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同窓会総会と全国支部長・支部代表者会議のご案内

全国支部長・支部代表者会議
【日 時】 平成27年10月17日（土）16：00〜
【場 所】 群馬大学医学部刀城会館
【次 第】
同窓会長挨拶
１．支部の在り方について
２．その他

総 会
【日 時】 平成27年10月17日（土）17：00〜
【場 所】 群馬大学医学部刀城会館
【議 題】
第１号議案
平成26年度事業報告について
第２号議案
平成26年度会計決算報告について
第３号議案
平成27年度事業計画について
第４号議案
平成27年度会計予算について
その他
１）地域医療貢献賞の表彰
２）推薦講演者への感謝状授与
３）その他

懇親会
「総会」及び「全国支部長・支部代表者会議」による合同懇親会
【日 時】 平成27年10月17日（土）18：00〜
【場 所】 群馬大学医学部刀城会館
【会 費】 5,000円

第62回 北 関 東 医 学 会 総 会 の ご 案 内
【日時】
第１日 平成27年10月１日（木）13：00〜 群馬大学医学部刀城会館
第２日 平成27年10月２日（金） 8：50〜 群馬大学医学部刀城会館
【特別講演】
日本内科学会認定総合内科専門医認定更新２単位
【特別講演・同窓会推薦講演・ワークショップ】
日本医師会生涯教育講座指定公開講座
【特別講演・ワークショップ】
群馬大学大学院保健学研究科指定大学院講義
【ワークショップ】
群馬大学医学部医学科１年生指定講義
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第62回北関東医学会総会プログラム
第１日 平成27年10月１日（木）
群馬大学医学部刀城会館
【開 会】 午後１時00分
【ポスター展示】 11：30〜18：00
【一般演題Ａ（ポスター発表）
】
セッション１ 13:05〜13:30
座長 村上
徹（群馬大院・医・機能形態学）
１． マ ウ ス の 器 官 形 成 に 欠 か せ な い P D Z 蛋 白 質
DLG1の機能解析
向後晶子、根本奏子、向後寛、澤井信彦、松崎利
行（群馬大院・医・生体構造学）
２．ALK7リガンド及びその産生細胞の探索
歩云、與五沢里美、奥西勝秀、泉哲郎（群馬大・
生調研・遺伝生化学分野）
３．インスリン分泌制御におけるExophilin8たんぱ
く質の機能解析
范福順、松永耕一、泉哲郎（群馬大・生調研・遺
伝生化学分野）
４．低pH環境下で誘導されるヒト気道上皮細胞から
のMUC5AC産生機構の解明
オロソー ソロンゴ、滝沢琢己、荒川浩一（群馬
大院・医・小児科学）
５．低出生体重児における出生時のへプシジン産生
に関する周産期因子の解明
市之宮健二１、丸山健一１、荒川浩一２（１ 群馬県
立小児医療センター 新生児科）（２ 群馬大院・
医・小児科学）
セッション２ 13:35〜14:05
座長 石崎 泰樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）
６．膜伸展刺激感知センサー・TRPV2 チャネルに
よる神経回路形成の制御
杉尾翔太、石崎泰樹、柴崎貢志（群馬大院・医・
分子細胞生物学）
７．運動神経発達に対する甲状腺ホルモンの役割
小久保倫文、高鶴裕介、天野出月、 島旭、鯉淵
典之（群馬大院・医・応用生理学）
８．Hypothyroidism and Maternal Behavior; Possible
Consequences of the Newborn from Mothers
Received Low Dose Prophylthiouracyl (PTU)
Miski A. Khairinisa, Yusuke Takatsuru, Izuki
Amano and Noriyuki Koibuchi（Department of
Integrative Physiology, Gunma University
Graduate School of Medicine）
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９．Alzheimer病におけるTom1とTom1関連タン
パクの発現に関する免疫組織学的検討
牧岡幸樹１、山崎恒夫２、高玉 真光３、池田将樹１、
岡本幸市３、池田佳生１（１ 群馬大院・医・脳神経
内科学）（２ 群馬大院・保・リハビリテーション
学）
（３ 老年病研究所附属病院）
10．海馬ニューロンにおけるLaminB1による遺伝子
座の核内配置と転写活性制御について
野口東美１、五十嵐勝秀２、伊藤謙治１,３、魚崎祐一１、
荒川浩一１、滝沢琢己１（１ 群馬大院・医・小児科
学）（２ 星薬科大学先端生命科学研究所）（３ 京
都大学iPS細胞研究所）
11．ミクログリアにおけるSIRPαシグナルの役割
橋本美穂１、野津智美１、浦野江里子１、齊藤泰之２、
小谷武徳２、村田陽二２、的崎尚２、大西浩史１（１
群馬大院・保・生体情報検査科学（２ 神戸大学大
学院医学研究科 シグナル統合学）
セッション３ 14:10〜14:45
座長 富田 治芳（群馬大院・医・細菌学）
12．ヒトサイトメガロウイルス実験室株Towneの
初代培養角膜内皮細胞における複製能の検討
細貝真弓１,２、島伸行６、中谷陽子２、磯達也３、横尾
英明４、依藤宏５、秋山英雄１、岸章治１（１ 群馬大
院・医・眼科学）（２ 群馬大院・医・分子予防医
学）（３ 群馬大院・教育研究支援センター）（４
群馬大院・医・病態病理学）（５ 群馬大院・医・
機能形態学）（６ 東京大学大学院医学系研究科
眼科学）
13．尿路病原性大腸菌(UPEC)の膀胱上皮細胞侵入
とマイクロコロニー形成におけるインドールシグ
ナルの役割
平川秀忠１、倉林久美子１、富田治芳２,３（１ 群馬
大・先端科学者育成ユニット）（２ 群馬大院・
医・細菌学）（３ 群馬大院・附属薬剤耐性菌実験
施設）
14．嫌気環境におけるホスホマイシン抗菌活性メカ
ニズムの解析
倉林久美子１、谷本弘一３、富田治芳２,３、平川秀忠１
（１ 群馬大・先端科学者育成ユニット）（２ 群馬
大院・医・細菌学）（３ 群馬大院・附属薬剤耐性
菌実験施設）
15．ボツリヌス毒素による皮膚虚血再還流障害に対
する防御機構：褥瘡モデルマウスを用いた検討
内山 明彦、茂木精一郎、石川治（群馬大院・
医・皮膚科学）
16．早産児の大腸菌保菌と薬剤耐性に関する調査
小泉亜矢１,２、河野美幸１、藤生徹１、荒川浩一１、大
木康史３、丸山憲一２（１ 群馬大院・医・小児科学）
（２ 群馬県立小児医療センター 新生児科）（３
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桐生厚生総合病院 小児科）
17．Trypanosoma cruzi 感染細胞におけるオート
ファゴソーム形成に関わるAtg遺伝子, タンパク質
の発現
新城翔子１、植松亜美１、瀬戸絵理２、鬼塚陽子１、
嶋田淳子１（１ 群馬大院・保・生体情報検査科学）
（２ 群馬大院・医・分子予防医学）
18．Trypanosoma cruzi に対する治療薬候補化合
物の検討
植松亜美、新城翔子、鬼塚陽子、嶋田淳子（群馬
大院・保・生体情報検査科学）
【一般演題Ｂ（ポスター発表）
】
セッション４ 13:05〜13:25
座長
橋 昭久（群馬大・先端科学者育成ユニッ
ト）
19． Epithelial-mesenchymal Transition and
Pathogenesis of Esophageal Carcinosarcoma
Takuro Nakazawa１、Sumihito Nobusawa１、Hayato
Ikota１、Hiroyuki Kuwano２、Izumi Takeyoshi３ and
Hideaki Yokoo１（１ Department of Human Pathology）
（２ Department of General Surgical Science）（３
Department of Thoracic and Visceral Organ Surgery,
Gunma University Graduate School of Medicine）

20．Sodium Selenite Supplementation Does Not
Protect Cancerous Esophageal Cells from X-ray
Irradiation Treatment
Irma M. Puspitasari１,２、Chiho Yamazaki１、Rizky
Abdulah２、Satomi Kameo１、Takashi Nakano３
and Hiroshi Koyama１（１ Department of Public
Health）（２

Department of Pharmacology and

Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy,
Universitas

Padjadjaran,

Indonesia） （ ３

Department of Radiation Oncology, Gunma
University Graduate School of Medicine）

21．肺腺癌の進展におけるEGFR蛋白, E-cadherin
蛋白, MMP2蛋白発現の免疫組織化学的検討
小林さやか、吉田朋美、福田利夫（群馬大院・
保・生体情報検査科学）
22．OGG1 S326C C/C型が急性骨髄性白血病の再
発リスクを高める
後藤七海１、齋藤貴之１、高橋範行１、井野瑠美１、
北村裕也１、木元麻里１、木村恵１、黒田裕子１、永
井清絵１、長嶋友海１、佐倉徹２、湊雄介３、笠松哲
光１、半田寛４、村上博和１（１ 群馬大院・保・生
体情報検査科学）（２ 済生会前橋病院）（３ 群馬
大院・医・分子予防医学）（４ 群馬大医・附属病
院・血液内科）
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セッション５ 13:30〜13:55
座長 横尾 英明（群馬大院・医・病態病理学）
23．多発性骨髄腫におけるlong non-coding RNAの
発現
黒田裕子１、半田寛２、木村恵１、後藤七海１、永井
清絵１、長嶋友海１、笠松哲光１、齋藤貴之１、村上
博和１（１ 群馬大院・保・生体情報検査科学）
（２
群馬大医・附属病院・血液内科）
24．多発性骨髄腫におけるIL23RG1u3His遺伝子多
型解析
木元麻里１、齋藤貴之１、井野瑠美１、北村裕也１、
後藤七海１、長嶋友海１、木村恵１、黒田裕子１、永
井清絵１、高橋範行１、湊雄介２、笠松哲光１、半田
寛３、村上博和１（１ 群馬大院・保・生体情報検査
科学）（２ 群馬大院・医・分子予防医学）（３ 群
馬大医・附属病院・血液内科）
25．IL-10およびIL-10受容体遺伝子多型は多発性骨
髄腫の予後に影響する
井野瑠美１、齋藤貴之１、北村裕也１、木元麻里１、
長嶋友海１、後藤七海１、木村恵１、黒田裕子１、永
井清絵１、高橋範行１、湊雄介２、笠松哲光１、半田
寛３、村上博和１（１ 群馬大院・保・生体情報検査
科学）（２ 群馬大院・医・分子予防医学）（３ 群
馬大医・附属病院・血液内科）
26．骨髄腫におけるmicroRNAの脱制御
木村恵１、半田寛２、黒田裕子１、後藤七海１、永井
清絵１、長嶋友海１、笠松哲光１、齋藤貴之１、村上
博和１（１ 群馬大院・保・生体情報検査科学）
（２
群馬大医・附属病院・血液内科）
27．大気micro-PIXE法を用いた骨髄異形成症候群
（MDS）における赤血球内微量元素の測定
永井清絵１、長嶋友海１、木村恵１、黒田裕子１、後
藤七海１、山田尚人２、江夏昌志２、佐藤隆博２、神
谷富裕２、笠松哲光１、湊雄介３、半田寛４、齋藤貴
之１、長嶺竹明１、村上博和１（１ 群馬大院・保・
生体情報検査科学）（２ 日本原子力研究開発機構
高崎量子応用研究所）（３ 群馬大院・医・分子予
防医学）
（４ 群馬大医・附属病院・血液内科）
セッション６ 14:00〜14:15
座長 牛久保美津子（群馬大院・保・看護学）
28．Distribution Equality Study of Healthcare
Resources in Indonesia Using Gini Index
Sekar Ayu Paramita１,２ and Hiroshi Koyama１（１
Department of Public Health, Gunma University
Graduate School of Medicine）
（２ Department of
Public Health, Universitas Padjadjaran, Indonesia）

29．群馬県内病院看護職の在宅を見据えた看護活動
と属性の関係
堀越政孝、常盤洋子、牛久保美津子、近藤浩子、
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松崎奈々子、吉田亨、豊村暁、佐光恵子、神田清
子（群馬大院・保・看護学）
30．大学病院看護職員における地域完結型看護の実
践度評価
大谷忠広１、牛久保美津子２、金井好子１、冨田千恵
子１、杉本厚子１、尾上悦子１、荻原京子１、佐光恵
子２、近藤浩子２、常盤洋子２、神田清子２（１ 群馬
大医・附属病院・看護部）（２ 群馬大院・保・看
護学）
セッション７ 14:20〜14:40
座長 小山
洋（群馬大院・医・公衆衛生学）
31．腎性全身性線維症における皮膚線維化・石灰化
機序におけるエンドセリンの役割
茂木精一郎、荻野幸子、内山明彦、上原顕仁、山
田和哉、横山洋子、竹内裕子、石川治（群馬大
院・医・皮膚科学）
32． ラ ミ ン A 遺 伝 子 変 異 を 同 定 し た A t y p i c a l
Werner症候群における光老化の検討
茂木精一郎、横山洋子、内山明彦、荻野幸子、上
原顕仁、山田和哉、竹内裕子、石川治（群馬大
院・医・皮膚科学）
33．全身性強皮症に伴うレイノー現象に対するA型
ボツリヌス毒素局所注射療法の効果・安全性につ
いて
山田和哉１、茂木精一郎１、土岐清香１、久保田有香２、
中村哲也２、石川治１（１ 群馬大院・医・皮膚科学）
（２ 群馬大医・附属病院・臨床試験部）
34．表皮基底層にⅦ型コラーゲン沈着が見られた優
性栄養障害型表皮水疱症（前脛骨型）の１例
服部麻衣１、清水晶１、加藤円香１、天野博雄１、山
本明美２、中野創３、澤村大輔３、及川大輔４、亀井
希代子４、徳永文稔４、石川治１
（１ 群馬大医・附属病院・皮膚科）（２ 旭川医科大
学大学院医学系研究科 皮膚科学）（３ 弘前大学大
学院医学研究科 皮膚科学）（４ 群馬大・生調研・
分子細胞制御分野）
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田裕子１、笠松哲光１、湊雄介３、横濱章彦２、半田
寛４、齋藤貴之１、村上博和１（１ 群馬大院・保・
生体情報検査科学）（２ 群馬大医・附属病院・輸
血部）（３ 群馬大院・医・分子予防医学）（４ 群
馬大医・附属病院・血液内科）
37．IL-10RB KK型は, 特発性血小板減少性紫斑病
（ITP）の重症度に影響する
北村裕也１、齋藤貴之１、井野瑠美１、木元麻里１、
長嶋友海１、後藤七海１、木村恵１、黒田裕子１、永
井清絵１、高橋範行１、湊雄介２、笠松 哲光１、半
田寛３、村上博和１（１ 群馬大院・保・生体情報検
査科学）（２ 群馬大院・医・分子予防医学）（３
群馬大医・附属病院・血液内科）
【特別講演Ⅰ】15:05〜15:45
座長 岡 美智代（群馬大院・保・看護学）
医師臨床研修制度における指導医の育成
大山 良雄（群馬大院・保・看護学）
【特別講演Ⅱ】15:50〜16:30
座長 小山
洋（群馬大院・医・公衆衛生学）
生活習慣病に潜む内分泌代謝疾患
山田 正信（群馬大院・医・病態制御内科学）
【特別講演Ⅲ】16:35〜17:15
座長 牛久保美津子（群馬大院・保・看護学）
地域保健と多文化共生
佐藤 由美（群馬大院・保・看護学）
【同窓会推薦講演Ⅰ】17:20〜18: 00
座長 野島 美久（群馬大院・医・生体統御内科学）
糸球体障害の基礎的・臨床的検討
廣村 桂樹（群馬大院・医・生体統御内科学）

第２日 平成27年10月２日（金）
群馬大学医学部刀城会館
【ポスター展示】８：50〜15：40

セッション８ 14:45〜15:00
座長 高橋 綾子（群馬大医・附属病院・核医学科）
35．Fontan術後早期に造影MRIで描出される肝病変
とその関連因子の検討
中島公子１、新井修平１、浅見雄司１、田中健佑１、
石井陽一郎３、関満３、池田健太郎１、下山伸哉１、
宮本隆司２、小林富男１（１ 群馬県立小児医療セン
ター 循環器科）（２ 群馬県立小児医療センター
心臓血管外科）
（３ 群馬大医・附属病院・小児科）
36．遺伝子組み換えヒトエリスロポエチン製剤のヒ
ト白血球サブセットに対する影響
長嶋友海１、永井清絵１、後藤七海１、木村恵１、黒

【同窓会推薦講演Ⅱ】８：50〜９：30
座長 鯉淵 典之（群馬大院・医・応用生理学）
脳発達と核内ホルモン受容体研究
岩崎 俊晴（神奈川県立保健福祉大学 人間総合・
専門基礎）
【特別講演Ⅳ】９：30〜10：10
座長 倉林 正彦（群馬大院・医・臓器病態内科学）
群馬大学医学部附属病院臨床試験部の歩みと臨床
試験学について
中村 哲也（群馬大医・附属病院・臨床試験部）
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【ワークショップ】10：15〜11：45
超高齢社会における保健学研究
座長 大西 浩史（群馬大院・保・生体情報検査科
学）・牛久保美津子（群馬大院・保・看護学）
１．看護が主導する排尿確立に向けたケア
上山真美（群馬大院・保・看護学）
２．脂質の質的変化から動脈硬化の予防を考える
松井弘樹、横山知行（群馬大院・保・生体情報
検査科学）
３．地域高齢者の介護予防・認知症予防を推進する
ための戦略について
亀ヶ谷忠彦（群馬大院・保・リハビリテーショ
ン学）
４．超高齢化社会における新たな視点での理学療法
評価
朝倉智之（群馬大院・保・リハビリテーション
学）

第239号

運動機能に関する研究
李
範爽（群馬大院・保・リハビリテーション
学）
座長 石川
治（群馬大院・医・皮膚科学）
アトピー性皮膚炎における免疫応答システムの解
明―NK細胞の関与について―
岸
史子（群馬大医・附属病院・皮膚科）
座長 柿崎
暁（群馬大院・医・病態制御内科学）
食道運動からみた睡眠と胃食道逆流症との関連に
ついて
栗林 志行（群馬大医・附属病院・消化器内科）

【評議員会･総会】12：10〜13：15
群馬大学医学部刀城会館

【優秀論文賞受賞講演】14：35〜14：55
座長 石崎 泰樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）
非アルコール性脂肪肝および非アルコール性脂肪
性肝炎におけるストレス誘発性バイオマーカーの
検討
小野 裕美（女子栄養大学大学院臨床栄養医学研
究室）

【奨励賞受賞講演】13：30〜14：30
座長 山崎 恒夫（群馬大院・保・リハビリテーシ
ョン学）
脳機能画像法や運動生理学的手法を用いた認知・

【特別講演Ⅴ】15：00〜15：40
座長 小山 徹也（群馬大院・医・病理診断学）
次世代のがん治療：がん多死社会と向き合って
西山 正彦（群馬大院・医・病態腫瘍薬理学）

本部が荒牧に移転する前（昭和45年頃）の航空写真。
中央通路下部の左の建物が移転する前の本部、その左の植え込み部分が現在の医学部庭園（表紙写真）
。
同窓会館はまだ建設されていない（事務局資料）
。
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第62回北関東
医学会総会
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同 窓 会 推 薦 講 演
同 窓 会 推 薦 講 演

糸球体障害の
基礎的・臨床的検討

脳発達と
核内ホルモン受容体研究

生体統御内科学

神奈川県立保健福祉大学
人間総合・専門基礎

准教授

廣村 桂樹（平元卒）

教授

岩崎 俊晴（平４卒）

腎糸球体は血液濾過を担う重要な装置であり、そ

甲状腺ホルモン(TH)は正常の脳発達に不可欠なホ

の障害により尿蛋白が出現し、腎不全に至る。私は

ルモンであり、先天性甲状腺機能低下症はヒトでは

糸球体障害の機序に関する研究を続けており、本講

クレチン症として知られ、マススクリーニングが行

演ではその研究成果についてお話しする。1990年

われている。我々は甲状腺ホルモンの脳発達期にお

代後半より家族性ネフローゼ症候群や家族性巣状糸

ける作用を小脳をモデルに研究してきた。プルキン

球体硬化症の原因遺伝子が糸球体上皮細胞に存在す

エ細胞に特異的にTH受容体（TR）β1の変異体を

ることが明らかとなり、糸球体上皮細胞の重要性が

発現するトランスジェニックマウスを作成し、細胞

クローズアップされ始めた。ちょうど私が米国に研

特異的にTH作用を抑制した。このマウスでは全身

究留学していた時期であり、当時不死化技術により

性の甲状腺機能低下マウスと同様の小脳表現型を呈

ようやく培養が可能となった糸球体上皮細胞を用い

し、プルキンエ細胞のTRがプルキンエ細胞の発達

て 研 究 を 行 い 、 Cyclin dependent Kinase 5

のみならず、顆粒細胞や乏突起膠細胞を含む小脳発

（CDK5）やCDK-inhibitorであるp57Kip2などの細胞

達全体に重要であることが分かった。また、他のモ

周期制御蛋白が糸球体上皮細胞の分化に重要である
ことを示した。帰国後は大学院生と研究を行い、
Tet-Onシステムにより糸球体上皮細胞特異的にHIV
ウイルス関連蛋白のvprを発現するマウス（教室の
重原先生がNIH留学中に作成）を用いた検討を行い、
vpr発現による高度な糸球体上皮細胞障害が、アン
ジオテンシンII依存性であることを明らかにした。
その後、当時生体調整研究所の的崎尚先生、大西浩
史先生が研究されていた受容体型膜蛋白であるSIRP
αが、糸球体上皮細胞にも強く発現することが分か
り、SIRPαの細胞内ドメインを欠損した変異型マウ
スの供与を受け検討を行った。光顕では糸球体に異
常はみられないが，電顕では糸球体上皮細胞の足突
起の平坦化が観察され，薬剤により糸球体上皮細胞

デル動物との比較を行った。その中で、プルキンエ
細胞に強く発現するオーファン受容体のretinoic
acid receptor-related orphan receptor (ROR)の変
異体を発現するスタグラーマウスの解析からRORが
TRを介する転写に促進的に作用することが分かっ
た。また、ROR以外にも脳発達期に発現する転写共
役因子を新たに同定し機能解析したのでその一部も
紹介する。
一方我々は、近年問題視されているダイオキシン
など環境化学物質（環境ホルモン）の脳発達への影
響及び、環境化学物質のクレチン症発症への影響に
ついて解析している。この研究により、従来毒性が
高いとされてきた物質が脳発達にはほとんど影響が
ないことや、毒性が低いとされてきた物質の影響が
大きいことが分かった。種々の物質が脳発達に関わ

に負荷を与えると，変異型マウスでは高度な蛋白尿

るTH系に影響を及ぼしているが、作用機序は物質

を生じ腎不全に至ることを見いだした。これより

により異なることが分かった。中にはTHシグナル

SIRPαを介する細胞内シグナル伝達経路が糸球体上

を活性化する物質もあった。また、環境化学物質を

皮細胞障害に対して保護的に働いていることが想定

スクリーニングするためのアッセイ系を樹立し特許

される。糸球上皮細胞特異的にSIRPαを完全に欠損

を得たので紹介する。

させるマウスを作成し、さらに検討を進めている。

以上のアプローチによりTR及びTHの正常脳発達

また糸球体上皮細胞に関連した尿中バイオマーカー

への影響及び、環境化学物質の脳発達への影響が解

に関する臨床研究を現在行っており、ご紹介する。

明されつつある。
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群を作りにくいため、治療の根拠を示すエビデンス

新任教授紹介

が乏しいことなどが原因と考えられます。しかしな
がら、最近では急性期から積極的に関わることで後

就任のご挨拶

療法としてのイメージは変わりつつあり、エビデン
スレベルの高い研究も増えております。私は今まで
リハ効果を動作解析や運動生理学的な手法を用いて

リハビリテーション医学
教授

和田 直樹（平７卒）

客観的定量的に評価する研究を中心に行ってきまし
た。医学部内のみならず理工学部や産業界からの共

この度、群馬大学大学院医学系研究科リハビリテ

同研究の依頼も多く、今後も連携しながら、臨床に

ーション医学分野の第二代教授を拝命し、平成27

還元できるようなエビデンスの高い研究を続けてい

年７月１日付で就任いたしました。同窓会のご高配

きたいと考えております。
国立大でリハ医学講座があるのは群馬大学を含め

により、このような場でご挨拶申しあげる機会をい

４大学のみです。全国的に教員不足、研究者不足の

ただき感謝しております。
私は昭和44年に群馬県太田市で生まれ、その後

状態が続いている上に、リハ医学が扱う対象が神経、

父の転勤に伴い東京へ転居しました。都立武蔵高校

運動器、循環器、呼吸器と多岐にわたるため、解剖

を卒業後、群馬大学医学部へ入学し平成７年に卒業

や生理など基礎的な領域から福祉など社会的な領域

しております。卒業後は平井俊作先生が主宰されて

まで幅広い知識が必要とされます。また、患者の背

いた神経内科学（現在の脳神経内科学）教室に入局

景や障害の個別性・多様性に対応したオーダーメイ

しました。神経内科の臨床に携わり、数多くの神経

ド医療が必要です。このような状況下で、将来のリ

難病の患者さんや脳卒中後遺症の患者さんに関わる

ハ医学を担う若手医師の育成が、大学にとって最も

うちにリハビリテーション（以下リハ）医療の重要

重要な課題と考えます。群馬県には現在リハ科専門

性に気づきました。当時は群馬大学にはリハ医学を

医が33名いますが、そのうち実際にリハ医療に関

学ぶ場はなかったため、岡本幸市教授にお願いし、

わっているのは約半数です。群馬県内には回復期リ

他大学に国内留学をさせていただきました。獨協医

ハ病棟（いわゆるリハ専門病棟）を持つ病院が20

科大学、東京大学、都立神経病院などでリハの基礎

病院、1000床以上ありますが、そのほとんどはリ

と最新の臨床を学ぶ機会を得て、専門医を取得しま

ハ専門医不在のままリハが行われています。平成

した。その後、県内の病院の回復期リハ病棟で勤務

22年に厚生労働省が全国の医療機関を対象に行っ

した後、平成14年に白倉賢二前教授が群馬大学リ

た必要医師数実態調査（求人倍率）では、リハ科医

ハビリテーション部の初代教授に就任された際に、

は救急、産科を抑えてトップとなっています。平成

スタッフとして招かれ、群馬大学リハ部の創設から

29年度より開始予定の新専門医制度では、大学病

関わらせていただきました。当初は医師３名、療法

院は基幹施設としてより重要な役割を果たすことに

士８名として開設しましたが、白倉先生のご尽力に

なります。このような地域のニーズに対応するため、

より、現在医師７名、療法士21名の診療体制とな

リハ専門医の育成を大学が中心となって行う事が急

り、群馬大リハ部は群馬県のリハ医療の中心的役割

務と考えます。

を果たすまでになりました。途中、平成25年に米

これから日本が迎える高齢化社会にとって、リハ

国ミネソタ州のMayo clinicにresearch fellowとし

医学は必要不可欠な領域です。全国で数少ないリハ

て留学する機会を得て、主に自律神経の非侵襲的検

医学講座を持つ大学のスタッフとして、教育、研究、

査について研究を行いました。

臨床に尽力する所存です。

リハ医学は元々医療が優先し、医学研究が遅れて

最後になりましたが、私は出身の神経内科だけで

いる分野と言われております。臨床の現場では重要

なく、他科、特にリハに関連する整形外科や脳神経

性を理解されながらも、疾患治療後の後療法として

外科の先生方、ベテランのリハ療法士の皆様にご指

のイメージが長く定着しておりました。その背景に

導いただき、ここまでやってきました。この場を借

は、医学モデルだけでは扱いきれない

りましてお礼申しあげますとともに、今後ともご指

障害

とい

うものを対象とした分野であること、倫理的に対照

導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申しあげます。
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療行為にどういう影響を与えるかといった相互関係

母校に望む 54

を理解してほしいと望みます。
フランスの女性哲学者のシモーヌ・ヴェイエは

広い視野を持った科学者としての
医師を育ててください

1943年にこういう意味のことを書きました。人間
にとって一番大切な態度というのは何か？それは他
人に向かって、あるいは隣人に向かって「あなたは

高崎総合医療センター
院長

石原

どのようにお苦しいのですか」と問いかけることだ

弘（昭57卒）

と。彼女のフランス語はQuel est ton tourment？
医師も科学者の一員として、科学（理科系、文科

です。そのように問うことが人間にとって最も美し

系を含めて）をどう理解するかということが問題に

い、そして最も人間らしいことであるし、そこから

なります。広く受け入れられている科学の定義は、

行動も始まる、とヴェイエは言っています。

実証的に観察し証明できるような事実についての理

日本、あるいは日本人という大きなスケールで病

論的な枠組みであって、その理論が相互に矛盾しな

気が顕在化したのは、二十世紀前半において太平洋

いもので、一つのシステムとして部分が相互に関係

戦争に至る日本の近代化においての帝国主義の膨張

して全体の構造を決めていて、その構造の中に相互

だったと思います。この大きな病気によって、アジ

矛盾はないという知識体系をつくればそれは科学的

ア全域にわたって大きい死者が出たのみならず、国

体系を創造したということになります。

内でも広島と長崎で、一挙に死にあるいは傷ついた

次に事実を発見し、事実に基づいて仮説をつくり、

数十万の人間をはじめとして、数知れぬ犠牲者が出

理論が事実と合致しているかどうかをチェックしな

ました。病む者、病気をする者としての日本人を把

ければなりません。チェックするのはしかるべき研

えなおすことを目指すならば、広島・長崎の原爆被

究者のいる無関係の第三者機関でなくてはなりませ

害を顧みるということは有効だと思います。そこに

ん。矛盾しないことが多くの人々によって承認され

は癒される者、病気を治されて21世紀を生き抜こ

ると、それは科学的知識となります。いままでのと

うとする者、そういう存在としての日本・日本人を

ころそれが矛盾するという事実が知られていない仮

考えるための手がかりもまた含まれています。

説の体系が科学的体系です。観察することのできる
事実で支持できる命題が実証的命題です。

日本あるいは日本人は原爆を投下させるような戦
争を起こした国としての反省を、文明的に大きい規

次に命題をもういっぺん第三者が観察することの

模で行ってきたかどうか私は疑問に思っています。

できる事実によって矛盾がないとチェックされたも

医師という立場は、必ず患者の死に立ち向かわな

のが実証主義的であるということです。科学的なす

ければなりません。しかし死というものはすべての

べての命題は、実証的にチェックすることが可能な

人にとって逃れられない運命ですが、誰も死という

ものでなければいけない。その答えは必ずしも「正

ものを認識できません。つまり死は不条理なものだ

しい」だけでなくて「間違っている」でもいいとい

ということだと思います。孔子が言っているように、

うことです。以上を踏まえて、科学の定義をしっか

「未知生焉知死」−未だ私は生きるというものがわ

り理解した科学者としての医師を育てることが、群

からない。どうして死を知ることができようか。国

馬大学に限らず高等教育機関の使命だと思っていま

家権力が合法的と称してその不条理な死を強制する

す。

のは戦争です。ですから戦争に反対すべきだし、明

医師を含めた人間存在は、社会学的、歴史学的、
政治学的存在から逃れることはできないのです。自

らかに戦争に向かおうとする政府には反対すること
が必要です。

分の行っている研究、診療行為が社会に対してどう
いう影響を与えうるか、また社会が自分の研究・診

最後に九条を失うことは、戦後の終わりであり、
新しい戦前の始まりだと理解すべきだと思います。
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京都編 2
京都大学環境安全保健機構健康科学センター教授

石見 拓

先生

を訪ねて

第239号

（最終回）

稲葉
遥（医学科６年）
稲葉 美夏（医学科３年）
正古 慧子（医学科３年）
吉濱 れい（医学科３年）

国立京都国際会館

３月末、私たちは京都でご活躍されている２名の

内容としてはまず疫学的に、心臓突然死が日本で

先生方を訪問しインタビューをさせていただきまし

どれくらい起こっているか、そのうちどれくらい助

た。前回は柳澤昭夫先生（昭51卒）のインタビュ

かっているか、救命率にはどういう要因が関係して

ー記事を掲載いたしました。今回は石見拓先生（平

いるかを見ています。分かりやすいところだと

８卒）のインタビュー記事を掲載させていただきま

AEDを使うと何倍助かるか、あるいは近くにいる

す。

人が心肺蘇生を行うと何倍助かるかなどです。そう
いったものを見ていると次第に課題も見えてきま

学生：先生の研究の内容について教えていただいて

す。例えばAEDはあるけども使えない人が多い、

もよろしいでしょうか。

心肺蘇生は効果があるとわかっているけれどもでき

先生：救急医療、中でも蘇生科学と呼んでいる領域

ない、またやり方は知っているけれども一歩踏み出

を中心に臨床研究・疫学研究を行っています。自分

せない人が多いという課題が挙げられます。

は循環器内科出身なので心臓病のなかでも主に心臓

そういった課題を解決するために、胸骨圧迫だけ

突然死について、心肺蘇生やAEDの効果を見ると

の心肺蘇生でもいいのではないかという臨床研究を

いうことを対象に研究しています。

するのが、自分たちの一番大きな仕事の一つです。

左より、稲葉遥、吉濱れい、石見拓先生、稲葉美夏、正古慧子（平成27年３月25日 石見先生の教授室にて）
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胸骨圧迫だけにすると人工呼吸を合わせて行う従来

イミングよく立ち上がったのが京都大学の臨床研究

の方法よりずっと簡単になります。現在、胸骨圧迫

者養成コースというものです。自分はそれを聞いて

とAEDにポイントを絞った簡単な教育プログラム

阪大の大学院卒業後に京都大学の大学院に来て、臨

を作って普及するプロジェクトを行いながらその効

床研究というのを本格的に始めました。

果を臨床研究で評価する試みを行っています。

学生：ご自身の作ったプログラムがどのように効果

関西に来て10数年になりますが、当時は皆信じ

がでるかご自身で調べるんですね。

られないかもしれませんが医者も心肺蘇生について

先生：そうですね。今の自分の最も大きな関心は病

体系的なトレーニングを受けていませんでした。麻

院前の救急医療ですので、心肺蘇生の中でも一次救

酔科の実習のときに人形でやってみるとかはありま

命措置をもっと広めて、その効果を検証していくと

したが、ACLSコースなども普及していなかったの

いうことを主に進めています。心肺蘇生講習は人工

で、医者でもスタンダードな処置というものは皆習

呼吸と胸骨圧迫を３時間程度かけて教えるというの

っていませんでした。そんな時代に自分は心肺蘇生

がずっと昔から続いてきていました。しかし３時間

の普及と心停止の疫学研究やりたいと思い大阪大学

かけるのは教える方も来る方も大変ですし、教えた

の大学院に入りました。最初は医者とか医療者向け

割にはみんなできないものなんです。しかも他人に

の二次救命措置コースであるICLSコースを立ち上

口をつけることに抵抗がある場合も多いですし、自

げました。ICLSはアメリカから来ているACLSを

分自身も人工呼吸はしないなと思いながら教えてい

日本流にアレンジして作り直したもので救急医学会

ました。

を中心に広めました。これは研究ではなく必要だと

大阪大学の大学院に入り、心肺蘇生の普及活動と

思ったから行ったものです。以来、心肺蘇生の普及

共に、大阪で1998年から開始された病院外で心停

活動を続けていますが、こうした取り組みを行って

止になった人の全例登録をする疫学研究に関わるこ

も本当にそれで突然の心停止から救命される人が増

とになりました。全例を登録しているのでその地域

えるという効果があるかわからないですよね。

で心停止がどれくらい起こっているか、救命率がど

そういうことをちゃんと評価をして情報を発信で

れくらいか、心停止の人に傍らの人が心肺蘇生をし

きるようになりたいという思いを持ち始めた時にタ

てくれる割合はどれくらいなのか、そしてその効果

京都大学百周年時計台記念館前にて
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はどの程度あるのかということが客観的に分かるよ

から日々の改善を評価できないんですよね。でもあ

うになりました。当時は傍らにいる人が心肺蘇生し

らかじめレポートフォームを決めておいて準備した

てくれる割合は２割しかないが、でもしてくれてい

うえで日々の臨床を改善すれば自分の処置がこう変

ると２倍救命率が高まるといったことが分かりまし

わったからこうよくなったんだな、というのとか、

た。更に、我々の最も大きな仕事の一つですが、胸

処置のスタンダードをこういうふうに変えたからこ

骨圧迫だけでも人工呼吸を行う心肺蘇生とほぼ同じ

うよかったとか、というようなことが見えるように

効果が得られるというデータもでました。

なります。なので、若い人にこそ臨床研究に関心を

そこから今度は胸骨圧迫だけ教えるトレーニング

もって取り組んでもらいたいと思っています。

プログラムを作ってみようかなと思うようになりま

学生：先生はいつごろから臨床研究をやろうと思わ

した。胸骨圧迫だけだと簡易型のキットをつかえば

れたのですが？

45分という短時間でみんな一斉に体験でき、教え

先生：自分はそもそもあんまりまじめな方じゃなか

ることができるので胸骨圧迫だけのプログラムを作

ったですし、当時群馬大学ものんびりした大学であ

りました。現在は胸骨圧迫だけに簡略化した教育プ

ったので授業なんてほとんど行っていませんでし

ログラムを積極的に活用し、教育を従来以上に広め

た。医者になってからは、永井良三先生にひかれて

ることで、その地域で心肺蘇生をしてくれる人が増

循環器内科に入りましたが、最初から循環器内科の

えるか、最終的には地域の心停止例の救命率が上が

中で何を特にやりたいという明確なものはありませ

るかということを検証中している最中です。これは

んでした。そんな時に永井先生がゲストスピーカー

結構な大事業なので大阪の中でもエリアを絞って人

として呼んだ岩手の先生の「心停止で亡くなる人の

口40万人くらいのモデル地域を決めて、そのなか

大半は病院に来る前に亡くなっているのだから病院

で、人口の16％に教えるというのを目標にやって

の前に目を向けなければいけない」というお話をき

います。ちなみにこの16％というのは他の地域の

いてそういう考え方があるんだと感動しました。そ

３〜４倍に当たります。この16％はすでに達成し

こから心肺蘇生に関心を持ち、データを見たり、論

たため、倒れている人の傍らにいる人が心肺蘇生し

文も読んだりするようになり、心停止のレジストリ

てくれる割合が増えているかどうかを見ましたが、

ーが大阪で始まったという話をきいて阪大の救急部

残念ながら変化は見られませんでした。理由として

の大学院に入りました。その時も臨床研究に興味が

は、16％では地域住民の意識変化には不十分なこ

あったわけではなく心停止、蘇生に興味があったの

と、繰り返し受講する人や引っ越した人などがいて

で蘇生の登録研究が始まったということで、なんと

16％に実際には達していないなどが考えれます。

なく何か情報発信ができるんじゃないかということ

心肺蘇生の実施割合は増えていませんでしたが上

で行きました。

手な心肺蘇生、つまり質の高い心肺蘇生は増えてい

阪大の大学院を４年間やって、論文はシンプルな

たので積極的な普及啓発の効果はあるのではないか

一本をやっと書いただけで、なかなか難しいな、と

と考え更に取り組みを進めています。

いう感じでした。でもそのころに胸骨圧迫だけでい

学生：臨床研究で大切なことはありますか？

いんじゃないかというデータが出て、関心を持って

先生：構想を練って、あらかじめ準備することが一

くれる人も多く論文を書こうと思ったがやはりうま

番大切ですね。今回の研究でもあらかじめ救急隊に

く論文が書けませんでした。そんな時に京都大学の

心肺蘇生の質を測ってもらおうと決めて、訓練をし、

臨床研究のコースがちょうど立ち上がりました。阪

ベースラインをとっておいたことで効果を見ること

大卒業して次の年だったので、国立循環器病センタ

ができました。なので、プランニングはかなり大切

ーのリサーチレジデントになりながら京都大学の臨

です。

床研究者養成コースの一期生として修士課程に来

そういった意味でも今、臨床研究は若い人たちに

る、という形で、そこから本格的に臨床研究を学ぶ

学んでいただきたい分野だと思います。臨床という

ようになりました。

のはその場その場で救える人を救わなくてはいけな

学生：若くして教授になる秘訣などはありますか？

いし、日々改善しているはずですけど、評価の仕方

先生：昔からなろうと思っていたわけではないです

を習っていない、またはあらかじめ準備していない

ね。結果としてこういうふうになっているので嫌味
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な感じになってしまうといけないのですが、ポスト
にはあまり興味がありません。自分のやりたいこと
をやるためにどこにいればいいか、ということしか
考えておらず、ポストを求めていたわけじゃかった
のが逆に良かったのかもしれないですね。
秘訣と言えるかはわかりませんが、今自分が意識
して後輩に言っていることは、どの立場でも人がみ
てわかる結果を出すということ。研究者であれば論
文を書くという結果を出すことをしっかり行うよう
にするのがいいと思います。
あと、少し秘訣とかとは違うのですが、英語はち
ゃんとやっておいた方がいいと思います。自分は必

京都御苑にて

要に駆られて、多少できるようにはなりましたが、
また、群馬大学の循環器内科の医局にいて、大阪

時間があるなら今の頭が柔軟なうちに英語をやって
おくことは無駄にはならないと思います。

大学の救急部の医局にいて、臨床研究をやる京都大

学生：部活動をやっておいてよかったと思うことは

学にいるのでそういった人たちのつなぎ役になれる

ありますか？

といいな、とも思っています。そういったことをや

先生：自分は本当に部活やってよかったと思ってい

りながら若い人の活躍できる場を作って、若い人が

ます。高校時代は授業も大して聞いていなくて部活

出てきたら早く自分はログビルダーになるというの

も入ってなかった。大学に入ったらサークルでテニ

が今の目標ですね。

スかスキーだと思っていて、大学に行けばバラ色の

学生：会報を読む学生に向けてメッセージをお願い

人生が待っていると思っていました。

します。

しかし、いってみたら群馬は体育会系のクラブし

先生：群馬大学医学部の学生は皆チャンスと能力は

かないし、部活に入るつもりはなかったのですが大

十分にあると思います。ですがそのことをあまり信

半の人が入る上に、遊ぶものが何もなかったので仕

じていないというところがあるように思います。群

方なく野球とテニスとスキーの勧誘に行きました。

馬大学の医学部生は能力がしっかりありますし、期

野球はよかったがテニス、スキーは思っていたサー

待されて入る人もたくさんいます。いい意味でエリ

クル的なものと違うなと思っていたら下宿で部屋が

ート意識と自負をもっと持ってやればよりチャンス

隣の田村先生がバドミントン部に見学にいく、とい

が増えると自分は思っています。頑張ってくださ

うことで行ってみたら他の部活に比べて楽そうだっ

い！

たのでバドミントン部に入りました。入った後も感
覚的には体育会ではないので遅刻もしょっちゅうし

今回刀城クラブ会報のインタビューという機会を

ていましたね。当時の幹部の小沢先生に毎度毎度怒

いただいて、京都で活躍されている群馬大学の大先

られては、わざと反発したりしていました。

輩にお話を聞くことができました。

しかしやっているうちに夢中になって幹部の時に

年度末のお忙しい折、私たちのために時間を割いて

は朝練を追加したり、本気で向かい合えるようにな

いただき、貴重なお話をしていただきました。また

りました。部活は自分の人間を矯正してくれた場所

編集委員の３年生３人が今回初めての訪問インタビ

でした。

ューということで至らぬ点が多くありましたが、笑

学生：今後の展望は何かお考えでしょうか？

顔で受け止めてくださる先生方の懐の深さに感銘を

先生：ここのいいところは大学院を持っているの

受けるばかりでした。

で、教育ができて大学院生が結構来てくれるので臨

群馬大学医学部の先輩方がこのように全国で活躍

床研究の仕方のノウハウを教えたりすることができ

しているということは私たちにとって誇りです。今

る。教育できるのがここの魅力の一つでもあるので

回先生方からお伺いしたお話を胸に今後もより一層

そこに力を入れたいと思っています。

頑張っていきたいと思います。
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水
芭
蕉
女性医師シリーズ

46

顧みつつ
医療法人醫光会 駒井病院
理事長 駒井 和子（昭43卒）
昭和37年４月、上野発前橋行きの電車の、そ
の車窓から赤城山が見えました。初めて見た赤城
山、「まだ上州の山は見えずや」高校の教科書に
載っていた朔太郎の詩の一節が頭をよぎり、知人
もいなく一人で住むことになるその地への思いに
浸った記憶は今も残っています。駅を降りるとす
ぐに大学に向かい、その窓口で斡旋してもらった
下宿は六畳一間。やはりその日に静岡から来たと
いう一歳年上の彼女と相部屋となりました。その
夜、見知らぬ者同士、二人は枕を並べて寝ました。
まだ机も何もない部屋。なかなか寝付けず、彼女
の寝息を聞いていると段々不安と寂しさがこみ上
げてきて、ここで６年間生活ができるのだろうか、
家に飛んで帰りたい。その衝動は抑えきれず、出
てきた涙に刺激を受けていつの間に声をあげて泣
いていました。目を覚ますことになった隣人は怒
ることなく「そのうち慣れるわよ」と笑っていま
した。
翌日の夕方、遠くから来たたくさんの仲間がい
ることを知って、何か安堵した私は大声で笑いし
ゃべっていました。一日と持たなかったホームシ
ック、同居人に「早すぎるね、私、三日はかかっ
たよ」とからかわれつつ私の群馬大学生としての
生活が始まりました。
同級生60名、そのうち７人が女性でした。６
年間の前半は穏やかに過ぎていきました。クラブ
活動（軟式庭球）に熱中し、真夏は墨のように焼
けた成果として、スポーツマンの後輩に支えられ
て東医体の団体戦では優勝もしました。
学生時代の後半は、大学紛争の流れの中で「イ
ンターン闘争」が始まっていました。「青年医師
連合」が全国的に結成されたそのど真ん中で卒業。
避けるすべのないこの時期に卒業を迎えた我々同
期の桜。国家試験ボイコットをし、非入局という
名の入局をし、そのまま３年近く大学に身を置き
ました。この経験がのちの人生にどう影響したか

第239号

は人それぞれだったろうと思いますが、医師とし
て卒業直後のもっとも吸収力の高まっている時期
の「自主研修」で失ったものも多かったと思いま
す。医学部を中心に続いた闘争は、日本のその後
の医学的発展を10年は遅らせたという意見もあ
る事を知りました。そういう時代に直面した我ら
が世代の失ったものと共に、得てきたものもある
のだと思いつつ過ごした年月でもありました。７
年間精神科の病院に勤めたのち、診療所を開院し
ました。
病院に勤務中に長男、長女が生まれ、診療所時
代に８年おいて次男、次女に恵まれました。子供
に恵まれるたびに葛藤しつつ、保育所を渡り歩き、
保育ママさんを見つけて託し、その度に拾う神あ
りで、いい方々に出会って助けられて参りました。
初めは病弱で全く頼りにならなかった母も、娘の
急場に手を貸すようになって少しずつ健康を取り
戻してくれたことは幸せなことでした。小学校高
学年に達していた長男・長女もそれなりに頼りに
なりました。
医学は日進月歩、ちょっとでも立ち止まると追
いついていけないのではという恐怖があり、どん
尻でもいいから、前を走る人たちの姿を見失わな
いようについていこう、後姿を見失わなければ仕
事はしていけると一人合点することで自分を鼓舞
していた気がします。
昭和60年、義父の急死で現職につきました。
夫はすでに他の地域で病院をやっていたので選択
の余地はなかったのです。末娘はまだ５歳でした
が、拾ってくれる神はまだまだ結構たくさんいた
のです。診療所時代に厨房で働いていた通称おば
さんは、バスで通って家のことや子どものことに
手を延べてくれました。ご近所の方々の力をお借
りしたこともあります。
卒業して今年で47年が経ちました。信じられ
ないほどの年月ですが、医師として確かに自分が
歩いてきた年月です。今、二男二女は、それぞれ
家庭を持ち独立したので、夫婦だけの生活となり
自分の時間を自分のために使える身分に戻ってい
ます。現在病院の内科は若い先生方に託し、精神
科外来、認知症疾患や高齢者施設の診療を主に行
っています。群大精神科時代初めて受け持つこと
になった患者さん３名の内の１名は数年前に他界
し、１名は現在も通院中、当時の高校生は間もな
く還暦を迎えます。30年以上の付き合いの方々
も何人かおられ、共に人生を歩いてきた感があり
ます。高崎市医師会の理事の役も４年目に入りま
した。超高齢社会にあって、地域の中に医療と連
携した包括ケアのシステムが根付いていくため
に、細やかでも役立ちたいと思っているところで
す。
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平成27年(2015年)９月10日

輩方のご指導・ご鞭撻に感謝申し上げます。28年
度も、これまで通り自由度の高いプログラムの下で、
医療安全・感染制御・医療倫理等に関する研修機会
をさらに充実するなどより質の高い内容の臨床研修
を提供し、参加者のキャリアプランに応じた柔軟な
サポートを実践していく予定です。

医療人能力開発センターだより⑬

医学部附属病院の臨床研修
〜最近の話題〜
臨床研修センター
副センター長

菊地 麻美（平７卒）

日頃、本院における初期臨床研修ならびに後期専
門研修を中心とした医師の卒後研修・教育に厚いご
支援を賜り、誠にありがとうございます。
本院の臨床研修を巡る最近の話題について、いくつ
かご紹介させていただきます。
【平成27年度群馬大学初期臨床研修の実施状況】
初期臨床研修については、２年前（平成24年度）
より、関連する各診療科のご協力の下で、内科・外
科の全面的な領域別研修の実施に向けた準備を進め
ておりました。このため、４月の診療科再編後の新
体制の中でも大変スムースに臨床研修を開始するこ
とができました。群馬県地域医療枠卒業生２名を含
む62名の臨床研修医が、医師臨床研修の目標であ
る「将来どの診療科に進んでも必要となる基本的な
診療能力の習得と医師としての人格の涵養」を目指
して、指導医・スタッフのきめ細かい指導のもとで、
日々の研修に励んでいます。
【平成28年度群馬大学初期臨床研修プログラムにつ
いて】
お陰様をもちまして、本院の平成28年度初期臨
床研修プログラムについては滞りなく厚生労働省の
認可を受けることができました。これも、県内外の
実力ある協力病院・施設の先生方と連携して、質の
高い研修プログラムを提供してきた本院の臨床研修
の実績を、しっかりご評価いただけた結果であると
考えています。改めまして、これまでの同窓会諸先

【平成29年度からの新・専門医制度について】
平成29年度より、日本専門医機構が評価・認定
した研修施設・研修プログラムに基づいた、２段階
制（基本領域＋サブスペシャリィティ領域）の専門
医制度が運用されます。現在、関連する各学会等に
おいて新制度によるプログラム整備基準を作成中
（一部公開済み）です。来年度前半までを目安に、
整備基準に則ったプログラムの作成がいよいよ本格
的に行われる予定です。本院では臨床研修センター
長のもとにワーキング・グループを設置し、情報共
有と新制度に対応する体制の整備に取り組んでいま
す。また、一部の診療科・領域では具体的なプログ
ラムの作成が既に始まって（終了して）います。新
制度を巡る動きについては、今後も随時ご紹介させ
ていただきたいと存じます。
医学部教育の様々な改革が進む中で、卒後研修に
おいては新たな専門医制度の導入を平成29年度に
ひかえ、今後の数年間は医師の養成・研修体制の変
革期となっていくことが予想されています。そのよ
うな中で、大学医学部附属病院の本分である「良質」
の研修・教育の提供に益々努めていくことは、本院
の信頼回復とともに本学のこれまでの実績と伝統を
次世代に引き継いでいくためにも大変重要であるこ
とと存じます。
特に、新専門医制度では、連携施設・地域・地域
医師会等が協力して国民に信頼される医師の養成に
努めることが、これまで以上に求められています。
本院ならびに地域（群馬県）における医師養成機能
の充実に向けて、同窓諸先生方のより一層のお力添
えを、何卒よろしくお願い申し上げます。

附属病院大規模災害発生時の被災者受け入れ訓練
（平成26年11月29日（土）附属病院外来来棟・救急部）

患者役の研修医の役作りの様子
附属病院外来１階（ロビー）で被災者のトリアージを行っている様子
本院臨床研修医（１年目）は救急研修の一環として全員が参加しました。
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学会報告（同窓会補助）

延人先生、群馬大学・中野隆史教授、東京女子医科

第12回国際定位放射線
治療学会学術大会の報告

ました。

東京女子医科大学
講師 林

大学・岡野光夫先生）により晴れのスタートとなり
第２日目以降の学術セッションでは、大会テーマを
「Meet the Experts and Share the Experiences」

脳神経外科
基弘（平３卒）

と掲げ、従来の専門医師・研究者のみによる学会と
はせず、関連各専門分野医師と直接交流し、討議・

2015年６月７日−11日（５日間）・パシフィコ

結論できるオープンな会運営を目的としました。

横浜にて１2th International Stereotactic Radio-

「ディベートセッション新設」と「教育プログラム

surgery Society congress（第12回国際定位放射

充実」２つのコンセプトを柱として一般応募演題に

線治療学会学術大会）を同門の鈴木義行先生、野田

加え、総計470演題・参加者総数600名にのぼり、

真永先生とともに主催させて頂きました。本会は２

過去12回の大会において１、２を争う盛会となりま

年に一度の脳定位放射線手術および脳・体幹部高精

した。とくに、一番のメイン企画

度照射治療における世界最高峰の学術大会であり、

symposium

日本招致開催は2006年以来、実に12年ぶりとなり

診療専門医の間において、直接的討議必要な４疾患

ました。初日開会式では、名誉会長・高倉公朋先生、

トピックスについて白熱した議論が繰り広げられた

日本脳神経外科学会理事長・嘉山孝正先生、日本放

ことは非常に印象的でした。

Main debate

では、定位放射線治療医および関連

射線腫瘍学会理事長・西村恭昌先生よりご祝辞を頂

今回、同門の皆様に多大の支援をいただき、この

き、引き続き「日本の匠たち」と題する、世界を代

ような大きな会を運営できたことをとても感謝して

表する日本人医師による記念講演（東京大学・斎藤

おります。

学会報告（同窓会補助）

になりました。

地域がん登録全国協議会
第24回学術集会を開催して

律」が成立し、平成28年１月から全国がん登録が

平成25年12月に「がん登録等の推進に関する法
スタートします。これからは拠点病院だけなく、
20床以上の全ての病院でがん登録が義務づけられ

群馬県衛生環境研究所
所長 猿木 信裕（昭58卒）

ますので、まだ地域がん登録に届け出をしていない
施設の先生は準備をお願いします。届け出方法はこ

平成27年６月10日、11日に前橋テルサにおいて
地域がん登録全国協議会第24回学術集会が開催さ

れまでの地域がん登録と同じですが、今後、変更が
あるかもしれません。

れました。本会は平成４年に大阪で第１回総会研究

今回の学術集会のメインテーマを「がん登録の新

会が開催されたのが始まりです。平成22年には第

たな展開」としました。10日のがん登録担当者研修

19回学術集会と第32回国際がん登録協議会（IACR）

では、行政担当者と実際に登録作業を行っている実

学術集会が横浜において同時開催されました。

務担当者を対象とした研修会を行い、全国がん登録

群馬県では平成６年に地域がん登録を開始しまし

に向けて意見交換を行いました。11日は、会長講演、

たが、個人情報保護の流れの中で登録数が伸び悩み、

招請講演、学術奨励賞受賞講演、教育講演、「新法

平成16年から、県、群大、拠点病院、健康づくり

に合わせた院内がん登録の深化と活用」をテーマに

財団を中心に、がん登録の精度向上に取り組んでき

学術委員会企画シンポジウムを開催しました。

ました。その後、がん対策基本法の成立、がん診療

全国がん登録開始の半年前の学術集会ということ

連携拠点病院における院内がん登録の義務化などに

で、全国から190名以上の皆様の参加を得ることが

より、全国で地域がん登録への届出数が増加し、登

できました。今回の学術集会の開催にあたり、群馬

録精度が向上してきました。群馬県では条例の整備

大学医学部同窓会から温かなご支援をいただきまし

により、住基ネットを利用した生存確認調査が可能

た。心からお礼申しあげます。
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第43回刀城クラブ同窓会
太田館林邑楽支部総会
太田館林邑楽支部長

関口 利和（昭37卒)

今年に入って当支部では役員会と総会を開催し
た。会員の数は名簿に記載されているもので約150
名に達しているが、実際会合に出席される方は30名
程度である。やはり高年齢者の出席はよいが若い同
窓会員の出席は芳しくない。
太田館林地区は群大所在地の前橋より東南に約50
㎞離れているが、なにかと話題になるのはこの度の
群馬大学病院の医療事故の件である。
そこで腹腔鏡手術の安全性について理解すべく講
演会を開催し内科系の医師にも参加を呼び掛けた。
即ち３月30日館林厚生病院外科部長堤裕史先生（Ｈ
６年卒）の「鏡視下手術について」のご講義をいた
だき、メリットデメリットを要約され、最後に腹腔
鏡手術の弱点をよく理解し開腹手術をためらわない
ことも重要であり、外科術式の選択肢の一つである
ことを認識することが肝要であると述べられた。
続いて５月18日の総会には、慣例として特別講義
を開催することになっており、昨年は内科学教授山
田正信先生をお招きし、原発性アルドステロン症の
講演を拝聴しました。今年は趣を変え、一昨年同窓

平成27年(2015年)９月10日

会からはじめて群馬県医師会長に就任された月岡関
夫先生をお招きしました。演題は「群大病院と群馬
県医師会の関係─今迄と今後」と大変興味ある話で
した。やはり内容は現在の群大病院が抱える問題に
触れ、医師会としては一刻も早く群大病院が通常の
機能に復することが県民も強く望んでいるので協力
したいと締めくくった。
年度末人事の異動がみられた。太田市医師会長の
小島章先生（Ｓ43年卒）が８年間に至る重責から退
くことになりました。また館林市邑楽郡医師会長の
川島康宏先生（Ｓ53年卒）が４年間の任期を無事終
えられ退任された。刀城クラブ同窓会太田館林支部
会報に寄せられた川島先生の回想録には会長など医
師会の役員をさせていただいたお蔭で多くの方々と
知り合いになり地域の人から学ぶことが多く、また
館林厚生病院の宮城院長や太田市医師会の小島先
生、館林医師会の最上先生、黛先生、神尾先生など
群大同窓の先生には地域医療を推進する面で連携が
とりやすく協力していただいて大変心強かったと述
べております。改めて同窓会の存在が有意義であっ
たと痛感させられた次第です。
また、群馬県立がんセンター院長に鹿沼達哉先生
（Ｓ57年卒）同副院長に湊浩一先生（Ｓ58年卒）が
新しく同窓会役員になっていただき今後の活躍が大
いに期待されています。
そのあと、刀城クラブ同窓会地域医療貢献賞を授
与された最上建治先生と叙勲された有坂實先生に花
束贈呈がなされました。
その時の参加者の集合写真を掲載します。

第43回刀城クラブ同窓会太田館林邑楽支部総会（平成27年５月18日 太田ナウリゾートホテル）
後列左より：川田（Ｓ62、事務局）、黒澤（Ｓ53、老健八休苑）、塚越（Ｓ54、婦人科開業）、稲葉（Ｓ57、新橋病院泌
尿器）、矢尾板（Ｓ61、太田記念病院脳外）、岡部（Ｓ61、本島病院泌尿器）、湊（Ｓ58、がんセンター副
院長）
中列左より：大友（Ｓ47、新橋病院）、川島（Ｓ53、脳外開業）、鹿沼（Ｓ57、がんセンター病院長）、小島（Ｓ43、内
科開業）、本橋（Ｓ55年小児開業）、斉藤（Ｈ４、太田記念病院脳外）
前列左より：黛（Ｓ42、泌尿器開業）、福田（Ｓ45、元がんセンター院長）、有坂（Ｓ43、内科開業）、月岡（Ｓ40、県
医師会長）、最上（Ｓ43、外科開業）、関口（Ｓ37、内科開業）、中村（Ｓ38、桐生協立診療所）、成田
（Ｓ36、外科開業）、小林（Ｓ36、第一病院内科）
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20年ぶり！
刀城クラブ北陸支部総会
幹事

佐原 博之（（昭63卒）石川県七尾市)

刀城クラブ北陸支部総会は平成７年の開催を最後
に中断していましたが、平成27年６月６日（土）
20年ぶりに復活いたしました。ここに至る経緯と
当日の様子をご紹介させていただきます。
丁度1年前に一通の丁寧なお手紙をいただきまし
た。これまで面識はありませんでしたが、能美市で
開業されている村本卓郎先生からでした。昭和39
年卒の村本先生はかつて本部同窓会長をされていた
前泌尿器科学教授の山中英壽先生の同級生で、バド
ミントン部でも一緒にご活躍されたそうです。山中
先生が同窓会長をされていた時に刀城クラブ北陸支
部の復活をお約束していましたが、これまで機会を
逸していたとのことでした。私も学生時代に山中教
授の講義を受けていましたし、その後任教授の鈴木
和浩君は同級生ということで、意気投合いたしまし
た。まずは発起人会を作りましょうということで、
福井県の竹内真人先生（昭和45年卒）、富山県の草
島義徳先生（昭和50年卒）、金沢市の早川康浩先生
（昭和61年卒）にお願いし、５人で昨年の11月１日
に集まりました。竹内先生から２年前に福井大学の
内科教授に群大出身の石塚先生が就任された際に、
福井県の同窓生の有志でお祝いの会をしたが、その
時には刀城クラブ北陸支部がなかったので寂しい思
いをしたというお話を伺い、ぜひ復活させましょう

第239号

と心を一つにしました。
そして迎えた当日、本部からご多忙中飯野祐一同
窓会長にもお越しいただき、出席者は計13名でし
た。総会では規約が承認され、それに沿って支部会
長に村本先生、副支部会長に竹内先生と草島先生、
幹事に早川先生と佐原が選任されました。
引き続き、福井大学医学部内科学（３）の石塚全
教授（昭和59年卒）より「成人喘息、COPDの診断
と治療」のテーマで記念講演をしていただきました。
その後の懇親会ではまず飯野同窓会長からご挨拶
をしていただき、群馬大学の近況について伺いまし
た。厳しいお話もありましたが、母校を支えて頑張
っている先生方に改めてエールを送りたいと感じま
した。
歓談の後、参加者全員にテーブルスピーチをして
いただきました。今回女性の参加が２名で、同時に
夫婦の参加が２組でした。いずれも学生時代からの
お付き合いで、群馬大学に進学していなければ出会
うことはなかった訳ですね（１組は私ですが…）。
初対面の方も多かったのですが、皆さんと打ち解け
ることができ、来年の再開をお約束して盛会のうち
に終了しました。
３月14日に待望の北陸新幹線が開通し、金沢−
高崎間が約２時間で結ばれました。全国放送のグル
メ番組でも盛んに北陸が取り上げられ、朝の連続テ
レビ小説「まれ」の舞台も能登の輪島ということも
あり、北陸はかつてないほど盛り上がっています。
皆様も北陸にお越しの際には、この地域にも同窓生
がいることを思い出していただき、お気軽に声をか
けていただければ幸いです。

刀城クラブ北陸支部総会（平成27年６月６日（土） ホテル金沢）
後列左より：門平充弘、生田敬定、莇也寸志、佐原博之
中列左より：早川康浩、門平靖子、佐原まゆみ、伊藤清吾、宮下知治
前列左より：草島義徳、石塚全、村本卓郎、飯野祐一、竹内真人（敬称略）
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平成27年度刀城クラブ前橋支部総会
第３回前橋支部学術講演会・会員懇親会
前橋支部

込谷 淳一（昭57卒)

『梅雨のうっとうしい雨が続いています。台風９
号、10号、11号と３つの台風が南の海上にいます』
刀城クラブ前橋支部総会は、支部長の山田邦子先生
のご挨拶で始まりました。
平成27年７月９日、群馬大学臨床中講堂で前橋支
部総会が開催されました。第３回前橋支部講演会が
そのまま臨床中講堂で開かれ、親睦会は石井ホール
で行われました。
『前橋支部は地元の利益を生かし、群馬大学医学
部を応援するために、基礎医学教室の活躍を紹介す
る講演会を開催してきました。一昨年は神経生理学
教授の平井宏和先生に「脊髄小脳変性症モデル動物
作成による病態解明と先進的治療法の開発」、昨年
は分子細胞生物学教授の石崎泰樹先生に「群馬大学
大学院の現状と展望」と題してご講演いただきまし
た。どちらも非常に格調の高いご講演でした。昨今、
NHKのニュースなどで群馬大学医学部の名前が出
てくるたびに心を痛めます。地元にいてもマスコミ
以外からの情報が入ってこない。そのような中、今
回は新医学部長になられた峯岸敬先生に群馬大学医
学部の現状と展望についてご講演いただけることに
なりました。７月２日には重粒子線治療の再開が決
まり、今後高度先進医療も再開されます。明日から
は台風の影響により晴れ間も見えてくるそうです。
同窓会は医学部をささえていきたい』と山田先生は
お話しされました。
第３回前橋支部講演会は群馬大学大学院医学系研
究科長・医学部長 峯岸敬教授に［群馬大学医学部
の現状と展望について］と題してご講演していただ

平成27年度

きました。座長は白倉賢二先生がお務めになりまし
た。白倉先生と峯岸先生はテニス部の先輩後輩の関
係だそうです。
講演内容は、まず、『医学部の現状』について、
現在学生数は１学年123名と増員している、27年度
より新指導要領（診療参加型臨床実習）が開始、な
のに教員数は増えておらず大変だそうです。その後
『経過』とのタイトルで［腹腔鏡肝切除術］の件を
調査委員会メンバーだった時のお話しとして丁寧に
詳しくお話しいただきました。最後に『今後の展望』
として、群馬大学における改革、ガバナンス体制、
診療科の再編（外科の統合）保険診療管理センター、
倫理審査委員会の再編、などお話しされ、地域に開
かれた医療コンプライアンス推進体制の構築をめざ
し、医療倫理情報教育センターを作りたいとお話し
されました。会場からさまざまの質問、ご意見があ
りました。初めは個人攻撃、その次は責任者、最後
はガバナンスの問題というのがマスコミの常套手
段。今進行している外部第３者による調査委員会の
結果を待ちたい、と最後に飯野会長が発言されまし
た。
懇親会は森川昭廣先生の群馬大学医学部を応援す
る趣旨のご挨拶で始まりました。試験前というのに
多くの学生さんが参加しお手伝いしてくれました。
最後に大竹先生が閉めの挨拶で『日々日常の仕事を
行う中で母校を支えて行きたい』とおしゃいました。
私は一番最後に石井ホールを出ました。玄関を出
るとき、学生さんが送りだしてくれて、雨の中ちょ
っと明るい気分になりました。

刀城クラブ前橋支部親睦会（2015年７月９日（木）
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る『慢性腎臓病の診断と治療』でした。
『慢性腎臓病が進行して腎不全に移行すると、透

平成27年度
刀城クラブ栃木支部総会

析治療になってしまいますが、現在で約30万人の透
析患者さんは、毎年３万人程増加している状況です
から、その分医療費もかなり多大になっています。

柳田

通（昭51卒)

これからは、慢性腎臓病の診断・治療をしっかりと
行って、透析に移行しないで済むようにして行く事

今年も、恒例の［平成27年度：刀城クラブ栃木支

が肝要かと考えられます』などのお話で、普段日常

部総会］が、６月27日に宇都宮・ホテルニューイタ

の診療に追われて中々聞く事の出来ない『慢性腎臓

ヤで開催されました。これまでは若い先生方の集ま

病』の講話を、理路整然とした前嶋明人准教授のご

りが少ない状況でしたが、若い先生方にも参加いた

講演で、会員皆大いに勉強になった所です。

だけるように日頃声を掛けていました所、平成卒業

講演会後、会員相互の情報交換会では、会員一同

の先生が４名も参加してくれました。今年も総勢27

皆和気藹々に日常診療や保険請求上の問題点、日頃

名の参加者を得て栃木支部総会を迎える事が出来、

の趣味・運動など色々の話をしながら、年に一度開

参加者一同皆大いに喜んだ所です。

催している刀城クラブ栃木支部総会も大いに盛り上

刀城クラブ栃木支部総会開催に於ける恒例の講演

がりました。

は、群馬大学大学院医学系生体統御内科学（腎臓リ
ウマチ内科）の前嶋明人准教授（平成６年卒）によ

また来年も皆元気に再会できる事を約束して、
三々五々会場を後にしました。

平成27年度刀城クラブ栃木県支部学術講演会（平成27年6月27日

ホテルニューイタヤ）

後列左より：大和田恒夫（昭41卒）、山h穂高（平14卒）、家入蒼生夫（昭44卒）、富永慶晤（昭40卒）、佐藤俶也（昭
41卒）、柳田通（昭51卒）、増田典弘（平６卒）柳田千代雄（昭46卒）、齋藤公司（昭47卒）、佐藤英子
（昭41卒）、渡邊常之（昭47卒）、久保川透（昭49卒）、谷口雄一（昭53卒）、伊澤四郎（昭36卒）、芳賀紀
裕（平元卒）、大塚勤（昭60卒）、米田尚弘（平15卒）
前列左より：竹澤久武（昭40卒）、片野進（昭61卒）、大根田紳（昭25卒）、白寄暹（昭29卒）、前嶋明人（平６卒）、益
田澄夫（昭32卒）、佐藤祐司（昭34卒）、荒井良（昭35卒）、野口忠男（昭41卒）、上地弘二（昭38卒）
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括活動をやっている。
さて、世界遺産登録で人気となった富岡製糸場関

藤岡多野支部
総会開催

連施設の高山社跡。なぜこの藤岡に絹産業が根付い
たのか、それは古墳時代に遡るという。日本書紀に
よれば535年に設置された緑野屯倉（みどののみや

藤岡多野支部長

け）が藤岡市域とされ、全国でも特に多くの古墳が

相原 芳昭（昭43卒）

存在する。古墳からは埴輪とともに「紡錘車」とい
さる５月29日雨の降る中、藤岡市にある大和家旅

う糸を紡ぐ石の道具が出土している。711年には日

館にて、藤岡多野支部の今年度初の総会を開催した。

本３古碑の１つ多胡碑が建てられ、この頃大陸伝来

飯野佑一会長（46卒）にご参加頂き、群大医学部の

の養蚕と織物技術が盛んになったという。室町時代、

スライドを見ながら古い思い出話やクラブ活動・研

上杉氏が６代に亘り関東管領を務め東国を治めた。

究時代の話を聞き昔を懐かしんだ。また今回の第２

1438年には平井城が築城され城下には６万人の都

外科での問題の経緯などお話しいただいた。

市があり、この頃鎌倉や京・東国諸国へ通じる道路

参加者はこの回までの支部長井田仁一（41卒）の
呼びかけで、今年度幹事の根岸和子（44卒）に野村

が整備された。これが後の江戸時代に絹などの集積
や交易の中心地として発展することに繋がる。

光男（54卒）、他に松本文吾（25卒）、田中壮佶

藤岡には２つの鎮守、諏訪神社と富士浅間神社が

（44卒）、上原克昌（45卒）、鈴木忠（45卒）、秋山

ある。各々が安永年間から宮神輿を持ち現在の藤岡

典夫（50卒）
、藤生善一（50卒）
、石崎政利（52卒）
、

まつりでも渡御を行っているが、その頃藤岡での絹

田中隆行（54卒）、小山幸男（58卒）、塚田義人

市の取扱い量がずば抜けて多かったという。松阪

（62卒）、設楽芳範（62卒）、深沢和浩（63卒）、田

屋・大丸・白木屋・蛭子屋・大黒屋・桝屋などの大

中雅史（Ｈ３卒）、私相原芳昭の総勢18名で美味し

店はじめ40店ほどが商いを営んだが、中でも三井越

い料理の数々を堪能した。
（敬称略）

後屋は特に大商いだった。
明治になり富国強兵・殖産興業のため絹産業を振

今回は脚光を浴びている多野藤岡地域の歴史と大

興し、日本初の官営製糸場の設置が繭・絹生産・取

和家旅館さんの紹介をしたいと思う。
医師会の歴史としては、終戦後群大出身の諸先輩

引の中心地であった藤岡周辺で検討された。当時の

方はこの藤岡多野地区で医師会会員として活躍し、

藤岡はすでに「座繰り」技法という生糸を大量生産

齋藤武元会長（23卒）が開拓してこられ、その後若

する体制を確立していたため、機械化や条件の整っ

林秀昭元会長（30卒）、大野治俊先生（28卒）、大

た富岡に設置されることになった。

月邦夫先生（40卒）は保健所長として時代を切り開

そんな藤岡だが、絹市で繁栄していた江戸時代に

いた。江原洋一前会長（38卒）は医師会の模範とし

は文化的にも開花し、多くの逸材を生んだ。上毛か

て３期務められた。鈴木忠前藤岡総合病院長（45卒）

るたにも詠われる世界３大数学者の一人、関考和。

はこの地域の予防医学・地域活動に貢献し、群大出

江戸随一の美人画浮世絵師菊川英山は、晩年を娘の

身者も参加し救急医療体制の充実を図り維持してこ

嫁ぎ先の藤岡町で過ごし数々の作品を残した。その

られた。

うちの１枚は大和家に飾ってありいつでも観ること

現在では石崎政利藤岡総合病院長、田中壮佶しら

ができる。明治時代には高山長五郎が養蚕改良高山

さぎの里施設長、清水透藤岡総合病院付属外来セン

社を設立し、のちに養蚕学校となる。零戦の設計者

ター長が活躍中。江原洋一前会長、宇野治夫日高リ

堀越二郎は出身校藤岡高校の創立記念日に講演し、

ハビリテーション病院長（53卒）、私相原で地域包

その時の記念写真も大和家にかけてある。
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町に旅屋（はたごや）として開業。江戸前大和鮨、

で、私が藤岡に来た頃は瓦工場からのびる煙があち

うなぎ天ぷらなどが味わえる大和家茶寮、会議等に

こちに昇っていたものである。藤岡音頭にも歌われ

も利用できる割烹旅館として130数年営業している

ており、工場が減ってしまい残念だが、市内の小学

老舗である。
これからはこの藤岡多野地区で医療介護を中心に

生は藤岡瓦の鬼瓦を作るのが恒例で伝統を受け継い

して、地域の人達の心を活性化し人間関係を豊かに

でいる。
最後になったが大和家旅館さんの紹介をしたい。
創業は明治22年、繭や生糸の取引が盛んだった藤岡

だと自覚している。

帰ります。もう10年くらいになります。

クラス会だより

今年の春の叙勲に太田在住の松浦鎮君が選ばれま
した。瑞宝小綬章です。６月27日県内在住の同級生

松浦鎮君叙勲祝賀会

が前橋に集いお祝いをしました。松浦君は自衛隊中

竹の子クラブ（昭和33年卒）
永島

するのが我々医療介護関係者に期待されていること

央病院耳鼻科を振り出しに国立がんセンター耳鼻
科、そして昭和47年に竹田先生が群馬県立がんセン

勇（昭33卒)

ター院長に移られると一緒に群馬太田に帰って来ま
私どものクラスは年一回の全体のクラス会を群

した。竹田先生は本学の耳鼻科で私共学生時代助教

馬、東京、神奈川の持ち回りでやることにしていま

授として教鞭をとっていましたが、松浦君は竹田先

すが会員の体調もあったりでなかなか思うようにい

生と共に歩いてきたわけです。昭和60年から平成７

きません。そんなこともあって県内在住のクラスメ

年まで県立がんセンター院長として活躍しました。

イトとの夕食会を年３、４回高崎、前橋市内でやっ

今回東京から小林、鈴木、湊の３君、神奈川から加

ています。県内の会は10名前後の集まりですが飲ん

藤君が駆けつけてくれました。奥様方の参加もあっ

だり食べたりしながら楽しく語らい元気をもらって

てお祝いにふさわしい賑やかな会になりました。

松浦鎮君叙勲祝賀会・竹の子クラブ（平成27年６月27日（土）ホテルサンダーソン）
後列左より：永島勇、神山照秋、松本淳、湊正、金子由之助、奈良圭司、片貝重之、塚田穣、鈴木博
前列左より：松浦鎮、小林暉佳、加藤友之
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しなければ、と思う。出席できぬクラスメートが必
死に見詰めている。

不惑会、卒後50年

平成24年のクラス会から３年という短い間に７人
の同級生を失った。今回も出席の返事を出しながら、

幹事

貝瀬

宏（昭40卒)

２、３か月の間に一人は亡くなり、一人は緊急入院
となった。訳もなく寂しさを覚える世代に入った。

５月14日。一通の手紙と共に書留が届けられた。

同期のものを含め42人に、平成27年５月16日

送り主は同級生である。郵便物の主は診療行為を止

（土）に行うクラス会の案内を出した。２名は出席

め、長年療養を続けている。卒後50年となる不惑

不能となったものの、出席の返事は最終的に32名

会クラス会に出席しようと体調を整え、楽しみに待

からいただいた。卒後50年も経っているのにどう

っている。その彼に、折悪しく緊急入院という異常

してこんなにも集まるのだろう。自分で案内状を出

事態が発生した。退院後も療養に勤しみ間際まで出

していながら不思議な感じがする。

席を望んでいたが、自ら出席は無理と判断した。送
られてきた会費と手紙とに彼の律義さを覚えた。無

絶え間ない訃報がある。心の声を聴き、思い出と、
青春の残り香を求め集まったのかな、と思う。

念の思いも感じとれる。当夜の記念写真を添え、現
金書留は封を切らずにそのまま送り返した。

当夜は、各自の近況報告とともに、母校の最近の
出来事が大きな話題となった。

翌日、彼から電話があった。

医療の本質にまで言及する発言もあり、いつもの

「同級生の顔がわからない」

クラス会にはない、ピンと張りつめた空気の中で一

やはり、今回も写真を添え刀城クラブ会報に投稿

夜は過ぎた。

不惑会（平成27年５月16日（土） ホテルメトロポリタン高崎）
後列左より：野口忠男、鈴木成欣、石黒早苗、清水哲也、牧野總太郎、宮下興、円内：佐藤哲雄
３列目左より：岡村雅生、大月邦夫、石本誠、大塚文臣、吉羽宣男、富永慶晤、杉田安生
２列目左より：柳沢温子、林しげよ、林三進、伊藤公雄、津久井芳二、原島泰久、土屋一郎、小池脩夫
前列左より ：吉野昭男、三村清、吉住幸子、月岡鬨夫、貝瀬宏、小野敦美、木村盛彦、竹澤久武
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渡邉治雄先生
退官記念祝賀会
静岡県立静岡がんセンター
部長

中島

病理診断科

渡_治雄先生略歴

孝（昭49卒）

国立感染症研究所所長として、これまで日本の感
染症対策を担ってこられた渡_治雄先生が今春定年
退職を迎え、７月４日（土）に退官記念祝賀会が東
京信濃町の明治記念館で行われました。感染症研究
所の同僚の先生方はもちろん、厚生労働省の役人な
ども多数参加され、総勢110人以上の盛大な祝賀会
となり、渡_先生のこれまでのお仕事の重要性を再
認識させられました。群馬大学大学院時代、渡_先
生の直接の恩師である橋本一名誉教授も前橋から駆
けつけてこられ、祝賀会檀上で、お祝いの言葉と乾
杯のご発声を上げられ、今年88歳になられたとは
思えない元気なお姿でした。また、同じ微生物学会
に所属し、群馬大学の大先輩にあたる吉田孝人浜松
医大名誉教授（昭和30年卒）も参加され、渡_先
生、橋本先生との旧交を温めておられました。

昭和50年３月
群馬大学医学部
医学科卒業
昭和50年４月―昭和51年３月
群馬大学第一内科医局員
昭和51年４月―55年３月
群馬大学大学院医学系研究科
（微生物学）
昭和55年４月―60年３月
国立公衆衛生院衛生微生物学部研究員
昭和57年４月―59年２月
ジュネーブ大学生化学留学
昭和60年４月―63年３月
国立予防衛生研究所細菌部第二室室長
昭和63年４月―平成16年３月
国立予防衛生研究所細菌部部長
平成16年４月―平成22年３月
国立感染症研究所副所長
平成22年４月―平成27年３月
国立感染症研究所所長

挨拶される橋本一先生（平成27年７月４日 明治記念会館）
吉田孝人先生、橋本一先生
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日 本 女 医 会 総 会 報 告
日本女医会総会を
群馬県で開催
群馬県女医会長
日本女医会群馬支部長

山田 邦子（昭44卒)
平成27年5月16日（土）、17日（日）に、公益社
団法人日本女医会第60回定時総会を、群馬県で開
催しました。女医会員は、大学教官、病院管理・勤
務医、開業医、行政勤務医等、20代から80代まで
約1,400名です。前回群馬県での開催は35年前に伊
香保温泉福一旅館を借り切っての総会でした。今回
は３月に開業した北陸新幹線、上越新幹線、関越・
信越・北陸高速道と交通アクセスのよい高崎駅構内
ホテルを会場としました。
16日は、雨上がりの爽やかな晴天に恵まれ、エ
クスカーションとして、一年前にユネスコ世界遺産
登録・国宝となった「富岡製糸場」を、大型バス満
員で見学しました。エスコート医学生を５人頼み、
混雑の中迷子もなく無事見学いたしました。夕方か
らの懇親会には、横倉日本医師会長、月岡群馬県医

師会長、山本日本女医会長、平敷前国際女医会長、
羽生田参議院議員（元日本医師会副会長）の来賓を
お迎えし、群馬県地産のお料理を味わい、桐生市女
性八木節「桐雅会」の唄と演奏、踊りを鑑賞してい
ただき、大いに懇親を深める事が出来ました。満を
持してゆるキャラグランプリ日本一に輝いた人気者
ぐんまちゃんの着ぐるみには癒され、写真撮影が続
きましたが、中に入った医学生は汗だくで５人で交
代して務めていました。
17日は、総会前に支部・本部連絡会が催され、
多くの支部員が、状況報告、問題提起をされました。
総会では全ての議題が滞りなく進行し、吉岡弥生賞、
荻野吟子賞、学術研究助成の各表彰が行われました。
ランチョンには、群馬県こだわりのお弁当やお菓子
を全員に味わっていただき、セミナーでは、日本で
３番目の群馬大学重粒子線治療についての講演会
を、重粒子線センター清原浩樹講師にお願いしまし
た。活発な質疑応答のため時間を15分遅らせざる
を得ませんでした。午後の公開講座は、群馬県医師
会が事業として行っている「保育サポーターバンク
制度について」を、群馬県医師会、群馬県医務課、
群馬大学勤務医、親娘勤務医の６名の講師に講演を
いただき、勤務と子育てに苦労している女医達から

世界遺産「富岡製糸場」見学
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は感嘆の声がありました。会場には他県医師会長の
参加もありサポーターバンクを実施予定と、関心の
深さを感じました。
２日間にわたり、学友会から９人のアシスタント
をお願いし、富岡製糸場見学、懇親会総会受付、会
場案内、資料配布、お土産詰等々手伝っていただき
ました。特にぐんまちゃん着ぐるみには体力勝負で
入ってもらい、踊りとポーズの活躍は超人気でした。
全国女医会員からも、学生の参加にはたいへんお褒

女医会の活躍に触れて
伊藤 大貴（医学科４年)
学友会の執行委員長を務めさせていただいており
ます、医学科４年の伊藤大貴と申します。山田先生
よりお話をいただきまして、学友会執行委員を中心
とした有志学生で女医会のお手伝いをさせていただ
きました。全国の女医会の先生方にお目にかかれ、
貴重なお話を伺うことができました。レセプション
として富岡製糸場に伺ったのですが、先生方がその
中でも富岡製糸場の中に設けられた診療所について
多く質問をされており、どんなときでも医師として
の視点を持って行動されている姿が印象的でした。
ぐんまちゃんも会場に駆けつけてくださったのです
が、全国からいらっしゃった先生方にも人気で、ゆ
るキャラグランプリ１位の実力を思い知った次第で
す。女医会に併せて開催された勉強会にも参加させ
ていただいたのですが、群馬県全体での女性医師の

女医会のお手伝いを通じて
朱

理絵（医学科１年)

医学科一年の朱理絵と申します。この度は、学友
会の先輩からこの様な機会を紹介していただいて、
女医会のお手伝いさせていただくに到りました。今
回の女医会では、ただお手伝いをさせていただくだ
けではなく、実際に女医の方々とお話しする機会が
あったり、講演を拝聴する機会があったりと、非常
に多くの得難い経験をさせていただきました。
まず、お手伝いの内容としては、会場での女医の
先生方の誘導やぐんまちゃん着ぐるみでのお出迎
え、パンフレットとお菓子の袋詰め並びに配布を行
いました。どのお仕事においても山田先生をはじめ、
先生方がやさしく丁寧に教えてくださり、とても楽
しくお手伝いができました。特に、ぐんまちゃん着
ぐるみでのお出迎えでは、写真撮影をされる女医の

第239号

めの言葉をいただき、学生たちにも様々に活躍して
いる女性医師先輩達の姿は多いに刺激になったこと
と思います。
参加学生さんには２日間、有り難うございました。
稲葉 遥（６） 望月聡子（６） 遠藤瑞貴（５）
伊藤大貴（４） 稲葉美夏（３） 吉濱れい（３）
桑原倖佑（２） 高橋慶一郎（２） 朱 理絵（１）
（敬称略）

支援プログラムを私の不勉強もございますが、この
女医会ではじめて知ることができました。他に参加
した学生からも、女医会で得られた経験、知識、出
会いが大変貴重であったとの声が多く聞かれました
し、私としましてもその声に深く賛同する次第であ
ります。学生という立場ではなかなか医師の世界や、
そのなかで現在共有されている課題に触れることが
できません。今回の機会は、私は男子学生ではあり
ますが、女子医学生、そして女医の先生方を取り巻
く環境や課題について触れ、考えるきっかけとなり
ました。学友会としましては、このような機会への
学生参加が広がることで、学生に医師としての姿勢
がさらに整い、また学生の立場から群馬大学のさら
なる発展の一助となれればと考えております。また
このような機会がありましたら、是非お声かけいた
だければと思います。最後に、このような素晴らし
い機会を与えてくださった山田先生をはじめとする
群馬県女医会の先生方、またその出会いの架け橋と
なった刀城クラブの先生方に対し、深い感謝を述べ
まして、感想とさせていただきます。
先生方の楽しそうなご様子を見ることができ、私自
身も大変嬉しく感じられました。
また、今回の女医会は群馬での開催ということで、
群馬伝統芸能である八木節踊りを拝見することがで
きました。太鼓の軽快なリズムや笛の流れるような
旋律に合わせて踊りが展開されていく八木節の勢い
はとても激しいもので、私は身も心も圧倒される思
いでした。
さらに、群馬県での保育サポーターバンク制度の
成果についての講演なども拝聴させていただきまし
たが、女性が社会の中でいかに輝いて働いていくこ
とができるのか、質疑応答などを通して真剣に討議
されているご様子に、女医の先生方の熱意を感じま
した。
私自身、まだ１年生で医療の現場からは遠い存在
でしたが、今回の女医会でのお手伝いは、これから
の自分の将来の目標を考え直す、そういった機会と
なりました。こうした貴重な機会を大切に、これか
らの学生生活を過ごしていきたいと考えます。
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大会アシスタントの医学部学生さん達
（ぐんまちゃんの中にも男子学生）

会員名簿編集委員会からのお知らせ
同窓会会員名簿を
Ａ４版サイズに変更します
名簿編集委員長

大山 良雄（昭63卒）

ンバーを打ち、すべての名簿の配布先を把握するよ
うにいたします。
会員の皆様におかれましても、名簿の管理、特に
不要になりました名簿の処分には、十分に注意いた
だきますようお願い申し上げます。古い名簿の処分

まず最初に、同窓会会員名簿のサイズの変更につ

にお困りの場合には、送料ご負担の上、群馬大学医

きましてご報告いたします。従来の群馬大学医学部

学部同窓会事務局までご返送いただければ事務局で

同窓会会員名簿はＢ５版でしたが、会員数が増加し

責任をもって処分いたします。

頁数が増えていること、また、多くの他大学の同窓

平成27年度版の同窓会会員名簿は、従来通り事前

会名簿がＡ４版であることから、平成27年度版より

に購入の申し込みを頂いた先生方にお送りいたしま

群馬大学医学部同窓会会員名簿もＡ４版として発行

す（頒布価格１万円）。名簿購入のご希望がありな

することが役員会で承認されました。見やすく、読

がら、まだ事前申し込みをされていない方がいらっ

みやすい会員名簿を目指して、編集作業を進めてま

しゃれば、早めに同窓会事務局までご連絡をいただ

いります。

きますようお願い申し上げます。なお、平成27年度

また、今回も前回までと同様に、一冊毎に通しナ

版の発行は平成27年12月を予定しています。
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財 団 の ペ ー ジ
各県の公益財団法人
医学振興会を訪ねて
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)

以前にも本欄で書きました我々と同じ趣旨で設立
された団体について検討が必要ということで、先日
事務局員と小生で以前から交流のあった「公益財団
法人 信州医学振興会」を訪問し、副理事長 福嶋
義光氏と事務局長 神澤邦仁氏にお話を伺ってきま
した。福嶋副理事長は小児科医で現在信州大学医学
部遺伝医学・予防医学教室の教授と同附属病院遺伝
子診療部部長をお勤めで、以前に群馬大学の遺伝相
談立ち上げの際に講演をしていただきました。日本
医学会の「遺伝子・健康・社会」検討委員会委員長、
日本人類遺伝学会理事長などの要職にもつかれてい
ます。まずは、その報告をさせていただきます。
１．信州健康医学振興会の歴史と現状
平成５年９月 財団法人 信州医学振興会設立準
備会開催、翌年設立総会・理事会を開催
平成６年５月 信州大学医学部50周年記念事業と
して「財団法人 信州医学振興会」設立決定 初代
理事長に長野県経営者協会会長 小林春男氏が就任
その後、会報発行、賛助会員制度の発足、基本財産
３億円を達成
平成22年４月 公益財団法人に移行 福嶋氏が
副理事長に、理事として長野県健康福祉部長、松本
市長、長野県医師会長、長野県看護協会会長が就任
事業は １．医学・医療の振興に寄与する研究、
調査及び教育に対する助成、２．医師、看護師等医
療関係者の医学知識向上のための助成事業、３．県
民の健康教育向上のための事業、４．長野県におけ
る地域医療を担う人材の育成を助成する事業となっ
ており、群馬健康医学振興会と大差ありません。
唯一異なる点は、役員が広い分野から出されて、
大学・県医師会・行政・民間団体が一体となって財
団の運営がなされていることと、基本財産の規模の
違いでした。
以上が信州にお伺いし、得られた情報でした。
２．全国の健康医学振興財団について
そこで、全国に同様な健康や医学に関する公益財
団についてネットで調査を行いました。
その結果、表に示したように、目的を同じくする

公益財団法人がいくつか見つかりました。主な財団
を列挙してみると、信州、新潟、東北（艮陵医学振
興会）、岡山、三重、京都にあり、大学・県・市、
政財界とで協力体制をとりながら運営し、県民の健
康を守り、医療人育成、医学教育への助成を行って
おります。また、一部では医師不足の問題を取り上
げ、研修医への援助を行っているところもあります。
各々財団で地域に問題となる部分について手厚く事
業を行っている様子がわかります。

《表》各県の医学振興財団
名

称

事

業

役

員

・県民の健康教育の普及向上 医師、教員
【群馬県】
に対する助成
公益財団法人群馬健
・研究助成
康医学振興会
・書籍刊行
・講師派遣
【長野県】
・医学医療の振興に対する助 信州大学教員
公益財団法人信州医
成
関係者
学振興会
・医師、看護師等医療関係者 長野県医師会
への助成
長野県行政
・県民の健康教育の普及事業
・地域医療を担う人材の育成
【三重県】
・学術研究に対する助成
医師
公益財団法人三重医 ・医療従事者、技術普及に対 三重大学教員
する助成
学研究振興会
税理士
・地域医療向上の事業
【新潟県】
・医師養成修学資金
公益財団法人新潟医 ・市民公開講座
学振興会
・地域社会医療提供
・医学及び医療の教育研究に
対する助成
・臨床研修に対する助成
・医学関係者への医療情報に
対する助成

医師
弁護士
大学教員
医師会
行政

【岡山県】
・医学に関する教育及び研究 大学教員等
公益財団法人岡山医
活動に対する助成
弁護士
学振興会
・医学に関する市民講座
市民団体
【宮城県】
・地域における医療振興に必
公益財団法人艮陵医
要な研究、教育に対する助
学振興会（東北大学） 成
・医学医療従事者、人材養成
のための事業
・県民の健康向上かつ医療知
識の普及
・地域医療整備に対する助成

大学教員
医師会
行政
福祉関係団体

【京都府】
・医学研究教育支援
公益財団法人京都府 ・医学医療、啓発普及支援
医学振興会
・学術雑誌の発行

大学理事
病院理事長
大学教員

３．公益財団法人群馬健康医学振興会の進む方向は？
１）医療人の育成
医療医学が複雑化、そして多岐にわたる分野にな
ってきました。基礎医学や臨床医学も多くのスペシ
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財 団 の ペ ー ジ
ャリストの共同作業による仕事が多くなってきまし
た。群馬県には医学教育を行う群馬大学医学部医学
科、そして看護師、検査技師、理学療法士を育てる
同保健学科、看護師、放射線技師を養成する群馬県
立県民健康科学大学など、多くの大学、専門学校が
設置されており、また、研修に当たっては多くの病
院が実績を上げています。研究も医療人に求められ
る大切なことで、それに対する助成をさらに拡大し
てゆく必要があります。そして、群馬に学んだ方た
ちが地元で活躍されることが広く求められていま
す。それらを実現するためには、学ぶ場、研修の場
や働く場をより魅力ある場所にすることが大切で
す。それには、官公民が一体となって新しいインフ
ラストラクチャーを整備することが求められていま
す。本財団はその一翼を担うべく活動を進捗させね
ばと思います。
２）県民の健康への寄与
これらについてはすでに小規模ながら講師派遣事
業や図書の刊行という形で事業を行ってきました
が、さらに岡山のような「医療フォーラム」のよう
な試みを行って、より広い県民の健康への関心を引
き出すことも必要と考えます。また、大学がオープ

群馬健康医学振興会
助成金のご案内
公益財団法人群馬健康医学振興会
常務理事（研究助成金担当）
白倉 賢二（昭50卒)
群馬健康医学振興会の研究助成は公益事業の柱と
なるもので、公益財団として28年度はこの活動を
さらに強化することになっております。この助成金
は地域の健康増進のために個人や団体が行う研究や
事業が対象になります。医師のみならず医学研究者、
学生、その他の医療・福祉関係職に応募資格があり
ます。たくさんの応募をお待ちしております。

平成28年度 群馬健康医学振興会助成金
公益財団法人群馬健康医学振興会は地域の保健・
医療・福祉の向上のため，以下の助成を行う。
１．対象
群馬県内または近郊、その他の地域に勤務する医
師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、療法士、保健

ンキャンパスを行っていますが、次代を担う方々に
実際の医療を見学してもらうことが各々の役割を持
つ医療機関でなされるような事業にも助成を行えれ
ばと考えます。
３）大学や医療機関の国際化への寄与
日本の大学への外国からの留学生は必ずしも多く
はありません。大きな病院でしかできないことでは
ないと思います。みどり市にある小さな病院でもス
タンフォード大学医学部からの留学生を受け入れた
り、インドネシアからの看護師の受け入れと病院内
での教育によって見事に日本の国家試験合格を果た
しています。グローバルが叫ばれる時代のこれから
の一つの方向性と考えます。
４）その他
少子・高齢化をたどる日本での医療は大きく舵を
切る可能性があります。そのときにあわてないよう
に医療情勢を的確に読み、財団の方向性もそれに合
わせてゆくことが求められます。多くの方々のご賛
同をいただきながら、本財団が県民の健康を守るの
みならず、よき医療環境を形成するようになること
を希望しています。
師、社会福祉士、その他の保健、医療および福祉関
連職、教員、団体等が年度内に行う研究または事業
であって、以下の群馬健康医学振興会の設立の趣旨
に則った活動であること。
１）健康医学調査・研究活動
２）健康医学普及・社会貢献活動
３）健康医学国際交流・研究活動
４）医学系学生の健康医学実習
５）その他、保健・医療・福祉の向上に貢献する
活動
２．件数及び助成金
５件、総額200万円程度とする。
３．申込方法
応募希望者は、応募用紙を財団のホームページか
らダウンロードの上、平成27年10月１日より平成
28年１月末日までに郵送または、メールにて申請
する。
（申請受理の確認をする。
）
提出先：〒371-8511 前橋市昭和町3丁目39番22号
群馬大学医学部刀城会館内
公益財団法人群馬健康医学振興会事務局
ホームページ：http://tojowww.dept.med.gunmau.ac.jp/zaidan/index.html
メールアドレス：gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp
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お 知 ら せ

学

会報235号（平成26年９月号）の養心寮シリ
ーズ、
『その昔私たちは−埴生の宿−』について、
筆者の川田繁先生（昭24卒）からご連絡があり、
その後の調査で、空襲の開始が正確には８月５
日午後10時30分からであったことが判明しまし
たのでご了承ください。

謹

諏

訪

邦

事

告

正会員
昭和35年卒 堀越

ご芳名（敬称略）

昭47卒

人

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。

（平成27年５月18日〜27年８月15日までのご賛同者）
年

外

【就任】平成27年７月１日
岩崎 俊晴（平４卒）神奈川県立保健福祉大学人
間総合・専門基礎担当教授

同窓会財政基盤強化ご賛同者一覧
卒

第239号

享先生（平成25年１月９日逝去）

昭和23年卒 澤野 正晴先生（平成26年12月14日逝去）

彦

昭和44年卒 内田 晃亘先生（平成27年５月10日逝去）

第５回役員会（平成27年５月28日）

昭和63年卒 西 裕太郎先生（平成27年５月21日逝去）

出席者 飯野会長 他20名 学友会３名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．第60回公益社団法人日本女医会定時総会につ
いて
３．その他
協議事項
１．平成27年度同窓会総会と全国支部長・支部代
表者会議の日程について
２．平成26年度地域医療貢献賞実施要項（案）に
ついて
３．学術集会補助金について
４．会報編集状況について
５．名簿編集状況について
６．その他

昭和42年卒 上原 昭夫先生（平成27年５月24日逝去）

昭和27年卒 内田 源次先生（平成27年５月23日逝去）

第６回役員会（平成27年６月18日）
出席者 飯野会長 他14名 学友会２名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．藤岡・多野支部総会について
３．北陸支部総会について
４．その他
協議事項
１．平成27年度一般会計収支予算書（案）等につ
いて
２．学術集会補助金について
３．会報編集状況について
４．その他

学

内

人

事

【昇任】平成27年７月１日
和田 直樹（平７卒）大学院医学系研究科リハビ
リテーション医学教授

昭和30年卒 大川

章先生（平成27年５月30日逝去）

昭和27年卒 竹内 政夫先生（平成27年６月17日逝去）
昭和36年卒 山田

衛先生（平成27年７月19日逝去）

昭和48年卒 井上

洋先生（平成27年７月19日逝去）

昭和26年卒 善如寺 秀先生（平成27年７月24日逝去）

９月を迎え、学生も夏休みが終わ
り授業や実習が始まりました。他学
部に比べ医療系学部は夏休みが短く少し残念な感じが
します。さて、219号から約20号５年間に渡り編集委
員を務めさせていただきましたが、いよいよ国試受験
を迎えること、また学生の編集委員を引き継いでくれ
た後輩がいたこともあり、今号で学生の編集委員を交
代させていただきます。５年間携わらせていただき
様々なことを学ばせていただきました。訪問インタビ
ューや同窓会役員会などでは、色々な先生方からお話
を聞ける機会もあり充実した時間を過ごすことができ
ました。また、試験や部活の大会であまり関わること
ができない時期もありましたが、今まで続けられたの
も他の編集委員の先生方・事務局のおかげです。この
場を借りて御礼申し上げます。これからは卒試・国試
に向けて勉強に専念し、来年には医師として活躍でき
るようになりたいと思います。今までお世話になりま
した、ありがとうございます。
（岩崎 竜也）

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）、岩崎竜也（６年）、
稲葉遥（６年）
、小尾紀翔（５年）
、稲葉美夏（３年）
、
正古慧子（３年）、吉濱れい（３年）、成瀬豊（事務
局）
、須田和花早（事務局）

編集委員
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