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60周年記念事業を行った次第であります。将来へ

同窓会刀城クラブ創設
60周年にあたって

の記念として医学部正門前に紅枝垂桜を植樹し、山
中前会長と東京医科歯科大学副学長であり、同同窓
会の理事でもいらっしゃる吉澤靖之先生に同窓会の
歴史と課題をうかがいました。同窓会員はお互いの

群馬大学医学部同窓会
会長

親睦を深め、情報交換をするとともに、母校に寄り

森川 昭廣（昭44卒)

そっていくことの重要性をお話し頂きました。現在

群馬大学医学部同窓会刀城クラブ創立60周年お
めでとうございます。また、群馬健康医学振興会の一

の大学にとって、困難の時代、我々母校に何ができ
るかを再度考える時期が来ていると思われます。

般財団への移行も併せてお祝い申し上げます。

さて、今、全国には国公立大学の医学部が50校、

歴史を紐といてみますと、本同窓会刀城クラブは

私立大学が28校あります。私立医科大学について

昭和26年（1951年）に同窓会設立の声が上がり、

は、全国私立医科大学同窓会連絡会が昭和62年に

翌年にその主旨、組織が決定して同窓会が設立され

結成されており、毎年開催されています。すでに、

ました。名称は刀城クラブ同窓会とし、刀は利根川

20回以上開催されており、その組織の存在理由が

の刀（利）、刀圭（医術）に通じ、城は赤城山を意

アンケート調査が行われており、医療事故、臨床研

味すると記されています。

修制度・経営等の問題が取り上げられ、議論されて

当時はまだ第二次世界大戦の影響もあって、日本

います。国立大学も以前に小生が全国アンケートを

復興の段階にあり、やっと米国と日本の平和条約が

まとめ報告しましたが、私立大学医学部同窓会ほど、

批准され、種々の政治がらみの事件が多発している

積極的に活動していません。

という、まだ騒然とした時代がありました。本学で

同窓会各々は置かれる立場は様々で、活動に関す

は、前年に内分泌研究所が新設され、昭和27年に

る考え方も種々でありますが、母校に対する思いや

は草津分院が設置された頃であります。もちろん、

医療の益々の発展については同じであります。大学

経済的にも厳しい時代であり、同窓会の創立には多

にできること、行政にできること、医師会でできる

大な同窓生のご努力があったと思われます。

ことがあるということから、同窓会のみができるこ

それから60年、同窓会も還暦を迎えました。還

ともあると考えられます。また、全国組織の一部と

暦とは干支が一巡し、起算の年の干支に戻ることを

して、活動することによって、臨床、基礎医学、行

言います。本卦還り（ほんけがえり）とも言います。

政への貢献ができるものと考えます。

言うなれば、今年は同窓会の還暦式にあたります。

群馬大学医学部は、これから古希、喜寿、傘寿を

今回、役員の皆様と本卦還りを期し、一方、医学

迎える度に、一歩・二歩前進し、会員の誇る大学医

部同窓会の意味を考える機会としようとの主旨で、

学部になっていくことを期待してペンを置きます。

記念祝賀会でのフローオーケストラ＆コーラス演奏
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群馬大学医学部刀城クラブ
活動（2004年〜2012年）
に携わって

がございました。その一つは石井記念ホール設立の

第27代同窓会会長・
一般財団法人群馬健康医学振興会理事長

ました。わたくしが同窓会長に就任すると、早速に

竣工でありました。わたくしが同窓会長に就任した
2004年には、群馬大学同窓生として初めて後藤文
夫教授（昭和42年卒）が医学部長として就任され
後藤医学部長がわたくしのところに見えられて、熱

山中 英壽（昭39卒)

く語られたのは石井記念ホールのことでありまし
た。石井名誉教授からの多額の医学部への寄付金を

わたくしは2004年（平成16年）から４年間を群

頂いたが、それを記念ホール設立に使用したいとい

馬大学医学部同窓会長を、さらにその後、同総会と

うことでありました。しかし、記念ホールを満足い

深い関係がある財団法人群馬健康医学振興会の理事

くように建設するには資金が足りず、同窓会員の資

長を務めさせていただいて、現在に至っております。

金援助が不可欠であり、医学部と同窓会が一体とな

振り返ってみますとわたくしが同窓会長に就任いた

って設立母体とならないかという提案でありまし

しました2004年は、国立大学にとっては大きな節

た。わたくしは、同窓会がこの事業に参画すること

目の年でありました。すなわち、国立大学から、国

には、賛成であり、早速に役員会に議題として提案

立大学法人に生まれ変わった年であり、群馬大学も

しようとお返事いたしました。同窓会の役員会では

その例に漏れずに、国立大学法人群馬大学に生まれ

満場一致で、わたくしの提案に同意して頂き、早速

変わりました。当時のことを思いかえりますと、大

に全国の同窓会員に寄付をお願いいたすことになり

学法人になるとこんなに良いことがありますよとい

ました。その後は、石井記念ホールの建設は急ピッ

うオリエンテーションが文科省からの役人によって

チで進み、2006年（平成18年）４月には竣工する

繰り返し行われていましたが、その時に声高に言わ

ことが出来ました。現在は、医学部学生が勉学に、

れていた大学・大学人の自由と大学の自治は群馬大

雑談にと図書館とは違った形で常時利用されていま

学においてどれだけ現在担保されているのでしょう

す。また、同窓会活動の一環としての医学部教授会

か。もう一度振り返って確認することが大切な時に

メンバーとの会合にも随時利用されており、石井記

来ているように思います。

念ホールは群馬大学医学部の学生・教職員の情報の

我が国の国立大学に大きな制度変動がもたらされ
た2004年３月31日をもって、わたくしは群馬大学

ハブセンター機能の一端を充分に担っていると思わ
れます。

を退官し、外から昭和キャンパスを教授時代よりも
よりも客観的にみることが出来るような身分になり

次に、わたくしが力を注いだことは、刀城クラブ
支部会への積極的な支援でありました。

ました。このような激動の2004年（平成16年）に、

わたくしとしては積極的に支部巡りをし、同窓会

皆様のご推挙により群馬大学医学部同窓会刀城クラ

支部の方々と友好の場を積極的にもつように努めま

ブ会長に就任いたしました。1984年（昭和59年）

した。このことは、わたくしの代では十分とは言え

より2004年（平成16年）までの20年間を群馬大学

ませんでしたが、次の代の森川会長は、同窓会支部

医学部教授、さらに数年間に附属病院副院長、群馬

の支援については、わたくし以上に努力され、東京

大学評議員を務め、この間に得られた知恵と知識を、

支部の立ち上げ、前橋支部の立ち上げをはじめとし

同窓会活動のお役に立たせて頂きたいと思っており

て、いくつかの重要拠点支部の確立に奔走され、現

ました。同窓会長就任時のご挨拶として、皆様に約

在に至っております。わたくしどもの同窓会がより

束させていただいたことがありました。その時の私

発展していくための重要な拠点事業になると思われ

の理念としては、医学部と同窓会の橋渡し役を務め

ますので、会員の皆様のご支援をお願いいたしたい

ようということでありました。

と思います。

わたくしが第27代の同窓会長に就任いたしまし

次に山中―森川体制で、行われた重要事業の一つ

たのは2004年（平成16年）であり、退任するまで

として、群馬大学医学部の海外学生交換授業への積

の４年間にいくつかのエポックメイキングな出来事

極的支援を上げたいと思います。特にインドネシア
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のパジャジャラン大学との交換教育事業には私ども

長に2009（平成21）年に就任いたしました。就任

刀城クラブ会長は一団に随行して、両大学医学部の

後は、森川同窓会会長の適切な助言やサポートによ

学生・教官の親善、交流に積極的な役割を果たすべ

り財団運営を行っておりましたが、皆様ご存知の財

く努力いたしました。

団法の抜本改革により、既存の財団はすべて、一般

次にあげたいのは地域医療貢献賞の拡大と・充実

財団法人となるか、公益財団法人となるかの選択を

であります。今や、刀城クラブ会員は、約5700人

迫られました。そのタイムリミットが2013（平成

を超えるようになり、医学分野、医療分野において

25）年11月30日でしたが、私どもの財団は、役員

活躍している人材が数え切れないほど輩出され、活

の皆様の叡智により、まず一般財団法人としての道

躍されております。そのような現状を踏まえて、多

を選択し、２〜３年後には公益財団法人として活路

くの刀城クラブ会員に地域医療貢献賞を受けて頂き

を見出そうということになりました。2012（平成

たいと思い、各支部長の先生方にはお願いし、厳選

24）年４月１日には、当財団は群馬県の認可も得

のうえ本部委員会に挙げて頂くようにお願いいたし

られ、一般財団法人として諸活動を開始いたしまし

たところ、地域で活躍されて優れた業績をあげてお

た。私ども財団の次の目標は、公益財団法人となっ

られ多くの会員の方々に地域貢献賞の栄に浴して頂

て、より公益性も高い事業を展開し、群馬県民の皆

けるようになりました。今後とも、各地の支部長の

さんの福祉と、健康の向上にいくらかでも役立つよ

先生方の心配りをよろしくお願いいたしたいと思い

うな財団になることであります。群馬健康医学振興

ます。

会を一般財団法人化したことをもって、わたくしの

わたくしは４年間にわたる同窓会会長の重責を果

同窓会活動の直接的関わりはひとまず幕を引き、次

たして、やれやれと肩の荷を下ろす間もなく、皆様

の理事長に託したいと思います。今後も同窓会の皆

のご推挙により、財団法人群馬健康医学振興会理事

さんの熱い支援をよろしくお願いいたします。

山中前会長の講演
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会や会議などのイベントが出来るようになりまし

同窓会・刀城会創設
60年周年にあたって

た。昭和キャンパス、附属病院は駐車場不足に悩ま
されております。職員、患者の駐車を有料化しバレ

─最近の大学事情─

ーコート、テニスコート、野球場などを潰して利用
してもまだ患者、職員からの駐車スペースの確保の

60周年記念事業実施準備委員会
副委員長

白倉 賢二（昭50卒)

要求が絶えません。学生のための自転車駐輪場のス
ペースにさえも事欠く状態で、やはり同愛会の資金

同窓会創立60周年を迎え会員の皆様、関係の皆

で２つの外来患者用立体駐車場を建設して何とかし

様に心よりお慶び申し上げます。群馬大学医学部の

のいでおります。立体駐車場も外部資金で出来たも

この10年の間の最も大きな変化は大学の国立大学

ので、これらは皆法人化によってもたらされたもの

法人化です。法人化により組織や人事が大きく変化

です。

し、学長や病院長の選挙は教員の手からは離れまし

昭和54年に同窓会のご尽力により財団法人群馬

た。私たちは教官と言わずに教員と呼ばれるように

健康振興会が設立され、法律の改正で本年４月に一

なりました。教職の呼称も助教授、助手はそれぞれ

般財団へ移行し県から認可を受けました。同窓会と

准教授、助教に変わりました。附属病院には診療教

異なり財団は法人格を持ち法律を順守し、法人とし

授、臨床教授、病院助教などの称号、役職が生まれ

て事業を行う手段を持つことになりました。同窓会

ました。一部の教職は任期制で毎年実績を報告しな

と財団は車の両輪をなすもので、同好会的で法人格

ければならず、形の上では任期ごとに教員、研究職

を持たずに自由な活動を行う刀城会と法人として法

としての実績の評価を受けることになっておりま

律に従い法律に守られて事業を遂行する振興会は、

す。また研究、教育ばかりでなく、経営も重要の職

群馬大医学部卒業生の親睦と地域住民の健康増進を

務となり少々学問が出来なくても稼ぐ教員は許され

図るというそれぞれの役割を互いに補完し合う関係

るような風潮にもなってきております。

にあります。財団の一般法人化は公益に資するため

大学の運営に少し融通が利くようになりました。

の第１歩であり、さらに公益法人化を目指して活動

世界で３台しか稼働していない重粒子線治療施設が

しております。公益法人化は同窓生や地域住民が学

出来ました。これも制度が変わり、地方自治体から

会や公益事業を行う際の有用な手段になると期待さ

の資金が活用できるようになったためと聞いており

れます。

ます。病院内にはコーヒーが飲めるベックコーヒー

これからの大学の将来は政治に翻弄されて決して

カフェが出来て星野富弘氏の作品も展示されており

輝かしいものとは思えません。しかし、群馬大医学

ます。富弘氏は若くして頸髄損傷による四肢の完全

部とほとんど変わらない規模の神戸大医学部からノ

麻痺を患い、当時私が研修医、医員をしていた附属

ーベル医学賞を取るような立派な研究者が出ており

病院整形外科に10年ほど入院しておりました。そ

ます。大学が発展すれば同窓生は鼻が高く、同窓生

の間に口で詩を書き、絵を描く詩画家になり、退院

が活躍すれば大学の評価も高くなります。大学とい

後は芸術家として見事に社会復帰を果たしました。

う大きな組織が同窓生を支援し、卒業生が同窓会や

彼の素晴らしい詩画がみどり市と富弘美術館の協力

財団を通じて力を結集して大学を支援していけば大

により病院内で鑑賞できるようになりました。

きな力になります。私はこの10月の総会で幹事長

大学敷地内には病院の一般財団法人同愛会の資金

の指名を受けることになっております。少々高齢の

によって旧医局棟跡地に２階建てのアメニティモー

幹事長ですがこの理念に基づいて同窓会がますます

ルが建設され、レストラン、コンビニが設けられま

発展されるような活動をしてまいりたいと思いま

した。多目的講義室などもあり、ちょっとした講演

す。
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は、大学のミッションの中に首都・首都圏、関東甲

拶

信越圏などの地域中枢病院との人的・機能的連携及

同窓会・刀城クラブ
創設六十周年にあたって

び広域な連携病院との臨床治験を含めた臨床研究の
実践と広域医療レベル向上策の実施等が含まれてい
ることにより単に診療科長と連携病院の関係に留め

国立大学法人東京医科歯科大学
理事・副学長

るのではなく、連携病院と大学との関係にすること

吉澤 靖之

が良好な連携関係を維持するために良いと考え、表

群馬大学医学部同窓会刀城クラブ創設六十周年お

１、図１、表２の提案をさせて戴きました。

めでとうございます。この度は記念事業である教授

当大学でもまだ確立した体制ではありませんが、

の会、全国支部長・代表者会の特別講演にお招き戴

実現に向けて学長からの指示もございます。その他

きありがとうございます。

お茶の水会員からの医学部附属病院および歯学部附

2009年東京医科歯科大学呼吸器内科教授を務め

属病院への患者さん紹介、逆紹介についてもお茶の

ておりましたが、現学長である大山喬史学長より医

水会を介しても可能な体制を作りたいと考えており

療担当理事（当大学には医学部附属病院と歯学部附

ます。卒業後年数を経ると大学病院内に友人、知人

属病院があるので病院長即ち医療担当理事とはなら

が居なくなり患者さんを紹介するのに手間取るのは

ない）に任命されて今日に至っております。

良く経験することです。

また2011年大学所属の同窓会理事として東京医

その後の祝賀会に出席させて戴き、群馬大学の医

科歯科大学医学部医学科同窓会お茶の水会の佐藤達

学部が伝統的に刀城クラブと密接な関係を保ち一緒

夫理事長から拝命して以来、大学側とお茶の水会と

になって母校の発展を目指していることに感銘を受

の望ましい連携を目指して努力中でございます。

けました。しかし刀城クラブ創立五十周年記念誌中

ATS（American Thoracic Society）のinterna-

に小林節雄先生が記載されておりますように、いわ

tional conferenceの シ ン ポ ジ ス ト と し て

ゆる新八の中では群馬大学が先頭を走っておりまし

Sanfrancisco滞在中に、最初は群馬大学出身で呼吸

たが、今や東京医科歯科大学や信州大学に肩を並べ

器専門の順天堂大名誉教授福地順之助先生よりメー

られるようになり、学内環境は追い越されておりま

ルを戴き、肺・呼吸器の講演と早合点して承諾致し

す。刀城クラブもまだ還暦を迎え新しい門出の年で

ました。引き続いて刀城会会長森川昭廣先生からの

ございます。益々の御発展をお祈り申し上げます。

メールも森川先生の専門分野から推測して肺・呼吸

と同時に大学と密に連携して一層世界に冠たる母校

器の話と独り合点して承諾しました。その後、同窓

にされますようお願い申し上げます。私どもは新八

会について

の仲間として群馬大学の発展をお願いすると同時に

話しを

と受け承り、困ってしまいま

したが、森川先生の説得でお受け致しました。
最終的には

同窓会と大学との連携

についてお

話しすることに致しました。お話しは愛校心とはか
ら始まり、お茶の水会の歴史と一般法人への移行そ
して目的の中に記載してある母校との密接な関係を
持ち、もって会員と母校の発展ならびに医学の使命
に資するに則り、 お茶の水会と大学との連携

を

話させて戴きました。特に連携病院と大学との関係
− 6 −
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私ども自身も努力する決意でございます。刀城クラ

お会い出来ましたことはMilwaukee時代を思い出

ブ創設六十周年誠におめでとうございます。

し、若い頃に思いを馳せることが出来ました。森川

また、個人的には関口利和先生、稲澤正士先生に

会長のお心遣いに感謝申し上げます。

来

ましては、広く県民の健康増進を目的とした各種研

祝

賓

挨

拶

究助成、啓蒙活動、書籍発行、国際協力など、公益
性の高い事業を推進されており、保健医療の向上に

辞

大きく貢献していただいていることに、深く感謝申
し上げます。

群馬県健康福祉部長

さて、医療を取り巻く環境は、人口や疾病構造の

片野 清明

変化、医療の高度専門化、国民の医療安全に対する

「群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ創設60周
年記念祝賀会」及び「一般財団法人群馬健康医学振

関心の高まりなどを背景として、大きく変化してい
ます。

興会移行お披露目会」が、関係各位の御出席のもと、

こうした中、群馬県では、医療提供体制の更なる

盛大に開催されるにあたり、一言お祝いを申し上げ

充実を図るため、群馬大学医学部の御協力をいただ

ます。

きながら、高度専門医療、がん対策、感染症予防対

刀城クラブにおかれましては、昭和27年に発足
されて以来、同窓会員を対象にした各種表彰や、学

策、救急医療や災害医療、医療人材の育成確保など
に積極的に取り組んでいるところです。

術集会に対する支援事業を実施されるなど、群馬大

皆様におかれましても、このたびの記念すべき日

学医学部の発展に大きく寄与されていらっしゃいま

を節目とされ、北関東の医学教育及び研究の中心と

す。

して、また、地域医療を支える重要な担い手として、

このたび、60周年を迎えれらましたことは、母

本県の保健医療福祉の向上に一層取り組まれるとと

校を愛する同窓生一人ひとりの熱い想いと、会員相

もに、県行政への更なる御支援、御協力を賜ります

互の結びつきを強めるための各種事業が適切に実施

よう、お願い申し上げます。

されていたからであり、歴代会長をはじめ、すべて

結びに、群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ及び

の会員の皆様のこれまでの御労苦に、心から敬意を

一般財団法人群馬健康医学振興会の御発展と御参会

表する次第であります。

の皆様の御健勝を祈念申し上げ、お祝いの言葉とい

また、一般財団法人群馬健康医学振興会におかれ

たします。
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峰、ピークを持った大学でありたいものです。赤城

刀城クラブ
60周年に寄せて

山と利根川のような落ちついた自然のある環境のも
と、医学部は大きく発展し、優れた医師、医学研究
者を輩出し、世界レベルの研究成果を出すとともに、
附属病院は医療の拠点として揺るぎない地位を築い

群馬大学長

てきました。群馬県が内陸部にあることに由来する

高田 邦昭（特別会員)

とされる甲状腺疾患の研究に端を発する医学部附属

群馬県における医師養成は、明治９年の熊谷県医

内分泌研究施設は、内分泌研究所、さらに生体調節

学校（熊谷県は現在の群馬県と埼玉県の一部）開校

研究所へと進化しました。内分泌・代謝学研究は、

に始まります。熊谷県は同年に群馬県と埼玉県に分

グローバルCOEプログラムに選ばれるとともに、高

割され、熊谷県医学校は群馬県医学校となりました。

い評価を得ています。さらに、群馬大学の大きな特

当時全国各地に開校した医学校の中には現在の国立

色として重粒子線によるがん治療があります。本学

大学医学部まで連綿とつながっているものもありま

における放射線によるがん治療とその人材養成が花

すが、残念ながら群馬では諸般の事情により明治

開いたものと言えます。全国の大学で唯一の重粒子

14年に廃校となります。その後は、昭和18年の前

線照射施設を有効に活用し、がん患者さんに福音を

橋医学専門学校の設置まで、医師養成を他県に依存

もたらすとともに、日本発のメディカルイノベーシ

する長い空白期間を生じることとなりました。県民

ョンを起こすことは私たちの使命です。とは言え、

の期待を担って設立された前橋医学専門学校は前橋

この革新的な重粒子線プロジェクトは巨額の経費を

医科大学を経て群馬大学医学部となり、復興から高

必要とし、様々な困難に直面してきました。刀城ク

度成長までの昭和と、それに続く平成の時代を歩ん

ラブからは、重粒子線プロジェクトのための募金活

できました。

動、書籍の出版をはじめとして多大なご支援をいた

この中で、前橋医学専門学校開校後10年を経ず

だきました。あらためて感謝申し上げるとともに今

して同窓会が設立されたことは、生まれたばかりの

後も広く本学の発展を支えていただければと思いま

群馬大学医学部にとって心強い限りだったことと思

す。

います。そして、この同窓会は刀城クラブという優

グローバル化による産業構造の変動、国家財政の

雅な名前を持つことになりました。誠に本学の立ち

窮乏、そして少子高齢化が進む中で、国家の将来を

位置を示す素晴らしい命名だったと今更ながら当時

担う人材を養成している大学のあり方について議論

の関係者の方々の鋭い視点に感服する次第です。群

が巻き起こっています。この６月には文部科学省か

馬大学の徽章は、赤城山、榛名山、妙義山の上毛三

ら大学改革実行プランが示され、本年度中に大学ビ

山に取り囲まれて大学があることを示しています。

ジョンが示されます。国立大学においては国立大学

晴れた日に窓から外を見ると、これら三山の中で、

改革基本方針の策定と、各学部におけるミッション

大学の背後に位置する赤城山が群馬大学を優しく見

の再定義を通じた国立大学改革プランの策定とが予

守ってくれているような気になり心が和みます。ち

定されています。国立大学法人の第三期を見据えた

なみに、前橋医学専門学校第二代校長、前橋医科大

このような慌ただしい動きの中で、どの様な医師、

学長で、本学の初代学長でもあった西成甫先生は、

医学研究者を養成し、どの様な医療を目指すのかが

「世界的の大学は必ずしも大都会にあるとは限らな

改めて問われています。大学と言うと、教育・研

い。ケンブリッジを見よ、ハイデルベルグを見よ、

究・診療活動や建物などに目が行きがちですが、中

真の学問はむしろ落ちついた田舎の大学街に栄える

世の大学が学生と教員が集まった場から始まったよ

ことを、県民諸君も、またとくに学生諸君も共に知

うに、やはりその本質は人の集まりです。卒業生、

っていただきたいものと思う。」と当時の上毛新聞

在学生、そして教員が集う同窓会の役割にはますま

紙上に記しておられます。

す大きな期待が集まっています。今回の創設６０周

群馬大学は、赤城山のような広い裾野の知の基盤

年が、刀城クラブと群馬大学とが共に歩む次の新た

にがっちりと支えられ、その土台の上にいくつもの

な一歩へとつながっていくことを祈念しています。
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はありません。

同窓会・刀城クラブ
創設60周年にあたって

ｃ．共用試験と国家試験

群馬大学医学部長・
医学系研究科長

するCBTと技能・態度を評価するOSCEからなりま

平成17年度から開始された共用試験は共用試験
実施評価機構が行う試験で、基本的医学知識を評価
す。本学の医学生は、毎年優秀な成績をとっていま

和泉 孝志（特別会員)

す。また、臨床実習の仕上げとして卒業試験前に本
学独自のAdvanced OSCEを行っています。
残念ながら医師国家試験の合格率が２年続けて良

刀城クラブ創設60周年まことにおめでとうござ

くありませんでした。今年度からいくつかの改革を

います。群馬大学医学部・医学系研究科を取り巻く

行っています。卒業試験の時期を早め、国家試験と

状況をご紹介致します。

あまりにかけ離れたものにならないように努力して

１．医学部医学科の現状

います。また、模擬試験を斡旋したり、学生の学習

ａ．入学定員及び入試について

環境の充実にも取り組んでいます。現在、小児科の

入学定員や入試のあり方が、ここ数年で大きく変

黒梅恭芳名誉教授（昭和28年卒、医大２回生）の

わっています。平成20年までは、入学定員は長ら

奥様より頂いた寄附金を使って、学生の学習部屋に

く100人（推薦：20、前期：40、後期：25、三年

供する黒梅ホールを整備中です。次回の医師国家試

次学士編入：15）でした。医師不足対策によって、

験では、これらの成果が実ることを期待しています。

平成21年入学者から入学定員が110人と増員され、

２．大学院の現状

同時に編入が二年次（一般）編入となりました。そ

医学系研究科には、生命医科学専攻修士課程（入

の後さらに増員され、平成23年度入学からは入学

学定員15名）と医科学専攻博士課程（入学定員57

定員が123人となっています。増員分23名のうち、

名）があります。何れも、定員の充足に苦労してい

18名には地域医療枠が設定されており、学生には

ますが、今年度は、医科学専攻博士課程の入学定員

群馬県から奨学金が貸与されます。平成25年度入

100％を確保することができました。

学からは後期入試を廃止し、推薦：35、前期：73、

協力講座である群馬大学生体調節研究所や連携講

二年次編入：15となります。また、前期日程の個

座である日本原子力研究開発機構高崎量子応用研究

別学力検査において、数学及び小論文に加えて理科

所との連携によって、今までに三つのCOEプログラ

を追加したことも大きな変革です。

ムが行われてきました。

ｂ．医学教育について

・21世紀COEプログラム「生体情報の受容伝達と

平成23年３月に医学教育モデルコアカリキュラ
ムが大幅に改訂されました。改正の３つの観点は、

機能発現」
（平成14〜18年度）
・21世紀COEプログラム「加速器テクノロジーに

１）基本的診療能力の確実な修得、２）地域の医療
を担う意欲・使命感の向上、３）基礎と臨床の有機

よる医学・生物学研究の推進」
（平成16〜20年度）
・グローバルCOEプログラム「生体調節シグナルの

的連携による研究マインドの涵養です。さらに、医

統合的研究」
（平成19〜23年度）

学教育に入る前の準備教育モデルコアカリキュラム

これらは終了しましたが、昨年度に始まった文部

も示されました。医学科ではカリキュラムを大幅に

科学省の博士課程教育リーディングプログラムに採

見直し、今年度入学生から改定したカリキュラムに

択され「重粒子線医工学グローバルリーダー養成プ

基づいた授業を行っています。また、臨床実習のあ

ログラム」が開始されています。これは、重粒子線

り方も大きく変わろうとしています。診療参加型臨

医工学の普及とメディカルイノベーションの為に、

床実習のガイドラインが示され、実習期間も大幅に

医学、工学、生命科学の融合領域の世界的リーダー

延長する必要が出てきました。日本の医学教育が世

を養成することを目指しているものです。地方国立

界の医学教育のグローバルスタンダードとして認め

大学のプログラムが採択されたことは大変名誉なこ

られるために、全国医学部長病院長会議が「医学教

とと思います。

育機関認証制度」を立ち上げようとしています。こ

学部並びに大学院の活動は、同窓会の皆様から

れらの動きは、ECFMGが「2023年から国際的な認

様々なご支援を頂いて行っています。深くお礼を申

証機関によって教育水準が保証された大学の卒業生

し上げると共に、今後とも変わらぬご支援をよろし

だけに受験資格を限る」と公表したことと無関係で

くお願い致します。
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全研究科体制で進めるために「保健学研究・教育セ

同窓会・刀城クラブ創設
60周年にあたって

ンター」を設置し、センター内に「国際保健推進室」
、
「地域保健推進室」、「高度保健医療専門職養成推進
室」の３つのプロジェクト推進室を設けました。

―組織改革した保健学研究科
からメッセージ―

「国際保健推進室」では、国際的学術研究、国際協
力、そして国際交流に関する推進事業を包括的に取

保健学研究科長・医学部保健学科長

りまとめ推進します。これまで、国際交流協定を結

渡邊 秀臣（昭54卒)

んだモンゴルやニカラグアの大学を始めとして様々

刀城クラブ（群馬大学医学部医学科同窓会）の創

な大学との教員や学生の交流を促進します。学部留

立60周年、誠におめでとうございます。1996年に

学生は、医学科と保健学科の枠を超えて交流してお

医療技術短期大学部から医学部に統合された保健学

り、刀城クラブの会員の皆様には大変お世話になっ

科も学部教育はこれまで通りの医学部所属を残した

ております。また、いわゆる特色GP（平成19年度

まま、昨年の４月に教員組織は大学院に移り、大学

採択）と学士力GP（平成22年度採択）の教育改革

院大学、保健学研究科として医学系研究科から独立

プロジェクトで展開して参りました事業では、保健

しました。この組織改革に際し、既に大学院大学化

学科が重要な柱としてきましたチーム医療教育に医

されています医学系研究科医科学専攻と刀城クラブ

学科学生の参入が実現し、WHOやWHO西太平洋地

の皆様には暖かいご支援をいただき、心より感謝申

域事務局との連携活動を通して、特にアジア地域で

し上げます。保健学研究科は昭和キャンパスの新た

の保健・医療人材育成における国際ネットワーク活

な部局として保健学の研究と教育を独立して進めて

動に発展しており、より強固な連携体制の構築を目

ゆくことになりましたが、もとより目指すところは

指しています。「地域保健推進室」では、いわゆる

医学と同じ人々の健康です。この場をお借りして、

大学院GP（平成19年度採択）と教育GP（平成20

この度の組織改革の概要と保健学研究科の目指す方

年度採択）の教育改革プロジェクトで展開して参り

向をご紹介させていただきます。

ました事業を発展させ、地域社会の医療・保健実情

近年、グローバルな感染症の拡大、高齢者社会、

を教育に取り入れる事業を充実させます。今後、在

生活習慣病、医療者の地域的偏在など、人々が健康

宅医療の要請が高まる中、付属病院や地域医療でご

を維持するための課題が急速に拡大しています。こ

活躍の刀城クラブの会員の皆様とのご協力を賜り、

れらに対して、医学が主に疾患の原因と診断・治療

地域医療の充実に大きく貢献できる様なプロジェク

方法を研究するもの対して、保健学は人々の健康に

トを進めて参りたいと思います。「高度保健医療専

対する保健システムの観点から健康を探求するもの

門職養成推進室」では、いわゆる専門看護師GP

と捉えることができます。こうした保健学を探求す

（平成23年度採択）の大学教育改革プロジェクト事

る保健学研究科は、「看護学講座」、「生体情報検査

業の一環として社会の要請する高度専門看護師の養

科学講座」、「リハビリテーション学講座」の３講座

成システムの構築を目指します。本研究科ではこれ

と「保健学研究・教育センター」で構成されていま

を大学院教育に取り入れ、医学科や付属病院の皆様、

す。博士前期課程では、保健学の基礎的な分野を扱

地域の病院代表者からの率直なご意見に基づいて高

う「基礎保健学ユニット」、保健学研究の成果を疾

度専門職の育成を図ります。以上、センターでは教

患治療に応用する分野を扱う「応用保健学ユニッ

育、研究、そして社会貢献事業を進める上では職種

ト」、そして地域の問題や国際的な分野を扱う「地

を超えた保健・医療の包括的な取り組みを促進し、

域・国際保健学ユニット」の３ユニットを置き、職

大学院教育において自らの役割をしっかりと果たせ

種専門領域横断型の教育システムを導入し、保健学

る人材を育成してゆきたいと思っています。

の包括的研究を推進します。一方、博士後期課程に

刀城クラブは70周年、80周年とさらに発展され

おいては、多職種間連携の中で自らの職種の独自性

ることでしょう。刀城クラブの皆様のご理解を賜り、

を高める観点から、専門領域の独創的な研究を深化

皆様とともに医療・保健に携わるチームの一員とし

させます。

て地域、社会の健康に貢献することができましたら

一方、本学の研究科を特徴づけるプロジェクトを

幸いです。
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額の債務償還金を抱え、経営的には厳しい状況が続

同窓会・刀城クラブ
創設60周年にあたって

いていました。こうした中で、平成16年度の病院

─附属病院の現状と課題─

間で68億円もの増収が図られました。これは職員

稼働額153億円が平成23年度には221億円と、７年
一丸となった経営努力の成果ですが、その分、職員
の労働環境整備や待遇改善において問題を残し、医

群馬大学理事・附属病院長

師や看護師などの人材確保にも影響を及ぼしていま

野島 美久（特別会員)

す。労務環境改善と職員の負担軽減は附属病院が抱

同窓会・刀城クラブ創設60周年、誠におめでと

える大きな課題です。

うございます。また日頃は、医学部附属病院に絶大

大学病院の使命は、高度で難度の高い医療を安全

なる御支援を賜り、心より御礼申し上げます。附属

に提供するとともに、先進医療の開発や臨床試験な

病院も、前橋医学専門学校附属医院が開設された昭

どを通じて明日の医療を創造すること、次代を担う

和19年より数えて70年近い歴史があります。当時

人間性豊かな医療人を育成することにあります。ま

２階建50床の小規模な医院が、今では725床を有す

た地方の大学病院には、救命救急や災害医療など地

る北関東有数の拠点病院に成長しました。同窓会会

域住民の命と生活を守る「最後の砦」としての働き

員を始めとする先達のたゆまざる努力と叡智の積み

も期待されています。これらの使命を全うするため

重ねがその礎となっています。その一方で、現代日

には、病院経営の健全化を図りながら、人・施設・

本が直面する政治・経済の低迷や医療・教育の制度

設備に対して適切かつ継続的に投資していかねばな

疲労の中で、附属病院は多くの矛盾と課題を抱えて

りません。

おります。本稿では記念号の紙面をお借りし、附属

平成25年度には地域医療再生基金を財源にICUを

病院の現状と課題について述べさせていただきま

増床・拡充し、３次医療機関としての機能充実を図

す。

ります。平成26年度以降は、旧手術棟跡地に高層

附属病院は、平成７年認定の「特定機能病院」を

の新診療棟を建設し、合わせて狭隘化・老朽化が進

始め、「都道府県がん診療連携拠点病院」、「エイズ

む南病棟の改修計画が練られています。運営費交付

治療の中核拠点病院」、「都道府県肝疾患診療連携拠

金削減や目的積立金の制約が益々厳しくなる中で、

点病院」、「認知症疾患治療センター」、「第一種感染

その実現は必ずしも容易ではありません。しかし、

症指定医療機関」などの指定を受け、急性および慢

これから先の10〜20年を見据えた時、附属病院が

性難治性疾患の中核医療機関としての役割を果たし

高度急性期病院としてあるいは国際的な教育・研究

てきました。また本年10月１日には県より「災害

病院として生き残っていくためには、是非とも達成

拠点病院」に指定され、大規模災害発生時にも頼り

しなければならない事業であります。

にできる病院へと一歩踏み出しました。がん診療に

それにもまして重要なのが人材の確保です。ICT

関しては、今年公表された院内がん登録全国集計で、

の活用、メディカルクラークや看護補助者の配置、

病床当たりの登録数が全国国立大学病院の中で群を

職務内容や危険度に応じた手当の導入などにより、

抜いての第一位でした。平成22年にスタートした

専門職がやりがいを持って本務に専念できる環境を

重粒子線治療は順調に稼働し、平成24年10月末日

整備しなければなりません。高度専門医療の教育体

までで総計481名の治療を達成、11月からは外国人

制を充実させるとともに、若手医師のニーズに合致

患者の受け入れも開始します。平成15年に設置さ

する教育プログラムや診療体制の再編を進めること

れた外来化学療法センターでは毎月1000件を超え

により、研修医のマッチング率や後期研修医採用数

る利用があり、増床によるさらなる稼働が今後も見

の低迷を脱却し、優秀な人材の集まる病院にするこ

込まれています。年間8000件近い手術件数は、病

とが何より求められています。

床数補正で国立大学病院の最上位を誇ります。この

次世代が誇りを持って働くことのできる附属病院

ように、附属病院は全国有数のがん診療拠点病院と

を目標に、病院職員一同がこれからも知恵と力を尽

して着実に成長を続けてきました。

くします。同窓会・刀城クラブの皆さまには一層の

一方、平成16年度の法人化以降、附属病院は多

御支援・ご鞭撻をお願い申し上げます。
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バルCOE（平成19−23年度）に採択された際も、

医学部と歩んできた
生体調節研究所

内分泌研究はCOEプログラムの特徴ある取組みの一
つでありました。平成22年度から文部科学省の共
同利用・共同研究拠点への認定の申請に私達が選ん
だ拠点の名称も「内分泌・代謝学共同研究拠点」で

群馬大学生体調節研究所
所長

す。このように、生体調節研究所は現在でも内分

岡島 史和（特別会員)

泌・代謝学の研究で一定の評価をいただいていると

医学部同窓会が今年で60年の還暦をむかえられ

考えています。

ること、まことにおめでとうございます。60年前

今にはじまったわけではありませんが、大学改革

というと1950年代に最初の同窓生が卒業されたと

がうたわれて久しくなります。少子高齢化の時代、

いうことでしょうか。私は生体調節研究所におりま

大学に例年、同額の運営費が配布されるのは困難な

すが、医学部同窓生の中には内分泌研究所という名

状況です。積極的に大学問の統廃合をおこない、無

称の方がしっくりいく方も多数おられることと推察

駄を削減しなさいというのが文科省の意見です。即

いたします。少しばかり、生体調節研究所の歴史に

ち、地方大学は大学の特徴を前面にうちだし、その

ついて説明させていただきます。群馬県をふくめて

ユニークさを競い合い、特徴のない部局、大学は他

日本国内には海無し県が８つあります。海がないた

大学に取り込まれるか、消滅する方向にいかざるを

め、海藻を食べる機会が少なく、1950年当時は群

得ないというものです。従って、私達のような小さ

馬県では甲状腺種をもった女性が多数いたそうで

な研究所は特徴を最大限前面に打ち出していかなけ

す。医学部の七条小次郎先生が甲状腺研究の第一線

れば、いずれは統合、消滅に追いやられるだろうこ

の先生だったことから、1951年に群馬大学医学部

とは十分理解できます。研究所は設立当時、日本内

に附属内分泌研究施設が設置され甲状腺を中心とし

分泌学会や日本学術会議などに強力な推薦されたよ

た研究が開始されました。1963年に５つの研究部

うに、たえず、研究者コミュニティが認知してくれ

からなる内分泌研究所に昇格したしました。この内

る存在でなければならないと考えております。

分泌研究所が現在の生体調節研究所の前身です。今、

糖尿病は1000万人、肥満、高血圧もかなり罹患

ここに1965年発行の内分泌研究所要覧があります。

者がおり、メタボリック症候群など生活習慣による

当時の大学院生を見てみますと、主科目１名、副科

病気は年々増加しております。従って、内分泌・代

目16名、選択科目16名となっています。多数の学

謝学の拠点活動をより強化するために、生体調節研

生が内分泌研究所で研究生活を送られたことと思わ

究所は医学系研究科をはじめとするオール群馬大学

れます。この内分泌研究所の設立には昭和31年の

の生活習慣病研究者と情報交換、共同研究の斡旋な

日本内分泌学会総会の議決によって内分泌研究所設

どを推進する生活習慣病研究拠点となることをめざ

置を建議請願し、さらに、日本学術会議第７部（医

しています。現在、昭和キャンパスでは重粒子線治

学）においても再三、研究所設置要望書が当局に提

療センターによる癌の重粒子線治療が群馬大学の目

出されたとあります。このように、群馬大学医学部

玉事業として順調にすすんでいるようです。今後、

だけでなく、日本の内分泌学会、日本学術会議が率

生活習慣病研究が重粒子線治療と並ぶ群馬大学の２

先して内分泌研究所の設置を応援してくれたようで

大看板事業になることが大きな目標であります。医

す。

学部同窓生の方々の中には当時の内分泌研究所、現

内分泌研究所設立のミッションは「内分泌に関す

在の生体調節研究所で研究に精を出された方も多数

る学理及びその応用の研究」でありましたが、

おられると思います。皆様の理解と今後のご支援を

1980年代の分子生物学、細胞生物学の発展は内分

宜しく御願いしたいと思います。同窓会に対してお

泌研究に大変革を迫りました。そのため、1994年

祝いを述べる場が研究所の宣伝、御願いの場になっ

に生体調節研究所に改組されました。しかし、名前

てしまいました。しかし、人生60歳にして耳従う

を変更したものの内分泌・代謝研究の推進は研究所

と申します。他人の言う事を素直に聞いてくれる頼

のミッションとして継続しています。研究所が中心

もしい存在になった証です。最後になりましたが、

となった21世紀COE（平成14−18年度）、グロー

群馬大学同窓会の益々の発展を祈年しております。
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35）編集責任者、ほか編集実行委員11名、委員64

同窓会書籍
発刊のあゆみ

名、写真提供者63名など。口絵は医学部現況のカ
ラー写真25頁。歴代の校長、学長、学部長、同窓
会長、事務長の顔写真。今昔の学内の風景、施設、
授業や学生クラブ活動のスナップ。教室・医局の過

元同窓会長

去から現在にいたる紹介写真。特に全卒業生（昭

箕輪 真一（昭28卒)

23〜58）の学生時代のクラス紹介の写真は圧巻で

刀城クラブ設立50周年記念誌（平成14）に、私

ある。

は学生時代の同窓会設立のことや、旧・新刀城会館

『群大医学部50年史』：平成５年刊、B5、523

建設について述べた。あれから早や10年。その後

頁。編集委員長は伊吹令人（昭35）、委員は田所作

の平成18年版の同窓会名簿の編集後記にあるよう

太郎（昭24）、黒梅恭芳（昭28）古川研（昭30）、

に、私は要請により「同窓会沿革」をつくり、初め

小林功（昭36）、山中英壽（昭39）ほか６名。口絵

て名簿に掲載された。これは医学部沿革にならって、

は学内各施設のカラー写真、歴代の校長、学長、医

的確、簡潔を旨としたので、結果的に関係する人物

学部長、病院長、同窓会長などの顔写真。

名が割愛され、誠に心に残るものとなっていた。従

次は基礎・臨床講座、諸施設、内分泌研究所など

ってここに書籍発刊のあゆみについて補足、説明を

の初代からの教授の動向と業績が収録。続いて退官

することにした。（以下、人物の敬称は省略、カッ

教授の「思い出の記」、同窓会、学友会の活動状況

コ内は卒業年を示した）

が掲載。資料編では、開学以来の各講座、施設の教

『20年の歩み』：最初の発刊物。昭和38年刊、

授名、国家試験成績状況、学位授与、科学研究費の

A5版、178頁。編集者は田所作太郎（昭24）、中野

課題と交付額などが一覧となって収録され、まさに

稔（昭25）
、渡仲三（昭30）、佐藤一英（昭31）、栗

半世紀を網羅した貴重な発刊である。

原嘉雄（昭31）、吉田洋二（昭32）。口絵は空から

『刀城クラブ設立50周年記念誌』：平成14年刊、

見た医学部、とびらの言葉は長谷川秀治学長、柴田

A4版、101頁。前橋医専設置（昭18）と同窓会設

勝博医学部長、原田哲夫（昭27）同窓会長。本文

立（昭27）には９年間のずれがある。この発刊は、

執筆は石原忍初代医専校長、教授、事務官、卒業生

従来の医学部記念史から同窓会に軸足が移ったこと

（昭23〜35）計48名。後半の12名の「群大の今昔

になる。発刊責任者は土屋純（昭34）同窓会長、

を語る」は戦後間もない頃の苦労と気迫の学生生活、

編集委員長は中里洋一（昭47）、委員は久保洋（昭

教官と学生との親しい人間関係がよく現れていて興

34）
、田村勝（昭44）、長嶋起久雄（昭44）、福田利

味深い。

夫（昭51）ほか６名。

『群大医学部30年の歩み』：昭和50年刊、B5版、

寄稿文に赤岩英夫群大学長、小澤瀞司医学部長、

252頁。発刊者は米津穆（昭23）同窓会長、田所作

森下靖雄病院長の執筆。歴代の同窓会長、副会長、

太郎（昭24）編集責任者。口絵は歴代の校長、学

幹事長、病院長の寄稿文、さらに県内の郡市医師会

長、学部長の顔写真と、学内施設の写真。本文は医

長、錚錚たる意気盛んな同窓生有志の投稿文が掲載。

学部の教務・管理の変遷、有志の執筆など。石田陽

さらに刀城クラブ会報に連載中の「母校に望む」と

一（昭23）の旧刀城会館建設（昭42、12、完成）

女性医師寄稿の「水芭蕉」も加えられ、学生や新卒

の活躍、田所作太郎（昭24）の資料収集の苦労な

業生の人生指針に役立っている。

どは読み応えがある。題字は七条小次郎名誉教授、

以上、５冊の書籍発刊のあゆみについて補足説明

序文の石原恵三学長の「歴史は未来に向って生きる

した。編集担当者の諸兄姉に心から敬意と謝意を申

ための糧、過去は将来に向って努力する意味のある

し上げる次第である。「人に歴史あり、歴史に人あ

もの」は尊い人生訓といえよう。

り」を痛感している。

『目で見る40年の歩み』：昭和59年刊、A4版、

おわりに、全ての書籍出版に当って、事務局職員

273頁。これは写真を主体にした豪華版。田所作太

には多大な御苦労とご支援を頂いた。改めて衷心よ

郎（昭24）同窓会長・発行者代表、伊吹令人（昭

り感謝を申し上げます。

− 13 −

平成24年（2012）11月15日

群馬大学医学部刀城クラブ会報

第227号（特別号）

平尾教授・松山助教授（第１外科）、第二外科の私

群馬大学医学部同窓会と
共に歩んだ日々

と学外からは国立高崎病院の石井先生（皮膚科）、
大田総合病院の下田先生（小生と同期で後に独協医
大内科教授）らが委員となって関連病院に於ける卒
後教育の問題に関する懇談会が院長室で何回も夜遅

医学部同窓会顧問

くまで開催された。私は病院長の代役として県内や

饗場 庄一（昭31卒)

近県のしかるべき病院長さんに使いに出されたりし
た。

群馬大学医学部は来年創立70周年を迎えますが

その後、私は赤字倒産の噂のあった前橋日赤病院

私は昭和27年春に前橋医学専門学校、前橋医科大

の再興を期待されて群馬大学をバックに出来る人と

学、群馬大学医学部と３枚の看板が下がったこの医

言われて日赤本社から強く期待されて赴任した。赴

学部に入学したので母校は未だ創設期にありまし

任の挨拶に第一外科の石原教授室に伺うと『あの難

た。

しい病院へ良くも行く気になったな、頑張りたまえ』

昭和29年には新制大学と言われた医学部発展の

であり、法医学の伊関医学部長さんは『君は地元の

ために基礎・臨床にNo.教室を併設、30年には大学

前橋日赤への斬り込み隊長だから頑張ってくれ』で

院設置の審査もパスして大きな飛躍となった。

した。歴史こそ古いが木造で薄暗い病院への赴任に

昭和39年の東京オリンピック以降は社会構造が

は迷いもあったが頑張って自分の城を築こうと覚悟

大きく変化して高度経済成長の見られる中で、大学

した。その昭和45年当時は日本中が交通事故で最

病院のあり方は大きく変化した。昭和40年６月に

悪の頃である。病院には脳外科も麻酔科も泌尿器科

は第二外科で１年先輩の故阿部千秋医局長によって

もなくて日夜苦労した。先ず脳外科の新設は川渕教

附属病院医局長会議が開かれたが議事録に残るのは

授が応援してくれることに内諾は得られていたが白

１回のみで、彼は国立高崎病院へ群大から初めて外

崎院長さんには反対された。しかし次第に社会的後

科医長として赴任した。40年９月に私が後継者と

押しや母校である群大の臨床各科が強力に応援して

なり、第一外科の故松山四郎医局長（30年卒、後

くれた。脳外科（昭和46年）、皮膚科（47年）、泌

に県立小児医療センター院長）が議長を１年半勤め

尿器科（50年）
、麻酔科（51年）
、形成外科（56年）
、

て42年４月からは私が議長となった。41年の東大

放射線科（58年）、眼科（60年）を新設。新潟大か

紛争に始まった青医連運動は講座制反対・非入局・

らの耳鼻科や整形外科、京大の産婦人科は医師が開

インターン制度反対などを掲げて全国に波及して群

業したり、引き上げた後は群大が応援してくれて名

大でも激しさを増した。教授会も再三彼らに踏み込

実ともに今日の総合病院に成長した。昭和63には

まれるなどエスカレートした。其の頃から医局長会

現在使用中の手術室を私が建築委員長となって竣

議には病院長・事務部長はじめ多くの事務系職員ま

工、次いで平成２年には新病棟建築委員会が発足し

でも出席して意見交換するなど比較的公的な会議に

た。その９階の屋上に大反対を何とかお願いして竣

まで発展した。私は医局長を辞めて医学部講師にな

工した屋上ヘリポートの竣工は何と阪神淡路大震災

ってからも前橋日赤へ赴任するまでの３年間総医局

の３ヶ月前であったことが平成９年に始まった災害

長として奔走した。私の後任は第一内科の近藤忠徳

拠点病院構想や群馬県防災ヘリコプター就航の時期

医局長（32年卒、後に伊勢崎市立病院長）でした。

に当たり、時流に合致して社会的にも貢献できた。

インターン制度は廃止となり、やがて文部省、厚生

大学の地元での病院の様子を自分なりに紹介したが

省からはそれぞれ教育病院構想、関連病院構想が発

私と同じように大学から外の病院に出られて頑張っ

表された。当時、群馬県内の国立高崎病院や社会保

た多くの卒業生の活躍があって現在の群馬大学医学

険群馬中央病院の院長さんは東大、前橋日赤は京大、

部の卒前・卒後の臨床教育に役立っていることを強

桐生厚生は名大、大田総合は慶大などで、県内の大

調しておきたい。

きな病院で群馬大学の関連病院的存在は皆無であっ

私が同窓会と強い関係をもったのは昭和47年に

た。当時の松本病院長、石井前病院長・前川教授・

８代目の同窓会長であった故米津会長（１回生、５
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期10年間会長）から副会長就任を請われた時に始

関東甲信越国税局長に就任してくれたことが幸いし

まる。田所会長の２期４年間も副会長として支えた。

た。寄付行為に対する免税措置を適応させてもらう

そして私が10代目の会長になったのは昭和61年か

ことができたので目標額を遥かに超えて２億６千万

ら３期６年間であり、其の後も米津会長と創設に努

円にも達した。現在の同窓会館の竣工式が挙行され

力した群馬健康医学振興財団の理事長も務めさせて

たのは平成７年２月28日でした。

もらった。

また群馬健康医学振興財団の４代目の理事長に就

最初の同窓会館設立の機運は昭和39年に始まっ

任したのは平成13年で此の年に群馬大学は法人に

たが資金集めの目標が立たなくて挫折、10年もか

移行した。財団は設立基金に始まって同窓会からお

かってようやく竣工披露宴が開かれたがその時の司

んぶに抱っこの支援状態が続いていた。経済的基盤

会者は奇しくも私でした。長過ぎた経過の間にはオ

の確立が必要と考えていたときに某損保会社から

イルショックなどにも邪魔されて２階建の予定が平

『医師責任賠償保険業務を一緒にやりませんか』と

屋の刀城会館に終わったことが残念でした。

声をかけられた。早速、病院の医局長さん方に探り

私が会長になったときに同窓会報に『同窓生の硬

を入れると各医局には別の保険会社の方が入り込ん

い絆としての象徴を』と題して医学部50周年記念

でいて契約の歴史は結構長いことが知れた。多くの

事業としての同窓会館増改築を訴えてお願いをした

困難を乗り越えて平成15年から財団の新規事業と

がなかなか難題であった。ようやく意思統一ができ

して開始することができた。現在の加入者数は

て平成４年10月から寄付金集めが開始された。私

2,100名でこの事務手数料の520万円程が財団の収

は中野正先生（23年卒）に会長を譲ったが病死さ

入である。これを機会に税理事務所に経理事務を委

れて１年で箕輪真一先生（28年卒）が会長となら

託したが同窓会の経理までも目を通してもらうまで

れて改めて同窓会館増改築委員会が発足した。常任

に会計面でも充実した。

委員長は箕輪会長、副委員長は石田常博幹事長

長かった母校との思い出を書いてきたが歴代同窓

（41年卒、後に国立高碕病院長）、建築委員長は私

会長16名中生存者は私を含めて既に３名のみとな

でした。此の頃、私の従兄弟が大蔵省銀行課長から

ったがもう少し頑張ろうと覚悟したこの頃です。

記念植樹式集合写真（紅枝垂桜）
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す。この問題の解決策として、岡山大学は臨床研修

石井ホールと
臨床研修・大学院改革

と大学院の履修を同時にスタートできるプログラム
を提案して注目を集めています。臨床研修の１年目
から大学院の講義を受けることは大きな負担と考え

国際医療福祉大学教授・
群馬大学名誉教授

られますが、その負担を緩和する策として、学部学
生時代に大学院の講義を聴講し、科目等履修制度を

後藤 文夫（昭42卒)

利用して大学院の履修単位として認めるとともに、

平成16年４月からの３年間、私は医学部長兼医

大学院講義を夜間と週末に行うシラバスを併用して

学系研究科長を担当しましたが、その間、特別名誉

大学院生（兼臨床研修医）の負担軽減を図っていま

会員であった石井英男先生より、毎年、高額の教

す。岡山大学は、４〜５年前まで研修医数が全国最

育・研究費をご寄付いただきました。このことは、

低レベルでしたが、このプログラムを導入して４年

すでに同窓会報に報告しましたが、60周年特別号

目の平成24年度には研修希望者がフルマッチを達

ということに因み、感謝をこめて改めて報告します。

成し、大学院入学者も増加しています。

当時、大学の教育・研究費はどこも不足していた

私は現在も文部科学省が推進する「大学院教育改

ことから、石井先生の寄付金は、学生の教材費、大

革推進プログラム」の審査委員を続けており、全国

学院生の研究機材費、海外姉妹校との交流経費、さ

の大学が知恵を絞って応募する教育・研究プログラ

らには講義内容の評価が高かった教員に授与するベ

ムの選考と事後評価を担当しています。その中には、

ストティーチャー石井賞の賞金など多方面に活用さ

岡山大学のように医師不足対策に向けたプログラム

せていただきました。この石井先生の寄付金を活用

もありますが、長崎大学は附属研究所と共同して熱

した教育・研究を起爆剤に、文部科学省の大学院教

帯病の指導者育成に取り組み、すべての講義を英語

育改革推進事業（大学院GP）に応募した本学のプ

で行うとともに大学院生全員が国外で長期実習を行

ログラムは最高評価で採択され、３年間にわたり高

うという実践重視のプログラムを推進することによ

額の大学院支援費を獲得できました。これに引き続

り、東南アジアの優秀な大学院生が多数応募してお

いて、より大きなプログラムであった高崎原研との

り、グローバル化に遅れをとっている日本の大学院

重粒子線に関する共同研究が21世紀COEに採択さ

教育に一石を投じています。

れ、重粒子線照射施設の新設に、昭和キャンパスの

群馬県内の医師不足はいまだ解決の兆候が見えな

教育・研究の高度化に大きく貢献するものであった

いとの意見も強いようですが、私が定年退職後の５

と考えています。加えて、鈴木前学長が医学部長の

年間勤務した福島県は、ご存じのように、もともと

とき、石井先生から別途１億円のご寄付をいただい

医師不足に苦しんでいたことに加え、原発事故によ

ていましたが、それを後世に残る記念碑的施設を建

る放射能汚染が影響して若手医師の減少に拍車がか

設するという計画がまとまりました。しかし、それ

かってしまい、全県下の医療福祉活動が苦境に追い

は群馬大学独自の企画で文部科学省の支援を得るこ

込まれています。文科省は、このような医師不足問

とができない施設であったことから、関係各位に寄

題に対して、既設医科大学の定員増で解決を図ろう

付を依頼する必要が生じました。さいわい、教職員

としていますが、なお地方の医師不足に改善の兆し

及び同窓会員各位から多額のご寄付をいただくこと

はみえてきません。そこで、現在私が勤務する国際

ができ、学生、教職員、並びに同窓会員の憩いの場

医療福祉大学グループなどは、医学部の新設に向け

として、また勉学の場として活用されるホールとな

て準備を進めていますが、この動きには反対意見も

り、同窓会・刀城会としても記念すべき事業であっ

多く、具体的な進展はみられていません。群馬大学

たと思われます。

は重粒子線照射施設の活動が全国的に注目されてい

話は変わりますが、８年前、卒後臨床研修の必修

ますが、これに加えて岡山大学や長崎大学とは異な

化が施行され、それを機に大学附属病院の研修医が

る独自色をだし、北関東の雄としてさらに発展して

急激に減り、多くの大学が窮地に追い込まれていま

くれることを期待しています。
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両親の介護
副会長（財務担当）

梅枝 定則（昭46卒)
昨年、母親が91才で亡くなり、その７年前には
父親がやはり91才で亡くなりました。二人共、特
に苦しむ事もなく最後を迎えたのは不幸中の幸で天
寿を全うできました。
さて、私は昭和60年に現在の前橋市富士見町に
内科医院を開業いたしました。その際に、両親用に
と医院の西側に家を用意しました。当時、敷地の
東・南側は舗装道路でしたが、西・北側は畑でした。
キジがよく姿を見せ、春にはヒバリが囀る長閑な場
所でした。上毛三山がよく見え、夏の花火大会も庭
でみることができました。しかし、この状況は特に
母親にとってつらい環境だった様で、話し相手がい
ない、両親共に車の運転ができないので買い物にも
行けないと嘆いておりました。しばらくして、前橋
市内に移転してしまいました。父親は、借家から自
転車で30分程かけて富士見まで行き来をし、犬や
猫・南京軍鶏を相手に遊びそして庭いじりをし、帰
りにはスーパーマーケットで買物をするという生活
を楽しんでいる様に思えました。そうこうするうち
に、母親が食事を作る事を嫌がる様になりました。
止むを得ず、老人ホームに入居する事を決めました。
施設では老人が飽きない様に色々な会を催して楽し
ませてくれましたが、何といっても食事が問題で、
当然作ってはもらえるのですが、味付けが基本的に
薄味。そこで母親の好きな海老天、父親の好きな刺
身をはじめ様々なおかずに加えて菓子を差入れした
ものです。
元気で過ごしておりましたが、ある時父親が転倒。
腰椎圧迫骨折を思わせる腰痛を発しましたが、入院
は嫌だというのでしばらくそのままみる事にしまし
た。私は医院が終って泊まり込みで介護をしました
が60才前で身も心も若いつもりだったので苦にも
なりませんでした。尿瓶を使うことは簡単でしたが、
便秘が対応苦戦。毎朝摘便です。腰痛で腹に力が入
らず、これしかできないのですが、父親も頑張って
対応してくれました。そして開院に間に合わせて帰
るのですが、腰痛がなかなか回復しないので、さす
がに堪り兼ねて、同級生の中嶋医院中嶋宏治院長に
頼み込み入院させてもらいました。手厚い看護のも
と歩く訓練も受けたのですが、遂には寝たきりにな
ってしまいました。褥瘡を作ることなく対応しても
らいましたが、 ここはどこ？ という居場所に対
する不安を抱き続ける状態でした。そうこうするう
ちに誤嚥をする様になり、窒息も加わり、院長には
大変苦労をかけました。胃瘻を作るより仕方ないと

平成24年
（2012）11月15日

いうことで、日赤病院に転院しましたが、そこで老
衰の如く平成17年２月21日に亡くなりました。た
だ前日の夜、母親や弟達が面会をし、楽しい時間を
持てた事が救いでした。父は群大医学部の図書館に
長く勤めていたので、現在私に対して大学の先輩か
ら お父さんによく似ているね と言われる機会が
結構あり、気恥ずかしい思いと同時に、父を知って
いる人達がいる事に何となく嬉しさを感じておりま
す。
一方母親は一人で引き続き老人ホームで元気に過
ごしておりました。しかし85才を過ぎると何が起
こるか判りません。ある時、電気工事の人が部屋で
修理をしまして、その翌日から被害妄想を抱く半ボ
ケ状態が出現。 盗られた。隠された。いじめられ
た。 の騒ぎに明け暮れする様になってしまい、あ
る時とうとう転倒し、大腿骨頸部骨折を起こしてし
まいました。親とはいえ初めての女性のオシメの交
換を経験させてもらいました。手術をし、リハビリ
テーションをし、歩けるように様になった生命力に
は感嘆しました。
最後の２年間はケアホームに入居しましたが普段
の対応は勿論、転倒、骨折時など迅速に適切に対応
していただき大変助かりました。
浴血性貧血があり、血色素6.0g/mlであったにも
かかわらず、元気に動いたり、心不全で利尿剤、水
制限で口渇がひどく堪り兼ねて洋式トイレの貯まり
水を飲んだり、また被害妄想のためしょっちゅう部
屋を片付けたり探し物をしたりと驚かされる事ばか
りでした。考えてみれば世話をする方も大変な事こ
の上なかったのですが、本人がアレやコレやで一番
つらく大変な思いだったのだろうと最近は考え至っ
ております。最後の１週間は肺炎で入院しましたが、
亡くなる（平成23年10月14日）３日前に大変調子
が良く私達に お世話になったね。ありがとう。
とお礼を言ったその日の夜から眠るが如く苦しむ事
もなく逝きました。私は何をしたという程の事はし
ていないのですが多くの人達の暖かい協力をいただ
き両親を見送れたのは大変な幸せだと思っておりま
す。私の介護記ではありますが、日常診療でも似た
様な患者さんがおり、今では家族からの相談に答え
る一助になっております。現在、医院の周囲は富士
見町の都会の如くで、夜もネオンが明るく安全な環
境で開院時から考えると夢の如しです。私は ﬁ啄
同機 を座右の銘としておりますが、互いの思い・
考え・行動が一にならないと物事はうまく捗らな
い。両親は納得して老後を送り死を迎え入れてくれ
たものだと思っております。
ところで、同窓会というものは親睦団体である事
を主とするかと思いますが、いつ何時助けたり、助
けられたりするか判りません。損得勘定抜きで深く
その存在意義を考えずとも参加しているだけできっ
と安心していられる存在なのでしょう。役員をして
いる間だけでなく、機会があれば少しでも役に立つ
よう協力をしていきたいと思っております。
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だった私に先生は、脳神経外科医としての臨床、研

医学部同窓会
創立六十周年に寄せて

究のみならず、所謂「鞄持ち」を通じて医師として
の全人教育を施された感があります。開業してから、
様々な苦難と対峙する時はいつも、厳しかった先生
が時折見せた柔和な笑顔が私の心の支えとなり、多

副会長（総務担当）

西松 輝高（昭48卒)

くの職員を抱えるようになった今でも、先生から受
けた教えの一つ一つが、私にとっては標となってい

群馬大学医学部同窓会六十周年記念に寄せて、ひ

ます。
私が同窓会と関わりを持つようになったのは、縁

とことご挨拶を申し上げます。
同窓会が歩んできた六十年という長い歴史は、歴

あって平成10年に学年幹事をお受けしたことが端

代役員の先生方の絶え間ないご努力と、多くの先輩

緒であると記憶しております。その後今日まで14

諸先生に引き継がれた母校への深い愛郷の念によっ

年あまりの間、同窓会の運営に関わらせていただい

て築き上げられたものであり、誠にご同慶の至りで

たことになります。この間、とりわけ総務委員とし

あるとともに、この場をお借りして心より感謝申し

て私を招いてくださり、平成10年に第24代会長に

上げます。

就任された故・土屋純先生（昭34卒）とは、事あ

いま、私の手元には昭和57年６月に発行された

るごとに杯を酌み交わしながら会の未来について語

会報第105号があります。そこには、当時の昭和地

り明かしたことが、今では珠玉の想い出となってい

区構内整備事業に関する記事や、会員名簿作成にあ

ます。

たっての会員に対する協力依頼、そしてこの年の２

また近年では、会員の高齢化が進んでいることか

月、不慮の事故によって急逝された私の恩師である

ら、地域医療貢献章の推薦対象者や推薦団体の制限

川渕純一先生への追悼の寄稿などが綴られていま

を緩和させ、また総会出席に係る交通費、あるいは

す。またこの年には、第10代から14代まで10年の

宿泊代等を同窓会負担とすることで、総会に出席さ

永きに渡り会長を務められた米津穆先生が退任さ

れる先生方の増員を図り、結果として同窓会の活性

れ、後任として第６代会長であった田所作太郎先生

化に繋げられたことなどが、完遂させた仕事として

が再び会長に就任されており、会報第107号には両

記憶に新しいところです。
同窓会の今後の課題としては、会の目的である会

先生の退任ならびに就任のご挨拶が載せられていま

員相互の親睦、群馬大学医学部の発展、また学術研

す。
私事で誠に恐縮ですが、同窓会が創立三十周年を

究の向上への寄与を基調として、さらに在学生の後

迎えたこの年、奇しくも私は北毛沼田の地に開業し、

援まで行っていこうという、いわば原点を見つめ直

今年はそれからさらに30年が経過したことになる

し、同窓会が還暦を迎えた今年を境に、会員間の意

わけです。光陰矢の如しと申しますが、今日こうし

思の疎通を一層緊密なものにするとともに、共通の

て、同窓会の六十周年記念事業に関わらせていただ

目標や夢を持ち、より強固な結束を図っていくため

いている自身の来し方行く末を顧みるとき、正に感

には今後何をなすべきか、ということが揚げられま

無量の思いがいたします。

す。そのために、私も微力ながら陰になり日向にな

私自身は、昭和18年の前橋医学専門学校設立か

り会務運営を補助していく所存でおります。

ら30年目にあたる昭和48年の医学部19回卒業生で

今後とも、同窓会運営に対する惜しみないご協力と

あり、卒業後は当時開設７年目であった脳神経外科

ご理解をお願い申し上げるとともに、会員諸先生の一

に入局し、川渕教授に師事しておりました。医局員

層のご健勝を祈念し、挨拶とさせていただきます。
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想であった。刀城会館の建設に尽力した石田先生や

刀城会館と
石井ホール

同窓会の先生方の苦労などは一顧だにしなかったの
が、若さ故かもしれない。刀城会館が完成したのは、
我々が卒業した昭和49年12月なので、もうすぐ40

副会長（学術奨学金担当）

中島

年にもなろうとしている。その間に拡張工事が行わ

孝（昭49卒)

れて、現在の刀城会館になったと記憶している。
石井ホールは故石井名誉教授からのご寄附を基に

私が石井ホールの建設に携わっていた頃のことで

作られた建物であるが、それだけでは足りず、同窓

ある。建設を任されていた設計士のＭさんに、何気

生からの多大な寄附金も加わって完成したことか

なしに聞いてみた。「建築の専門家からみて、群馬

ら、第二の同窓会館とも言える。入り口に掲げられ

大学昭和キャンパスのなかで、最もいいと思われる

た寄附者の名前が書かれたプレートがその証しであ

建物はどれですか」彼は、すかさず、答えた。「刀

る。最初は、現在の広さの1.5倍程の大きさを計画

城会館ですよ」私にとって、この答えは、意外では

していたが、事務方との折衝を重ねるうちに段々と

ないが、余り期待していなかった。「やはり、専門

狭くなり、現在の広さに落ち着いたのであった。民

家はそうなのか」というのが、私の素直な感想であ

間の工事では必要ない工事が大学の建物では必要と

った。それまで、刀城会館に対する私の印象は、

いう規制が多くあり、また、大学の指定業者を使わ

「低い、入り口が暗い、何もない」というものであ

なければならないことなどから、予定していた金額

った。しかし、唯一、南側から明るい庭を眺めるの

を大幅に超過することが明らかになり、私とＭさん

が、好きだった。私が大学院生だった頃は、現在の

とで、憤慨しながらも実際の図面を次第に縮小させ

ように、庭は整備されておらず、銀杏の木が何本か

て行かざるを得なかった。その時、石田先生の苦労

あるだけだった。その頃、私と現在保健学科教授の

と大学での無駄な金の使い方を身に染みて知った。

山口先生はS100蛋白の抗体を作るために動物実験

最初の計画とは大分異なるが、いずれにしても石井

室でウサギを飼っていた。ウサギは狭いケージで飼

ホールは完成し、今では学生を中心に毎日有効に使

われていたので、「狭くて可哀そうだ。運動させて

われている。ちなみに、入り口にある石井ホールの

やろう」ということになり、ケージから連れ出し、

名前を刻んだ煉瓦造りの門は、西側駐車場の入り口

この庭に放して、二人は刀城会館に寝そべって、ウ

に長らく捨てられてあった蚕糸試験場の門を再利用

サギを眺めていたことを思い出す。この庭はウサギ

したものであり、私とＭさんの石井ホール建設の証

の運動場としても使われたのである。

しでもある。

刀城会館の建設に尽力したのは病理の故石田教授

石井ホールと刀城会館の両方を使う機会が多くな

であった。助教授だった石田先生が、当時同窓会長

って、両者の違いを否応なしに認識させられること

だった米津先生や東京の設計士さん、名前は忘れた、

になった。両者は、明るさと落ち着き、華やかさと

と頻繁に会われていたのを思い出す。宿泊施設を作

控えめ、都会と自然、昼と夜、学生と卒業生などと、

るだの、レストランを入れるだの、という様々な意

対照的な特徴を持っているように思う。私の刀城会

見があったようであるが、いざ完成してみると、

館をみる目も変わってきた。刀城会館は私たち同窓

「なんだ、小さいじゃないか」というのが、私の感

生をじっと見守ってくれている気がする。
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らの広告を見ていても、創刊当時から同窓会と地元

同窓会報227号（同窓
会・刀城クラブ創設六
十周年記念号）まで

の方々とのつよい心の絆があったことが感じられま
す。
さて、最近の会報編集状況について少し紹介せて
頂きます。

副会長（会報編集担当）

初期の会報を読み返してみると、33号（昭和34

福田 利夫（昭51卒)

年６月）から表紙の上部に発行者の名前が、45号

同窓会設立六十周年記念事業に合わせて、同窓会

（昭和36年）から編集責任者の名前があります。し

報の特別号（227号）を発行することになり、役員

かし、どの先生方が編集に携わっておられたかは、

会、編集委員会で協議の結果、現在の副会長の先生

各号の編集後記の署名で伺い知る他にないような気

方にも投稿を御願いすることなりました。私は当初

がします。その後、平成６（1994）年９月（154

は特別号では編集後記を担当すれば良いと気楽に考

号）からは毎号、編集後記の後に編集委員全員の名

えていましたが、会報編集委員会で相談した結果、

前が掲載されるようになり、会報と読者の距離が近

会報編集委員長として会報の最近の様子をお知らせ

づくきっかけとなったように思います。

する立場ということになりました。幸いにも同窓会

会報の体裁が大きく変わったのは平成８年４月

事務局には会報の創刊号から最新号までが整理され

（160号）からであり、当時の会報編集委員長の木

て保管されていますので、秋の夜長に久しぶりに創

谷泰治先生が幹事会（現在の役員会）に提案したと

刊号の表紙から頁を繰りました。

ころ、創刊号の表題（西成甫先生筆）と赤城山のレ

実は平成18（2006）年４月に会報200号を記念

ンゲツツジの紋章は残すことを条件にB5版からA4

して、当時の山中会長、中里前編集委員長に投稿を

版、縦書きから横書への変更が了承されたと伺って

御願いし、私自身も

います。

200号刊行に寄せて、同窓会

と会員を直結するメディアとして

として寄稿する

ため、創刊号から読み直したことがあります。

その後、医学部に女性が多く入学するようになっ
たこともあり、会報編集にも女性医師の感性を反映

それから６年後になって創刊号から改めて頁をめ

させたいという意見があり、平成12（2000）年12

くってみて、今回、興味を引いたのは会報に掲載さ

月（179号）から中山優子先生（昭59卒）に紅一点

れた種々の広告でした。広告自体は51号（昭和38

の編集委員として加わって頂きました、その意向は

年）ころまで続き、医薬品、医療器具、医学書関係

現在まで脈々と受け継がれ、中山優子先生が異動さ

が目立ちますが、初期の広告は、その名前を眼にし

れた後も、星野綾美先生（平13卒）、安部由美子先

て懐かしいものばかりです。その中で私達の世代

生（昭57卒）と引き続き、複数の女性の卒業生あ

（いわゆるアラ還）でも記憶に残っているのは、創

るいは在学生が積極的に会報編集に携わって頂き、

刊号（30年６月）のフランスパン、前橋市南曲輪

会報編集員会も会報の内容も和やかになってきてい

町。２号（30年９月）の片原饅頭、本局前志満屋。

ます。また、星野綾美先生にはご自身の特技を十分

６号（31年４月）のポンチ本店、前橋銀座東映前

に生かして、基礎講堂、臨床講堂、体育館を始めと

などでしょうか。店の名前も場所もはっきりと記憶

した学内の想い出の場所の数々のスケッチで会報の

していますが、当時の住所表示や地名が不思議な感

表紙を飾って頂いています。

じがします。フランスパンは院内の売店でも買える

更にその後は同窓会会則の改定により在学生が正

のが楽しみでしたが、今では、院内でパンを買おう

会員になったこともあり、在学生にも編集委員に加

とすると、アメニティモールのコンビニの全国ブラ

わって頂くことになり、平成17（2005）年４月

ンドを選ぶか、夕方までに生協に出かけて地元ブラ

（196号）から飯島研史君（当時５年生）が会報編

ンドのアジアパンを選ぶかのどちらかしかありませ

集に参加し、その後現在に至るまで継続的に男子、

ん。

女子学生がそれぞれの視点、感性で会報編集に協力

片原饅頭のその後、ポンチの現在の様子は私が敢

しています。

えてここで紹介するまでもないと思いますが。これ
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会報200号を発行できましたが、この頃から、会報

には膨大な時間の作業が必要です。さらに21号か

を長期間保管するために電子ファイル化の必要性を

ら31号までの11回分が欠号となっています。これ

考える様なりました。そのためには印刷された会報

らの会報がこれ以上に散逸しないうちに、永続的に

を画像としてファイルに保管する方法と会報編集・

使用できる貴重な資料として保管するのも編集委員

印刷データから直接ファイルを作成する方法があり

会に託された課題です。

ます。後者の会報編集・印刷データから直接ファイ

つい最近からは会報掲載用に寄せられた支部だよ

ルを作成する方がパソコンで閲覧するには適してい

り、クラス会だより等でご了解を頂いた分について

るので、編集・印刷を委託している上毛新聞社に会

は同窓会ホームページの

報印刷ファイルの保管状況を確認したところ、平成

のページからも閲覧できるようになっています。こ

13（2001）年５月発行の181号以降はいくつかの

ちらでは会報とはひと味違った雰囲気で、支部会や

号を除いてファイルが保管してあるとのことでした

クラス会の様子でご覧にたたけますので、是非、同

ので、それらをファイル化すること、以降発行する

窓会ホームページにアクセスして頂きたいと思いま

会報は全てファイル化し、同窓会ホームページから

す。

クラス会・支部だより

閲覧できるようにすることを計画し、会報編集委員

平成14年の同窓会設立五十周年の際に記念事業

会・役員会に相談したところ、作業委託に必要な予

の一環として「刀城クラブ設立五十周年記念誌」を

算も含めて了承を頂くことができました。

発行してから、定例号の他に平成17（2005）年10

その結果、平成13（2001）年５月発行の181号

月に石井ホール建設支援のための特別号、平成22

から平成21（2009）年９月発行の214号までをCD

（2010）年５月に群馬大学の臨床研修について特別

に収載して事務局に保存し、以降については原稿執

号を発行し、この特別号（227号） 同窓会設立六

筆依頼の際にpdfファイルとして同窓会ホームペー

十周年記念号 に至っています。

ジで閲覧可能とすることを予め了解頂いた上で、会

これまで会報が順調に発行できたのは、ひとえに

報発行とほぼ同時にホームページから閲覧すること

会員皆様のご理解、ご援助の賜です。同窓会報の課

が可能となっています。

題は会員の皆様の親睦と絆の一助となることはこれ

ただし、創刊号から180号までについては印刷媒

からも変わりなく、皆様のご意見を頂きながら、さ

体からスキャナーで取り込んで画像ファイルを作成

らに親しみやすく、充実した会報をお届けしたいと

する必要があります、単純に積み重ねただけでも約

思っていますので、これからも引き続きご支援を宜

10cmの厚さがあり、これら全てをファイル化する

しく御願い致します。

創刊号（昭和30年６月）

第２号（昭和30年９月）

第６号（昭和31年４月）
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織の強化」等々、さまざまなテーマに取り組み、
次々に改革を断行した。請われて六年間にわたり会

同窓会に育てられて

長を務め、同窓会の中興の祖と思う。偉大な先輩の
一人であることは間違いないが、私にとっては医学
全般、血液病学等々、ついでにカラオケまで教えて

副会長（将来計画担当）

田村 遵一（昭57卒)

いただいた父親のような存在であり、幹事長として
直接ご指導を受けたことは本当に良い経験であっ

私が最初に同窓会を意識したのは、当然のことな

た。土屋元会長は本当に意欲的で活動的な先生であ

がら入学時であった。「刀城クラブ」の名称を知り、

ったが、三年間にわたる闘病ののち、昨年他界され

「メスの城」という意味かな、と勝手に解釈し、さ

た。本当に胸にぽっかりと穴が空いたような感じで

すが医学部と感心したのを覚えている。「雄大な刀

あったが、一年以上が経過し、最近ようやく、生前

根川と赤城山から名づけられた」との正しい由来を

にいろいろ教えていただいたことを生かさなければ

教えて下さったのは、故土屋純名誉教授（34年卒）

いけない、と思えるようになってきた。土屋先生に

であり、改めて大先輩達の心意気を感じ、同窓会を

関する詳細は稿を改めて皆様にご紹介したい。
土屋会長の後任として平成16年に山中英壽名誉

誇らしく思うとともに愛着も感じた。
とは言え、学生時代や駆け出し医師の時代にはあ

教授が会長に選任された。群馬大学医師会でのご縁

まり同窓会活動への参加もなく、先輩達の活動を同

もあり、副会長として役員を続けることとなった。

窓会報で拝読するくらいのものだった。

山中先生は公平さ、実直な性格と実行力などから周

しかし、平成10年に土屋先生が同窓会長に就任

囲の信頼も厚く、また基本的に土屋先生の方針をさ

してから事情が変わった。土屋会長から、不肖の弟

らに発展させる、との目標を設定され、土屋時代に

子であった私に同窓会活動に積極的に参加するよう

鍛えられた西松輝高先生（48年卒）、福田利夫先生

ご下命をいただき、まずは会報編集委員として活動

（51年卒）、及び私が副会長として執行部に入れて

を開始した。いろいろな記事や投稿原稿について今

いただいた。山中先生は特に支部の活性化に力を入

迄とは別の視点で目を通すと、今まで気付かなかっ

れられ、同窓会の基盤強化に尽力された。さらに平

た伝統の重みを感じるようになった。また、久保

成20年からは財団理事長として一般法人化に力を

洋副会長（34年卒）をはじめ、役員の先輩達から

尽くされたのは記憶に新しい。

も大いにご薫陶をいただき、群馬大学、同窓会に対

平成20年からは山中会長に替わり、森川昭廣名

する自分の意識、姿勢が変わってゆくのを実感でき

誉教授（44年卒）が会長に就任された。やはり群

た。

馬大学医師会の御縁もあり、私は引き続き副会長を

平成12年に、それまで幹事長を務められてきた

務めることになった。森川会長は山中会長の意を引

田村勝先生（41年卒）が群大から転出することと

き継ぎ、全国の支部を精力的に訪問し、刀城クラブ

なり、後任として私が幹事長に選任された。私にと

をオールジャパンに格上げした。同窓会基盤が格段

って幹事長とは、卒業時の根本俊和先生（39年卒）

に強力なものになった。

のイメージが強く、学内の重鎮、実力者が務めるも

同窓会設立60周年を迎えた本年、森川会長に替

のと思っていた。私は当時、総合診療部教授を拝命

わり飯野佑一名誉教授（46年卒）が会長に就任さ

したばかりで、教授会でも最年少の若輩ものであり、

れ、私にも引き続き副会長を務めるようご下命があ

務まるのかどうか不安を感じていた。しかし、土屋

った。たくさんの先輩達にご薫陶をいただき、まさ

会長から「お前にいろいろ勉強させてやる」とのお

に私は同窓会に育てていただいた、と思う。しかし、

言葉をいただき、お引き受けすることとした。

気付いてみれば自分もいい年になり、今後は同窓会

土屋先生は、「同窓会の活性化の目的は医学部の
支援にある」がモットーで、そのための方策として

の伝統を守りつつ、後輩たちにも伝えていかなけれ
ばならないと思う。

「規約の整理」「役員の世代交代と若手の教育」「財

最後に大所高所からアドバイスをいただいた故田

政の健全化と基盤強化」「役員会の活性化」「群馬健

所作太郎名誉教授（24年卒）をはじめ、ご指導い

康振興財団（財団）との役割分担」「同窓会支部組

ただいた先輩がたに感謝申し上げたい。
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それは、一部事実かもしれません。地域の自治会が

刀城クラブ創設
60周年に寄せて

積極的に活動することも少ない時代に感じますし、

学友会執行委員長

も、高校までの人生で自治というものを経験してい

友人の話を聞いていると、中高の生徒会でも、顧問
の言う通りに仕事を熟す学校もあるようで、そもそ
ない学生が多いのではないでしょうか。

山本 青葉（医学科４年)

私の出身中学・高校は、本当の意味で生徒による
自治が行われていたように感じます。生徒総会では、
刀城クラブ創設60周年、おめでとうございます。

毎年のように生徒から議案書に対する修正案や異議

現在、群馬大学医学部医学科学友会の執行委員長を

が提出され、定刻内に議論が終わらず、６年間で４

つとめております、山本青葉と申します。この記念

回も臨時生徒総会を開催しました。先生方との意見

すべき時に、学生の代表としてこのような文章を書

交換会も活発に行われ、私が執行委員に所属してい

く機会に恵まれましたことを大変嬉しく思います。

た時には、長年、生徒から不評であった制服の改定

現在、定員増に伴い、群馬大学医学部には一学年

などが行われました。右往左往しながらも、試行錯

におよそ110人の学生がおります。全学生にして、

誤を続け、自分たちの限界を感じない生徒会活動が

671人、その全員が所属する組織が「群馬大学医学

出来たことは、私の中高時代の大きな思い出の１つ

部医学科学友会」です。

です。ですから、大学に入り、学友会の存在を知っ

私は日頃、この学友会の執行部として活動してい

た時はそれを自然に受け入れることが出来ました

ますが、日々、感じているのは、この大学にこの組

し、偶然にもそんな大学に入学できたことを嬉しく

織があることの有難さです。私達は、毎年、学生大

思いました。

会を開催することが出来、前年度の反省を行い、そ

多少驕った考えかもしれませんが、私は学友会を

の後１年間の活動方針を明確にしています。前期と

機に学生に自治という概念が芽生えるきっかけにな

後期の年２回、大学教職員の方と懇談会を行わせて

れればと思います。学生自治という言葉を難しく感

頂き、直接学生からの意見を大学運営に取り入れて

じることはあっても、多くの学生がより良い大学環

頂いています。先生方、学務の方など大学の教職員

境・カリキュラムのもと、学生生活を過ごしたいと

の方及び同窓会の先生方からは日頃から学友会の活

感じているのは事実です。自分の将来や医療、社会

動に対するご理解を頂き、まだ世間というものをわ

について熱い思いを抱いている学生も多くいます。

ずかしか知らない私たちの意見や要望に丁寧に耳を

その想いの実現に向けて努力することや、要求実現

傾けて下さいます。

のための正当なプロセスを学んでいくことが私達な

昔は全国で盛んであった学生の自治活動も、その

りの自治であり、役割であると感じています。
この文章を書くに当たり、図書館を訪れました。

後、沈静化し、規約だけが独り歩きし、形骸化して
しまった大学も数多くあります。他大学の自治会学

図書館の一角に並ぶ同窓会30周年・40周年・50周

生と交流する度、群馬大学の現状を羨ましいと言わ

年の記念誌、歴代の先生方の卒業アルバムに囲まれ、

れます。今、一から組織を立て直そうと努力してい

この地で多くの方が医学を学び、学生時代を謳歌し、

る仲間もいます。学友会室の資料を眺めていると、

過ごされていたことを肌で感じました。

私たちの学友会にも、過去、多くの困難があったこ

現学生の私たちは一生の中でも限られた、自由が

とが伝わってきます。しかし、今では考えられない

多く、輝いた時間の渦中にいて、歴代の先輩方の恩

ような困難の中にあっても、その度、軌道修正を行

恵に多く授かっています。では、そんな中で私達に

なって来られた先輩方のことを思うと、この学友会

出来る先輩方へのお礼は何かと問えば、自分の属す

が今日まで続いてきた事実こそが、歴代学生の母校

る組織・団体を愛し、続け、そして後輩たちに引き

に対する愛校心の現れではないかと思うのです。

継いでいくことであると考えます。私の好きな言葉

最近の学生は、昔のように自分達から積極的な活

に『温故知新』があります。先輩たちが作って下さ

動を行うことは少ないと思われたり、学生自治とい

った母校をより良い物とし、後輩達に引き継いで行

う概念が会員の中にどの程度根付いているのかと疑

くことを目指し、これからも邁進していきたいと思

問を感じられる先生方もいらっしゃると思います。

います。
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理からぬことであるが、そんなことしかなく、戦争

卒業後60年の先生方からのメッセージ

で酷く疲弊した文化のレベルが回復するのにかなり
の時間が必要だったのである。

前橋医科大学
第一回生の昔語り

金もなく、読む本もなく、暇をもてあました我々
は、よく研究室を訪れ、抄読会に加わったり、実験
を手伝ったりした。後年私がドイツのボン大学に留

新潟大学

名誉教授

学した際に、医学生が医局に来て、Arbeit-Mutter

眼科学

といわれる教授からテーマをもらって研究し、論文

岩田 和雄（昭27卒)

として発表し、Dr.称号を獲得するシステムをみて、
感心したものだ。無知な学生がときにとんでもない

田舎の小学校の屋内運動場みたいな小会場で、西

アイデアを提供することがある。現在、眼科で老人

成甫学長の前橋医科大学第一回生の入学式の祝辞が

性白内障手術に常識となっている人工レンズ移植

始まった。新入生30数人がぱらぱらといるだけで、

も、その昔、英国の無知な医学生が白内障の手術を

何もなし。外はうららかで、時折空っ風で砂塵が舞

みた後「レンズを入れるのを忘れたのでは？」の失

いあがったり、雲雀が鳴いて、田園情緒豊かな入学

言が契機となって人工レンズのアイデアが生まれた

式であった。昭和23年の春のことである。

ことが知られている。

大学とはいえ、名ばかりで、講義室は、小学校の

現在とは違い、当時教授と学生は密な関係にあり、

小さな教室並みで、寺子屋的で、講義もそんな雰囲

教授の言動に影響を受ける事が多かった。前橋は酷

気で、学生数が教職スタッフより少ないので、小学

い戦禍で下宿に乏しく、滝沢安子吉教授の市営住宅

校の受け持ちの先生方みたいに、すっかり覚えられ

に、結婚されるまで同居させていただき、仏文学に

てしまった。教授連中も若く、東京の大学の助教授、

感化されることになった。研究室の秘書嬢と私が仲

講師クラスからひきぬかれた先生方で、家族は東京

好しとなったかどで、梁山泊教授連の夜の話題にな

に住み、単身赴任という方が多く、小学校の校舎み

り、井関先生に説諭され、他科の試験なのに及第点

たいな教授室兼研究室で寝泊まりしていた。いうな

が消されてビーコンにされてしまったことがある。

れば梁山泊の趣で、ここは野心家の集合寮であり、

井関先生に負けてなるものかなどと思ったものだ。

ノーベル賞を我が手にと夢見て、ひたすら研究に没

今となっては懐かしい想い出だ。奇妙な縁で、後年、

頭していた井関教授（法医学）を初め、多士済済で

私が新潟大学の眼科教授に就任、学生の講義をする

あった。教授というより「兄貴」みたいな存在でも

ようになったが、井関先生の次男坊が私の講義を聴

あった。

皆さんは講義に不慣れなのか、ぱらぱら

いているのを知り、びっくりした。彼は我が家に遊

としかいない学生のためなのか、教科書がないので

びに来てお酒を飲んだりしていたが、卒業後、大学

やりにくかったのか、名講義というよりは、研究の

の脳研究所の研修を経て、現在は東京の大学で教授

話などをまじえた雑談的講義が多かった。若い研究

として活躍している。何時だったか、井関先生と同

者が眼をかがやかせて仕事の話をするのはとても魅

級会の折お会いした際に、「君は新潟大学で評判が

力的で、学生の研究意欲をそそったものだ。因みに

よいそうだね」などと褒められ恐縮したものだ。

日本のノーベル賞第一号（湯川秀樹博士）は我々が
２学年の時で、とても盛り上がったものである。

西学長が特別講義してくださるということで大き
な臨床講義室が使用されたが、残念ながら、あまり

井関教授は免疫遺伝学、血液型転換にかんする優

に学生が少ないかどで２回で中絶されてしまった。

れた研究で日本学士院賞を２回（昭和31、44年）

30名からさぼりの人数分をひいたら、張合いのな

も受賞しておいでで、自他共に許すノーベルマニア

い数になってしまい、聴く方も気がひけたものだ。

であった。講義時間はもっぱらその話で、まともな

私は、某教授の講義の内容がつまらなくて、こと

系統講義はされなかった。当時娯楽らしき物はなく、

もあろうに一番前の座席でうつぶして寝てしまい、

映画と社交ダンスしかなかったが、梁山泊の教授連

教授に呼びおこされて、質問に答えられず、立ち往

の住む校舎の続きに、入学式の時の屋内運動場があ

生したら、君は卒業おぼつかないよ、と皮肉られた

り、夜に時折ダンスパーティーがひらかれ、井関教

ことがある。又口腔外科の卒業試験で皆の成績が悪

授にそのつど「やかましい」と怒鳴りこまれた。無

く、クラスの大半がビーコンとなったが、ビーコン
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の当日は珍しく雪がふり、遅刻者が多く、試験の開

まり進んでおらず、覚えなければいけない範囲もそ

始ができず、結局雪にも負けずやってきた熱意に免

れほどでもなく、のんびりしたものであった。

じてと、全員合格ということになった。又聴診器な

想い出はつきない。現在、隆盛を極めている群大

ど触ったこともなく、さぼっては小説を書いていた

医学部にも、古事記にも比すべきカオスの歴史があ

文学青年君も卒業させてもらった。当時の医学はあ

ったのである。
ばず運動にも活発に参加してくれました。大鳥先生
の医学史をはじめ、伊東教授の黒板に示す見事な図

卒業後60年

解、川合教授と共に余りにもきれいなプレパラート、
いずれも目にやきついています。先にすすんでから

神部医院

伊東教授と石原教授お二人での解剖のおさらい、西

院長

学長の血管系の解剖学等異色の講義がありました。

神部 重八洲（昭27卒)

３年生の半ばにようやく外来棟が新設され所謂ポ
リクリがはじめられましたが各科に分かれると１グ
同窓会幹部から電話があり「60年の記念誌に寄
稿するように」とのこと。唯、何の記録も持たず況

ループが１〜２名になってしまう為休まずよく鍛え
られました。

してや斑ぼけの記憶にたよる丈では心許ないことで

私は卒業後外科教室に入れていただき石原先生の

すが、是非にとのことで２、３のエピソードを思い

薫陶をうけました。先生は厳しい方でしたが日常は

出して記し責を果したいと思います。

大変やさしく、よく個々の面倒をみていただきまし

旧制高校の１年の時に終戦となり、その後の日本

た。又学生時代も医局に入れていただいたあとも答

はどうなることかといろいろな噂に皆不安の日々を

案用紙、カルテ共に綴りから句読点まで直されまし

過ごしていましたが、直ちにアメリカの単独支配と

た。物に比喩しておしえられることが多く、例えば

なってその指令、勧告下での間接統治になりました。

「鶏では駄目だ」など叱られました。これは彼方此

更に１ヶ月後にはGHQから５大改革指令が出され

方つついていて肝心のことが掴めないとのことでし

ました。その中の１つが教育改革ということで、多

た。自分がおとなになるに従ってつくづくと思い出

くの著名な教育者の反対にも拘らず従来の日本の教

されることです。

育が否定されて、昭和22年の教育基本法や学校教

入学当時は学生に馴れていない町という感じで下

育法が定められ、6.3.3.4の新学制となりました。医

宿などなかなか見つからず不都合でしたが、だんだ

学教育では専門学校がなくなり５つの大学が設置さ

ん学生の町になってきたと思います。

れることになりました。その中の１つが前橋に決ま

学制改革と共に経済も貧困であったのに比してそ

り、旧制単科大学として３年間、さらに群馬大学医

の後の成長に伴っての進歩が急で今日の老齢医者に

学部に移り変わったことになります。この第１回の

はとまどうばかりですが、大学をはじめ近くにたく

募集が昭和23年既存の大学より１ヶ月おくれて行

さんの同窓生がおられ患者さんのためにも大いに便

われ、北は北海道大学予科、南は佐賀高校卒の40

利させてもらっていることは幸いです。

名が入学しました。小さな大学だから少数の学生を
教育していくとの方針だったようです。

さて、恩師石原先生は学部長職が長く、また学長
もおつとめになりました。残念な思い出ですが昭和

はじめての講義は解剖学伊東教授の筈でしたが法

30年代はじめにつづいて３回の病院の火災があり、

医学の井関教授がこられて元気のよい声でノーベル

その再建に大変御苦労されたことを周囲からきかさ

賞の話をされ、物はよく考えながら勉強してその対

れていました。先生は退官後高崎にお住まいになら

象になる様な人間に成長する努力が必要と励まされ

れたので時々御目にかかれました。あるとき火災の

ました。その翌昭和24年に湯川先生が日本人初の

話をされてあの時に県選出の大蔵大臣が大変配慮し

ノーベル賞をとられたことと共に忘れられません。

てくれたことは群馬大学として忘れてはならぬこと

そして今、山中先生のビッグニュース!!

で、誰かに話しておきたかったといわれました。

失礼なことかもしれませんが先生方が皆お若くて
軍医生活からもどられた方も多く、教育は言うに及

多くの先生方、同級生をはじめ当時交流のあった
方々を思い出しつつ終わりたいと思います。
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じみの薄かった学生が、多かったためと思われます

同窓会の名称
由来をめぐって

が、地元の私としては撫然としたことを憶えていま
す。
現在では、厩橋は前橋の古名であることを、ご存
知の会員も多いと思います。厩橋は古代東山道の宿

群馬整肢療護園医師

駅で、馬つなぎ場の川の橋の名に由来するといわれ

竹内 政夫（昭27卒)

ています。市内の広瀬川に架かる橋に厩橋の名が残

昭和27年に群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ

っています。

が創立されて、今年で60年経過し、60周年記念事

また、厩橋城は、1560年代の戦国時代には、上

業が催されるとのこと、関係者の皆様に祝意を表し

杉氏や北条氏が、1600年代の江戸時代には家康の

たいと思います。

家臣、酒井重忠が、それぞれ城主となりました。

卒業後60年のクラスの者として、私ども前橋医

1666年には、酒井家４代忠清が４代将軍家綱のも

科大学１回生が会報特別号に執筆を依頼されたよう

とで大老職を務めました。このころに厩橋は前橋と

でありますが、当時の私自身の記録物を調べました

改められたと前橋市誌に載っていることを蛇足なが

が、残ってなく、私の記憶だけで、当時のことを想

ら付記させていただきます。

起してみたいと思います。

今回、森川同窓会長から刀城クラブ会報編集委員

その前に、簡単な自己紹介をいたします。私は１

長に対する顕彰を行う旨の通知をいただき、私が昭

年のインターンののち、群馬大学医学部小児科学教

和39、40年時に編集委員長をやっていたことを思

室（当時の主任：松村龍雄教授）に入局、助手、講

い出しました。当時、前橋赤十字病院に移ったばか

師を経て、昭和39年、前橋赤十字病院小児科部長、

りで、大変忙しかったなかでしたが、編集の方は、

副院長を歴任、平成３年、同院を定年退職、その後、

楽しくできたと記憶しております。

群馬整肢療護園長を６年ほど務め、現在は群馬整肢
療護園と西群馬病院の非常勤医師を短い時間、務め
させていただいております。
さて、前橋医科大学１回生の卒業者は35人でし
たが、現存者は17人と半減しています。刀城クラ
ブ会長を務めた同級生には、原田哲夫、伊藤昭夫の
２氏（共に故人）がおられましたが、とくに、原田
氏は非常に積極的で、多くの学生の要望などを、よ
く学生課に伝えていました。私の印象に残っている
のは、昭和23年、私どもの入学試験の最中のこと
です。原田氏が突然立ち上がって、試験監督をされ
ていた山本教授（細菌学）に、「受験者が40人ほど
で、定員に満ちていません。どうか、全員合格とい
うことにしていただけませんか。」と訴えました。
山本教授は微笑しながら「まあ、皆さん。試験は一
応、受けていただきます。
」と答えておられました。
次は、私が原田氏と一緒にクラス幹事をしていた
学部４年の時（昭和26年）、同窓会の名称募集があ
りましたが、応募者は少なく、確か３、４人でした。
秋の学生大会で同窓会名を「刀城クラブ」と決定さ
れました。実は、私も応募し、名称を「厩北（きゅ
うほく）クラブ」、その理由は「群馬県庁のある位
置に昔、厩橋城（うまやばしじょう）があった。医
大はその北に位置しているから」と話しましたが、
「厩（うまや）なんて、おかしい」と何人かの学生
に冷笑されてしまいました。当時、前橋の土地にな

同窓会・刀城クラブ創設60周年
を記念し、特別号をお届けいたしま
す。同窓会が無事60周年、還暦の年を迎えたこと
を祝い、10月27日に行われた同窓会・刀城クラブ
創設60周年記念事業・祝賀会の内容を反映した編
成といたしました。また、卒後60年の先生方から
は、同窓会設立当時の、青春の息吹きに満ちた母校
を彷彿とさせる御寄稿をいただいております。なお、
本号は11月15日付の発行ですが、同窓会役職名に
ついては原稿執筆時で記載いたしました。
本号の表紙には、創刊号以来初めての試みとして、
カラー写真を用いました。祝賀会当日に行われた記
念植樹式の写真です。森川昭廣同窓会長、山中英壽
群馬健康医学振興会理事長と、若手会員を代表して、
山本青葉学友会長、稲葉遥次期学友会長により、刀
城会館前に紅枝垂桜の木が植樹されました。同窓会
が世代を繋ぎ、記念樹が大きく育つ頃には、現在の
若手会員が母校と同窓会の中心となり大いに活躍し
ていることと思います。今後も益々の温かいご支援
をお願い申し上げます。
（安部由美子）

編集後記

福 田 利 夫 （ 昭 5 1 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）、星野綾美
（平13卒）
、岩崎竜也（3年）
、稲葉遥（3年）
、小尾紀翔
（2年）
、関口淳一（事務局）
、須田和花早（事務局）

編集委員

− 26 −

