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　改元を控えたこの３月に３名の教授が定年を迎え

ます。群馬大学重粒子線医学研究センター・取越正

己教授、群馬大学大学院医学系研究科医科学専攻腫

瘍放射線学講座・中野隆史教授、群馬大学大学院保

健学研究科保健学専攻生体情報検査科学教授・村上

博和教授です。３名の先生方、この度はご退任おめ

でとうございます。そして長い間お疲れ様でした。

３名の先生はいずれも多大な功績を残され、その業

績は高く評価されております。また、同窓会に対し

ましても、何かとご支援、御鞭撻を賜りました。先

生方のご功績をたたえますとともに、ご尽力に対し

て心より御礼申し上げます。ここで３名の教授のご

略歴とご功績の一端を紹介させていただきます。

　取越正己先生は昭和58年に東北大学大学院理学研

究科原子核理学専攻博士課程を修了され、理学博士

を取得されました。昭和60年に米国ブルックヘブン

国立研究所の研究員になられ、帰国後の昭和63年に

三菱電機株式会社に入社され、ＨＩＭＡＣの装置設

計製造に従事されました。平成７年には放射線医学

総合研究所主任研究官として勤務され、平成26年同

研究所を定年退職し、学校法人青淵学園東都医療大

学教授に就任されました。翌年平成27年３月より群

馬大学重粒子線医学研究センター教授に就任されて

おります。

　主な研究テーマは、重粒子線治療の高度化に関す

る研究、Ｘ線CTによる電子密度分布の直接測定法の

研究開発などです。学会活動では日本医学物理学会、

日本物理学会に所属されておりました。退職後はカ

ザフスタン共和国の放射線医学の研究施設に招かれ

て、研究活動を続けると伺っております。

　中野隆史先生は昭和54年に群馬大学医学部を卒業

され、昭和58年群馬大学大学院医学系研究科放射線

医学専攻を修了され医学博士の学位を取得されまし

た。昭和58年４月に、群馬大学医学部放射線医学教

室助手、同年７月より放射線医学総合研究所病院部

医師、昭和61年には米国ハーバード大学マサチュー

セッツ総合病院に留学されました。平成２年放射線

医学総合研究所病院部医務課医長、平成11年同治療・

診断部診断課画像診断室長を経て、平成12年12月群

馬大学医学部放射線医学教室教授に就任されまし

た。平成15年群馬大学大学院医学系研究科腫瘍放射

線学講座教授、平成21年群馬大学重粒子線医学研究

センターセンター長、平成30年より群馬大学副学長

に就任されております。

　表彰等では平成10年度日本医学放射線学会優秀論文

賞、平成11年度 Eminent scientist of the year, Gold 

Medal,Medical International Research Promotion 

Council、平成11年度日本放射線影響協会研究奨励賞、

平成23年度外務大臣表彰、平成26年度インド放射線

腫瘍学会ディンショウ記念講演賞などを受賞されて

おります。

　学会活動では、日本癌学会評議員、日本放射線腫

瘍学会理事、監事、評議員、日本癌治療学会理事、

評議員、日本医学放射線学会代議員、日本食道学会

評議員、日本婦人科腫瘍学会理事、日本放射線影響

学会評議員、日本気管食道科学会評議員などを務め

られました。

　国際交流ではSecretary General, Federation of 

Asian Organizations of Radiation Oncology、国連国

際 原 子 力 機 関（IAEA）Coordinated Research 

Program主任研究員IAEA CRPP project Coordinator、

ＩＡＥＡ／ＲＣＡ医療領域政府代表委員、IAEA/RCA

医療領域Lead Country Coordinator アジア地域責任

医学部同窓会・刀城クラブ
　会長　白倉　賢二（昭50卒)

群馬大学医学部に対するご功
績に感謝し、益々のご活躍を
お祈りいたします。

退任教授記念送別会退任教授記念送別会
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者、President of Japan Chapter of International 

Research Promotion Council、外務省ＩＡＥＡ／ＲＣ

Ａ医療・健康分野国内対応委員会委員長、外務省　

IAEA/RCA　国内対応委員会委員長等を務められま

した。

　学術集会主催者としてはＩＡＥＡ　Training 

Course/Meeting、日本放射線腫瘍学会小線源治療部

会、日本放射線影響学会、ＣＯＥシンポジウム、粒子

線治療世界会議（PTCOG）、日本放射線外科学会、

Clinical Workshop Program、日本放射線腫瘍学会、

日本癌治療学会学術集会、国際放射線神経生物学会

などを主宰されました。

　村上博和先生は昭和53年に群馬大学医学部を卒業

し、群馬大学医学部第三内科に入局されました。昭

和58年より群馬大学医療技術短期大学部助手、昭和

62年群馬大学医学部附属病院第三内科助手、平成３

年群馬大学医学部附属病院第三内科講師、平成６年

群馬大学医学部附属病院輸血部助教授、平成９年群

馬大学医学部保健学科教授、平成13年群馬大学大学

院医学系研究科保健学専攻教授に就任されました。

平成17年から平成21年３月まで群馬大学医学部保健

学科学科長，副医学部長、群馬大学大学院医学系研

究科保健学専攻長を務められ任期満了した後、平成

23年より群馬大学評議員に就任し、平成27年４月より

群馬大学大学院保健学研究科長に再任されておりま

す。研究テーマは血液内科学（骨髄腫）、感染症です。

　学会活動では、日本骨髄腫学会理事長、日本血液

学会功労会員、日本検査血液学会評議員，北関東医

学会評議員、International Myeloma Society Board 

member を務められ、所属学会は日本内科学会、日本

血液学会、日本造血細胞移植学会、日本臨床検査医

学会、日本検査血液学会、日本臨床腫瘍学会，日本

骨髄腫学会に所属され、国際学会は American 

Society of Hematology, European Society of 

Hematology、International Myeloma Societyなどです。

　３名の教授の群馬大学医学部に対するご功績には

目を見張るものがあります。退任されますことは大

変残念ではありますが、新しい人生の門出としてお

祝い申し上げお送りしたいと存じます。先生方のご

健勝と今後益々のご活躍をお祈りいたしますととも

に、今までのご尽力に心より感謝申し上げまして御

礼とお祝いの言葉といたします。
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　光陰矢の如し、教授生活もあと１か月足らずとな
りました。平成12年の12月16日に放射線医学教室の
教授として放医研から赴任して前任の新部英男教授
から教室を引き継ぎ、以来、18年が過ぎましたが、
実直で優秀な教室員に支えられ、何とか大きな問題
もなく、多くの仕事をさせてもらい、教授の任期を
終えることに満足感や安堵感と一抹の寂しさを感じ
ております。この場をお借りして18年間を振り返っ
てみたいと思います。
　私の放射線腫瘍学における臓器別専門領域は婦人
科腫瘍であり、教室員とともに CT・MRI 画像に
よる画像誘導腔内照射法の開発を世界に先駆けて
行ってきました。この開発は、ハイブリッド腔内照
射法として臨床に実用化できました。
　これと並行して、重粒子線治療装置を全国の大学
としては初めて大学に導入し、先端的重粒子線がん
治療の研究と診療を積極的に推進しました。平成17
年６月には重粒子線医学研究センターが設立され、
腫瘍放射線学教室と一体となって重粒子線治療を推
進してきました。2010年３月から2018年12月までに
合計3171名が治療され、目標の年間約600名を達成
でき、骨軟部腫瘍や前立腺癌、頭頸部癌を保険適応
とすることに貢献できました。また、炭素イオンマ
イクロサージェリィ治療技術の開発やコンプトンカ
メラの医療応用は群馬大学独自の研究開発でした
が、開発研究費の獲得が困難になって予定通りに進
まなかったことが残念です。
　また、群馬大学は当科を中心として、平成16年度
「21世紀 COE プログラム」では「加速器テクノロ
ジーによる医学生物学研究」、平成23年度「博士課
程リーディングプログラム」では「重粒子線医工学
グローバルリーダー養成プログラム」など、日本の
トップレベルの競争的研究教育プログラムを獲得し
て、大学院生を養成してきました。今後は群馬大学
全学の強みのある学術分野を結集して、卓越大学院

プログラムの作成に努力をしていただきたいと思い
ます。当教室は、これらのビッグプロジェクトを成
功するために、これまでに国内の最先端研究所のみ
でなく国際的なトップレベルの研究教育機関と国際
共同研究ネットワークを構築して、ハーバード大学、
ハイデルベルグ大学、ドイツ重イオン研究所に若手
研究員を送り出すなどして研究教育を推進してきま
した。これまでの論文業績については、英語論文は
約270編に上り、Nature グループ誌に５回記事が掲
載され、最近では年間50編（IF150）を超えるまで
になり、喜んでいます。
　また、国際的には平成26年にアジア放射線腫瘍学
連合（FARO）を創立し、事務局長としてアジアの
放射線治療の学術研究を推進し、国際協力活動では、
国際原子力機関（IAEA）に関わり、主に RCA ア
ジア地域医療領域の責任者ならびに日本政府代表委
員として、地域協力プロジェクトの立案、調整、監
督などに当たり、当教室でアジア地域研修コースを
数多く開催するなどアジア地域のがん放射線医療の
向上に貢献しました。平成26年からは外務省の
IAEA・RCA 国内対応委員会委員長として、放射
線医療にとどまらず原子力発電、工業、農業利用な
ど広く放射線科学領域で国際貢献しており、今後も
放射線科学領域での国際貢献に期待しています。
　最後に、私たちが開催した学会の中で、特に平成
22年の粒子線治療世界大会、前橋市で平成27年に開
催した第28回日本放射線腫瘍学会と翌年の平成28年
にパシフィコ横浜で開催した第54回日本癌治療学会
は最も思い出に残るものでした。２年立て続けに大
きな学会を開催し、何とか乗り切れたことは、教室
員の頑張りのお蔭であったと感謝しています。
　私は「国際的視野での教育・研究」、「思いやり・
信頼・責任ある診療」、「チームワーク・自主性・情
熱を重視した教室運営」の教室運営方針で今日まで
やってきました。そして、これまで、14名の教室員
を教授として、世に送り出すことができました。彼
らを中心に将来の腫瘍放射線学が発展することを期
待しています。私がこれまで多方面で仕事ができた
のは、素晴らしい教室員たちや同門会や、群馬大学
の多くの教職員の支えのお蔭であり、楽しく充実し
た教授の人生を全うできたことに心から感謝いたし
ます。

平成31年３月吉日

群馬大学副学長
腫瘍放射線学分野
　教授　中野　隆史（昭54卒）

退任に当たり腫瘍放射線学
教室の18年を顧みて
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　私は昭和53年に群馬大学医学部卒業後、第三内科
へ入局致しました。当時の第三内科には前川正教授、
成清卓二助教授（腎臓病学）、小峰光博講師（血液
生化学）、および小林紀夫講師（血液凝固学）らの錚々
たるスタッフがおられ、精力的に研究が行われてい
ました。
　第三内科では入局後３年目に所属研究室を決めて
研究を始めることになっていました。そこで、オー
ベンであった梅枝定則先生のご指導の下に「白血病・
骨髄異形成症候群における血球の電子顕微鏡的観
察」をテーマに研究を始めました。また、当時電子
顕微鏡を用いた研究では第一人者であった内分泌研
究所（現生体調節研究所）の黒住一昌先生にもご指
導いただきました。同時に急性白血病治療成績の集
計にも加わらせていただきました。昭和59年には群
馬県の成績をまとめて「急性非骨髄性白血病再発例
の治療成績」として日本臨床血液学会誌に投稿いた
しました。その結果、厚生省白血病班会議のご推薦
を受け、日本全国の白血病治療成績をまとめ日本血
液学会総会シンポジウムで発表させていただきまし
た。この時の急性骨髄性白血病の５年生存率は約
15％であり、現在の約40％と比べると隔世の感があ
ります。
　また白血病臨床研究と並行して、日本骨髄腫研究
会（現日本骨髄腫学会）の臨床研究データの収集も
お手伝いするようになりました。これらの調査票に
データを記入していてふと気づくことがありまし
た。当時はメルファラン・プレドニゾロン療法が主
に行われており、生存期間中央値が約３年でした。
しかし、群馬県の調査表を見ていると、１年未満で
亡くなる患者さんから10年以上全く生活に支障なく
生存されている方、また再発しても何回も寛解に入
り長期生存している方など非常に個人差が大きいこ
とに気づきました。そこで、骨髄腫患者さんにおけ
る予後因子の解析に興味をもち、10年長期生存や早
期死亡の予測因子の解析を行いました。これには白
血病予後解析で学んだ統計解析法が大いに役立ちま
した。さらに、日本骨髄腫研究会参加施設における

10年以上の長期生存例の解析にも参加させていただ
きました。この成果は同研究会初の英文論文として
British Journal of Haematology に掲載されました。
その後、平成13年にカナダのバンフにおける国際骨
髄 腫 ワ ー ク シ ョ ッ プ 会 期 中 に 開 催 さ れ た 
International Myeloma Working Group Meeting で
発表させていただく機会を得て、世界の骨髄腫研究
者と交流をする機会を得ました。このころから、骨
髄腫治療に免疫調整薬のサリドマイドやプロテア
ソーム阻害薬であるボルテゾミブなどが導入され、
患者さんの予後は大きく改善しました。いわゆる骨
髄腫治療の Breakthrough が訪れた時期で、私も多
くの新規薬剤の開発に携わらせていただきました。
また、たくさんの若手研究者が骨髄腫の分野に加
わってくれました。群馬大学においても血液内科診
療教授の半田寛先生が中心となって骨髄腫の基礎研
究に注力してくれています。また、私は平成25年か
ら４年間、International Myeloma Society の Board 
Member にも加えていただき、平成26年からは日本
骨髄腫学会理事長に就任し、日本と世界の骨髄腫研
究の橋渡しをさせていただいております。
　平成９年より保健学研究科に移り、主に臨床検査
技師教育に携わりました。私達の血液研究室からは、
卒業研究生135名、修士54名、博士９名が巣立ち様々
な分野で活躍しています。特に博士修了生は、留学
生３名を含めて７名が大学等で教育・研究職に就い
ております。血液研究室を巣立った皆さんが今後の
保健学の発展に寄与することを期待しています。
　平成17年４月から４年間医学部保健学科長を、平
成27年４月から４年間保健学研究科長を務めさせて
いただきました。この間、保健学研究の確立・発展
を目指し、教育 GP や大学院 GP などの文部科学省
の大型外部資金獲得に努めました。その実績を基に
平成23年４月保健学研究科を設置することができま
した。この設置は学長をはじめとした本部の皆様方、
さらに医学系研究科長、附属病院長のご支援、ご指
導のおかげと深く感謝しております。また、評議員
として13年間大学本部の運営にも協力させていただ
きました。国立大学法人を取り巻く環境は大変厳し
い状況にあり、全学一致して諸事に対応する必要が
あります。特に昭和キャンパスの皆様が重要な役割
を担っていると考えています。今後も昭和キャンパ
スの皆様が足並みをそろえ群馬大学の発展のために
ご尽力いただけることを祈念して、退職のご挨拶と
させていただきます。

保健学研究科生体情報検査科学分野
教授　村上　博和（昭53卒）

「夢の中で」
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　退任に当たり一言ご挨拶を兼ねて、お礼を申し上
げます。
　私は重粒子線医学研究センターに着任して４年
目、新参者と思っているうちにもう退任です。以前
は放射線医学総合研究所で重粒子線医学に係る医学
物理関連の研究並びに管理・運営に従事していまし
た。しかし2009年以降は重粒子線治療から少し離れ
た立場になりました。本学に着任して、再度、重粒
子線治療に係ることが出来るようになり、戸惑うこ
とも多くありました。しかし、優秀なスタッフのお
かげで特段の問題もなく進められ、今があることを
感謝しています。
　着任後、まず「教育」にとまどいました。それま
で教育経験は微々たるもので、そのため教育とは何
ぞやと言う、哲学的な疑問を感じました。大学院教
育に向けた授業や非常勤講師として学部学生に対す
る授業に向けた準備の中で、当初は、ストレスのた
めか、髪の毛がどんどん薄くなり、更に、自己免疫
により手の甲の皮膚の一部の色素が抜けてしまう症
状に見舞われました。これは将に身をすり減らして
の教育だ、と我ながら感じ入った次第です。
　私の所属する重粒子線医学物理・生物部門には
リーディング大学院の学生並びに生命医科学課程の
学生がおり、博士課程の学生の半数以上が外国人留
学生と言う時期もあり、国際色が豊かな研究室でし
た。また、ポスドク希望や医学物理の研修、大学院
受験希望等の海外からの問い合わせも多く、事実、
研修等の目的で毎年、複数の研究者や学生が海外か
ら訪れています。オーストラリアのウーロンゴン大
学の医工連携の第一人者であるローゼンフェルト教
授から、重粒子線治療を行っている群馬大学は最も
注目度の高い大学の一つである、との評価を戴きま
した。海外における群馬大学は、我々の知らない一
面を持っていることが窺え、今後もアピールして戴

きたいところと思っています。
　リーディング大学院教育で強調されている医工連
携を実現するために、理工学府との交流を深めるこ
とが出来たことは貴重な経験でした。前任の金井教
授の敷いた路線が理工学府にリーディングコースを
設置するまでに発展していきました。また、医工連
携の考え方は修士課程の生命医科学コースに「医理
工連携コース」の新設として反映されました。いず
れも器が出来ただけで、今後学生獲得の努力が必要
ですが。
　重粒子線治療施設を構成する重要装置の一つに加
速器があります。加速粒子のエネルギーの高い加速
器は基本的に基礎物理の研究に用いられるもので、
一種の “アート” でのような扱いでした。加速器は
完成してもビームはいつ出るかは分らなくて当然と
言う時代もありました。しかし医療用加速器では予
定通りにビームが出て予定通りに治療が開始できる
ようになりました。これはひとえに国内メーカーの
努力の賜です。国内では粒子線治療分野の最大手に
三菱電機（株）がいました。本学の装置も同社が製
造組み立てを行い、その後の保守等にも多大な貢献
をしてきました。しかし2017年末に同社は粒子線治
療事業から撤退することを発表しました。将に青天
の霹靂であり、重粒子線治療装置に責任を持つ我々
にとっては驚き以外の何物でもありませんでした。
私は1988年から７年間、三菱電機（株）に籍を置き、
重粒子線治療の立ち上げのために多少は貢献したつ
もりと言う思いもあり、激しい喪失感に襲われまし
た。バブル崩壊でもリーマンショックでも感じたこ
とのない、経済は生きていると言う実感を始めて
持った瞬間でした。
　４年間は決して長くありませんが、着任早々、先
進医療の安全総点検が厚生労働省から命じられたこ
とを皮切りに、いろんなことがあったように思いま
す。いずれにせよ、多くの方々の献身的な努力のお
かげで、重粒子線治療が順調に推移していること、
これに勝ることはありません。この様に見ていくと
私の成果と言えるものは何もなく、ただひたすらに
多くの方々にご指導を戴いたと言えるだけです。皆
様に切にお礼を申し上げる次第です。ありがとうご
ざいました。

重粒子線医学研究センター
　教授　取越　正己（特別会員）

退任に際してのご挨拶
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　卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。また、
ご親族の皆様におかれましては、お喜びもいかばかり
かと心よりお祝い申し上げます。
　卒業生の皆様はまだこれから２年間は研修医として
の修練があります。学生時代の延長になるかもしれま
せんが、医師と学生と言う大きな違いがあります。そ
して皆様の中には群馬に残る方、東京や地方に出て
行く方、故郷に戻る方などがいて、平成31年卒の皆
様が一同に会するのは卒業式の日が最後になります。
　学生時代の皆様に対する評価、学業成績は今日の
卒業と同時に全て終了します。卒業後、医療の現場
に出てからは大学の成績は、その後の活躍には関係
ありません。学生時代、立派な成績を残された方々
は評価に値しますが、学生時代のよい評価が卒業後
の高い評価を保証するものではありません。学生時
代にどう見ても駄目であった人が、社会に出て立派に
なったということは珍しいことではありません。皆様

はまったく新しいスタート台に立ったことになりま
す。
　同窓会の目的は会員の皆様の親睦を深めること、
医学の発展、そして群馬大学発展に寄与することに
あります。同窓会は大学で毎年、皆様が親しく集う催
しを開催しております。会員の皆様は全て歓迎されま
す。また群馬県内外各地に支部が置かれ、支部ごと
に講演会や親睦会などが開催されて、皆様の親睦を
深める活動が行われております。そして同窓会は卒
業生が大学の近況を知る窓口の役割を担っておりま
す。最も重要なことは、卒業生の活動の状況を同窓
会が把握し、親睦や会員間の連携のお手伝いを同窓
会が支援していることです。
　皆さんは、学生時代には大学に支援されて今日を
迎えました。卒業後は、皆さん一人ひとりが立派な仕
事をすることが大学を支援することになります。大学
が発展することは我々同窓会員あるいは群馬大学教
職員、そして地域の皆様の発展に繋がります。そし
て大学が発展することは、卒業生である我々の力に
なります。これからの刀城クラブの活動は大学を支援
する活動を強めて参ります。
　医療・医学の本質はヒューマニズムです。がんば
って立派な医師、研究者になってください。皆さんが
気骨のある人間として、人を思い遣る人間として今後
益々発展されますことを願っています。簡単でありま
すがご卒業にあたってのお祝いの挨拶といたします。

医学部同窓会・刀城クラブ

　会長　白倉　賢二（昭50卒)

学位記伝達式後の集合写真（平成31年３月22日　基礎研究棟前にて）

卒業おめでとう
－卒業生の活躍が大学を支援する－

卒業おめでとう
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　この度、2018年12月１日付で機能形態学分野に着
任致しました岩﨑広英と申します。私は医学部出身
ではなく、したがって医師免許も持っておりません。
今回、群馬大学に採用されるにあたり、他学部出身
ということで受け入れて頂けるかどうか不安でした
が、皆様に暖かく迎え入れて頂き大変感謝しており
ます。
　今から約30年ほど前ですが、利根川進先生がノー
ベル医学生理学賞を受賞されました。当時私は高校
生でしたが鮮烈な印象を受けました。私の通ってい
た高校（筑波大学附属高校）で利根川先生の「いと
こ」が数学の教員をされていたため、利根川先生の
若い頃のお話などを伺う機会に恵まれ、より一層身
近に感じたのかもしれません。その翌年に立花隆氏
との対談本『精神と物質』が出版されました。戦後、
まだ貧しかった日本からアメリカに渡り、後顧の憂
いなく勉学に励んだカリフォルニアでの学生生活に
ついて「ここはパラダイスかと思った」と述懐され
ているのを読み、漠然とした憧れを抱きました。当
時、私は数理科学の方に進みたいと思っていたので
すが、生命科学に興味をもったきっかけのひとつは
『精神と物質』かもしれません。
　この本の中で、日本の大学は遅れており、分子生
物学部と名の付く学部を擁する大学はどこにもない
と利根川先生は嘆いておられます。しかしちょうど
その頃、東京工業大学に生命理工学部と、生命理工
学部に進学するコースとして第７類が設けられまし
た。私は第７類に入学した最初の学生の一人です。
その後、生物の形が自律的に形成されるしくみに興
味を持ち、発生学の教室に所属しました。とくに神
経回路形成に興味があったので、神経発生学の分野
で著名であった東京大学医科学研究所の御子柴克彦
教授の研究室に進学し、学位を取得しました。翌年、
愛知県岡崎市にある生理学研究所の岡村康司教授
（現・大阪大学）の研究室で助教に採用されました。
岡村研では膜電位によって活性が調節される全く新
しいタイプの酵素を見出すという幸運に恵まれ、充

実した研究生活を送っていたのですが、かねてから
の念願であった神経回路の研究と海外留学への思い
を断ちがたく、留学を機に方向転換しました。
　留学先であるハーバード大学の Jeff Lichtman 研
究室はマウスの神経筋接合部を用いた研究、とくに
神経回路が形成される様子を生きたままの動物を用
いて追跡する研究で著名でした。しかし私が加わっ
た頃から新たな研究の潮流が生まれつつありまし
た。これまでの一連の研究から回路形成の原理の究
明にはひとつのシナプスだけを追跡していたのでは
駄目で、複数のシナプスを同時に観察することが重
要だということが分かりつつありました。そこで個
体全体を構成する神経回路をまるごと記述すること
で神経回路形成の謎に迫ろうという気運が高まって
いたのです。このように神経回路を網羅的に記載す
るプロジェクトは、遺伝子を網羅的に記載するゲノ
ム（gene + -ome）プロジェクトとの類似性から、
コネクトーム（connect + -ome）と命名されました。
私もコネクトーム研究推進の一環として光学顕微鏡
と電子顕微鏡の融合的イメージング研究に従事し、
現在もその延長線上にある研究を続けています。
　私が留学していた2000年代終盤、コネクトームと
いう概念は日本ではまだあまり浸透していませんで
したが、いち早くその重要性に気づいておられた東
京大学の岡部繁男教授の研究室に受け入れて頂き、
帰国しました。いまやコネクトーム研究は世界各国
で推進されており、その重要性が広く認識されてい
ます。そして岡部研が解剖学の教室であったことが
きっかけとなり、解剖学教育に携わることとなりま
した。医学部卒でないことから解剖実習の経験もな
く、当初は学生の実習班に混じって３か月間一緒に
解剖実習に参加し、一から解剖学を勉強しました。
　解剖学は医学部教育の基礎課程において根幹を成
す非常に重要な科目であります。篤志献体していた
だいたご遺体を解剖させて頂くことは医師としての
心構えや倫理観を育む上で極めて貴重な経験です。
さらに解剖学は専門課程に進学して最初期に接する
専門科目であり、ここで「学ぶ姿勢」をしっかりと
身につけておくことが、将来、基礎医学の他の科目
や臨床の科目を学ぶ上で重要です。そのような重要
科目を担当させていただくことの意義をしっかりと
肝に銘じ、優秀な医師を数多く輩出し、群馬大学や
群馬県における医療の向上に少しでもお役に立てる
様、教育と研究に邁進する所存です。今後共、御指
導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

機能形態学分野
教授　岩﨑　広英（特別会員）

着任のご挨拶
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　伝統ある刀城クラブの諸先生方に御挨拶させてい
ただく機会をいただき、大変光栄です。平成30年12
月１日付けで生化学分野教授を拝命いたしました南
嶋洋司と申します。
　私は、生まれこそ米国 Texas 州 Houston ですが
育ちは九州（福岡・鹿児島・宮崎）で、平成５年に
九州大学医学部を卒業し、そのまま母校の第一外科
に入局いたしました。症例数の多い病院で５年間外
科医としてのトレーニングを積ませて頂いたお陰
で、「先週の自分より今週の自分のほうがオペが巧
くなっていく」といった外科医として充実した日々
を送っておりましたが、一方で、ウイルス学者であっ
た父親の仕事を幼少時より見ていた所為か、基礎医
学研究に対して漠然と抱いていた興味や憧れが自分
の中で次第に大きくなっていくのも感じておりまし
た。ちょうどその頃、34歳の若さで九大生体防御医
学研究所に赴任して来られたばかりの中山敬一教授
のラボを研修医時代のobenの先生に紹介して頂い
たのがきっかけで、卒後６年目から大学院生として
生命科学研究の世界に飛び込みました。とにかく厳
しく鍛えられた４年間でしたが、その一方で、面白
い実験結果が得られたときに「今日この実験結果か
ら明らかになった事実は、世界中で（まだ）自分し
か知らない」という驚きと喜びと悪戯心が混ざった
ような感覚を味わうことの出来る基礎医学研究の魅
力にすっかり取り憑かれてしまい、この時点で学位
取得後も基礎医学研究を続けていくことを決意して
いたような気がします。
　大学院修了後そのまま渡米し、BostonのHarvard 
Medical School で合計８年半、post-docとして研鑽
を積みました。機能形態学分野の岩﨑広英先生をは
じめ、ここで知り合った優秀な研究者仲間の存在は、
得られた研究成果以上に私の一生の財産です。

生化学分野　
教授　南嶋　洋司（特別会員）

着任のご挨拶

Beth Israel Deaconess Medical Centerのラボで２
年半過ごしたあと、Dana-Farber Cancer Institute
のDr. William G. Kaelin Jr.のラボに移り、現在の
研究テーマの１つである「低酸素応答」の研究を始
めました。Bostonを離れる際、Billから「君が作っ
たマウスは全て日本に持ち帰っていいから、今の研
究をちゃんと論文にしなさい。ただし、私の名前を
著者に入れちゃダメだよ。」と言われました。Bill
とのコラボでこそ私の論文の信頼性も高まるだろ
うに、などと下衆なことを考えていた私に対し、「私
の名前が君の論文に入っている限り、君は私から独
立したとは見做されないんだよ。」と諭されました。
「そうか、P.I.（principal investigator）の使命とは
次世代の研究者を育てることなのだな」という、当
たり前の結論に達するのに８年半もかかった海外武
者修行生活でしたが、自分も彼のようなP.I.になろ
う、と決意した瞬間でもありました。
　平成22年に帰国し、慶應義塾大学医学部講師、九
州大学生体防御医学研究所特任准教授を経て、天命
を知る齢になった平成30年12月に前橋に参りまし
た。私に課されたミッションは、「リサーチマイン
ドを持った優れた臨床医を育成すること」だと考え
ております。医学部生や若い臨床医の先生に、生命
科学の面白さ、理論的なものの考え方、医師/研究
者としてあるべき姿・あらざるべき姿など、自身の
経験から得たものを熱く伝えていければ、と思って
おります。また、各診療科の先生方におかれまして
は、各研究室の将来の指導者となる人材を育てる際
に、若い臨床医の先生方の大学院での研究指導を生
化学教室スタッフ一同でお手伝いさせて戴けました
ら、と存じます。この地で一人でも多くの優秀な
physician scientistを育てることに全力を尽くす所
存でございますので、刀城会の先生方、今後ともど
うぞ宜しくお願いいたします。
　最後になりましたが、大学院生の頃から昨年まで
厳しくも優しく研究者としての基礎の基礎からご指
導くださった九州大学の中山敬一先生、研究者とし
てのあるべき姿を示してくださったDana-Farber 
Cancer InstituteのDr. Bill Kaelin、慶應義塾大学在
籍中に大変お世話になった現AMED理事長の末松
誠先生に、この場をお借りして感謝申し上げます。
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　2018年の医学界の大きな話題に、本庶佑先生の
ノーベル医学生理学賞の受賞があった。受賞後、先
生は、我が国の基礎研究環境の危機を述べ、研究者
養成の必要性を語った。数年前から、我が国では研
究医の養成、基礎医学を担う研究者の育成に関して
あらゆる試みを行うことが急務と考えられてきた。
医療の観点からは、病理医と法医学者は深刻な人員
不足に直面している。2018年８月時点で、全国の病
理専門医は2,483人あまりであり、65歳以上が
21.9%、平均年齢53.9歳と高齢化傾向にあり、法医
解剖認定医は全国でも150人程度である。
　私は1980年卒業後本学の病理学教室に入り、その
後群馬大学で教官として勤務し、2009年に現在の埼
玉医科大学病理学に異動した。群馬県と埼玉県を比
較すると、病理専門医数は35名と104名、人口10万
人当たりの病理専門医は1.79と1.42であり、群馬県
も国内では中位以下となっている。医療の質、地域
医療・行政を背面から支える病理医と法医学者の育
成は医学部、医科大学に課せられた責務である。群
馬大学は病理学大学院生が他大学に比して多いこと
が知られており、これには病理学教官の多大の努力
があったものと思われ敬意を表する。群馬大学の病
理学教室と病理部の特徴の一つに女性医師の比率が
高いことがある。病理診断業務は多くの面で女性医
師に利点がある専門分野である。群馬大学医学部に
は、今後とも病理医育成を継続していくこと、さら
に女性病理医がライフプランに応じて活躍できる体
制を整備されることを切に望む。
　群馬大学医学部には、高い能力・意欲・志を有す
る医学生が多数在籍している。少数でも彼らの中か
ら優れた基礎医学研究医が輩出されるように、カリ
キュラムを工夫し、課外活動や留学制度を大いに盛
り上げて欲しい。「臨床の目線が基礎研究に生きる」
と言われており、若手卒業生には臨床医から基礎研
究医への方向転換にも挑戦して欲しい。医学生諸君
は研究医の将来に不安を持つ者も多いと思われる。

68母校に望む母校に望む母校に望む 我々指導者は、彼らのキャリアパスと経済的基盤を
ともに良く考え、研究医の happiness を学生諸君
に伝える義務があると考える。国立大学は法人化さ
れ、若い先生方も科研費の獲得に追い立てられてい
る。任期制もあり早急な成果を求められるが、何時
かは役立つであろう研究を息長くコツコツと行うこ
と、学生も広い視野に立って研究の何たるかを学ぶ
ことも国立大学としては必要ではないかと思う。
　私は学生時代６年間サッカー部に属し、心身を鍛
えサッカーの面白さを味わうだけでなく、グラウン
ドの内外で多くのことを学んだ。「患者、他の医療
従事者と良好な信頼関係を構築する能力」や「世の
中には多様な人間がいる、この多様な患者に対して
差別なく同等に会話し、診療する姿勢を保てる能力」
をつける必要はあり、医学生時代でのクラブ活動や
海外交換留学の充実に期待したい。
　今の医学生は入学後に CBT, OSCE, 国家試験と
休む暇はなく、以前よりも厳しい学生生活を過ごさ
なければならず、必然としてより stressful となっ
ている。現在私は埼玉医科大学の学生支援室委員と
して学生面談や連絡会議に参加しているが、心の問
題を抱える学生がかなり多くみられる。必要に応じ
て、専門家が「心の相談室」としてカウンセリング
などを行いサポートしている。私立医科大学と国立
医科大学との違いがあるが、群馬大学でもそうした
サポートが必要な学生はいると思われる。
　「教育」、特に卒前教育の大部分は大学でしかでき
ず、大学医学部の衰退は日本の医療の没落となる。
「金を残す人生は下、事業を残す人生は中、人を残
す人生は上（後藤新平）」、「教師の最も純粋な栄光は、
自分に続く弟子を育てることではなく、自分を超え
る賢人を育てることにある（サンチャゴ・ラモン・イ・
カハール）」。大学の医師、特に中堅医師には、「診療」、
「研究」、「教育」のバランスでのジレンマが存在する。
教育のアウトカムは見えにくい。「褒めて伸ばす」、
しかし、本当に間違っていた時は本気で怒る、ただ
し人格を否定せずに。群馬大学の教官には、「母校愛」
と「学生愛」を持って教育にあたって頂きたい。
　埼玉医科大学の建学の理念の一つに、「師弟同行
の学風の育成」がある。私も大学の定年が近い立場
だが、医学生の教育や研究を通じて自らも進歩して
いきたいと思っている。同窓生として、群馬大学医
学部卒業を誇りとして続けられるよう、多様で多彩
な良医を育成されることをお願いしたい。

多様で多彩な
良医の育成を

埼玉医科大学病理学
 教授　佐々木　惇（昭55卒）
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女性医師シリーズ　 58

　今回、群大の同級生の大山良雄先生から、医学
部女子学生の方々へ向けての寄稿の機会を頂きま
した。私は昭和の最後の年に群大を卒業しました。
今年で平成も最後の年になり、あっという間に卒
後30年が過ぎてしまいました。群大の学生生活や
卒後研修なども今はすっかり変わっていると思い
ますし、女子学生の皆様のご参考になるかどうか
わかりませんが、この機会に今までのことを少し
振り返ってみたいと思います。
　医学生の頃、恩師である当時の放射線診断部の
故平敷淳子先生や、核医学教室の佐々木康人先生
にご指導いただき、画像診断に興味を持つように
なりました。ちょうど MRI や PET など、高解
像度の断層画像や生体の機能画像情報が診療に用
いられるようになって来た頃でした。
　卒後は放射線科に進むことを考えていたのです
が、恩師の先生方からのご助言もあり、まずは臨
床を経験しておくべきと考え、聖路加国際病院で
３年間の内科研修を行いました。多忙でしたが、
熱心な指導医の先生方や同僚の先生方に恵まれ、
充実した日々を過ごしました。
　内科研修後は、平敷先生が当時教授をしておら
れた埼玉医科大学放射線科に一年間大学院生とし
て在籍し、その後平敷先生のお力添えで、米国の
メリーランド州にあるジョンズ・ホプキンス大学
放射線科に留学しました。初めは MRI の臨床研
究を行い、その後４年間の放射線診断のレジデン
ト、１年間の Cross-sectional Imaging のフェロー
を経験しました。その後、日本に帰国し、埼玉医
科大学放射線科に再度入局させていただきまし
た。その後またご縁があり、2001年から再びジョ
ンズ・ホプキンス大学で放射線診断医として働い
ています。現在は主に、腹部のＣＴや超音波での
診断や、画像ガイド下の生検等をしています。ま
た、医学生や研修医の教育や臨床研究なども行っ
ています。

　放射線診断学は医学の中でも比較的若い領域
で、レントゲン博士がＸ線で初めて人の骨の写真
を撮影してから約120年になります。他の領域で
も同様と思いますが、画像診断は以来大きく発展
し、卒業後30年間、常に変化を感じながら放射線
科で働いてきました。特に画像機器の発展はめざ
ましく、放射線科医になりたての頃は、CT も 
MRI も一回の検査に何十分もかかっていました
が、現在では、CT は頭から足先までを数秒で取
れるようになりました。同時に情報量も飛躍的に
増加しました。例えば、腹部骨盤部 CT では、
初期には１cmのスライス厚で100枚程の画像を
フィルムに現像して読んでいましたが、今は一度
のスキャンでVolume のデータを撮り、千枚（時
に数千枚）を超える画像を再構成してコンピュー
ター上で閲覧するようになりました。
　さらに近年、画像診断は、人工知能、precision 
medicine 等が使われ始めたことによって、大き
な影響を受けつつあります。CT、MRI、PET 等
のデジタル画像検査が日常的に行われるように
なってから長い時間がたち、これらの多量の画像
データを人工知能を使って解析する試みがどんど
ん行われるようになってきています。将来の画像
診断はさらに定量化、個別化、人工知能による診
断や予後判定など新たな展開が予想され、なお
いっそう患者さんの診療に役立てるようになると
思います。
　「人工知能が画像を読めるようになれば、画像
診断医はいらなくなる」という意見を聞くことが
あります。これは私が医学生の頃からずっと言わ
れ続けてきたことですが、近年いよいよ現実味を
帯びてきました。私個人としては楽観的に思って
おり、今後画像診断医の役割が大きく変化してい
くことは間違いないでしょうが、画像診断医がい
らなくなることはないだろうと思っています。む
しろ画像診断医はその将来のためにも人工知能を
使った画像診断技術に積極的にかかわっていくべ
きなのではと思っています。また、医学生さんに
は是非、画像診断も将来の進路の可能性の一つと
して考えていただければと思います。
　私事では、30歳代も終わり頃になって同業の放
射線科医と結婚し、現在高校生になる子供が一人
おります。今まで続けてこられたのも、主人の理
解と協力があったからこそと感謝しております。
　最後に、進路に迷ったら、いろいろな先輩方に
話をしてみるといいと思います。またもし留学の
機会があれば是非行ってみて下さい。新たな場所
で生活基盤を立ち上げて、仕事をすすめていくの
は、苦労もあると思いますが、得られるものも大
きいと思います。最後になりましたが、今までご
指導いただいた先生方に感謝申し上げます。

卒後30年を振り返って
　　　ジョンズ・ホプキンス大学放射線科

河本　里美（昭63卒）



群馬大学医学部刀城クラブ会報第253号 平成31年（2019年）４月20日

－ 13 －

平成30年度パジャジャラン大学交換交流学生の歓迎会平成30年度パジャジャラン大学交換交流学生の歓迎会平成30年度パジャジャラン大学交換交流学生の歓迎会

白倉賢二同窓会長とパジャジャラン大学代表学生達 民族衣装を着けて踊るパジャジャラン大学代表学生

　　　　　　公衆衛生学分野　教授
　　　　　　国際交流パジャジャラン大学担当

小山　洋（昭56卒）

　インドネシア・パジャジャラン大学医学部の学生

４名（Nabilla さん、Selma さん、Tsabitah さん、

Putri さん）が平成30年11月27日（火）から12月３

日（月）までの７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、11月29日（木）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、白倉会長はじめ、幹事長の松﨑利行生体構造

学教授、副会長の鯉淵典之応用生理学教授および鈴

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。

　今回の実習では、医学部附属病院の麻酔科、循環

器内科、核医学読影室の見学のほか、産婦人科や脳

神経外科の手術も見学させていただきました。麻酔

科では日本光電での工場見学をアレンジしていただ

き、また、循環器内科では心電図レクチャーが毎回

好評を博しております。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。最終日には重粒

子線医学研究センターも詳しく見学させて頂きまし

た。各科・分野、施設および県の方々に感謝いたし

ます。

　また、実習の合間を縫って、日光見学や茶道や着

物の着付け、カラオケ、帰国の際には東京で相撲部

屋の朝稽古の見学やスカイツリーにも立寄ったそう

です。

　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まとい、さまざ

まな地方の踊りを見せてくれます。今回も写真のよ

うに民族衣装をまとって見事な舞踊を披露してくれ

ました。集合写真に示すように多くの外国人留学生

たちも集まり楽しい時を過ごしました。
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平成30年度パジャジャラン大学交換交流学生歓迎会集合写真

　このパジャジャラン大学医学部との学生交換交流

は、鈴木庄亮名誉教授が始められたプログラムで、

1996年に締結された群馬大学とパジャジャラン大学

との姉妹校提携に基づいています。医学生の交換交

流は、1998年から開始され、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てきました。今回

で21回目になります。毎回、４名ずつの学生交換で

すので、これまでに80名以上のパジャジャラン学生

を受け入れ、また、群馬大学医学生を80名以上送り

出してきたわけです。

　今回は、医学部５年生の今井君、廣井君、齊藤さ

ん、小尾君の４名が１月下旬にパジャジャラン大学

で一週間見学実習させて頂きました。パジャジャラ

ン大学は16学部４万人の学生数を誇るインドネシア

でも有数の大学です。現在学長のTri先生は、2012

年から４年間行われた公衆衛生学修士課程リンケー

ジプログラムのパジャジャラン側の立役者の一人

で、計画当時（2010年）は医学部の講師でした。リ

ンケージプログラムが実現した時は医学部長に就任

されており、2013年には医学部長として群馬大学大

学院医学系研究科を視察に来られました。この時、

多くの群馬大学の先生方との懇談の時間を割いてく

ださり、その後、多くの研究室へもパジャジャラン

卒業生が大学院生として入学するきっかけとなりま

した。

　一昨年（2017年）、医学部長に就任された

Setiawan先生も、2005年にバンドンで始めてお会

いした時は生理学教室の講師をされていました。

2007年には群馬大学に来学されており、この時も医

学部の多くの先生方と懇談の席を設けられ、また、

伊香保の露天風呂に一緒に入った思い出がありま

す。公衆衛生学で学位を取得したRizky博士と

Mutakin博士は，現在、パジャジャラン大学におい

てTri学長のもとで、それぞれ、将来構想および研

究担当の理事を務めています。その他にもパジャ

ジャラン大学には、群馬大学大学院医学系研究科の

応用生理学、総合外科学、リハビリテーション医学、

循環器内科学、腫瘍放射線学、脳神経再生医学、神

経薬理学、放射線診断核医学などの卒業生が多数お

り、これまでの交流の実績を物語っています。この

群馬大学とパジャジャラン大学との連携は、群馬大

学医学部の一つの社会的な財産（Social capital）と

して守っていきたいと思います。今後とも、よろし

くお願いいたします。
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パジャジャラン大学交換留学実習報告パジャジャラン大学交換留学実習報告パジャジャラン大学交換留学実習報告

パジャジャラン大学
　　　交換留学を終えて

今井　啓之（医学科６年）
　はじめに、本プログラムに参加するにあたり、ご
支援を賜りました刀城クラブの皆様を始め、鈴木庄
亮名誉教授、小山洋教授や公衆衛生学教室の皆様、
また多くの大学関係者の皆様に深く感謝申し上げま
す。初めて降り立つ熱帯の地で、充実した日々を過
ごすことができました。
　私達が主に実習をさせて頂いたハサン・サジキン
病院があるバンドン市は、人口は群馬県よりやや多
い240万人程ですが、人口密度は群馬県の約50倍で
す。院内は患者で溢れかえっており、救急センター
の床数は約50床であるにも関わらず、患者が床に横
たわった状態で診療を行わざるを得ない状況に衝撃
を受けました。そんな中、日本で医学生が臨床実習
を行うようにパジャジャラン大学の学生も臨床実習
を行っておりました。パジャジャラン大学の実習は、
土日祝日も含んだシフト制で、当直などの通常診療
時間以外の実習も全員必ず行うそうです。また、公

衆衛生学の実習も９週間組まれており、公衆衛生学
や家庭医療について学習します。インドネシアには
国民の健康意識の低さや栄養バランスの偏りなど沢
山の問題があり、公衆衛生学が大変重要視されてい
る様子が見受けられました。
　この交換留学を通して強く感じたことの一つが、
インドネシアの学生と自分との英語力のギャップで
す。インドネシアの学生の英語力の高さには大変驚
かされると共に、自らの英語力の低さを痛感しまし
た。交流したインドネシアの学生は、プログラムに
参加した４名だけでなくそれ以外の学生も英語に堪
能で、ネイティブスピーカーに匹敵するスピーキン
グ力でした。そして、パジャジャラン大学医学部で
は、英語で医学を学習し、テストも英語で行うとの
ことです。英語力をはじめとした、自らの成果を世
界に発信し医療の進歩に貢献するために大切な能力
を向上させる必要性を再認識しました。
　現地での実習は約１週間と短いながらも、今後の
成長の起爆剤となることでしょう。この度は貴重な
機会を頂き、誠にありがとうございました。

パジャジャラン大学との
　　　　絆の深さを感じて

小尾　誠治（医学科６年）
　今回のプログラムは2018年11月26日～12月４日ま
で、インドネシアから４名のパジャジャラン大学医
学生が来日し、群馬大学医学部ならびに付属病院や
群馬県庁、介護老人保健施設　創春館で実習をさせ
ていただきました。来日中は、同窓会主催のウェル
カムパーティを開いていただき、40名を超える先生
方や学生にご参列いただきました。
　インドネシアには、翌年、2019年１月19日～26日
まで滞在しました。現地は確かに暑いものの、20度
台であったため、思っていたよりも過ごしやすかっ
たです。プログラムではパジャジャラン大学やその
医学生たちが臨床実習で通うハサンサディキン病院
で先生方の講義を受け、病棟を紹介していただきま
した。回った科としては、小児科、産婦人科、循環
器外科、小児外科、精神科、また大学のほうでは公
衆衛生学教室を回らせていただきました。どの科の
先生もとても親切で、質問を求めながら主体に説明
してくださるので、こちらも能動的にお話を聞くこ

とができました。どの先生も「あなたは何を学びた
くてここに来たの？」と私たちに問い、目的意識を
大切にしていらっしゃると感じました。向こうに用
意していただいた資料は半分、残りはこちらの学び
たいことに応えて教えてくださるレクチャースタイ
ルに、とても驚きました。今回、頭をフル回転させ
必死に質問を考えたことがとても良い経験になりま
した。インドネシアで診療所と保健所の役割を担う
「プスケスマス」の見学では、地域の人々への医療
教育や訪問医療など、各地域に根ざした多くのプロ
グラムをやっていることを知り、学ぶことが多かっ
たです。
　毎晩、様々なパーティをしていただき、大学、病
院の先生方や学生たちと交流を深めることができま
した。皆さん、気さくに話しかけてくださって、笑
顔が絶えない１週間となりました。また、つながり
のある日本の先生や学生のことをよく覚えており、
パジャジャラン大学と群馬大学の絆の深さを実感し
ました。最後にはなりますが、この素晴らしいプロ
グラムに参加させていただき、同窓会の皆様には厚
く御礼申し上げます。誠に有難うございました。
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インドネシアでの一期一会
齊藤あむな（医学科６年）

　井の中の蛙大海を知らずであってはならない。日
本の医療にだけ目を向けるのでなく、他国の医療制
度や医学教育に関心を持ち、良点から学ぼうとする
姿勢をもつべきだと考える私は、インドネシアの病
院事情や公衆衛生について勉強できると聞き、本プ
ログラムへの参加を決意した。
　交換留学は先にパジャジャラン大学の学生が来日
したため、彼女達からインドネシア医療の現状や課
題についてある程度聞いていたが、話を聞くのと実
際に自分の目で視るのでは全く違った。ハサンサ
ディキン病院での5日間の見学はカルチャーショッ
クの連続で、まず病院の雰囲気に驚いた。建物は横
長で中庭がある開放的な構造をしており、とにかく
患者や家族の話し声が飛交い、賑やかだった。イン
ドネシアでは家族の絆が重視され、そのため患者の
家族が何人も付き添いにやってくる。当然待合室だ
けでは埋まりきらず、家族は病院の廊下や階段で待
機するため、病院内は人で溢れかえっていた。ER
には交通事故で急性硬膜下血腫になった患者が何人
も手術室が開くのを待っており、また小児科病棟で
はデング熱感染で入院中の児が複数いた。日本では

なかなか目にできない光景があった。
　確かに、インドネシアの医療はまだまだ発展段階
で、衛生面でも課題が見られた。平等な医療が国民
に行き届いているとは言い難い。しかし、その一方
で数少ない医療資源を如何に効率よく使い、地域住
民の健康を守るのか、様々な工夫がなされていた。
我々は Puskesmas Pasirk Aliki というプライマリケ
ア病院を訪れた。ここでは来院した患者の診察は勿
論、地域や学校の健康・疾病予防の教育も行ってい
る。驚いたのは、その病院スタッフが自分たちの管
轄にある地域住民の家全てを日々訪問し、健康の相
談に乗っている事だ。交通手段のない高齢者や子育
てで忙しい母親が気軽に医療従事者に接触できるよ
うに配慮されていた。Puskesmas や老人保健施設/
児童養護施設の見学を通し、日本では失われつつあ
る、住民同士の絆やコミュニティの結束力を感じた。
　滞在中は病院見学のみならず、伝統楽器であるア
ンクルンの演奏を聴きに行ったり、オランダの植民
地だった頃の歴史が記された博物館に行ったり等、
文化や宗教に接する機会もあった。約１週間の留学
は大変実りのあるものとなり、沢山の素敵な出逢い
に恵まれた。小山先生をはじめ、このプログラム実
現のために協力頂いた全ての方々に、深く感謝申し
上げる。

アツすぎる９日間
廣井　颯（医学科６年）

　インドネシアの医療や文化を知りたい、英語力を
高めたいという漠然とした動機を抱え私はインドネ
シアに降り立ちました。振り返ってみると、アツい
意志をもった仲間と刺激的な日々を過ごし、「こう
いうことが知りたかった、こんなことを経験してみ
たかった」というものに後追い的に気づくことがで
きたのがとても楽しく、今回の交換留学の大きな収
穫だったと思います。
　実習内容は、病棟内でのディスカッション、カン
ファレンス参加、手術見学、プスケスマス・乳児院・
老健見学など多岐に渡りました。各診療科の実習内
容はどれも印象的で興味深いものでしたが、いろい
ろな場所でいろいろな人々と会話し、いろいろな英
語を聞きいろいろな意見をぶつけ合うことができた
ことが最も心に残っています。日本で行われている
ような先生が主体となり学生が受け身となるレク
チャーではなく、ディスカッション形式で作り上げ

ていくようなレクチャーが大半でした。インドネシ
アと日本は医療制度や医療機器、食生活や気候、人
口など異なっており単純に比較することはできませ
んが、そこに住む医療関係者や学生がどのような思
いで患者さんと向き合っているのか、学習している
のかということは参考にすべきだと感じました。実
習のみならずパーティや観光でも最大限の歓迎をし
てくださり、とても明るい人ばかりで一緒にいると
時を忘れてしまうようでした。私は英語力が未熟で
あるが故に、考えや感謝の気持ちを正確なニュアン
スで伝えることができず歯がゆい思いをしました
が、彼らはそんなことお構いなしに話しかけてきて
くれました。不自由な言語だとしてもとりあえずコ
ミュニケーションをとってみる、チャレンジしてみ
る度胸と根性を学びました。
　日本では得られなかった視点や思考に触れ、かけ
がえのない友人と出会えたことは一生の思い出であ
り宝物です。このような素晴らしい機会を頂き幸せ
に思います。お世話になった全ての方に御礼申し上
げます。本当にありがとうございました。
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パジャジャラン大学交換留学思い出 Snapパジャジャラン大学交換留学思い出 Snap

 バンドン市内の Nursing home を訪問
▲

▲ バンドンの博物館にてインドネシア
の歴史にふれる

▲ Dr.Yoni Fuadah Syukiai と
医学部長室にて

▲ Dr.R.Nina Susana Dewi と
病院長室にて

 プログラム終了式を空港にて

▲

▼ 本プログラムに参加した
学生たちとパーティー
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　平成31年２月16日（土）に刀城会館におきまして、
群馬大学大学院医学系研究科泌尿器科学、鈴木和浩
教授を当番世話人として第23回群馬県内視鏡外科研
究会学術集会および鏡視下手術セミナーが開催され
ました。
　本研究会は、内視鏡外科手術に関する研究・教育
および健全かつ安全な手術の普及・発展を目的とし
て、平成９年に本県および近隣県の外科、泌尿器科、
産婦人科の医師を中心に設立されたもので、以来内
視鏡外科に関わる医師が診療科を超え横断的に学術
交流を行う貴重な場となっております。また鏡視下
手術セミナーは若手医師、医学生を対象に鏡視下手
術のシミュレーションを行い、毎回多数の先生、学
生の皆様にご参加頂いています。さらに本セミナー
は日本内視鏡外科学会の後援を頂き、日本内視鏡外
科学会技術認定制度における申請点数を取得可能な
ものとなっています。
　本年度の学術集会では、特別講演として、神戸大
学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野、藤澤正人教
授をお招きし、「ロボット支援手術の現状と課題」
と題して泌尿器科領域におけるロボット手術の最先
端の知識を御講演頂きました。また一般演題15題で
は、消化管、脾・副腎、肝臓、肺、子宮・付属器、腎・
前立腺、鼠径ヘルニア、小児疾患といった多彩な分
野における内視鏡外科手術関連の発表があり、分野
を超えた活発な討議がなされました。さらに今回、
鈴木教授のご発案で催されたシンポジウムでは「ロ
ボット手術の新たな展開～新規ダヴィンチ手術の現
状と課題」をテーマに、県内でロボット手術を導入
予定、またはすでに施行中の御施設からご発表頂き
ました。各領域でロボット手術の保険収載が段階的
に認可されつつある現状において、安全・確実なロ
ボット手術の普及に向けて有意義な議論がなされま
した。この会の開催にあたりましては、群馬大学医
学部同窓会から様々なご支援を頂きました。会を代
表し深く御礼申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

総合外科学講座　教授
群馬県内視鏡外科研究会
代表世話人　調　　憲（特別会員）

第23回　群馬県内視鏡外科研究会
学術集会・鏡視下手術セミナーへのご支援お礼

　2019年3月14日～16日に10th Annual Meeting of 

“Cervical Spine Research Society-Asia Pacific 

Section（CSRS-AP）” をパシフィコ横浜（みなとみ

らい）において開催させていただきました。本学術

集会開催にあたり群馬大学医学部同窓会のご支援を

いただきました事、ここに深く感謝申し上げます。

CSRS-AP は47年の歴史を持つ CSRS-NA（北米国

際頸椎学会）の sister society として10年前に発足

し、私は現役脊椎外科医として最古参の日本人 NA

メンバー（1994年メンバーシップ取得）として、実

質的な設立・運営に関わって参りました。欧州、

USA を含む世界17カ国から353名の登録参加者があ

り、248演題（口演、ポスター含む）を得ることが

出来ました。“Unlocking Potential（覚醒）”を大テー

マに掲げ、アジアの若手脊椎脊髄病医に「井の中の

蛙」になることなく、自らの自由な発想を解き放ち、

アジアの底力を自覚してもらおうと考えました。蓋

を開けてみるとそれは杞憂であり、欧米医師相手に

堂々と英語で相対するアジアの若い医師達を見て頼

もしく感じると同時に、むしろ我が国がこの分野で

もはや先進国といえるのかと一抹の不安を感じた次

第です。群馬大学整形外科の筑田教授に Local host

をお願いし、大学整形外科脊椎班のバックアップが

大きな支えとなった事は言うまでもありません。群

馬名産の大ダルマが大活躍し、学会場では常に

photo spot として大人気であったことも申し添え

させていただきます。群大医学部ラグビー部の諸先

輩・後輩諸氏、昭和57年卒同期の先生方のご援助も

かけがえのない物であり、国際学会主催を通して『母

校』を強く意識できたのも嬉しい経験となりました。

ご協力・ご援助いただいた全ての皆様、本当にあり

がとうございました。

学会報告（同窓会補助）

榛名荘病院群馬脊椎脊髄病センター
センター長　清水　敬親（昭57卒）

10th Annual Meeting of “Cervical Spine 
Research Society-Asia Pacific Section
（CSRS-AP）” を開催して
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　平成30年12月５日（水）午後７時よりプリオパレ

ス伊勢崎にて、恒例の支部総会と忘年会が開催され

ました。この数年、総会では同窓生による講演会を

行っています。今回は、札幌皮膚科クリニック院長

の安部正敏先生（平成５年卒）による「これだけは

押さえておきたい皮膚疾患診療のコツ～かぶれ、水

虫から美白まで～」という講演でした。皮膚疾患の

基本、軟膏の使い方、某化粧品メーカーによる美肌

ランキングで３年連続最下位の群馬県における紫外

線対策、美白効果で最近話題のヒルドイドについて

（効果はないそうです）、など多岐にわたる内容を短

い時間で楽しく拝聴しました。

　講演の後、植竹先生の乾杯で会が始まりました。

歓談の後、出席者から各々近況報告があり、以下に

刀城クラブ伊勢崎佐波支部
総会・忘年会報告

　　　　　　　　　　伊勢崎佐波支部
岡本　栄一（昭63卒）

その一部を紹介します。学生時代、公衆衛生の授業

でお世話になった最年長の鈴木庄亮先生（群大名

誉教授）：｢教え子の活躍を知るのはうれしい」、長

らく務められた伊勢崎佐波医師会の理事をお辞めに

なった本多先生：｢理事を辞めて気持ちが楽になっ

た」、一方、本多先生を引き継ぐような形で新しく

理事になった塩島先生：｢刀城クラブ代表として理

事になったつもりで頑張ります」、定年を控えた草

場先生：｢住まいが前橋なので勤務先の伊勢崎の病

院で定年になるとこの会に参加できなくなるのは寂

しい」、益々元気な新田先生：｢現状維持は衰退、ま

だまだ頑張る」、同じく大林先生：｢定年まで手術し

続ける」、等々。毎回和やかな雰囲気の会ですが、

唯一の問題点は若い同窓生の参加が少ない事です。

出席者は卒後24年から57年で、卒後平均38年（平成

卒は４人）、2011年開催時の卒後平均33年から明ら

かに高齢化しています。これまで参加した事のない

平成卒の若い（とはいっても50才台まで含まれます

が）同窓生にはぜひ一度参加して頂き、年齢・学年・

専門科に関わらない同窓会ならではの楽しい雰囲気

に触れてもらいたいと思います。

刀城クラブ伊勢崎佐波支部総会・忘年会（平成30年12月５日　プリオパレス伊勢崎）
後列左より： 岡本栄一（Ｓ63）、塩島正之（Ｓ59）、田中伸幸（Ｈ元）、田村卓彦（Ｓ63）、山本巧（Ｈ６）、

南部眞一（Ｓ59）、吉川大輔（Ｓ55）、前田昇三（Ｓ58）、大林民幸（Ｓ57）、髙橋洋樹（Ｈ７）、
新井正明（Ｓ61）、鈴木知明（Ｓ53）、新田安紀芳（Ｓ55）

前列左より： 古作望（Ｓ51）、吉田寿春（Ｓ50）、植竹敏（Ｓ46）、本多隆一（Ｓ44）、鈴木庄亮（Ｓ37）、
鈴木豊（Ｓ47）、草場輝雄（Ｓ47）、諏訪邦彦（Ｓ47）

支　部　だ　よ　り支　部　だ　よ　り支　部　だ　よ　り
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　平成30年９月15日、ホテルメトロポリタン高崎に
て２年ぶりの昭和46年卒同窓会が開かれました。今
回は四国から暫くぶりに高田君ご夫妻と芳川君が来
てくれました。今年は全国的に異常気象、自然災害
の多かった年で、四国も豪雨や数回の台風の通過が
あった場所なので心配しておりましたが、幸い両君
とも支障なく、予定通り出席をしてくれました。参
加者は皆一つ～二つの病気を持ちながらも相変わら
ず元気で活躍をしておりました。会の初めに「群馬
大学医学部の現況―その後」と題して、医学部同窓
会会長の飯野佑一君にその後大学で進められている
改革の状況などについて話をしてもらいました。経
営面で大変影響の大きい特定機能病院の再認定につ
いては現在申請中とのことです。同窓生としては大
学の一日も早い信頼回復を願っているところです。
飯野君は平成24年から６年間、群馬大学医学部同窓
会の会長を務め、この９月末で退任致しました。医
学部同窓会の会長となると人望そして並外れた母校
を思う気持ちがなければ中々全う出来る役職ではあ
りません。同級生として大変誇りに思うところです。
参加者一同、長年のご尽力に対し大きな拍手を送り、
話を終えました。なお、医学部同窓会では他に梅枝

君（副会長８年、財務担当13年）、植竹敏君（財務
担当、13年）も長年に亘り会の運営にご尽力されて
いたことも合わせ報告致します。近況報告が始まる
と、それぞれ個性のある色々な話が出て大変興味深
く聴けました。ただ、どうしても一人一人の話が長
くなり、幹事としては終始時間調整を気にしており
ましたが、隣にいた某君の「仕方がないよ、普段家
ではまともに話を聞いてくれる人がいないんだろう
から」という言葉に妙に納得し、発言時間の制限は
しない事にしました。そのような状況で、参加者の
約３分の１は二次会での近況報告となりました。小
林剛一君は本年２月「特別養護老人ホームにおける
看取りの意義に関する研究」という論文を北関東医
学会に投稿しました。多死社会を迎え、我々の世代
は中々病院では死ねない時代になります。終末期医
療や看取り場所などの問題は広く国民のコンセンサ
スを得ていかねばならない喫緊の課題ですが、小林
君は迷いながらも、その先取りに思いを巡らせてい
る様です。人生色々な人との付合いがありますが、
同級生はいつまでも学生の頃と同じ “本音の語らい”
が出来るのがいいところです。
　最後に、46年卒同級生の皆さんに訃報があります。
富岡眞一君が約１年に亘る病気療養中のところ平成
30年11月18日に逝去されました。72歳でした。地元
の我々にとっても突然の訃報で大変驚きました。告
別式には個展を開いた時の油絵や水彩画の一部が飾
られ、お孫さんらしき４名の子供さんに囲まれた幸
せそうな写真も展示されていました。心よりご冥福
をお祈り致します。

昭和46年卒業クラス会報告

昭和46年卒業クラス会（平成30年９月15日　ホテルメトロポリタン高崎）
後列左より：植竹（敏）、長谷川（甘）、高山、佐藤（忠）、神尾、斉藤（久）、小暮、野口、小林、荒井、梅枝、青木
前列左より：芳川、植竹（泰）、飯野、高田、高田夫人、野口（久）
写 真 提 供：植竹　敏君

青木　秀夫（昭46卒）
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結婚されたり、大学に進学したり、社会人になって

いたり、卒後28年の年月を感じずにはいられません

でした。当の本人たちも、開業したり、責任ある立

場に立ったりで、人生を重ね職責を果たしています

が、同級生が集まれば昔のまんまです。肩ひじ張ら

ない気楽なおしゃべりがクラス会の楽しさです。高

崎東口の米蔵（よねくら）で行われた二次会にも28

名が参加しました。次回、４－５年後の再会を約束

して散会となりました。あっという間の楽しい時間

でした。

（幹事：磯達也、伊藤克彦、小原沢昌子、柿崎暁、

小中和子、筒井貴朗、藤田尚、山田拓郎）

　2018年10月20日（土）、平成２年卒の同窓会がホ

テルメトロポリタン高崎で開催されました。卒後28

年、５年ぶり４回目の同窓会で、一次会参加者は53

名でした。集まりの良い同級生で、幹事冥利につき

ます。遠く静岡県藤枝から駆けつけてくれた伊東充

宏君の乾杯で開会しました。今回は、希望者がスラ

イドを使って近況報告ができるように、パソコンと

プロジェクターを準備しました。ご子息・ご息女が

平成２年卒（1990年卒）
同窓会のご報告

磯　　達也（平２卒）

平成２年卒同窓会（平成30年10月20日　ホテルメトロポリタン高崎）
六列目左より：櫻井（篤）、成瀬、櫻井（繁）、山田（拓）、壁谷、伊藤（一）、石嶋、小川
五列目左より：青柳、伊藤（克）、神保、池田、五十嵐、石塚、中村（和）、伊東（充）
四列目左より：羽鳥、武内、井野、篠原、橋本、岡本、佐野、平井、佐々木
三列目左より：岡野、岡田、角野、堀越、吉田（誠）、鈴木（秀）、土尾、比島
二列目左より：中村（学）、吉田（正）、山口、竹越、荻野、北原、筒井、三宅、蛭川（純）
一列目左より：太田（里）、小中、磯、関山、茂木（晃）、笠間、柿崎、折井、小原沢、加藤
（写真撮影時不在、山田敬）
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　平成30年４月１日に母校内科学講座腎臓・リウマチ
内科学分野の教授に廣村桂樹君が着任したことのお
祝いに、平成元年卒同級生が去る11月10日、ホテルメ
トロポリタン高崎に集いました。
　平成元年卒の第２回同級会は、８年前の2011年３
月18日に予定され、準備は着々と進んでいましたが、
例の大震災により中止、その後あっという間に７年以
上が過ぎ去っていました。そこに飛び込んできたのが
廣村君の快挙でありました。吉報は知っていたものの
動かなかったクラス幹事（＝私）に変わり、剣道部で
朋友であった中島一郎君が会を企画し、連絡をとり、
40人が集まりました。
　会の司会も中島君につとめていただき、旧第三内科
に同時入局である林純一君の乾杯に続き、廣村君か
ら現在までの歩みや業績、近況の紹介がありました。
故・成清先生の時代に入局し、米国ワシントン大学
に留学した数年間を除けば、ほとんどの時期を母校
内で過ごし研究業績を重ねると共に、後輩や学生の
指導にも力を注いできたとのことでした。最近の学内

の様子も紹介され、学生時代には野球場や駐車場が
あったキャンパス西側に重粒子線治療施設が出来た
ことをはじめとする大きな変化がある一方で、生協は
そのまま残っていること、しかしその前にあった、運
動部員には特別思い入れがある「池」は無くなって
しまったことなどが写真と共に紹介されました。母校
を離れて久しいものも多く、同級生からは歓声が上が
っていました。同じポリクリ班であった樋口（旧姓半
場）さんから花束贈呈の後、廣村君が用意してくれ
た卒業アルバムの写真をバックに各人の近況報告と
なりました。卒業して四半世紀以上が過ぎましたが、
私を含む男性陣は頭部に若干の変化が見られるもの
がいるものの、皆学生時代とほぼ変わらず？女性陣は
学生時代そのままの雰囲気でありました。
　予定されていた時間はあっという間に過ぎ、ほとん
どがそのまま二次会に流れ用意した椅子が足りなくな
るほどで、皆が廣村君の快挙を称え、今後のさらな
る飛躍を祈念すると共に懐かしい思い出に浸っており
ました。
　平成が始まった年に卒業した我々は平成が終わる
今年で卒後30年となります。記念すべき年に盛大な
同級会を計画しております。今回参加いただけなかっ
た同級生はもちろん、卒業が同時でなかった方にも是
非ご参加頂きたいと思っております。連絡は尽くして
おりますが、不行き届きがありましたら是非ご一報い
ただけますようお願いいたします。

平成元年卒「廣村桂樹先生教授就任を祝う会」（平成30年11月10日　ホテルメトロポリタン高崎）
前列左より： 志村龍男、桐生康生、宇津木（須藤）憲子、鈴木幸代、樋口（半場）啓子、渡邉（八木）規子、廣村桂樹、

阿部（石川）敦子、高野（野村）洋子、佐原（小堀）まゆみ、時澤（石綿）桂子
後列左より： 根岸幾、大谷倫裕、井上佳也、小野芳啓、森永暢浩、砂長博明、中野勝也、相原利一、芳賀紀裕、凌晨光、

桑原敦、倉本充彦、久保田裕、中島一郎、齋藤淳一、岡野浩哉、片貝堅志、石渡進、吉見誠至、瀬崎壮一、
片山雅義、田中伸幸、竹部兼太郎、清水和彦、齋藤一郎、川島健司

平成元年卒
　「廣村桂樹先生
　　　教授就任を祝う会」

川島　健司（平元卒)
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　“箱根の山は天下の嶮～”、小田急ロマンスカーに乗
り、紅葉を楽しむ。と銘打って、年一回恒例の39年卒
刀城クラブ同窓会が、2018年11月23～24日に実施さ
れた。当初21名の参加申し込みがあったが、体調が
よろしくないなどの事由で、実際の参加者は集合写
真のとおり15名となった。
　医進課程入学時60名の在籍者は、学生時代の夭逝
に始まり、卒後54年余経過の現在36名に漸減してお
り、入学当初の６割になってしまったことになる。い
ずれ鬼籍に入るとは言え、最後の２人になるまでは、
毎年クラス会を続けるとのモットー下、開催が継続
している。例年どおり秋田の下山君、石川の村本君、
富山の福井君の遠方居所の３名を含めて、群馬、栃木、
茨城、埼玉、東京在住者が箱根湯本駅に降り立ち、
駅直近の富士屋ホテルに落ち着いた。温泉入浴後、
集合写真撮影ののち宴席が始まった。
　前回以降物故した川崎君に、クラス幹事小林君の
発声で黙禱を捧げた。欠席者の近況報告に次いで、

村本君による乾杯の音頭に唱和し、杯を傾けながら
の歓談が続いた。終宴後、席を小座敷に移動、カラ
オケを混えて数時間にわたり話がはずみ、翌日のバス
観光等を期し、それぞれの客室に引き揚げた。
　翌朝、当初予定の人数で手配されていた大型サロ
ン付き観光バスに乗り込んだのは、３名が所用のため
帰宅の途についたので、12名による名所廻りとなった。
　先ず、２年前の噴火活動の活発化で最近まで入山
が禁止されていた大涌谷に向かった。３連休の中日と
あり多数の観光客で溢れていたが、紅葉は夏の猛暑
の影響か今ひとつであったものの、大快晴に恵まれ、
青空の下真白な富士山のくっきりした姿に見とれ、大
涌谷の噴煙にカメラを向けたりした。
　次に、桃源台の芦ノ湖畔にケーブルカーで到着、遊
覧船に乗船、ここでも富士の雄姿に感嘆一入であった。
元箱根で下船後箱根神社に拝でた。山門から社殿ま
で89段の石段昇りがあり、数名ははなから昇降を断念、
足腰の老齢化は如何ともし難い状況が見られた。
　箱根駅伝のゴール地点のある道路は渋滞していた
が、箱根新道をスムースに下り、（鈴廣）個室で、地ビー
ルで乾杯、昼食を摂った。蒲鉾などをそれぞれ土産
に購った後、予定どおり15時過ぎに小田原駅に到着、
駅頭で、次回の妙義山での再会を約し、解散となった。

昭和39年卒同窓会（平成30年11月23日　箱根湯本富士屋ホテル）
後列左より：吉野、古谷、徳江、飯田、小原、深澤、戸所
前列左より：福井、下山、根本、東、品川、南谷、村本、小林

昭和39年卒同窓会報告

小原　甲一郎（昭39卒）
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　参加者はホテルに到着後、ウェルカムドリンクを
片手に「このホテルで披露宴をした。」「うちもだ。」
など雑談に花を咲かせて、全員が集まるのを待ちま
した（笑）。この後、幹事の服部徳昭先生の司会で
進行されてクラス委員の蒔田先生の挨拶、乾杯で幕
が開けました。しばらく、歓談が続いた後に、当日
の参加者が近況報告をしました。ここでも幹事の機
転により、いつもならあいうえお順のところを逆あ
いうえお順に挨拶が始まりました。昭和58年に大学
を卒業して、もう35年が過ぎました。すでにほとん
どが還暦を過ぎて、話題は仕事の話より子供や孫の
話、趣味の話、さらには心筋梗塞になり、同級生の
病院で心カテの治療を受けたなど病気自慢の話まで
飛び出し、会場は大盛り上がりでした。まあ、幸い
なことにまだ、致命的な病にならずに物故者が出な
かったことに皆でほっとしました。
　その後、新橋において２次会となりました。生バ
ンドカラオケの洒落たお店でそれぞれ、学生時代の
思い出の歌や最近の若者の選曲もあり、思い出話も
とどまることを知らずに大いに盛り上がりました。
　それでは、３年後に元気で再開できることを祈念
しております。

　平成30年12月８日（土）に昭和58年卒の同窓会が
帝国ホテルで行われました。昭和58年卒の同窓会は
卒後３年ごとに行われておりますが、今回の幹事が
次回幹事を指名できることになっております。今回
の幹事は服部徳昭先生です。

　当日、会場には、今村（以下敬称略します）、小田、
楮本、金井剛、金井裕子（旧姓　鈴木）、川島、坂本、
相楽、猿木、高橋修、高橋正純、武田、竹原、田中
良典、谷口、田村美和子（旧姓　塚田）、辻、手塚、
内藤、長堀、西野、任（旧姓　比嘉）、服部徳昭、
原野、福島、藤本、本庄滋一郎、蒔田、湊、山崎雅夫、
山崎恒夫、山田勲、山本の計33名が集まりました。
今回は幹事の服部先生の計らいで東京にて開催され
ることになったことから、名古屋や神戸など遠方か
ら駆けつけてくれた先生もおり、前回の24名から大
幅に参加者が伸びました。特に同窓会もすでに10回
以上開催されていますが、今回初めて参加した先生
もいらっしゃって、大変うれしい限りです。

昭和58年卒の同窓会のご報告

竹原　　健（昭58卒）

58年卒同窓会（平成30年12月８日　帝国ホテル）
後列左より：原野、長堀、山崎恒夫、内藤、本庄滋一郎、湊、武田、田中良典、山本、川島、相楽、高橋正純
中列左より：谷口、手塚、藤本、今村、金井剛、福島、猿木、小田、高橋修、山田勲、楮本、山崎雅夫
前列左より：竹原、金井裕子、坂本、任、田村美和子、西野、蒔田、服部徳昭、辻



群馬大学医学部刀城クラブ会報第253号 平成31年（2019年）４月20日

－ 25 －

を取りました。参加者全員から近況報告をしてもら
いましたが、卒業しすでに四半世紀が経過しており
皆数分では語りつくせなかったようです。記念品贈
呈は、女性陣が担当。男性陣では白髪が増えた人や
恰幅がよくなった人も散見しましたが、６名の女子
は昔と変わらぬ姿でクラス会に華を添えました。中
締めは茨城県から参加した根本君が担当。２次会は
１階オルヴィエターナへ移動し群馬大学産科婦人科
准教授の岸君の発声で開始。連絡不足で一部行き渡
らなかった卒業アルバムもこの日に配布され、アル
バムを見ながら昔話に花を咲かせました。当日緊急
手術が入り参加が危ぶまれた郡君が締めの挨拶。有
志で集まった３次会の最後に「山脈さやかに」を皆
で肩を組んで斉唱しました。久しぶりに学生時代に
戻った気分を満喫しました。
　平成31年は暖冬の元日で迎えましたが、この日は
赤城おろしの風の強い夜でした。遠方から久しぶり
に前橋の地を足にした参加者からは、寂れた街中の
様子を嘆く声も聞かれましたが、第１回のクラス
会をここ前橋の地で平成最後の年に開催できたこと
を嬉しく思います。刀城クラブ事務局の協力を得て
同級生の連絡先を入手しましたが、一部連絡をとれ
なかった同級生には大変申し訳ありませんでした。
次回の同窓会ではより多くの参加者と、朗報がある    
ことを祈念いたします。

　平成31年１月５日土曜日前橋テルサにて平成６年
卒クラス会が開催されました。卒業後すでに25年が
経ちますが、なんと我々の学年で卒業後初めてとな
る同窓会です。今回のクラス会は、平成31年１月に
杏林大学医学部放射線腫瘍学教授に就任した江原威
君を祝う目的で急遽企画しました。前年10月末から
クラス会の準備を始めたところ、吉報が舞い込みま
した。平成30年10月に京都大学大学院医学研究科人
間健康学系専攻理学療法学教授に青山朋樹君が選出
されたのです。また、群馬大学附属病院の医療安全
にも尽力してくれている名古屋大学大学院医科学系
研究科医療の質・患者安全学教授である長尾（旧姓：
神戸）能雅君のお祝いをしていないという声も上が
り、３名の教授就任のお祝いを兼ねてクラス会は行
われました。
　年頭の多忙な時期にもかかわらず、１次会に34名、
２次会に29名、３次会に14名が集いました。前橋テ
ルサ９階赤城の間で１次会はスタート。同窓会係で
ある蓮見君の発声を皮切りに、増田君が乾杯の音頭

平成６年卒クラス会報告

佐藤　浩二（平６卒）

平成６年卒クラス会（平成31年１月５日　前橋テルサ）
後列左より： 蓮見・中井・吉成・出浦・佐藤・堤・高田・郡・早津・金・鈴木・田中・澤井・小山・小西
２列目左より： 酒井・前嶋・荒木・神田・亀田・増田・高橋・岸・根本・松本
前列左より： 小山（旧姓水野）・須藤（旧姓山本）・橋本（旧姓飯塚）・江原・長尾・青山・岩田（旧姓朝倉）・

松村（旧姓刀根）・樋口（旧姓杉本）
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健全な財団運営を行うこと・患者、教職員のために、
大学の古いしきたりにとらわれずに運営すること、な
どなど、明解に語り、具体的には、同窓会、同愛会に
共通の事業の目標として、国際交流をより一層活性
化する事業を進めたいとのことでした。
　さて、我々のクラスは、東大入試中止など学園紛
争の真っただ中の1969年（昭和44年）入学者が多く、
そのような環境もあったためか、かなり個性的な学生
が多かったように思います。そして卒業後もそれぞれ
が、その個性ゆえに波乱に富んだ人生を歩んできた
ようです。しかし、皆、辿って来た道は異なっても、
いまこうやって50年という時間を経て、一堂に会して
みると、極めてまともな集団になっているのではない
か、と強く感じました。
　ただ、今や「人生100年時代」と言われます。自身
の個性を武器に、更なる前進を図る時間が私たちに
はまだまだあるようです。このまま丸くまとまってい
くことなく、互いのますますの活躍を見届けるため、
これからも年１回のクラス会に出席する楽しみが再確
認できた素晴らしい会でした。
　群馬大の発展と互いのさらなる飛躍を祈念して、ま
た群馬でお会いしましょう。
　最後に、クラス会の写真はいつも秋山典夫先生が
しっかり撮っておいてくれます。これからもよろしく
お願いします。

　2019年２月９日、群馬大学医学部昭和50年卒クラ
ス会は、白倉賢二君の群馬大学同窓会会長就任祝い
を兼ねて、群馬大学医学部附属病院１階のレストラン
　チネマで、27人の出席のもとに、盛大に行われまし
た。先に群馬大学同愛会の理事長にも就任されてい
た白倉君の発案で、同愛会の誇る日本で最初に大学
病院内に設置されたアメニティモール内のイタリアレ
ストランでの、ワインと日本酒（相澤徹君の差し入れ）
とイタメシは豪華でした。前橋市内の繁華街は衰退
の一途で、悲しくなりますが、群大病院のある昭和町
は昔より活気があり、一堂大いに盛り上がりました。
　白倉君は、同窓会長就任の抱負として、大学の自
治を守るためには、「これまでの同窓会よりさらに鮮
明に大学の発展に協力する姿勢を打ち出すことだ」
と、熱く宣言しました。
　さらに一般財団法人同愛会については、・戦時中に
初代校長の莫大な私費（２～３千万）寄付で設立さ
れた由緒正しい財団であること・様々な事業で得た
資金で、病院の環境を良くすること・理事長として、

50年卒クラス会 in 群馬大学

竹之下　誠一（昭50卒）

昭和50年卒業クラス会（平成31年２月９日　群大病院内・イタリアンレストラン「チネマ」）
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　刀城クラブ主催「平成30年度医学部代表者及び新
任教授との懇談会」が平成31年２月７日（木）18時
30分から石井ホールで開催されました。30年度の新
任教授は、大学院医学系研究科総合外科学講座、循
環器外科学分野、阿部知伸教授、同じく内科学講座、
腎臓・リウマチ内科学分野、廣村桂樹教授、同じく
機能形態学分野、岩﨑広英教授、そして、同じく生
化学分野、南嶋洋司教授です。大学からは平塚浩士
学長、峯岸敬理事（研究担当）、石﨑泰樹医学系研
究科長・医学部長、田村遵一医学部附属病院長・理
事（病院担当）、松﨑利行教務部会長・同窓会幹事長、
同窓会からは白倉賢二会長、饗場庄一顧問、森川昭
廣顧問、飯野佑一顧問、村上博和副会長（将来計画
担当）、込谷淳一副会長（財務担当）、小山徹也副会
長（学術奨学金担当）、鯉淵典之副会長（広報担当）、
大山良雄副会長（会報・名簿編集担当）、宮久保純
子会計、成瀬豊同窓会事務長、小林時男公益財団群
馬健康医学振興会事務局長が参加しました。
　阿部知伸教授は名古屋大学大学院医学研究科　心
臓外科学から2018年３月１日に群馬大学に赴任され
ました。今回は残念ながらご都合が合わず御欠席と
なりました。
　廣村桂樹教授は本学内科学講座の腎臓・リウマチ
内科准教授から2018年４月１日に昇任されました。

臨床面では日常の診療に加えて慢性腎臓病対策推進
協議会会長として啓蒙活動をおこなっている、研究
では全身性エリテマトーデスの腎臓研究に取り組ん
でいる、教育面では OSCE の運営委員長を命じら
れているとのことで、群馬大学の発展のために頑張
りたいとのご挨拶をいただきました。
　岩﨑広英教授は東京大学大学院医学系研究科　細
胞生物学・解剖学講座　神経細胞生物学分野から
2018年12月１日に群馬大学に赴任されました。神経
回路がどのように形成されるかをコネクトーム解析
という技術で研究しているとのことです。また、群
馬大学では４月から外科手術手技センターが開設さ
れるので解剖学を担当する教室として協力していき
たいとのご挨拶をいただきました。
　南嶋洋司教授は九州大学生体防御医学研究所から
2018年12月１日に群馬大学に赴任されました。低酸素
と代謝や病気との関係を中心に研究されているとのこ
とです。また、医学部学生の教育に携われることが
非常に楽しみであるとのご挨拶をいただきました。
　平塚学長からは大学の現状が述べられ、新任の先
生方の力で素晴らしい医学系研究科・医学部を作っ
てほしいとのご挨拶がありました。田村病院長から
は附属病院の現状が述べられ、医療事故の反省から
着実に改善を重ねており、さらにジャンプアップし
たいのでご協力をいただきたいとのご挨拶がありま
した。白倉会長からは群馬大学、医学系研究科・医
学部の発展のために大いに力を発揮していただきた
い、同窓会としても最大限のバックアップをしたい
とのご挨拶があり、終始和やかなうちにお開きとな
りました。４人の新任教授の益々のご活躍をお祈り
いたします。

医学部代表者及び
　新任教授との懇談会報告

刀城クラブ幹事長
　松﨑　利行（平９卒）

医学部代表者及び新任教授との懇談会（平成31年２月７日　石井ホール）
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財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

　日ごろより同窓会刀城クラブの皆様方の当財団に
対するご理解とご支援・ご協力に感謝申し上げます。
森川昭廣前理事長（現顧問）から理事長のバトンを
引き継ぎ約１年になります。新任の理事および評議員
を迎え、役員新体制のもとで財団の運営をしていると
ころです。おかげさまで県民の健康づくりのための研
究助成、書籍発刊および地域住民の医学知識向上の
ための講師派遣の３事業と学術講演会・研修会の開
催助成等の事業も順調に推移しております。現在、
次の「健康医学ガイド７」の書籍発行に向けて準備
を進めております。保健医療・福祉分野の若い方々
への県民の健康づくりのための研究助成を６名の方
に行いました。また、公益財団法人認定を機にはじまっ
た学会開催等に対する助成も平成30年度は「第10回
国際頸椎学会‐アジア太平洋部門2019/3/14～3/16
開催」（会長　清水敬親　榛名荘病院群馬脊椎脊髄セ
ンター長　昭57卒）および「第８回手術基本手技講
習会2018/12/15開催」（群馬大学総合外科学講座記念
会　理事長　調　憲）に対し助成をいたしました。
一方、地域住民の医学・保健医療知識向上のための
講演会・研修会にたいする講師派事業に関しては１
件のみにとどまり、また、故　黒梅恭芳名誉教授の
ご遺族のご寄付をもとに平成29年度より始まりました
海外留学助成金の応募は０件でした。
　財団の地域社会への周知とアピールのために、ホー
ムページを刷新し、事業内容を紹介するリーフレット
をあらたに作成し、多くの県内関連施設に配布してい
るところです。なによりも医学部同窓会刀城クラブ会
員の皆様方には、刀城クラブ会報の財団のページに
目を通していただき、財団の活動を知っていただけれ
ば幸いです。研究助成金を受けた方々の研究成果に
ついての報告欄を設けました。これによってどのよう
な研究に助成をしたかを知っていただき、財団の活動
にご理解いただければと思っています。すでに賛助
会員となっておられる方々にとっては、賛助会費がど

公益財団法人群馬健康医学振興会の
活動状況ご報告

公益財団法人　群馬健康医学振興会
理事長　鈴木　　忠（昭45卒）

のような研究助成に役立っているか身近に感じてい
ただけると思います。研究助成は県内の大学、保健
医療機関等の若手研究者・職員を対象としたもので
す。次年度の研究助成金の応募を今年２月末日に締
め切りましたところ26件の応募があり、また、海外留
学助成金の応募者についても３件の応募がありまし
た。財団の活動状況は毎月開催される刀城クラブ役
員会に報告させていただいております。刀城クラブ役
員の方々の関係機関への働きかけもあり財団の認知
度が上がってきていると実感しております。一方、講
師派遣事業について要請が１件のみと少数にとど
まったことは本事業の対象と条件がわかりづらいため
と思われます。地域住民を対象とした講演会・研修
会の主催者が公共的な施設・団体など公的なもので
あれば対象となります。予算として確保の困難な地域
の自治会や公的な保健医療関連機関などへの周知不
足によるものと思われますので、今後は積極的に働き
かけていきたいと思います。
　財団は同窓会刀城クラブ会員の有志によって設立・
誕生し、現在に至るまで刀城クラブ会員の多大なご
支援を受け、同窓会と密に連携して歩みを進めてきま
したが、同窓会とは別の独立した組織で、同窓会刀
城クラブ会員のための事業を展開しているわけではあ
りません。すでにご紹介したように広く県民の健康増
進のために寄与する公益的３事業を推進し、展開し
ています。財団がこれまで順調に事業を継続・展開
できているのは、当財団に対する多くの賛同者・理解
者とくに同窓会刀城クラブ会員の皆様方のご支援によ
るものです。財団の公益目的事業の運営は賛助会員
会費および寄付金と医師賠償責任保険の委託契約集
金事務費によってまかなわれております。とくに同窓
会刀城クラブ会員の皆様方には医師賠償責任保険な
らびに賛助会員としてこれまで多大なご協力を頂いて
おりますが、財団の事業が広く県民の期待にこたえて
継続・展開するには賛助会員・賛同者の継続的ご支
援と新たな賛助会員の確保・拡充が必須です。同窓
会刀城クラブ会員の皆様方には今後ともより一層のご
支援のほどよろしくお願いいたします。財団としても
研究助成対象者による報告・発表会など交流の場を
設けるなど賛助会員・賛同者にとって財団の事業が
身近に感じられるように検討していく所存です。
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財団のページ（平成27年度研究助成報告書）財団のページ（平成27年度研究助成報告書）財団のページ（平成27年度研究助成報告書）

【報告書】サイトメガロウイルス（CMV）は、免疫
不全者に網膜炎などの日和見感染症を来すことが知
られてきたが、近年、眼科領域では免疫正常者の角
膜内皮炎や前部ぶどう膜炎に関わることが認識され
つつある。網膜炎とは患者背景の異なる要因として、
各疾患で検出される CMV の遺伝子型が異なる可能
性を推測した。
　本研究では、CMV 角膜内皮炎・前部ぶどう膜炎・
網膜炎の眼内液より抽出した DNA を使用し、各
CMV の遺伝子型を解析することを目的とした。各
次世代シーケンサーでライブラリー作製法を検討し
CMV 全ゲノム解析を試みた結果、CMV コピー数
が105コピー /ml以上必要であることが明らかとなっ
た。眼内液由来の CMV-DNA は微量であるため、
CMV 全ゲノムをロング PCR で特異的に増幅した後
にシーケンスを行うことで多くのデータを得ること
ができた。今後のさらなるデータ蓄積と解析に生か
し、CMV 眼感染症の病態解明につなげていきたい。

研究テーマ『サイトメガロ
ウイルス眼感染症における
ウイルス遺伝子型の解析』
群馬大学医学部附属病院

眼科　細貝　真弓（平16卒）
【報告書】Ｘ線を大腸菌に照射した場合、細胞を富
栄養状態で培養することによって、２倍以上の放射
線耐性（培地依存的耐性）を示す。本研究では、そ
のメカニズムについて検討を行うと共に、高 LET
放射線に対する応答を確認した。
　様々な DNA 修復関連遺伝子の欠損株（機能不全
株）を作成し培地依存的耐性を調べたところ、SOS
応答が培地依存的耐性に関与している可能性が高い
ことが示された。一方、高 LET の He 線を照射し
たところ、野生型の細胞であっても培地依存的耐性
が現れなかった。高LET放射線では SOS 応答に関
連する経路での DNA 修復が行えていないために、
培地依存的耐性が現れないのではないかと考えてい
る。重粒子線治療などの高LET放射線治療がX線耐
性のある腫瘍にも効果を示す一因となっている可能
性が有る。

研究テーマ『細胞の放射線
耐性と一時的な突然変異能
の上昇機構の解明』
群馬大学重粒子線医学推進機構
重粒子線医学研究センター　酒井　真理

【報告書】貴財団の研究助成に採択を頂き、感謝申
し上げます。口腔内の清潔は、虫歯や歯周病予防の
基本であるが「噛む、呑み込む」などの口腔機能を
維持することは、人が生きていくために必要な栄養
を口から摂取するために不可欠であり、人生の楽し
み（生活の質）を担保するためにも大切な役割を果
たしています。このことから地域で自立した生活を
送っている高齢者の口腔機能維持・向上を目指した、
集団で気軽に取り組める「みんなのお口の体操」の
啓発普及活動を実施しています。本体操はモーツア
ルトの「きらきら星」に合わせて、約10分間で様々
な口腔機能を活性化するプログラムで、それを
DVD にし、高齢者が集まる交流サロンなどに出向
き内容説明した後は、参加者自らで継続実施できる
よう支援しています。助成金の活用でより充実した
活動が可能になりました。

研究テーマ『ポピュレーションアプロ
ーチとしての口腔機能低下予防体操（み
んなのお口の体操）の啓発・普及活動』
桐生大学医療保健学部

看護学科　髙橋美砂子
【報告書】本研究は、健常者を対象に異なる歩行速
度での METs を算出し、身体・運動特性との関連
性を明らかにすることを目的としている。測定機器
はトレッドミル、モバイルエアロモニタを使用し、
測定は２分間隔で休憩と歩行を実施した（歩行速度
条件：2.0km/h、3.0km/h、4.0km/h、5.0km/hの４
条件）。現状の結果では、対象者４名（男性３名、
女性１名：平均年齢29.8±3.1歳、平均身長167.5±
6.5cm、平均体重63.0±1.4kg）に関して測定が終了
した。仮説では、歩行時のテンポ（bpm）が METs
に影響を与えると考えられた。同一の歩行速度でそ
れぞれ比較すると、性差や身長に関係はみられず、
歩行時のテンポが大きいほど METs も大きくなる
という正の相関の傾向を示した。今後も継続して測
定を進めていく予定である。

研究テーマ『METsと身体・
運動特性との関連性～トレッ
ドミル歩行を用いた検討～』
群馬大学医学部附属病院
リハビリテーション部　菅谷　知明
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平成31年１月１日
　江原　　威（平６卒） 杏林大学医学部放射線腫瘍

学教授
平成31年４月１日
　橋本　貢士（平５卒） 獨協医科大学埼玉医療セン

ター糖尿病内分泌・血液内
科主任教授

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53年卒　相川　啓子先生（平成25年５月４日逝去）
昭和23年卒　加久　裕司先生（平成30年３月31日逝去）
昭和46年卒　富岡　眞一先生（平成30年11月18日逝去）
昭和30年卒　樋口　郁男先生（平成30年12月１日逝去）
昭和25年卒　塩野　民雄先生（平成30年11月14日逝去）
昭和23年卒　鈴木　康夫先生（平成30年９月14日逝去）
昭和26年卒　廣田喜代市先生（平成30年10月25日逝去）
昭和27年卒　岩田　和雄先生（平成30年12月７日逝去）
平成17年卒　田畑　拓久先生（平成30年12月15日逝去）
昭和25年卒　高野　信一先生（平成30年８月22日逝去）
昭和28年卒　梶原　信夫先生（平成30年12月27日逝去）
昭和33年卒　小野塚清一先生（平成31年１月26日逝去）
昭和41年卒　関　　　博先生（平成31年２月３日逝去）
昭和26年卒　道下　　勉先生（平成31年３月12日逝去）
昭和35年卒　米満　　博先生（平成30年11月20日逝去）
名誉会員
　　　　　　藤田　達士先生（平成31年１月31日逝去）

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）、髙橋慶一郎（６年）、
板垣由宇也（５年）、大玉浩嗣（４年）、佐藤聖佳（４
年）、中島拓海（２年）、成瀬豊（事務局）、清水ち
とせ（事務局）

編集委員

　平成29年10月より福田利夫先生
の後任として同窓会報の編集責任

者を務めています大山良雄と申します。歴代の編集
責任者の力量には遠く及びませんが、多くの同窓会
員に読んでいただける同窓会報を目指して編集作業
を進めて参ります。同窓会員の皆様のご指導ご鞭撻
を賜りますようお願い申し上げます。平成最後の会報
となります本号には、退任教授あいさつ、新任教授
紹介、学生からのパジャジャラン大学交換留学報告
などに加えまして、１件の支部だより、７件のクラス
会だよりが掲載されています。あらゆる年齢層の同窓
会員のお元気な顔が拝見できる誌面となっています。
　さて、平成31年４月１日付けで群馬大学医学部附
属病院が特定機能病院として再承認されました。こ
の再承認は大変喜ばしいことですが、将来を見据え
た病院改革、医学部改革、大学改革の継続が極めて
重要です。これからも皆様からのご支援をお願いい
たします。　　　　　　　　　　　　　 （大山良雄）

編集後記

役員会だより
第10回役員会（平成30年11月22日）
出席者　白倉会長　他16名
報告事項
１．法人のその後の活動について
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．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30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．その他

第11回役員会（平成30年12月20日）
出席者　白倉会長　他18名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．医学部代表者と新任教授との懇談会について
３．平成30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との交換交流学生歓迎会に
ついて
５．その他
協議事項
１．会報編集状況について
２．その他

第１回役員会（平成31年１月24日）
出席者　白倉会長　他18名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．その他
協議事項
１．平成30年度卒業生に対する記念品について
２．卒業時同窓会表彰学生の選考について
３．学術集会補助金について
４．会報・名簿編集状況について
５．その他

【昇　任】
平成30年11月１日
　向井　　亮（平14卒） 大学院医学系研究科眼科学

分野講師
平成31年１月１日
　平川　隆史（平７卒） 大学院医学系研究科産科婦

人科学分野准教授
平成31年２月１日
　柴田　康博（平３卒） 大学院医学系研究科泌尿器

科学分野准教授

【昇　任】
平成30年12月１日
　小嶋　一幸（昭62卒） 獨協医科大学第１外科主任

教授

学 人 事内学 人 事内

学 人 事外学 人 事外


