャーナルへの切り替えという大きな転換期

に持ち込ませたiPadに表示させ、それを参照しなが

にあたった医学図書館の館長、あるいは総主管を担

ら解剖を進めさせます。この時、次の２点に注意し

当した平成26年度の東医体の際の運動部顧問／東医

ながら両者の対比をおこなうよう注意を促します。

体理事長など、数々の貴重な経験をさせて頂きまし

第一は人体諸構造の３次元配置への留意です。解剖

た。このような経験をした上で、何とか無事に後任

実習では皆さんもご存知のように浅層から深層へと

の方に引き継ぐことが出来たのも刀城クラブの会員

順番に浅層のものを切ったり、取り除いたりしなが

の皆様のご支援があってのことと存じます。改めて

ら解剖を進めていきます。深層が見えるようになっ

皆様に深く感謝申し上げるとともに、群馬大学医学

た時には浅層のものは既にないことも多く、構造の

部の今後の益々のご発展をお祈りしています。
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部においても、これらの準備に関しての渉外担当を
仰せつかり、文部科学省、埼玉大学、早稲田大学、
理化学研究所、日本原子力研究開発機構高崎量子応

「退任にあたって」
生化学分野
教授 和泉

用研究所などに何度も足を運びました。他大学との
統合の構想は実現しませんでしたが、2003年の医学
系研究科医科学専攻の部局化、2007年の生命医科学

孝志（特別会員）

専攻（修士課程）の設置に繋がりました。これらの
私は2000年に東京大学から群馬大学医学部生化学

渉外活動は、自分の研究に直接関わることはあまり

教室の第四代教授として着任しました。幸いなこと

ありませんでしたが、そこで得られた経験や人脈は、

に、先代の山下哲教授、先々代の山添三郎教授とも

その後の群馬大学での活動に大いに役立ちました。

脂質生化学を専門とされており、教室にはその伝統

生体調節研究所が医学系研究科と連携して取り組

が受け継がれていました。私は内科研修の後、呼吸

んだ21世紀COEプログラム「生体情報の受容伝達と

器内科医として気道収縮のメディエーターを研究し

機能発現」及び群馬大学が秋田大学と連携して取り

ているうちに、ロイコトリエンやプロスタグラン

組んだグローバルCOEプログラム「生体調節シグナ

ディンなどのアラキドン酸代謝物に出会い、その代

ルの統合的研究」のメンバーに入れて頂き研究を展

謝酵素の研究から生化学の道に入りました。最終的

開することが出来ました。秋田大学において隔年で

に生化学に進もうと決心したのは、スウェーデンカ

行われるシンポジウムに参加し、美味しい秋田料理

ロリンスカ研究所に留学している時です。留学時代

を堪能しました。また、日本学術振興会の外国人特

には、主にリポキシゲナーゼの精製と遺伝子クロー

別研究員（スイス人）の受入研究者となり、スウェー

ニングを行い、帰国後は、生理活性脂質の受容体に

デンとの二国間交流事業の研究代表者に選定される

関する研究へと研究分野が広がりました。

など、海外研究者との交流も展開することができま

群馬大学に着任してからは、教室の伝統であるリ

した。

ン脂質代謝研究へとさらに研究が広がりました。着

学内の役職としては、生体調節研究所附属生体情

任後間もなく、皮膚科、麻酔科、内科、小児科、放

報ゲノムリソースセンター長、理事（研究・国際交

射線科、整形外科などの臨床の教室から大学院生が

流担当）・副学長、大学院医学系研究科長・医学部

次々と来てくれて、それぞれ新たなテーマで研究を

長、理事（研究担当）
・副学長、副学長（未来先端

展開することが出来ました。しかし、臨床研究必修

研究機構統括責任者）を務めました。その間、数々

化以降、臨床の教室に入る医師が減少するに伴って

の質量分析計、遺伝子解析装置、超高性能顕微鏡な

臨床の教室も余裕がなくなり、基礎医学や生体調節

どを導入して昭和キャンパスの教育研究環境の充実

研究所で研究するMDの大学院生の数が激減しまし

を図りました。また、医学系研究科長として、博士

た。生化学の大学院生も留学生が中心となりました。

課程教育リーディングプログラム「重粒子線医工

数は多くありませんが、中国、インドネシア、モン

学グローバルリーダー養成プログラム」、がんプロ

ゴルから留学生を受け入れました。また、non-MD

フェッショナル養成基盤推進プラン「国際協力型が

の大学院生を数名受け入れましたが、それぞれ学位

ん臨床指導者養成拠点」、国費外国人留学生の優先

論文をまとめて就職してくれたので、肩の荷が下り

配置を行う特別プログラム「アジアにおける核医学

ました。学会活動では、日本生化学会の評議員や代

発展のための指導的人材育成プログラム」、基礎研

議員、さらに「生化学」誌企画委員会委員長を務め

究医養成活性化プログラム選定事業「卒前・卒後一

ました。先々代の山添教授がその創立に尽力された

貫MD-PhDコース」
、未来医療研究人材養成拠点形

日本脂質生化学会の幹事となり、2010年6月には伊

成事業「地域オープンイノベーションR&D人材養

香保の森秋旅館において第52回大会を開催しまし

成」等の開始時のプログラム責任者を務めました。

た。その後、日本脂質生化学会の会長を６年間務め

また、2014年３月には同窓会の皆様のご協力を得て、

ました。

群馬大学医学部・医学系研究科七十年史を発刊する

着任した当時、群馬大学では他大学・研究組織と

ことが出来ました。18年間大変お世話になりました。

の連携・統合、医学部では大学院部局化に向けて準

群馬大学及び医学部同窓会の更なる発展をお祈り申

備を始めたところでした。私は本部においても医学

しあげます。
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群馬大学への
感謝を込めて
消化管外科学分野
教授 桑野 博行（特別会員）
平成10年５月に群馬大学に迎えていただき平成30
年３月末をもちまして退任させていただくこととな
りました。この間、群馬大学の職員の方々は元より
多くの群馬大学医学部同窓会の皆様に多大なるご指
導とご厚情を賜りましたことを先ず心から御礼を申
し上げます。
この在任19年11か月の間には様々の事がございま
したが、大学院においては「教務委員会委員長」
、病
院においては「手術部長」
「ICU部長」
「病院長補佐」
などの任を与えていただき、微力ながら全力で責任
を全うすることが出来ましたこと、関係の皆々様に
心から感謝致しております。また当初は「外科学第
一講座教授」として赴任させていただきましたが、
その後、大学院制度のもと「病態総合外科」となり、
さらに内科、外科各々の統合に伴い平成27年4月から
は、附属病院「外科診療センター」のセンター長に、
さらに講座の統合により、平成29年４月からは「総
合外科学」の主任教授および「消化管外科学分野」
の教授を拝命し、各々の立場で職務を遂行させてい
ただきました。
この間、教室の責任者として以下の10項目を掲げ
て教室運営を行って参りました。
１．医学を志す若者にとって魅力的で入局したい教
室であること。
２．診療レベルが全国水準を超えて高く、
「高度先進
医療」に積極的に取り組み、 病院の評価にも大き
く貢献していること。
３．評価の高い数多くの業績を国際的に発表してい
ること。
４．数多くの教授を輩出していること。
５．関連病院を多く有し、その責任ある立場に多く
人材を輩出し、かつ連繋が密であること。
６．必要な学会でシンポジウムやパネルディスカッ
ションに多く採用され、各々の専門分野で有数の
教室と全国的に認識されていること。
７．重要な学会を主催すること。
８．学生、大学院生教育、また卒前卒後教育にも熱
心でさらに社会貢献にも力を注いでいること。
９．医療安全の重要性を認識し、組織のコンプライ
アンス（倫理）とガバナンス（統治）の向上をはかっ
ていること。
10．教室員の個人個人が社会人としても人格が高潔
で仕事に対しても高いprideとmotivationを有して
いること。
これらの目標を如何ほど達成できたかと考えると
忸怩たるものがございますが、何とか一歩一歩、教
室員と力を合わせて努力を重ねて参りました。

第249号

また、上記項目の７番に掲げています学会研究会
も色々とお世話をさせていただく機会を賜りました。
中でも平成29年４月に開催させていただきました「第
117回日本外科学会定期学術集会」は「医療安全そし
て考える外科学」のテーマのもとに、117回の歴史の
中でも最も多い15,726名の参加者を得て、何とか責
任を果たすことが出来ました。本学会の開催は、外
科学講座統合の直後ということもあり旧第一外科、
旧第二外科の教室員が一体となり運営に当たってい
ただき、統合された「群馬大学総合外科学講座」の
大きな一歩となり、またその姿を世に示すことがで
きた大きな契機となったことを確信致しております。
ここでこの場を借りて、私が「外科学」に思いを
寄せていることの一部を述べさせていただきたいと
存じます。
前述の日本外科学会の会頭講演および私の医学生
への最終講義でも述べたことの一部ですが、
「外科学
のあり方」
に関する一考察を述べてみたいと思います。
外科学の最近の発展は目覚ましいものがあること
は衆目の一致するところです。外科治療においては、
鏡視下手術に代表される、所謂「低侵襲手術」の進
歩は患者のQOLに大きく寄与しています。しかしな
がら、
「外科治療」というものは、いかに「低侵襲」
であるとしても、何らかの、幾許かの負担を生体に
もたらすこともまた事実であります。
外科手術は、例えばがんに対する根治性などを目
的とする一方で、その手段たる治療は可能な範囲で
「低侵襲化」を図ることが求められており、その客観
的指標としての予後や患者QOLの面からの評価がな
されています。確かにこれは外科学の一義的目的で
あり「王道」であると考えられます。しかしまた一
方で、
「外科学」を通した「医学」の発展には、その
多少を問わず外科による「侵襲」や「臓器切除」に
よって、
その「欠損」から浮かび上がってくる「真実」
からもたらされた数々の輝かしい研究成果が大きく
寄与していることも事実です。
外科医として初のノーベル賞受賞者のEmil Theodor
Kocherは多くの全摘術も含む甲状腺手術を施行し、
術後患者の丁寧な観察を行い、初めて甲状腺の機能
がより明らかとなりました。そしてノーベル賞の受
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
賞理由は「甲状腺の生理学・病理学および外科学に
関する研究」
（傍点、筆者）でした。また胃全摘後の
病態の一つの所謂以前の「無胃性貧血」
「悪性貧血」
から、胃の造血能への何らかの関与が示唆され、そ
の後の「内因子」や「ビタミンB12」の存在の発見
へとつながってきました。
このように私たち外科医は患者QOLを重視した目
前の疾患の治療を一義的目的としていますが、一方
で、手術によってもたらされる臓器の欠損や損傷にも
謙虚に目を向けることも、もう一つの責務と考えます。
太陽の光が陰った後の夜空に満天の星の存在がわ
かるように……。
―青いお空のそこふかく、海の小石のそのように、
夜がくるまでしずんでる、昼のお星はめにみえぬ。
見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるん
だよ。―
（金子みすゞ「星とたんぽぽ」の一部）
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ルギー疾患診療ガイドラインを編集・発行し、さら
に改訂できたことです。第一内科の諸先輩がずっと
取り組んできた職業性喘息の研究の流れの中で一つ

退任にあたって
保健学研究科
教授 土橋

の画期的出来事と思っています。基礎的研究として
は、酸化ストレスに関連しグルタチオンレドックス
によるTh1/Th2制御の解析や医工連携による大気

邦生（昭53卒）

μPIXEによる石綿肺の病態解析など、多くの共同
昭和53年群馬大学医学部を卒業し、ただちに第一

研究者の努力により画期的成果があげられました。

内科（小林節雄教授）に入局して以降、途中留学な

さらに、産学連携では、ハウスメーカーと協力しア

どで群馬大学を離れたことはありましたが、群馬大学

レルギー対策住宅の有効性の検証も10年以上にわた

には長らくお世話になりました。無事退任できるのも、

り行えたこと、群大薬剤部や群馬薬剤師会との共同

群馬大学医学部同窓会の諸先生がたをはじめとする

で、群馬吸入療法研究会を立ち上げ、吸入薬の使用

多くの方々の支えのおかげと感謝申し上げます。

の標準化と病薬連携システムの構築と普及をおこな

第一内科の研修医の時受け持った過敏性肺炎の患
者との出会い、その症例報告が日本内科学会雑誌に

えたことなど、多くの皆様のご協力の賜物と感謝い
たしております。

掲載されたことがきっかけとなり、呼吸器・アレル

学会開催につきましては、2001年第140回日本結

ギー内科を専門とすることにいたしました。その

核病学会関東支部総会及び第147回日本呼吸器学会

後、さらなる呼吸器・アレルギーの研究のために

関東地方会、2007年第50回日本産業衛生学会

は、急速に進歩していた現代免疫学の習得が必須と

ルギー・免疫毒性研究会、2009年第19回国際喘息学

考え、1982年医局には無理を言って当時最先端の研

会日本北アジア部会、2010年第41回日本職業・環境

究室である大阪大学腫瘍発生教室（濱岡利之教授）

アレルギー学会・学術大会を開催し、そして2017年

に国内留学いたしました。ここでIL-5の発見者高津

には、東京国際フォーラムで第66回日本アレルギー

聖志先生の指導を受け、研究というものについて学

学会学術大会を開催でき、約6200人の参加者があり

ぶことができました。幸い阪大で学位をいただいた

ました。これら学会では、後輩や大学院生らがスタッ

後、1987年濱岡教授の推薦で米国ペンシルバニア大

フとして献身的な協力をいただき無事成功させるこ

学病理学教室（Mark Greene教授）のもとに留学す

とができました。改めて感謝申し上げます。

アレ

る機会を得ることができました。国内留学の上、海

保健学科の教授に2005年に就任後、印象に残るの

外留学まで許していただいた医局には、今でも感謝

は、３年生後期から４年生前期にわたって行われる

いたしております。米国では、本当は免疫を勉強し

卒業研究でした。毎年２−３人の学生が研究課題を

に行ったのですが、Greene先生からは、受容体型

決めて、リハビリテーションの研究を行い発表する

がん遺伝子（c-erbB2/HER2）のチロシンキナーゼ

授業ですが、なるべく課題は、学生自身の素朴な疑

の制御機構の解明を課題として与えらました。当初

問に基づいて決めました。学生は、大変ユニークな

の目的とは異なりましたが、ボスの命令だし、ここ

課題を考えてきて、感心しむしろこちらが勉強にな

で分子生物学の基礎を学ぶのもせっかくの機会だか

るくらいでした。皆、まじめに研究し、多くの興味

らと、その解明に努力しました。幸い成果は有名な

ある結果を引き出しました。大学院では、在任中修

ジャーナルにもアクセプトされ、さらに大切なこと

士課程８人と博士課程４人を卒業させることができ

は、日本に帰ってからの研究で大いに役立ったこと

ました。こちらが忙しくて十分指導できたか心配で

です。最近の若手医師があまり海外留学をしなくな

したが、皆無事卒業できたことは、おのおのの努力

りましたが、ぜひとも一度は海外に留学することを

の賜物とこちらが感心する次第です

勧めます。家族も金はありませんでしたが、あんな
楽しい時期はなかったと今でも申しております。

退任後は、上武呼吸器科・内科病院にお世話にな
り、そこで診療並びに臨床研究を続けてまいる所存

1991年群馬大学に戻ってからの研究成果として

です。今後ともよろしくお願い申しあげます。稿を

は、まず職業性喘息をはじめとする職業性アレル

終わるにあたり、改めましていままで私を支えてい

ギー疾患の診断・治療の標準化を試みた職業性アレ

ただいた皆様方に感謝申し上げます。
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研究の向上に貢献することを目的とする。」とあり

卒業おめでとう

ます。この基本姿勢をもう一度再認識し、忘れない
で下さい。全国には同窓会・刀城クラブの支部があ

刀城クラブの由来と
基本姿勢を再認識する

ります。困った時には、支部の先輩方がきっと皆さ
んの力になって下さると思います。後ろには、同窓
会・刀城クラブ本部と群馬大学医学部が控えていま
す。何でも相談してください。そして皆さんが先輩

医学部同窓会・刀城クラブ
会長

飯野

になった時、後輩の同窓生の相談に乗ってあげて下

佑一（昭46卒）

さい。諸君がこれからの同窓会を盛り立て、発展さ
皆さん、御卒業おめでとうございます。ご家族様
のお慶びもいかばかりかと存じます。卒業後は個性

せてゆくのです。その気概をもち続けていただきた
いと思います。

豊かな人間として未来へ向かって大きく羽ばたい

群大病院の一連の医療事故問題では皆さんは著し

ていただきたいと思います。さて、同窓会・刀城

く心を痛めてこられたことと思います。二度とこのよ

クラブは今年で創設66周年を迎えました。昭和27

うな医療事故を起こさないために、学長、病院長を

年（1952）４月同窓会・刀城クラブが誕生しまし

中心に群大病院の信頼回復に向けて全力で取り組ん

た。刀城の刀は坂東太郎利根川の（利）
、刀圭（本

でいます。特定機能病院としての再認定も近いこと

来、薬を盛るさじの意、転じて医術を表す）に通

と思います。同窓会も、頑張っています。徐々に好

じ、城は赤城山の城、仲間の城郭、更に学問や心の

転してゆくものと思われます。今後群馬大学医学部、

よりどころとしての城郭を意味します。母校の西側

医学部附属病院、さらに群馬大学と同窓会・刀城ク

を流れる利根川、北に聳える赤城山など周囲の景観

ラブとの連携がますます重要になってくるものと思わ

も含めいかに先輩方が母校に愛着を持っていたか刀

れます。卒業生の皆さんの活躍に期待しております。

城クラブ命名の由来を見てもわかります。昭和キャ

卒業されてから大切な事が二つあります。それは

ンパスの建物はすべて新しくなりましたが、樹齢を

きちんと挨拶をすることと、時間を守ることです。

重ねた銀杏の木々やヒマラヤスギの巨木を見るたび

このことは社会での基本ですがもっとも重要です。

に先輩方の築いてこられた伝統と歴史の重みを感じ

皆さんが個性豊かな人間として、気骨のある人間と

ます。群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ会則の第

して、義理人情に厚い人間として今後益々発展され

３条に「本会は、会員相互の研修と親睦を図るとと

ますことを願っています。まことに簡単であります

もに、群馬大学医学部の発展に寄与し、併せて学術

がお祝いの言葉といたします。

学位記伝達式後の集合写真（平成30年３月23日 基礎研究棟前にて）
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士など多職種の連携が必要です。診断と処方だけで
なく、患者教育も重要ですし、治療法選択にあたっ
ては倫理的な考え方も求められます。そこで、チー

着任のご挨拶

ム医療や医療の質改善に関する知識・技術を深める
ためにノースカロライナ大学チャペルヒル校・公

医療の質・安全学講座
教授

小松

衆衛生大学院に進み、2010年には公衆衛生学修士

康宏（特別会員）

（MPH）を取得することができました。
2010年、聖路加国際病院は国際的病院評価機構

平成29年11月１日付で群馬大学大学院医学系研究

であるJCI（Joint Commission International）認証

科に新設された「医療の質・安全学」教授を拝命い

をうけることとなりました。認証準備にあたって、

たしました。病院の医療の質・安全を強化し、新た

病院全体の医療の質・安全を統括する部門として、

な学問分野を開拓・発展させていただく機会をいた

QI（Quality Improvement）センターが設立され、

だき、身に余る光栄であると感謝するとともに身が

私が責任者となりました。JCI認証は、病院の医療

引き締まる思いです。

の質・安全が国際標準に達していることを示すもの

北関東における医学教育、研究、高度医療の中心

ですが、審査項目は約1200項目にのぼり、サーベイ

である本学には、最高水準の医療を提供することが

ヤが現場に足を運び、実際の診療プロセスをも厳し

期待されています。最高水準の医療とは、現代医学・

く評価します。これまで２回の本審査、２回の模擬

諸科学の到達点を踏まえた標準的医療を確実、安全

審査をうけるなかで、医療の質・安全の国際標準と

に提供したうえで、患者・社会の期待に応えことが

は何かを理解するとともに、それを維持・発展させ

できる医療です。社会の期待に応えるには、新規技

るためには病院全体の意識改革、安全文化を築くこ

術の開発、応用といった研究も欠かせませんが、研

とが不可欠であることを痛切に感じました。

究を推進するうえでも、大学・病院の医療の質・安
全文化を強化することが重要となります。

「医療の質」とは、医療制度の枠組みのなかで、
現在の医療水準からすれば提供できるはずの医療

私は昭和59年に千葉大学医学部を卒業し、聖路加

に、現実に提供されている医療がどれほど近いかを

国際病院での初期研修後、東京女子医科大学腎臓小

意味しています。禁煙教育、ガイドライン遵守、手

児科に入局し、腎臓病学の診療、研究に従事しまし

指衛生など当然するべきことが行われていないのが

た。この間、フロリダ大学医学部薬理学教室に留学

現実です。体系的、科学的な方法を用い、医療者な

し、尿細管単離法を用いた集合尿細管カリウム輸送

らびに患者の意識と行動を変え、業務プロセスを改

の研究を行いました。その後、千葉県こども病院腎

善し、医療者にとっても、患者にとっても価値ある

臓科医長として勤務していた1996年秋に、聖路加国

変化につなげていくのがQuality Improvementとい

際病院名誉院長の日野原重明先生からお電話があり

う領域です。医療の質と患者安全は表裏一体で、海

ました。聖路加国際病院の腎センター・透析室を拡

外ではQuality and Patient Safetyに関する多くの実

大したいので手伝ってほしいとのお話です。私は腎

践、研究が進んでいます。

臓・透析の専門医ではあっても小児科医でしたので

これからは病院の医療安全体制を強化するととも

お断りしたのですが、何度もお誘いをうけ、直接お

に、本邦における「医療の質・安全学」の発展に貢

話ししないと失礼であろうと聖路加国際病院に足を

献できるよう精進するつもりです。着任後１か月が

運びました。日野原先生に事情をご説明したところ、

たちましたが、群馬大学医学部附属病院のスタッフ

君はまだ若いのだから今から内科の勉強をすればよ

の皆様の能力の高さ、誠実な人柄、熱意に感銘をう

い、といわれ、小児腎臓病医から腎臓内科医にすす

けております。学問の発展、専門家の育成、地域社

むことになりました。腎臓・透析分野では指導医で

会への貢献という大学病院の使命を発展させるとい

したが、内科医としては一からの出発で、苦労もあ

うこれまでの仕事を引き継ぐ大勢の仲間の一人とし

りましたがそれ以上に学ぶことが多い日々でした。

て働くことができることを光栄に思います。群馬大

腎臓病・透析医療は医師だけではすすめることが

学医学部同窓会の先生方におかれましては、ひきつ

できません。看護師、栄養士、薬剤師、臨床工学技

づきご指導・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
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成23年には慶應義塾大学医学部腫瘍センターへの異
動し、消化器がん診療の診断法・低侵襲療法の研究
開発に携わって頂きました。平成26年からは、大学

着任のご挨拶

の最も重要な関連病院である国立病院機構東京医療
センターの消化器科医長として、消化器内科領域の

消化器・肝臓内科学分野
教授 浦岡 俊夫（特別会員）

診療と科のマネージメント、若手教育を行って参り
ました。

このたび、新しく設けられました群馬大学大学院

教育面においては、我が国の内視鏡医療は世界の

医学系研究科内科学講座消化器・肝臓内科学の主任

トップレベルであるという現状を踏まえ、今後も国

教授に平成30年１月１日付けで就任いたしました浦

際的視野を持って教育・啓蒙活動を継続して行けれ

岡俊夫でございます。群馬大学医学部刀城クラブ会

ばと存じます。前任の東京医療センターは、医師臨

報を通じて群馬大学医学部同窓会の皆様にご挨拶さ

床研修マッチングの第一希望者数が毎年全国でトッ

せていただく機会を与えていだだき、誠にありがと

プクラスであるなど初期および後期研修医が多く登

うございます。

録されておりました。今後、若手医師教育にも力を

私は、昭和45年に父の仕事の関係で石川県の金沢

発揮できればと存じます。

市で生まれ、その後富山市に移り、中学１年生まで

診療面では、自身が高度な消化器内視鏡知識と技

北陸で育ちました。今年は群馬も雪が多かったです

術を会得する機会を多くいただいてきた経験をもと

が、就任後たくさんの雪に驚きつつも一方でとても

に、患者さんに最善の低侵襲治療を提供させていた

懐かしい感じがしました。実家は愛媛県でございま

だくことを目指しております。東京医療センターで

す。「浦岡」という苗字は関東には少なく関西に多

は、症例数の飛躍的な増加を得ることが幸いできま

いのかと尋ねられることがありますが、愛媛県でも

した。もちろん、様々な方面からのサポートをいた

数少ない苗字であります。一方で、数少ない苗字は

だいたお陰であります。これらの経験を活かして、

英文論文のweb検索には助かります。

群馬大学大学病院での診療力の向上に寄与できれば

これまで私は、消化器、特に消化管内視鏡の診

と存じます。

療、非臨床・臨床研究および教育の活動を行って参

研究面では、がんセンターグループを含む多施設

りました。平成６年に川崎医科大学を卒業後、岡山

共同研究の実績や慶應義塾大学での内視鏡治療分野

大学消化器内科に入局いたしました。消化管内視鏡

のトランスレーショナルリサーチや他の研究部門と

の世界に身を投じることを希望し、平成14年から４

の先端生命科学研究の経験から、今後の新しい研究

年間国立がん研究センター中央病院・内視鏡部で研

分野を構築していくことができればと存じておりま

修医・専門修練医をさせていただき、技術のみなら

す。医理工連携にも力を入れて参ります。
社会活動として、外科系社会保険審議委員会をは

ず臨床研究の立案・実施も学ばせていただきました。
また、その中で消化管病理学の研修もさせていただ

じめ、内科系学会社会保険連合関連の委員、各学会

き、内視鏡を通じて何を見ているのか、ということ

の委員を務めさせていただくなどの多くの経験をこ

を考えることのできる良い経験をさせていただきま

れまでさせていただきました。群馬大学の高い医療

した。今も交流させていただく良き先輩や仲間とも

倫理を維持しつつ、貴大学の組織および運営にお役

知り合うこともでき、国立がん研究センターでの生

に立てればと存じます。

活は私の医師人生のターニングポイントとなりまし

浅学の身ではございますが、群馬県の医療に少し

た。その後帰局し平成22年まで在籍していた岡山大

でも貢献できますように教室員共々臨床、研究およ

学・消化器内科では、国内はもとより、教育・技術

び教育に一層精励ししていく所存でございます。今

指導を目的として英国に招聘される機会をいただく

後、温かく教室の立ち上げを見守って頂きながら、

など海外での活動も積極的に行って参りました。平

ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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も貢献することができたと考えております。この４
月（本原稿執筆は２月）にはロボット支援下手術を
含む婦人科領域の腹腔鏡下手術の新術式の保険収載

着任のご挨拶

が予定されております。安全第一をモットーに一歩
ずつ前に進んでいく所存です。

産科婦人科学分野
教授

岩瀬

生殖医療に関しては、2015年の国内出生児の約20

明（特別会員）

人に１人が、体外受精関連技術によるところとなり、
私が医師になった二十数年前に比べ格段の普及をし

この度、平成30年２月１日付で群馬大学大学院医

ております。しかしながら、本技術をもってしても

学系研究科産科婦人科学講座の教授を拝命いたしま

卵が獲得できない場合には、自己卵による挙児を得

した。産科婦人科学講座は、昭和19年２月にご着任

ることは不可能であることにより、残存卵子数の指

された清水直太郎先生により開講され、梅沢実先生、

標である卵巣予備能の評価を臨床研究のテーマとし

松本清一先生、五十嵐正雄先生、伊吹令人先生、峯

て取り組んでまいりました。中でも、子宮内膜症性

岸敬先生と続き、私が７代目となります。伝統と実

卵巣嚢胞手術後の卵巣予備能を抗ミュラー管ホルモ

績のある教室をお預かりすることになり光栄である

ンにより評価・解析した論文は、発表当初から多数

とともに重責を痛感しています。本誌面をお借りし、

引用され研究者冥利に尽きる思いがしております。

群馬大学医学部刀城クラブの皆様には謹んでご挨拶

臨床研究も軽視することなく取り組んで参りたいと

申し上げます。

思います。

私は昭和43年に名古屋で生まれました。平成７年

周産期医療については、2000年代に入ってから福

に名古屋大学医学部を卒業し、外科学、腫瘍学、内

島県大野病院事件に代表されるいくつかの象徴的な

分泌学といった医学における普遍的な側面に加え、

事件が、周産期医療に伴うリスクと過重労働性、今

産科医療における救急医学的側面、生命誕生の神秘

後の周産期医療を担う人材と医療体制の整備の必要

に関わることのできる特殊性に魅了され、今日まで

性を再認識させました。私は3年前より群馬大学に

産婦人科医として研鑽を積んで参りました。春日井

異動するまで名古屋大学医学部附属病院総合周産期

市民病院での初期研修修了後、平成９年に名古屋大

母子医療センター長を務めましたが、この課題への

学の博士課程に進学し、水谷栄彦教授（現名誉教授）

取り組みは、より困難な群馬県において最優先課題

のもと胎盤酵素の機能解析のテーマで学位を取得い

の一つとして継続してまいりたいと考えております。

たしました。平成13年から２年間、Weill Medical

2010年ノーベル賞受賞のエドワーズ博士に代表さ

College of Cornell University（現Weill Cornell

れる革新的な技術開発により急速な発展をとげた生

Medical College）に留学いたしました。ニューヨー

殖医療ですが、近年の成績は頭打ちとなっています。

クマンハッタンという土地で、世界中から集まった

より根源的な生理現象や病態の解明が必要であると

研究者と交流する機会を得られたことは研究を継続

認識しておりますが、幸い群馬大学産婦人科学教室

するための大きな刺激となりました。また留学中に

は生殖内分泌領域の研究で卓越した実績を挙げてこ

間近で911のテロに遭遇し、医療や研究以外の事に

られた教室であり、この伝統を受け継ぎ発展させる

も視野を広く持つ必要性を痛感いたしました。

ことでブレイクスルーを目指して参ります。

帰国後、サブスペシャリティとして生殖医療と内

人材を育成し群馬県の拠点病院としてふさわしい

視鏡下手術に取り組んで参りましたが、吉川史隆教

医療を提供していくこと、基礎・臨床研究の成果を

授体制となりセクションの責任者に命ぜられまし

産婦人科医療における次世代の医療技術開発につな

た。以後、これまで約900例の腹腔鏡下手術に関わり、

げていくことが当面の目標になります。いずれの課

ダヴィンチによるロボット支援下手術や先進医療で

題も他分野の先生方のご理解・ご協力を得ながら進

ある子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘術の導

めていく必要があります。同窓会の先生方におかれ

入を果たすことができました。さらに多くの関連病

ましては、今後ともご指導ご鞭撻を賜りたくお願い

院へ腹腔鏡下手術の指導に呼んで頂き、地域医療に

申し上げます。
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でに経験をしたことのない少子高齢化が進んでおり

64

ます。群馬県も例外ではなく、また、富岡を含めた

医師として
総合力の習得を
公立七日市病院
院長 竹原

西毛地域はさらに高齢化が進んでおります。高齢者
はいくつもの疾病を抱えており（多病）、内科疾患
のみならず、整形外科疾患や皮膚科疾患、眼科疾患
など多種多様です。このような患者に対応するため

健（昭58卒）

には、自身の知識や他科との連携も必要となります

私は昭和58年に群馬大学医学部を卒業いたしまし

し、何を優先するかというトリアージ感覚、他の疾

た。ご縁がありまして、58年卒のクラス委員を拝命

病が悪化しないように配慮する感覚も問われます。

いたしましたので、３年に一度のクラス会で、刀城

また、疾患が回復したとしても、日常生活自立度

クラブ会報に同窓会の報告をさせていただいており

（ADL）が低下したり、認知機能の低下が出現して、

ます。

これまでと同様の生活を維持できないこともよく経

卒業直前までどの科に入局するか悩んでおりまし

験するところです。そのため、リハビリテーション

たが、当時の群馬大学第１内科は多臓器にわたり幅

が必要になったり、ケースワーカーと連携したりと、

広く研修ができて、専門を決めるのはその後でも良

多職種と協同作業をしていくことも求められます。

いとのことで、群馬大学第１内科に入局して、群馬

そして、何よりも患者やその家族が何を望んでいる

大学病院で１年間、臨床研修をさせていただきまし

のかということも鑑みて医療を行うバランス感覚も

た。２年目は下仁田厚生病院内科に勤務、内科一般

見逃すことはできません。すなわち、このような課

臨床を学びました。３年目から７年間、国立療養所

題をいくつも並行して実践できる総合力が必要とさ

西群馬病院（現在の渋川医療センター）にて消化器、

れます。もちろんこの医師としての総合力は一朝一

肝臓疾患、慢性呼吸器疾患を中心に経験させていた

夕に習得できるものではありませんが、日々、研鑽

だきました。平成４年に群馬大学第１内科に戻り、

することは重要なことと考えます。

消化器肝臓疾患の医療・研究・教育に当たりました。

その一方で、医学はもの凄いスピードで進化して

その後、平成８年からは薮塚本町医療センター（当

おります。例えば、私が大学を卒業した時、Ｃ型肝

時）に７年間、勤務いたしました。薮塚本町医療セ

炎はまだ発見されておらず、非Ａ非Ｂ肝炎として扱

ンターは国保診療所と介護老人保健施設で構成され

われておりました。その後、1989年にＣ型肝炎ウイ

ており、診療所では一般外来や往診、予防接種業務

ルスが発見され、インターフェロン（IFN）治療が

などさまざまな診療所業務、そして、老人保健施設

開始されました。現在では、直接作用型抗ウイル

では平成12年に導入された介護保険制度による介護

ス薬によるIFNフリー治療により、Ｃ型肝炎はほぼ

事業の経験をいたしました。平成15年からは公立七

100％治癒する時代となりました。大学においては

日市病院に勤務となり、主として高齢者の医療に携

このような最新の医学、医療を研究し、教育、実践

わってきました。平成26年４月に公立七日市病院院

していくことは必須のことと考えます。

長を拝命いたしまして今日に至っております。医師

この数年、母校は芳しくない話題でマスコミを賑

となり、35年がたちますが、これまでの経験を通し

わせており、学内の機構の改革が進んでいると聞き

て、全人的医療をしていくことの重要さ・大切さを

及んでおります。最新の医学、医療を研究し、教育、

感じてきております。医療を取り巻く情勢がさらに

実践するにはその専門性が必要とされます。その専

厳しく、制度も目まぐるしく変わっておりますが、

門性を追求していくことは言うに及びませんが、医

より的確な経営判断が求められる中で病院の運営を

師に求められるのは様々な局面で課題を解決できる

預かる重責を与えられたことに身の引き締まる思い

総合力と考えております。そのような医師が育成さ

で勤務をしております。

れ、この群馬の地で、そして富岡で、大いに活躍す

今回、母校に望むという題目をいただきましたが、

ることを祈念しております。

自分の医師人生を通して、感じていることを述べさ

これからの母校の益々の発展を期待しながら、筆

せていただきます。これまでの多くを内科医師とし

をおきたいと存じます。これからもよろしくお願い

て地域医療に取り組んできましたが、日本は今ま

いたします。
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芭
蕉
女性医師シリーズ

56

私の30年
群馬県立がんセンター

村山佳予子（昭63卒）
私は昭和の最後の年に医師になりました。現在
のような研修制度はなく、毎年卒業生の半分くら
いは群大の中の医局を選んで入局していた時代で
す。群馬県出身で自宅から通学していた私は、群
大に残ることは早々と決めたのですが、どこに入
局するかでは随分と悩みました。漠然と内科系の
科で悪性腫瘍の診療にかかわりたいと考え、放射
線科にするか血液疾患を扱う第三内科にするかで
ぎりぎりまで迷いどうしても決められず、最後は
自ら作った籤引きで第三内科への入局を決定した
のです。
その年、第三内科には内部から８名、外から１
名、計９名の新人医師が入局しました。同期が沢
山いるというのはそれだけでなんとなく心強く、
採血や血管確保の練習をし合ったり、指導医にも
聞きづらい些細なことを相談しあったりしたもの
です。研修医一人あたりの担当患者は４〜５名で
したから、今にして思えばそれほど仕事は多くな
かったはずですが、朝から夜遅くまで夏休み以外
はほとんど毎日病院に行っていました。
２年目は関連病院での研修になります。深谷赤
十字病院での研修を選んだ私は、親元を離れ、生
まれて初めての一人暮らしを経験しました。腎疾
患や血液疾患にほぼ限定されていた第三内科での
診療とは異なり、深谷赤十字病院では内科全般の
診療に関わることができました。上司の先生方に
も本当に良くして頂き、半年間という短い間でし
たが、
充実した楽しい研修でした。またホームシッ
クにもならず一人暮らしを満喫した私は、前橋に
戻って間もなく親元から独立しました。
２年目の後半は、済生会前橋病院で研修を受け
ました。現在のような白血病治療センターはまだ
ありませんでしたが、当時から血液疾患の診療を
熱心に行う病院で、そこでの研修を経て、私は血
液疾患の専門医になることを改めて決心し血液グ
ループの一員となったのです。

第249号

３年目以降は関連病院で臨床を学ぶと共に、研
究日には大学で実験を行うことになっていました
が、どうも細胞相手の実験は大雑把な私の性に合
わず、指導してくださる先生には随分とご迷惑を
かけてしまいました。今でも申し訳なく思ってい
ます。
勤務先は１年ごとに変わり、現在勤務している
県立がんセンターは４か所目の勤務先になりま
す。当時勤めていた総合病院にできればもう１年
勤めたいと考えていた私にとって、常勤の部長と
二人きりというがんセンターへの転勤は、正直な
ところあまり喜ばしいことではありませんでし
た。前橋から太田までの片道１時間を超える長距
離通勤も最初は何となく憂鬱に思っていました
が、実際に勤めてみると思いの外居心地のいい職
場だったのです。当時の上司である島野先生は、
私の20年先輩です。温厚な先生で本当に良く指導
してくださり、そのお蔭で私はのびのびと診療に
励むことができました。がんセンターに２年勤務
した後、同種移植を勉強したくて深谷赤十字病院
へ転勤しましたが、３年後には自ら希望してがん
センターに戻ってしまいました。悪性リンパ腫や
白血病、多発性骨髄腫などの造血器腫瘍の治療に
ついて、血液内科だけでなく他科（特に病理や放
射線科）の先生方にも気軽に相談でき、本当に勉
強になりました。
がんセンターに戻って４〜５年経った頃と記憶
していますが、第三内科の人員不足から、がんセ
ンターが関連病院から外されるという事態に陥り
ました。本来ならば医局員として他の関連病院へ
転勤するはずでしたが、我儘を言ってがんセン
ターに残らせてもらい現在に至っています。
この病院での勤務は20年を超えました。医師に
なってからの年月のうち、2/3以上を同じ病院で
過ごしたことになります。最初にこちらに勤め始
めた時には、これ程長く続くとは想像もしていま
せんでした。ご縁とは不思議なものです。
プライベートで大きかったことと言えば、40歳
を目前にして猫を飼い始めたことでしょうか。最
初に飼った猫はもう亡くなってしまいましたが、
今でも２匹の猫と同居中です。月並みですが、私
にとって彼らと過ごす時間は最高の気分転換に
なっています。
来年は年号が変わりますが、平成の30年間は
あっという間に過ぎてしまいました。50代半ばと
なると、流石に体力の衰えを自覚せざるを得ませ
ん。人間としても医師としても折り返し地点を過
ぎ、あとどれ位頑張れるかはわかりませんが、望
んだ仕事を長く続けられることに只々感謝する毎
日です。
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平成29年度パジャジャラン大学交換交流学生の歓迎会

インドネシア・パジャジャラン大学医学部の学生
４名（Aisyahさん、Danissaさん、Faisal君、Farras君）
が平成29年11月28日（火）から10日間、昭和キャン
パスを訪れました。学内外で見学実習を行い、12月
１日（金）には同窓会主催の歓迎会を石井ホールに
て開催していただき、飯野会長、白倉幹事長はじめ、
副会長の松崎生体構造学教授および鈴木庄亮名誉教
授のご臨席を賜り、両校の医学生間の交流が和やか
に行われました。
歓迎会では、毎年、パジャジャラン大学医学生た
ちがインドネシアの民族衣装を身に纏い、さまざま
な地方の踊りを見せてくれます。今回は、パジャジャ
ラン大学がある西ジャワ州のスンダ民族の舞踊を披
露してくれました。続いて、東ヌサ・トゥンガラ地
方の舞踊を参加者皆で見様見まねで踊り、楽しい時
を過ごしました。
群馬大学とパジャジャラン大学とは1996年に姉妹
校提携を結び、医学生の交換交流が1998年から開始
されました。当初より群馬大学医学部同窓会の援助
によって支えられ、今回で19回目になります。今回
の実習では、医学部附属病院の麻酔科、循環器内科、
産婦人科、核医学読影室の見学のほか、脳神経外科
の手術や重粒子医学センター、基礎では分子細胞生
物学、学外では介護老人保健施設「創春館」の視察
見学、群馬県庁では保健予防課のご協力で群馬県に
おけるエイズや結核、禁煙対策やがん対策について

現状と課題をレクチャーしていただき活発な質疑応
答ができました。
この交流プログラムは双方向であり、群馬大学か
らは医学部５年生４名（長田さん、正古さん、藤川
さん、松岡さん）が平成30年１月25日から２月３日
までパジャジャラン大学医学部で見学実習をさせて
頂きました。学長のTri先生や新医学部長に就任し
たSetiawan先生など、もう何度も昭和キャンパス
を訪れています。パジャジャラン大学にはその他
にも群馬大学大学院医学系研究科の卒業生が多数お
り、これまでの交流の実績を物語っています。
パジャジャラン大学の先生方からのお話では、イ
ンドネシアではこれまで家族計画や母子保健に力
を入れてきましたが、高齢者対策も進められつつあ
るようです。日本における65歳以上の高齢者人口は
3,459万人（2016年）となり、総人口に占める高齢化
率は27.3%です。インドネシアの高齢化率は5.28％に
しかすぎませんが、２億４千万の人口を抱えるイン
ドネシアでは高齢者の数も徐々に増加しています。
インドネシアでは地域におけるコミュニティ活
動が盛んです。これまでの家族計画の普及や母子
保 健 対 策 は、 プ ラ イ マ リ ケ ア を 担 っ て い る 保 健
所（PUSKESMAS） や 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 主 体 の
POSYANDUと呼ばれる保健予防活動を中心にして
進められてきました。高齢者対策もそうした地域コ
ミュニティを中心として展開されていくものと思わ
れます。日本では地域包括ケアシステムの導入が進
められつつありますが、地域社会での活動の活発化
は難しいのが実状です。地域活動に関してはインド
ネシアが一つのお手本になるかもしれないと考えて
います。以上、ありがとうございました。

白倉幹事長とパジャジャラン大学代表学生

国際交流パジャジャラン大学担当
（小山）
と代表学生

公衆衛生学分野
国際交流パジャジャラン大学担当

小山

洋（昭56卒）
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パジャジャラン大学交換留学実習報告
料で治療を受けることができ、それ以外の疾患は高

パジャジャラン大学
交換留学を終えて
長田

次医療機関への紹介となります。バンドン市内に設
置された30か所のプスケスマスでは、地域や学校で

菜穂（医学科６年）

の健康教育や疾病予防、医療関係者に対する研修も
行っています。４年生または５年生のうち９週間は

今年の冬に、インドネシアにあるパジャジャラン

ここで臨床実習を行い、診療に参加するだけでなく

大学との交換留学プログラムに参加させていただき

その地域の医療政策を考え発表します。また１年生

ました。この場をお借りして私が学んできたことを

から３年生までは全ての学期で公衆衛生学の講義が

ご報告させていただきます。

あり、公衆衛生学を学ぶ機会が多い環境を大変羨ま

パジャジャラン大学のあるバンドン市は、首都ジャ

しく感じました。

カルタから東南へ約180km離れたところに位置し、

インドネシアの医療のみならず文化や宗教につい

1995年にアジア・アフリカ会議が初めて開かれた都

ても学ぶことができ、とても実りの多い10日間とな

市としても有名です。私たちが主に実習をした、西

りました。熱心に医学を学ぶ現地の学生達との出会

ジャワ州最大の病院である大学付属ハサン・サジキ

いは大きな収穫の一つです。帰国後も毎日のように

ン病院では、広い院内の通路を塞いでしまう程の患

連絡を取り合う彼らとは、生涯付き合っていきたい

者の数に驚かされました。１日の外来患者600人以上

と思います。今後も多くの後輩達が20年以上続く本

という国立チチェンド眼科病院では、眼科が10の専

プログラムに参加し、私たちと同じあるいはそれ以

門領域に分かれていてどれも興味深く感じました。

上の収穫を得ることを願ってやみません。

保健所と診療所の機能を併せ持つプスケスマスも

同窓会・後援会の方々、鈴木庄亮名誉教授、小山

訪問しました。医師、歯科医師、助産師、看護師、

洋教授をはじめとする公衆衛生学教室の先生方、本

薬剤師、検査技師、栄養士等が配置され、インドネ

プログラムにご協力いただきました全ての方々に感

シアの初期治療の中心的役割を担っています。指

謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうござ

定の144疾患であれば安い費用、貧困者の場合は無

いました。
て位置づけられ、公衆衛生の普及と国民の健康管理

インドネシアの
医療事情に触れて
正古

に大きく関わっていることが分かりました。
滞在中には２次医療機関である病院においても数

慧子（医学科６年）

日の研修がありました。国民皆保険の適用を受ける
ためには、この２次医療機関を受診する前に、１次

48年ぶりの寒波と、大雪の影響がまだ残る日本を

医療機関からの紹介が必要といったルールがあるそ

後にして、インドネシアに飛び立ったのは１月末の

うです。ここでは、小児科・産婦人科・核医学・外科・

ことでした。現地に到着すると、熱帯性気候に特有

公衆衛生学教室を見学させていただきました。施設・

な外気を肌で感じ、これから過ごす10日間に胸が高

設備面や医療水準においても、想像以上に充実して

鳴りなりました。

いて、エコーやCT検査も利用され、手術室の様子

現地で私が関心を持ったことの一つとして、県や

も日本と大きく変わらず、医療従事者にとっても環

市が運営するPuskesmasと呼ばれる１次医療機関が

境が整っているように思えました。小児科病棟を訪

挙げられます。ここは医療機関として機能するだけ

れた日には、「インドネシア栄養デー」というイベ

ではなく、日本では学校や保健所が担っているよう

ントが開催されていましたが、栄養や様々な不安に

な結核やエイズなどの感染症に対する予防知識の普

ついて気軽に医師に相談しようと、多くの家族が相

及といった活動にも携わっているとのことでした。

談に訪れている光景が印象的でした。

国民の健康を維持・促進するための多目的機関とし
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の年に、掛け替えのない体験ができたことに感謝し、

小山先生他多くの大学関係者の方々に深く感謝申し

今後の糧にしたいと思っています。最後になりまし

上げます。

たが、ご支援を賜った刀城クラブの皆様をはじめ、

パジャジャラン大学交換留学報告書
―TerimakasihPadjadjaran―
藤川

尚子（医学科６年）

「海外の医療を学び、そこで得た知識を日本に還

主主義的表れなのかもしれない。臨床実習という面
では、公衆衛生学が一つの科として組み込まれてい
る点が興味深かった。日本の医学部では、公衆衛生
学は座学にとどまっていることが多い。地域の問題
を取り上げ、具体的行動に移すというカリキュラム
は、見習うべき点が多くあると感じた。
Puskes Masは県や市が運営する保健所である。

元したい。」−この想いが原動力だった。そして、
インドネシアでの経験は、私の想像を遥かに上回る

初期医療の中核を担っており、住民に対する予防

かけがえのないものとなった。

活動・健康教育・治療活動を行うと同時に、医療関

数時間前まで雪国にいたとは信じ難いほどの暖か

係者に対する研修も行っている。法律では、病院に

さ、雨季を肌で感じさせるような湿気…私たち日本

行く前段階として、Puskes Masに行くことが定め

人学生は、インドネシアの首都ジャカルタに降り

られている。これは、病院の混雑を緩和し、医療の

立った。インドネシアは、東南アジアに位置する世

無駄を無くすという点で画期的だと思った。最新の

界最多の島国である。人口２億3000万人を超え、ム

医療機器を完備し、多くの眼科患者を診るCicendo

スリム国家としても名高い。ジャカルタから200km

Eye Hospitalでは、インドネシアの医療レベルを実

東南の都市、バンドンにあるパジャジャラン大学及

感した。Bio Farmaでは、新たな取り組みとして、

び付属病院で実習を行った。

熱帯熱・マラリア・HIVワクチンの製造にも着手し

病院内では、小児科・産婦人科・核医学科・外科・
公 衆 衛 生 学 教 室 を 見 学 し た。 院 外 で は、Puskes

ているという。近い未来、これらのワクチンが実現
したら世界的にも画期的な出来事になるだろう。
このように、インドネシアで過ごした10日間はと

Mas（地域保健所）
・Cicendo Eye Hospital（眼科専
門病院）
・Bio Farma（医薬品製造会社）を訪問した。

ても充実したものであった。実習の空き時間には音

病院は群大病院より広く、吹き抜けの渡り廊下で

楽劇場や博物館を訪れ、歴史や伝統的文化を学んだ。

各棟が連絡されていた。院内からでも見える自然の

しかし、どんな場所や物よりも、インドネシア人で

風景は心までも癒してくれた。インドネシアでは日

ある彼らから学んだことが一番多かった。家族単位

本より、感染症が大きな問題となっている。よって、

でのもてなし、院内で物売りをする病気の老婆への

入院患者の病床は感染症の有無で完全に区分けされ

施し、ムスリムとして日々の祈りを捧げる姿…あら

ていた。私たちが訪問した時はジフテリアが流行し

ゆる場面で感動を覚えた。
最後に、そんな彼らとの出会いを与えてくれた公

ており、感染症科は見学することが出来なかった。
また、保険の等級に応じて入院できる部屋が決めら

衆衛生学教室の先生方、プログラムを支えてくれた

れている点が印象的であった。これは、貧富の差の

すべての方々、同学の３人にこの場を借りてお礼申

表れである一方、医療を一つのサービスと捉えた民

し上げます。
インドネシアではカルチャーショックを受けたこ

交換留学を通して
学んだこと

とが多々ありました。医療の面においても、保険制
度や医学教育、common diseaseの違いなど発見が

松岡奈津美（医学科６年）

ありました。
インドネシアでは多くの人々がイスラム教を信仰

私は2018年１月25日から２月３日にかけて、パ

しています。驚くことは多々ありましたが、中でも

ジャジャラン大学との交換留学プログラムに参加さ

一番印象に残っているエピソードがあります。病院

せていただきました。インドネシアでの10日間は、

実習が終わり院内を歩いていたときのこと、目の不

毎日がとても刺激的で学びの多いものとなりました。

自由な高齢女性がティッシュペーパーを売っていま
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した。インドネシア人メンバーは彼女から大量の品

ていただきました。相手が用いる言語を使う努力を

を買い取り、寄付もしていました。私は彼女の存在

することで自分が相手に対して興味を持っているこ

にすら気づいていませんでした。それをとても恥ず

とが伝わりやすくなり、そのことによって相手との

かしく思いました。イスラム教の教えでは当たり前

信頼関係が築きやすくなると実感しました。言語が

のようにやっていることだそうで、見返りを求めず

違ってもわかり合おうとすることが大切で、自分か

無償の愛を提供しているように見て取れました。

ら受け入れることが相互理解につながると感じられ

医療面ではPuskesmasの制度が特に印象的でし

ました。

た。Puskesmasは日本でいうと保健所とクリニック

この交換留学プログラムに参加したことによっ

が合わさったような施設で各地域に存在し、病院

て、参加する前に期待していたものを遥かに超える

に行く前に簡単なチェックをしてから病院に振り分

体験をさせていただき、またその経験以上に成長さ

けをする機関です。段階を踏んで病院に行くように

せていただけたと感じております。

することで必要十分な医療を提供することができま

最後にこのような機会をいただきましたこと、関

す。この制度はインドネシア特有のもので、日本も

係する方々全てに感謝いたします。ありがとうござ

見習う必要があるのではないかと感じました。

いました。

人間関係を構築する上でも大切なことに気づかせ

Mulya Nusa先生と一緒に産婦人科教室にて
（平成30年１月29日）
）
30年１月25日
念撮影（平成
記
で
人
４
て
BOGOR駅に

Teguh marfe
n先生と一緒に
手術室にて
（平成30年１
月31日）

病院前にて集合写真（平成30年１月30日）
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

第29回世界病理臨床検査医学会連合会議・
第64回日本臨床検査医学会学術集会開催報告

平成29年度 関東がん専門医療人養成
拠点事業 第１回ゲノム医療国際シン
ポジウム：文部科学省“多様な新ニーズ
に対応する「がん専門医療人材（がんプ
ロフェッショナル）」養成プラン”

臨床検査医学分野
教授

村上

正巳（昭57卒）

2017年11月15日から19日にかけて国立京都国際

病態腫瘍薬理学分野

会館において第29回世界病理臨床検査医学会連合

教授

西山

正彦（特別会員）

（WASPaLM）World Congressと第64回日本臨床検
査医学会学術集会を会長として同時開催いたしまし
た。今回の会議開催にあたり群馬健康医学振興会に
協賛寄附の募金を行っていただき、理事長の森川昭
廣先生はじめ振興会の皆様ならびにご支援をいただ
いた皆様に感謝申し上げます。
WASPaLMのWorld Congressは、1951年 に ロ ン
ドンで最初の会議が開催されて以来世界各国の都市
で開催されてきました。我が国では、1983年に東京
で第12回会議が開催されて以来34年ぶり２回目の開
催となりました。11月16日に行った開会式には、三
笠宮彬子女王殿下のご臨席を賜り、お言葉を頂戴し
ました。基調講演は元京都大学総長の井村裕夫先生
に行っていただきました。開会式終了後には、女王
殿下に検査機器とポスター発表の展示会場をご視察
いただき、臨床検査医学の現状についてご説明申し
上げました。
今回の会議では、「次世代の医療の進歩への貢献」
をテーマに500題を超える一般演題の発表と国内外
の多くの学会との共催シンポジウムが行われ、海外
30 ヶ国からの参加を含めて2000名を超える出席者
がありました。11月18日の情報交換会では、本学の
平塚学長にご挨拶いただきました。私は、「臨床検
査の国際化と次世代の医療の進歩への貢献」と題す
る会長講演を行い、私の前任の臨床検査医学教授で
名誉教授の小林功先生に座長をお務めいただきまし
た。
紅葉も丁度見ごろとなり、国内外の参加者に京
都の観光を楽しんでいただくことができたのは幸
いでした。皆様のご支援とご協力により、第29回
WASPaLM World Congressと第64回日本臨床検査
医学会学術集会の両方を無事に終えることができま
した。厚くお礼申し上げます。

文部科学省 “多様な新ニーズに対応する「がん専
門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラ
ン” に採択された “関東がん専門医療人養成拠点事
業” の一環として、2018年２月17日（土）に、前橋
商工会議所にて第1回ゲノム医療国際シンポジウム
が開催されました。
関東がん専門医療人養成拠点事業は、筑波大学を
主幹校として千葉大学、群馬大学、日本医科大学、
東京慈恵会医科大学、昭和大学、獨協医科大学、埼
玉医科大学、茨城県立医療大学、群馬県立県民健康
科学大学、上智大学の計12大学が参加し、がんのゲ
ノム医療、小児・AYA世代の医療、ライフステー
ジに応じた医療の高度専門的人材の養成を目指すも
のです。群馬大学は、同事業のゲノム医療コースの
リーダー校となっています。シンポジウムでは，が
んゲノム医療に精通するフランス・モンペリエ大学
のJacques Colinge, Andrei Turtoi両先生、
ベルギー・
リエージュ大学のVincenzo Castronovo先生、国立
がん研究センターの河野隆志先生、そして理化学研
究所の中川英刀先生をお迎えして基調講演を賜り，
次いで，12大学の大学院生等が、これら世界的なエ
キスパートと直接に討論する学生向けガイダンス
セッション：ゲノム医療専門家に問う、が実施され
ました。
ゲノム医療、その専門的人材養成についての国際
シンポジウムは群馬県では初めての開催です。世界
最先端の研究成果を共有し，がんゲノム医療のさら
なる発展と均てん化を促す貴重なシンポジウムとな
りました。翌日には、群馬大学が誇る次世代・第三
世代シーケンサーや最先端質量分析機器を用いての
実践セミナーも開催されました。これらの試みを通
じ、世界レベルで活躍できるがん医療の専門的人材
が数多く輩出されるものと期待しております。
最後となりましたが、補助金のご支援をいただき
ました群馬大学医学部同窓会の諸先生方に、深く感
謝申し上げます。
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（しくじり先生）と言う演題で先生のこれまでの経

支 部 だ よ り

歴についてご講演をいただきました。
神田先生は金沢医大を卒業後群大の内科の医局に

刀城クラブ北陸支部総会報告
早川

入られ大学院を卒業されました。激動の医局時代を
経て数々の逆境をくぐり抜け常にそれをバネにして
高みを目指し金沢医科大学の学長に就任されたその

康浩（昭61卒)

経歴はお聞きして大変感動いたしました。医師たる

さる７月13日（木）、市内の料亭で刀城クラブ北

ものかくありたいと考えさせられるお話でこういう

陸支部総会が行われました。その時の様子をご報告

講演は是非一度母校の学生さんたちにも聞かせてあ

させていただきます。

げたいと思いました。

平日夜にも関わらず11名の北陸三県の同窓生が１

講演会のあと懇親会が行われ皆酒を酌み交わしな

年ぶりに金沢市内に集い楽しい時間を過ごしました。

がら近況報告を行い楽しい一夜を過ごしました。近

石川からは主賓の神田享勉先生（昭和57院卒）
、

年マスコミで群大の名が出るたびに悲しいような悔

村本卓郎先生（昭和39卒）、莇也寸志先生（昭和60卒）、

しいような気がすることも多いですが、北陸支部は

早川康浩（昭和61卒）、佐原博之先生（昭和63卒）
、

皆元気で頑張っています。全国の同窓生もそれぞれ

佐原まゆみ先生（平成１卒）、宮下知治先生（平成

の支部で頑張っていることでしょう。全国の支部で

５卒）富山からは山内博正先生（昭和50卒）、塚田

母校を盛り上げて行けたらと思っています。

邦夫先生（昭和54卒）、
福井からは竹内真人先生（昭

北陸新幹線が開業して金沢にも外国人旅行客が大

和45卒）
、石塚全先生（昭和59卒）が参加していた

変増えました。東京から二時間半、これからの季節

だきました。

は冬のずわいがにをはじめ海の幸が豊富な季節で

今回は昭和57年大学院を卒業されこのたび金沢医
科大学学長に就任された神田享勉先生をお招きして

す。全国の同窓生の皆様も是非北陸に遊びに来てい
ただけましたら幸いです。

刀城クラブ北陸支部総会（平成29年７月13日 金沢茶屋）
後列左より：佐原まゆみ（Ｈ１卒）
、早川康浩（Ｓ61卒）
、莇也寸志（Ｓ60卒）
、佐原博之（Ｓ63卒）
、
石塚全（Ｓ59卒）
、宮下知治（Ｈ５卒）
前列左より：竹内真人（Ｓ45卒）
、村本卓郎（Ｓ39卒）
、神田享勉（Ｓ57院卒）、山内博正（Ｓ50卒）
、
塚田邦夫（Ｓ54卒）
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時間の関係でリハビリテーション医療について十分

刀城クラブ伊勢崎佐波支部
総会・忘年会報告

なお話が聞けなかったは残念でした。
講演の後、鈴木先生の乾杯で会が始まりました。
忘年会や様々な会合の日程が重なった事で欠席され

伊勢崎佐波支部

岡本

た先生が多く、参加者は総勢17名と例年に比べ少人

栄一（昭63卒)

数でした。いつも参加されている石井病院院長の新

平成29年12月７日（木）午後７時よりプラザアリ

井先生（S61）は同病院の忘年会のため欠席でした

アにて、恒例の支部総会と忘年会が開催されました。

が、偶然にも忘年会の会場が隣り合わせであり、同

例年、総会には母校より講師をお招きしており、最

院の牛久保先生（H4）と一緒に白倉先生を表敬訪

近の大学の様子や診療・研究の最新情報を知る良い

問してくれました。その後、出席者一人ずつ、近況

機会となっています。今回は同窓会幹事長の白倉賢

報告して頂きましたが、諸先輩方に共通する〈年は

二先生による「群馬大学医学部同窓会の現状とリハ

とってもまだまだ現役の医師として頑張る〉という

ビリテーション医療について」という講演でした。

気概を感じました。一方、旧赤堀町で３年前に開業

刀城クラブの歴史・組織・運営について解説頂きま

された髙橋先生が初めて参加し、新人らしく今後の

したが、＜病院横にある池は、創立以来残っている

抱負を語ってくれました。来年以降も若い会員の参

唯一の建造物＞というお話は今回初めて知り、驚い

加を期待しています。最後は荒井先生の、｢群馬大

た次第です。また最近の話題として、大学全学同窓

学医学部卒業生として力を合わせて、伊勢崎佐波地

会設立の動きや同窓会名簿の問題点についてもお話

区、群馬県の医療に貢献しましょう｣という締めの

頂きました。その他、同愛会や群馬健康医学振興会

挨拶で終了しました。

の運営内容についても詳細に説明して頂き、同窓会
の多岐にわたる活動について理解が深まりました。

出席者（写真、敬称略、数字は卒業年）は、卒後
22年から49年で、昨年同様卒後平均36.5年でした。

刀城クラブ伊勢崎佐波支部総会（平成29年12月７日 プラザアリア）
後列左より：岡本栄一（Ｓ63）
、吉田寿春（Ｓ50）、森村匡志（Ｈ８）
、南部眞一（Ｓ59）
、南雲一郎（Ｓ56）
、髙橋洋樹
（Ｈ７）、大林民幸（Ｓ57）
、山本巧（Ｈ６）、田中伸幸（Ｈ元）、塩島正之（Ｓ59）
、古作望（Ｓ51）
、田中
司玄文（Ｓ59）
前列左より：鈴木豊（Ｓ47）
、荒井泰道（Ｓ46）
、白倉賢二（Ｓ50）
、本多隆一（Ｓ44）
、草場輝雄（Ｓ47）
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群馬大学医学部同窓会刀城クラブ
東京支部 第11回総会、
講演会および懇親会
東京支部会長

堀

貞夫（昭47卒）

2018年３月10日（土）
、東京・渋谷エクセル東急で
開催しました。参加者は51名で昨今では最多の参加
者数でした。例年通り記念撮影をしましたが、参加
者が多いので写真の中で一人一人の表情が具に読み
取れないほどになりました。また、今回は特別講演の
先生方の人気を反映したと思われますが、女性の参
加者が13人でした。これらの女性の先生方の卒業年
次が、平成３年から平成７年に集中していました。
小原甲一郎相談役（昭和39年卒）の司会で、式次
第により進行しました。今回も飯野同窓会長に来駕
いただき、お言葉をうけたまわりました。その後、
2017年10月21日の同窓会総会で地域医療貢献賞を受
賞された高橋日出雄先生（昭和47年卒）にご挨拶い
ただきました。今年度の活動報告や会計報告などに
引き続き、特別講演にうつりました。今回は精力的
に活躍する、二人の中堅の同窓生にお願いしました。
第１席の橋本貢士先生（平成５年卒）は群馬大学
卒業後、群馬大学第一内科に入局し、伊勢崎市民病院、
米国 Harvard Medical School: Beth Israel Deaconess
Medical Center 甲 状 腺 科 Research Fellow、 帰 国
後群馬大学内分泌内科に戻り、2013年から東京医科
歯科大学メタボ先制講座准教授に就任され活躍中
です。
「メタボリックシンドロームに関する最新の知

第249号

見《DOHaD（ドハドと発音するそうです）仮説の分
子実態を求めて》
」という演題でした。胎児期や乳児
期、離乳期の栄養状態が遺伝子に変異を起こし、成
人した後の肥満や２型糖尿病の発症につながるとい
うDOHaD仮説に立った、分子生物学的な研究成果を
披露されました。乳児期の栄養管理により、成人後
のメタボリックシンドロームの予防を目指す研究をす
るということでした。
第２席の笠原群生先生（平成４年卒）は群馬大学
医学部卒業後、群馬大学外科レジデント、京都大学
移植外科レジデント、英国 Kings College Hospital,
Liver Transplant Unit, Clinical fellow、帰国後京都
大学に戻り、2005年に国立成育医療センターに入職
し、2011年に臓器移植センター長、また2017年に副
院長に就任され活躍中です。全世界に名を轟かせ
る肝移植の第１人者から「小児肝全移植の現状」を
拝聴しました。小児の胆道閉塞には生体肝移植が欠
かせないこと、移植術を成功させるコツは graftを
trimming すること、そうして手掛ける小児肝移植の
手術件数は世界第１位であることを熱弁されました。
聴衆の多くは口を半開きにして「同窓生にすごい人が
いるんだ」と感嘆していました。
特別講演後の懇親会は、女性に多数参加していた
だいたおかげで、例年より華やかな雰囲気で時を過
ごしました。締めの挨拶は恒例に従い今回参加の最
若手同窓生である奥木聡志先生（平成25年卒）にお
願いしました。次回第12回総会は2019年３月９日の予
定あることを周知して散会しました。東京都医師会の
生涯教育認定事業による学術集会と認定されました。
申請により１点を獲得できます。

群馬大学医学部同窓会刀城クラブ東京支部第11回総会、講演会および懇親会（３月10日（土）、東京・渋谷エクセル東急）
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役で診療しています。長男の援助によるところ大です。

最後の医大三回生クラス会
（昭和29年卒）
幹事

芹沢

町田 純一：何回か入院し、歩行が難しくなってき
ました。

憲一（昭29卒）

平成29年11月12日、上野精養軒で最後のクラス会
を開きました。
出席者に一言ずつ書いてもらいました。
忠：老医師として基礎科学を追いかけるこ
阿部
ともできず、85歳で現役を退き、囲碁、ゴルフ、ス
キー等の趣味に時間を使っています。物質文明の発
達に比し精神文化、特に哲学の進化が見られないの
が、不安です。
生方 茂雄：80歳後半まで幹事のおかげと感謝して
います。小、中、高校の同窓会は、何年も前から、
終了しています。
金古

松本 俊雄：戦中、戦後の困難な中を日本の医学に
努力された諸兄のことを忘れません。

進：知力、体力の低下著明ですが、まだ現

芹沢 憲一：今回で高齢化のため、定期クラス会は
やめることにしました。数日前、白寄君から電話が
あり、五味淵君が亡くなったことを知りました。59
名で卒業したクラスは現在20名が生存しています。
体調による欠席者の市川、伊藤、小内、加藤、金子、
塩路君などに、紙上をかりて、クラス会を止めるこ
とをお伝えします。
クラスの皆さん。最後まで生き生きと明るく生き
ましょう。さようなら。
幹事として一言
編集委員会の先生方に長い間お世話になり有難うご
ざいました。
『医大』という文字が殆ど使われなくな
るであろうことを考え感無量です。
同窓会報の益々の御活躍を祈念します。

医大三回生クラス会（平成29年11月12日 上野精養軒）
後列左から：生方、松本、阿部、金古
前列左から：町田、芹沢
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原君は山路の運転にだいぶ苦労した様です。
一次会は内田君差し入れの群馬の美酒を飲みなが
ら大いに盛り上がりました。二次会では、毎日早く

昭和39年卒刀城クラブ同窓会報告
小林

寝る習慣の為だと、９時前から三々五々と部屋に消
えていきました。

二郎（昭39卒)

翌朝、10月８日（日）早く出発し、谷川岳ロープウェ

「谷川岳天神平で紅葉を見よう。来年も同窓会を」

イに向いました。今年の10月は天候不順で週末土日

昨年の同窓会（東京湾クルーズ）の時に話が持ち上

は雨が多かったのですが、幸い８日は晴れでした。

がりました。

天神平ロープウェイ駅を降りたところは、冬は天神

今回参加者は、18名（石川１、富山１、茨城１、

平スキー場となる所で、学生のころ冬山診療班に参

栃木１、埼玉２、東京６、群馬６）でした。昭和33

加した数人は懐かしく思い出したようです。今年の

年４月この年から定員60名全員が群大医学部医学進

夏は雨が多く日照時間が短かったためか紅葉が遅れ

学過程に入学、６年間一緒に学生生活を送った仲間

ていましたが、天神平より上は見事な紅葉になって

です（物故者は14名）。全員が喜寿を過ぎておりま

いました。トマの耳、オキの耳を眺めながら写真を

すが、まだまだ一線で活躍している人も多く、残念

撮りました（根本君のカメラで）。
帰りは途中窯物体験し、囲炉裏焼きを食べ、大渋

ながら参加を取りやめた人も数名いました。
平成29年10月7日（土）、朝まで降り続いた雨が午

滞を横目で見ながら午後３時高崎駅に到着。浅見君、

後からは止み、午後３時高崎駅から団体バスで出発。

佐藤君の出迎えがありました。来年もまた東京に集

渋滞の為、予定を過ぎて午後５時過ぎ、山深い水上

まりたいとのことで小原君に幹事を引き受けていた

高原ホテルに到着。都合で自分の車で参加した海老

だくことになりました。

昭和39年卒クラス会（平成29年10月８日
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来てくれた前野孝治君に乾杯の挨拶をお願いしまし
た。気兼ねのない、和やかなクラス会になりました。

昭和57年卒クラス会

おいしい料理が残ってしまったのですが、学生さん

込谷

たちがうまく処理してくれたようです。２次会は群

淳一（昭57卒）

馬ロイヤルホテルの『オリンポス』で行いました。
平成29年11月25日土曜日、群馬大学医学部付属

こちらもとても楽しい時間を過ごすことができまし

病院内アメニティーモールのイタリアンレストラ

た。次回のクラス会は、２年後の2019年11月の第４

ン『チネマ』で昭和57年卒のクラス会が開催されま

土曜日で、稲村幹夫君が幹事で、宮坂君と樋口君が

した。前回は２年前、宮坂牧宏君が幹事で東京帝国

補助することになりました。最後にご協力いただい

ホテルで開かれました。今回は吾妻通明君と私が幹

た刀城クラブ事務局の成瀬事務長、清水さんと学友

事で群馬でということになっていました。県内にい

会の学生さんたちに深く感謝し、この場を借りてお

てもなかなか母校に行く機会がないということもあ

礼を申し上げます。

り、いっそ群大病院内でやろうということで、『チ

（参加者）朝倉健、吾妻通明、安部由美子、稲村幹夫、

ネマ』になりました。開始時刻は午後6時からでし

今城純子、伊利元、大野順弘、大林民幸、小原満雄、

たが、ほとんどの方が時間厳守で６時前から来場し、

片平均、黒川公平、込谷淳一、清水敬親、住本武弘、

来た人からビールを飲み始めました。案内と受付を

田村遵一、中野実、中村哲也、長谷川正俊、樋口和

学友会の学生さんにお願いしてあったので、幹事は

彦、前野孝治、真下透、町田昌巳、松浦正名、宮坂

すでに５時から飲み始めていました。一番遠くから

牧宏、宮澤誠、村上正巳、湯浅圭一郎

昭和57年卒クラス会（平成29年11月25日
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医学部代表者及び
新任教授との懇談会報告

医療安全分野が新規に開設されることになり、この

刀城クラブ幹事長

ました。

白倉

医療安全という新たな学問分野を大学において構築
することに意欲を持っておられるとのご挨拶を頂き

賢二（昭50卒）

浦岡俊夫教授は東京都の国立病院機構東京医療セ
ンターの消化器科医長から群馬大学に赴任されまし

刀城クラブ主催「平成29年度医学部代表者及び新

た。消化器・肝臓内科学分野は旧第１内科の光学診

任教授との懇談会」が平成30年２月１日（木）18時

療科、肝臓内科が講座として発展し開設された分野

30分から附属病院内のイタリアンレストラン・チネ

です。浦岡教授は消化管内視鏡の診療と研究がご専

マで開催されました。29年度の新任教授は新設の大

門で、大学病院の消化器内科領域における診療力の

学院医学系研究科、医療の質・安全学講座、小松康

向上に貢献したいとのご挨拶を頂きました。

宏教授と、同じく新設の大学院医学系研究科内科学

岩瀬明教授は名古屋大学医学部附属病院総合周産

講座、消化器・肝臓内科学分野、浦岡俊夫教授、そ

期母子医療センター長から群馬大学に、会の当日の

して大学院医学系研究科産科婦人科学講座、岩瀬明

２月１日朝に着任したそうです。奥様が一人で引越

教授です。大学からは平塚浩士学長、石崎泰樹医学

しの荷物を整理しているとのことでした。まさにあ

系研究科長・医学部長、田村遵一医学部附属病院長・

わただしいご様子でしたが、群馬の産婦人科領域の

理事（病院担当）
、松崎利行教務部会長・同窓会副

拠点病院にふさわしい臨床、研究活動を目指すとの

会長（広報担当）
、同窓会からは飯野佑一会長、饗

お話を頂きました。

場庄一顧問（元群馬健康医学振興財団理事長）、梅

平塚学長からは大学の現状が述べられ、全国から

枝定則副会長（財務担当）、西松輝高副会長（総務

注目を集める中で大学としても３人の新任教授の

担当）、小山徹也副会長（学術・奨学金担当）、大山

バックアップをしていくとのご挨拶がありました。

良雄副会長（名簿・会報編集担当）、込谷淳一会計

田村病院長も群馬大学病院の難しい時期で、ご活躍

担当、白倉幹事長、成瀬豊同窓会事務長、小林時雄

が期待されるとの挨拶でした。飯野会長からは、学

財団事務局長が参加しました。

外から赴任された３人の教授とその教室に同窓会と

小松康宏教授は東京都の聖路加国際病院の医療の

しても最大限のお力添えをするとのご挨拶があり、

質・安全領域の統括責任者を務められ実績をあげら

終始和やかなうちに御ひらきとなりました。３人の

れました。群馬大学では外科の問題発生を受けて、

新任教授のますますのご活躍をお祈りいたします。

医学部代表者及び新任教授との懇談会（平成30年２月１日 イタリアンレストラン・チネマ）
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会員名簿を作成することが必要です。調査カードに
記載されています内容を確認していただき、５月10

名簿編集用調査カード
返信のお願い

日までにご返信いただきますようお願い申し上げま
す。なお、電子メールでのご連絡が同窓会からの連

名簿編集委員長

大山

良雄（昭63卒）

絡方法としまして重要になっていますので、メール
アドレスの登録にもぜひご協力をお願いいたしま

今年は、３年毎に編集される同窓会会員名簿発行

す。また、前回（平成27年）と同様に、同窓会刀城

の年に当たります。先月に平成30年度版同窓会会員

クラブのウェブサイトに会員名簿編集用のウェブ

名簿編集委員会が組織され、12月発行を目指して編

ページを追加しましたので、ぜひご覧ください。平

集作業を開始しました。そして、今月上旬に会員の

成30年度版会員名簿の頒布価格は従来通り１万円と

皆様に平成30年度版同窓会会員名簿作成のための調

させていただきます。会員名簿は事前に購入の申し

査カードを往復はがきにて郵送いたしました。同窓

込みを頂いた先生方にお送りしますので、多くの先

会活動の充実や会員同士の親睦を図るには、正確な

生方の申し込みをお待ちしております。

見

本

3 7 0 8 5 1 1

Tojo Taro
刀城太郎

〒371‒8511 前橋市昭和町三丁目39−22

前橋市昭和町三丁目39−22

TEL（027）220‒7861 FAX（027）235‒1470
E‒mail：tojoclub@ml.gunma.-u.ac.jp

刀 城 太 郎 様
刀城クリニック院長
〒371‒8511 前橋市昭和町三丁目39−22
TEL（027）220‒7861 FAX（027）235‒1470
E‒mail：tojoclub@ml.gunma.-u.ac.jp

平成30年 5 月10日

調査カード（往復はがき）
この調査カードは、群馬大学医学部同窓会で作成しました正式な調査カードです。
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財 団 の ペ ー ジ
これには饗場元会長をはじめとする多くの方たち

公益財団法人群馬健康医学振興会の
考え方とその後の活動

のご努力によることが大であった。近年、これらの

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）

団の改組が必要となり、財団役員、会員の皆様のま

医療の進歩により、寿命は長くなってきた。

の昼夜を分かたぬ活躍により平成27年4月に一般財

その大きな原因は新生児、乳幼児の死亡率が減少

団から公益財団法人群馬健康医学振興会へ移行する

事業を拡大し、前に述べた目的を達成するために財

さに手弁当でのご努力と望月前事務局長や事務職員

したためであることに異論はないが、一方で高齢者

ことができた。

の健康管理が広く行われ、疾患の早期発見、早期治
療も寿命延長の要因となっている。

これにより、公益的な事業の拡大のみならず、財
政面でも多くの進展がみられるようになり、今後の

ちなみに、日本人の寿命は男性80.2歳、女性86.6

発展への基盤が築かれた。

歳で、日本は世界一の長寿国となっている。

しかし、公益法人には従来の一般財団法人と異な

しかし、最近では寿命の長さのみならず長寿の質、

り、その移行の際に多くの知識とその把握が求めら

すなわち健康寿命の重要性が問われている。健康寿

れ、初めてのことゆえに苦労した部分も少なくな

命は医学・医療の進歩のみでは延ばすことは難しく、

かったが、県当局のご指導を頂きそれを乗り切れた。

国民一人一人の健康への意識の改革が求められてい

このことについては、心から個人、法人会員の各

る。

位並びに県当局の皆様に心から感謝いたします。

例えば、食生活の改善、禁煙、運動の励行、適度

なお、移行後初めて、監督官庁である群馬県の「公

に張りのある生活等によって健康寿命を延長させる

益法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入

ことが可能である。

検査」が平成30年１月16日に行われました。

これらはその一例であるが、医学の進歩のみに任

これにつきましても、鈴木、中里常務理事、小林

せるのではなく、健康寿命を延ばす方策や情報を国

事務局長並びに事務職員の方々のご努力があって無

民一人一人が理解して、それを実行することが求め

事に終了したことも皆様にお伝えしたいと思います

られる。これによって個人の生活をより充実したも

ので、以下にその模様と結果についてお知らせ致し

のにするのみならず、社会全体の機能を高め、社会

ます。

の規模を拡大ができる。

立入検査は平成30年１月16日午前９時30分から午後

よって、これらが豊かな健康ライフを送る大きな

４時まで、場所は刀城会館理事長室で実施された。

手段となる。まさに高齢化社会を迎えている日本に

当日の検査員は、群馬県総務部学事法制課公益法

とって健康寿命の更なる延長は重要かつ喫緊の課題

人係兼群馬県公益財団法人認定等審議会事務局に所

であり、国民と行政、政治には欠くべからずの方策

属する山崎文子主幹及び鈴木崇之主任の２名であっ

になっている。

た。

我々の財団は昭和54年に「財団法人群馬健康医学

立入検査は「公益社団法人及び公益財団法人の認

振興会」として認可を受け、県内自治体への講師派

定等に関する法律（平成18年法律第49号の第59条第

遣、書籍発刊、医学・医療への研究助成など県民の

２項において読み替えて準用する同法第27条第１項

健康医学推進を行ってきた。

及び第59条第１項）の規定に基づく検査である。
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財 団 の ペ ー ジ
含む）

この立入検査は、前述のとおり法律の規定に基づ
く正式な検査で、検査に際し、検査を拒み、妨げ、

（７）評議員会及び理事会における次の書面

若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、

① 開催通知

若しくは虚偽の答弁をした場合には、公益法人認定

② 決議の省略を行った場合、評議員又は理事全

法第66条の規定に基づき理事等に過料が科される場

員に係る同意の意思表示をした書面又は磁気的

合もある重要な検査である。

記録

当財団がこの立入検査を受けるのは、前述のとお

（８）現年度及び前年度の伝票、会計帳簿（仕訳帳、

り平成27年４月公益財団法人に認定されてから初め

総勘定元帳、現金出納帳等）、証拠書類（請求

てで、概ね３年から４年の間隔で実施されていると

書、領収書等）、契約書、意思決定を行った際

のことである。

の稟議書、固定資産台帳

受検者は、当財団の総括役員として森川理事長、

（９）前年度の貸借対照表及びその附属明細書、正

業務担当役員として中里常務理事、財務担当役員と

味財産増減計算書及びその附属明細書、財産

して鈴木常務理事及び経理担当の事務局であった。

目録、監査報告、事業報告書及びその附属明

途中から、前常務理事の白倉理事が応援に駆け付け

細書（作成している場合には、キャッシュフ

てくださった。

ロー計算書、会計監査報告）、税務申告書

立入検査は、平成29年６月群馬県に報告した「公

（10）現年度の事業計画書、収支予算書（補正予算

益財団法人群馬健康医学振興会事業報告等に係る提

書を含む）、資金調達及び設備投資の見込を記

出書（平成28年度分）」に基づいて、森川理事長か

載した書類

ら実施状況の総括を、中里常務理事から業務関連事

（11）移行認定申請書、変更認定申請書、各認定書、

項を、鈴木常務理事から財務関連事項を及び事務局
から経理関連事項について詳細に説明した後、質疑・

各届出書
（12）役員に関する認定基準及び欠格事項に係る認

応答の形式で検査が進められ、定刻に終了した。

定をした際の根拠資料（誓約書、兼務状況の

検査の結果は、後日文書で通知されるとのことで
あるが、会場では特別指摘事項等はなかった。

届出書等）
（13）事業に係るパンフレット、ポスター等

なお、検査の項目は次のとおりである。

（14）寄附の募集要項等

（１）定款

（15）その他検査に必要な書類

（２）各規程、規則等

・帳簿等の資料について、持ち帰って精査する

（３）登記事項証明書（直近の変更後のもの

等必要がある場合には、関係資料の一時借用

（４）役員等（理事、監事及び評議員）の報酬等の

を行う場合がある

支給の基準を記載した書類（役員等報酬規程等）、
各役員に対する報酬等の支給明細

以上、検査の内容、結果についてご報告いたしま
した。今後、この検査は前述のごとく３〜４年に１

（５）役員等（理事、監事及び評議員）名簿、就任

回行われます。

承諾書、履歴書

会員の皆様のお考えを財団の活動に反映し、更に

（６）評議会、理事会、その他定款に規定された議

財団の益々の発展を祈念し、今後も役員、事務局一

決機関の議事録（決議の省略を行った場合を

同頑張っていきますので、宜しくお願い致します。
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役員会だより

学

第11回役員会（平成29年12月21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．医学部代表者及び新任教授との懇談会について
３．平成29年度退任教授記念送別会について
４．パジャジャラン大学交換交流学生歓迎会について
５．文化部会長交代について
６．その他
協議事項
１．学術集会補助金について
２．交換留学生奨学補助金について
３．会報編集状況について
４．その他

謹

人

事

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24年卒
昭和29年卒
昭和24年卒
昭和33年卒
昭和33年卒
昭和23年卒
昭和45年卒
昭和56年卒
昭和40年卒
昭和23年卒
昭和41年卒

出席者 飯野会長 他16名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．伊勢崎・佐波支部総会について
３．高崎・安中支部総会について
４．その他
協議事項
１．平成29年度卒業生に対する記念品について
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

稲葉 昭実先生（平成29年１月12日逝去）
大澤雄二郎先生（平成29年８月15日逝去）
中村 陽一先生（平成29年９月４日逝去）
松本
淳先生（平成29年12月20日逝去）
松岡 正紀先生（平成29年12月26日逝去）
日向野晃一先生（平成30年１月９日逝去）
柴崎
尚先生（平成30年１月14日逝去）
芳賀 照行先生（平成30年１月14日逝去）
三村
清先生（平成30年１月17日逝去）
八尾 十三先生（平成30年３月５日逝去）
富所 隆三先生（平成30年３月５日逝去）

名誉会員
松山 研二先生（平成29年９月14日逝去）

第２回役員会（平成30年２月22日）
出席者 飯野会長 他21名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．医学部代表者及び新任教授との懇談会について
３．退任教授記念送別会について
４．その他
協議事項
１．卒業時同窓会表彰学生の選考について
２．広報委員会の開催について
３．会報編集状況について
４．その他

出席者 飯野会長 他20名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．退任教授記念送別会について
３．神奈川支部総会について
４．東京支部総会について
５．その他
協議事項
１．平成30年度新入生歓迎会について
２．学術集会補助金について
３．会報編集状況について
４．名簿編集状況について
５．その他

外

【昇 任】 平成29年12月１日
神部 克明（平３卒）自治医科大学医学部地域臨
床教育センター 蔵の街地
域医療講座 特命教授

第１回役員会（平成30年１月25日）

第３回役員会（平成30年３月22日）

第249号

今年度最初にお届けする会報は、
長年、教育・研究・診療にご尽力さ
れました退任教授記念送別会を特集するとともに、学
生会員の医学部卒業を祝う号です。卒業式は穏やかな
天気に恵まれました。今後半世紀の医療を担われる卒
業生の皆様の前途が、幸多きものであるよう願っており
ます。また本号では、新任教授紹介や懇談会報告など
も掲載いたしました。本会報が新たな出会いの場となり
ますことを期待しております。編集委員につきましては、
昨年10月、委員長が、長年にわたりご尽力いただいた
福田利夫先生から、大山良雄先生に交代いたしました。
委員の構成は変わっておりませんので、今年度も同じメ
ンバーで編集を行ってまいります。本年度は同窓会員名
簿発行の年ですので、引き続き、皆様の暖かいご支援
をお願い申し上げます。
（安部由美子）

編集後記

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）

編集委員
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