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皆さん、本日はお忙しい中、退任教授記念送別会

に多数ご出席くださいましてありがとうございます。

今回は群馬大学大学院医学系研究科産婦人科学、峯

岸　敬教授お一人が３月31日で定年退職されます。

峯岸先生このたびはご退任おめでとうございます。

そして長い間ご苦労様でした。先生は多大なご功績

を残され、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、御鞭撻を頂きました。

先生のご功績を称えますとともにご尽力下さいまし

たことに心より御礼申し上げます。それでは峯岸教

授のご略歴とご功績の一端を紹介させていただきま

す。

峯岸　敬教授は昭和52年（1977）３月群馬大学

医学部を卒業され、５月に産科婦人科学講座の医員、

その後昭和53年４月、群馬大学大学院医学研究科

（外科学系産科婦人科学）入学、昭和57年３月同修

了しています。昭和57年4月、5月と館林厚生病院に

勤務後、６月より、再び群馬大学医学部産科婦人科

医員として戻られました。そして、昭和58年６月か

ら、カナダのブリティッシュ・コロンビア大学に

post doctoral fellowとして留学、引き続き、昭和

60年９月よりアメリカの国立衛生研究所（NIH）に

visiting fellowとして留学されました。そして留学

よりもどられ、昭和63年６月より群馬大学医学部産

科婦人科講座助手になりました。更に、平成４年５

月同講師を経て、平成12年８月群馬大学医学部産科

婦人科学講座教授に就任、平成15年４月群馬大学大

学院医学系研究科産科婦人科学教授に就任されまし

た。その後、平成19年４月～平成21年３月まで、群

馬大学医学部附属病院病院長補佐、平成21年４月～

平成23年３月まで、群馬大学医学部副医学部長、平

成23年４月～平成27年３月まで、群馬大学医学部附

属病院副病院長、平成27年4月～平成29年３月まで

群馬大学医学部長を歴任され、手腕を発揮されました。

研究面では卵巣機能の調節機構をテーマに研究に

力を注がれました。その結果、平成元年には上原記

念生命科学財団研究奨励受賞、平成４年５月、日本

内分泌学会研究奨励賞受賞、平成13年上原記念生命

科学財団研究助成受賞、平成11年、日本医師会医学

研究助成受賞など多くの賞を受賞し、研究成果をあ

げられました。

学会面では、日本内分泌学会（理事）、日本産婦人

科学会（理事）、日本生殖医学会（理事）、日本生殖

内分泌学会（顧問）、日本産科婦人科内視鏡学会（理

事）、日本受精着床学会（理事）、米国内分泌学会

（Endocrinology Editorial board 平成17年１月～）

など国内は勿論のこと国際的にも広く活躍中であり

ます。また、平成18年９月、第24回日本受精着床学

会総会・学術講演会会長、平成18年11月、第11回

日本生殖内分泌学会学術集会会長、平成27年４月、

第67回日本産科婦人科学会総会学術講演会会長（横

浜、7992名）、平成28年11月、第26回臨床内分泌代

謝 Update会長などを主催され貢献されました。

このように峯岸教授のご功績は大きく目を見張る

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、第二の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、本学、

本同窓会へのご尽力に心より感謝申しあげまして御

礼と御祝いの言葉といたします。

医学部同窓会・刀城クラブ

会長　飯野　佑一（昭46卒)

多大なご功績をたたえ、
第二の人生の門出を祝う

退任教授記念送別会 退任教授記念送別会 

学生からの花束贈呈
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大学に入学した頃から考えると、前橋、高崎の町

の様子の変貌が著しく、高速道路網や新幹線の整備

が進み私が年を取ったことより、環境の変化がもっ

と大きな変化であるような気がします。昔の不便を

述べ始めると長くなりますので、現在の恵まれた環

境を謳歌できるように、時代変化への対応性を身に

付けていきたいと思います。

自分の学生時代からその後の仕事を振り返ると、

人との出会いを思い起こすことになりました。学生

時代はテニス部の活動が主で、対戦する大学の選手

と話をするなど考えられませんでしたが、その選手

が今は大学や病院で重責を担っていらして、和やか

に立派な先生と談笑でき、ありがたいです。群馬大

学医学部硬式庭球部に所属し、さらに群馬大学庭球

部として教育、工学部とともに全学でチームを作り、

最後の年には東京理科大などの有名校に勝ち、最後

の入れ替え戦では東京工業大学に勝利するなど、関

東リーグの上位校になった時のチームのまとまりは

素晴らしかったです。

大学院からの研究では人との出会いが重要であり

ました、五十嵐先生の大学院に対する勧誘や５年目

の留学生活を切り上げて帰国を勧めていただいたこ

とは、私の人生の節目になっています。研究指導を

引き受けていただいた若林克己先生（前内分泌研究

所所長）は、私が院生の頃にはホルモン測定センタ

ー長を兼ね、先生が実験に集中する姿を見ることで、

研究の面白さを肌で感じ、私も少しずつ実験に没頭

するようになりました。又、ホルモンに対する抗体

の作成を手伝わせて頂きましたが、これらの生産物

は、全国の研究者に配布され内分泌研究の基盤の充

実に貢献していることを実感しました。

留学は図らずも５年間に及びこの間に西海岸のバ

ンクーバー（カナダ）からアメリカ東海岸のベセス

ダに移動し、研究環境は改善しましたが、経済的に

は恵まれない生活でしたので、家計が赤字になり心

細い思いをしていました。現在のトランプ大統領が

差別的政策を打ち出していますが結局支持を受けて

大統領になる構造は、この頃のアメリカでの生活で

感じたことに通じるところがあります。国の繁栄に

は移民の力が必要であったことは、誰もが理解して

いることで、アメリカ人個々人のルーツを考えれば

これは明らかなことです。トランプ大統領は黒人を

差別することを表明すると票を失いかねないため、

移民にすり替えて差別することで、国内の差別化に

対する趣向を上手に利用しています。自分が差別さ

れる身になる経験がなかった日本の生活に比べて、

人種差別はカナダ、アメリカでの生活で強く印象づ

けられたことでした。

一方貧しい生活環境ではありましたが、時間的余

裕は多く、テニスも地元の市民大会やNIH内の大会

に参加し、どの大会でも最終的に粘り強い中国の選

手に敗れました。ゴルフは平日午後や日曜の朝早く、

込み合わない時間帯に仕事仲間で10ドルほどの料

金で、人の倍、散歩を楽しんでくるといった様子で

後続のプレーヤーを気にせずラウンドする呑気なゴ

ルフを楽しみました。帰国後も、留学中に研究でお

世話になった他分野の先生との家族を含めた交流も

継続することができて、外国での研究生活で経験す

る日本に比べたら余裕のある生活の価値を知ること

が出来ました。

帰国後、我々の研究室は日本の産婦人科において、

分子生物学的手法を取り入れて研究する先駆けにな

ったと思いますが、これも当時研究室でインヒビン、

アクチビンの構造決定し、遺伝子学的検討を始めて

いた、宮本　薫（前副大学生命情報医科学講座教授）

先生に指導して頂いたお蔭でした。生化学が専門の

宮本先生には、様々な分子生物学的手法を含めて実

験の指導を受け、産婦人科研究室の基盤を作ること

が出来たと思います。

最後に、現在の産婦人科教室の臨床の指導的立場

の教室員は、この研究室での研究経験を経てそれぞ

れ、周産期、生殖、腫瘍部門で臨床成果を上げてい

ます。臨床的成果を上げるためにも、医師の生涯の

仕事を支える知識を蓄積する方法を知るためにも、

基礎研究に従事する経験は必要と思います。しかし、

地域医療を支えつつ研究を維持するためには、あま

りにも新規参入者が減少しているため、現状では研

究を推進していくことが困難です。大学院大学の最

先端の医学研究に対する使命も果たせるように、今

後は若手医師がこの分野に参加してくれることを望

みます。

群馬大学大学院医学系研究科
産科婦人科学

教授　峯岸　　敬（昭52卒）

定年を迎えて

退任あいさつ 退任あいさつ 
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皆さん、御卒業おめでとうございます。ご家族様

のお慶びもいかばかりかと存じます。卒業後は個性

豊かな人間として未来へ向かって大きく羽ばたいて

いただきたいと思います。さて、同窓会・刀城クラ

ブは今年で創設65周年を迎えました。昭和27年

（1952）４月同窓会・刀城クラブが誕生しました。

刀城の刀は坂東太郎利根川の（利）、刀圭（本来、

薬を盛るさじの意、転じて医術を表す）に通じ、城

は赤城山の城、更に学問や心のよりどころとしての

城郭を意味します。母校の西側を流れる利根川、北

に聳える赤城山など周囲の景観も含めいかに先輩方

が母校に愛着を持っていたかがわかります。樹齢を

重ねた銀杏並木の一部やヒマラヤスギを見るたびに

先輩方の築いてこられた伝統と歴史の重みを感じま

す。群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ会則の第３

条に「本会は、会員相互の研修と親睦を図るととも

に、群馬大学医学部の発展に寄与し、併せて学術研

究の向上に貢献することを目的とする。」とありま

す。この基本姿勢をもう一度認識し、忘れないで下

さい。全国には同窓会・刀城クラブの支部がありま

す。困った時には、支部の先輩方がきっと皆さんの

力になって下さると思います。後ろには、同窓会・

刀城クラブ本部と群馬大学医学部が控えています。

何でも相談してください。そして皆さんが先輩にな

った時、後輩の同窓生の相談に乗ってあげて下さい。

諸君がこれからの同窓会を盛り立て、発展させてゆ

くのです。

群大病院の一連の医療事故問題では皆さんは著し

く心を痛めてこられたことと思います。二度とこの

ような医療事故を起こさないために、学長、病院長

を中心に群大病院の信頼回復に向けて全力で取り組

んでいます。同総会も、頑張っています。徐々に好

転してゆくものと思われます。

卒業されてから大切な事が二つあります。それは

きちんと挨拶をすることと、時間を守ることです。

このことは社会での基本ですがもっとも重要です。

皆さんが個性豊かな人間として、気骨のある人間と

して、義理人情に厚い人間として今後益々発展され

ますことを願っています。まことに簡単であります

がお祝いの言葉といたします。

医学部同窓会・刀城クラブ

会長　飯野　佑一（昭46卒)

学位記伝達式後の集合写真（平成29年３月23日　基礎棟前にて）

諸君がこれからの
同窓会を発展させる

卒業おめでとう
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この度、群馬大学大学院医学系研究科眼科学分野

の第５代教授を拝命し、平成28年11月１日付けで

就任いたしました。同窓会のご高配により、このよ

うな場でご挨拶を申し上げる機会をいただき大変感

謝しております。

私は、生まれも育ちも埼玉県熊谷市で、熊谷高校

卒業後に群馬大学医学部に入学いたしました。大学

時代は準硬式野球部に所属しておりましたが、今に

なってその人脈の大切さを感じております。医学部

６年生の11月眼科医局説明会が牛や清で行われ、

たまたま目の前に座られていた岸章治講師が熱く眼

科学の面白さを話されていたことを鮮明に覚えてい

ます。卒業と同時に清水弘一教授が主宰する眼科学

教室に入局させていただき、同時に緑内障グループ

配属となりましたが、網膜硝子体も並行して診療、

研究と行っておりました。２年後に岸章治教授が教

室を引き継がれ、網膜硝子体がさらに発展すること

になりました。

群馬大学眼科は群馬県とその周辺地域の300万人

を擁する中核病院です。現在、加齢黄斑変性を含め

た網膜硝子体を中心として、緑内障、角膜、ぶどう

膜、斜視弱視、眼形成外来があり、それぞれの専門

分野において手術件数で全国上位に位置しており、

岸先生が目指しているところでありました。特に網

膜硝子体手術件数は国立大学で全国１位となってお

り、群馬大学眼科の伝統ある臨床力を示していると

思います。

眼科医３年目の夏、佐久総合病院に勤務しており

ましたところ、木村保孝助教授から電話がありまし

た。「来月の大学院試験を君が受けることになった

からよろしく！」という内容でした。それまでの眼

科は臨床研究が中心でしたが、着任されたばかりの

岸教授が基礎研究の重要性を感じられていました。

不真面目な学生時代を過ごした自分にとって、それ

は突然の“やる気スイッチ”となってしまいました。

平成11年度から群馬大学第２内科にお世話になり、

永井良三教授のもとで助教授をされていた倉林正彦

先生（現循環器内科教授）に指導していただきまし

た。当時の主な研究テーマは転写でした。網膜芽細

胞腫のcell lineであるY79にall-transレチノイン酸

や光刺激でVEGF遺伝子発現が誘導されることを証

明しました。さらにvon Hippel-Lindau（VHL）

遺伝子を発現するアデノウイルスを１年半かけて作

成しました。VHL遺伝子はユビキタスに発現して

いるがん抑制遺伝子で、酸素定常状態ではHypoxia

inducible factor (HIF)-1αはVHLproteinによって

ユビキチンによる標識を受けてプロテアソームで分

解されます。このアデノウイルスでVHL遺伝子を

過剰発現させることによって新生血管を抑制するこ

とができました。

2003年８月から２年間アメリカメリーランド州

ボルチモアにあるJohns Hopkins大学Wilmer Eye

Instituteで基礎研究を行いました。ボスである

Peter CampochiaroはM.D.でありながら、分子生物

学的知識も持ち合わせている先生でした。大学院生

時代にVEGFに関する研究をしていたことから、血

管新生研究グループに属していました。自分に与え

られた仕事は、“マウス血管新生モデルに対してベ

ンチャー企業が持ってきた薬をさまざま方法で投与

し、その血管新生の抑制や退縮効果をみる”、とい

うものでした。マウスの管理方法や動物実験に対す

る倫理を基礎から学べたことは大変貴重であったと

思います。

2005年に帰国後、ふたたび群馬大学眼科学教室

のスタッフとして臨床・教育・研究に従事いたしま

した。日本有数の手術件数を誇るこの施設で、たく

さんの硝子体手術や緑内障手術を経験させていただ

きました。今までやってきた分子生物学的な知識と

あわせて、当科の強みであるイメージングに焦点を

合わせて研究を進めております。一方、群馬大学全

体としては医療安全における改善を迫られており、

手術件数が多い眼科も足並みをそろえて改革を進め

ております。入院カルテ記載の改善、インフォーム

ドコンセントの充実、安全講習の開催など、新規に

進めております。従来の臨床力を生かしつつ診療を

行い、それに加えて魅力ある研究を行うことで、で

きるだけ多くの医学生が眼科に興味、関心を抱いて

もらえるよう精進いたします。今後も変わらぬご指

導ご鞭撻のほどをお願い申し上げ、ご挨拶とさせて

いただきます。

眼科学

教授　秋山　英雄（平８卒）

新任教授紹介 新任教授紹介 

就任のご挨拶
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このたび、平成29年２月１日付けで、群馬大学

医学系研究科器官機能制御学講座整形外科学分野の

教授を拝命いたしました。整形外科教室は、昭和

19年９月に開設され、70余年の歴史を持つ教室で

す。初代の大根田恒雄先生、宇田川英一先生、高岸

憲二先生と続き、私で４代目となります。伝統ある

教室をおあずかりすることとなり、身の引き締まる

思いです。

私は昭和45年生まれです。東北出身で、小学一

年生から高校卒業まで山形で育ちました。両親は弘

前大学出身の眼科医です。昭和51年に山形大学医

学部附属病院が開院した際に、父が眼科学教室の助

手として赴任することとなり、家族で山形に引っ越

しました。その後、両親は赤湯という小さな町で医

院を開業し、私は田舎でのんびりと育ちました。地

元の米沢興譲館高校から東京大学へ進学し、医学部

ではボート部にはいりました。戸田の艇庫での合宿

生活は、今では良い思い出です。

平成７年に医学部を卒業後、四肢機能再建の魅力

にひかれ、黒川高秀先生が主宰する東京大学整形外

科学教室に入局しました。黒川教授は、棘突起縦割

式脊柱管拡大術の開発者として脊椎外科の領域で高

名でしたが、ロシアから導入した創外固定器を使い、

脚延長や組織再建にも熱心に取り組んでおられまし

た。当時の病棟医長は、織田弘美先生（現埼玉医科

大学病院長）で、我々をよく飲みに連れて行ってく

ださいました。その後、水戸赤十字病院、埼玉医科

大学総合医療センター救命救急センターで臨床経験

をつみ、平成10年に大学院に入学しました。この

ころは、破骨細胞分化のキーとなるRANKLが発見

され、また軟骨細胞分化のマスター転写因子である

SOX9が同定されるなど、骨・軟骨代謝学が急速な

発展を遂げた時期でした。私は、軟骨細胞の分化メ

カニズムに関する研究に取り組み、ネズミの世話と

実験にあけくれました。なかなか結果がでない日々

が続いたあとで、面白いデータがでたときの興奮は

いまも忘れられません。平成14年に学位を授与さ

れ、卒業後は、鄭雄一先生（現東京大学疾患生命工

学センター教授）の指導のもと、ティッシュエンジ

ニアリング部の骨軟骨再生医療講座で、研究をつづ

けました。

最先端の研究は魅力あふれるものでしたが、一方

で臨床への思いも断ちがたく、悩んだ末に臨床に戻

ることを選びました。平成16年に横浜労災病院に

医長として赴任し、脊椎脊髄外科を専門とし、研鑽

をつみました。平成18年に大学に戻り、平成26年

からは竹下克志先生（現自治医大整形外科教授）の

後任として、脊椎外科のチーフを務めました。特に

上位頚椎病変、後縦靱帯骨化症、脊椎脊髄腫瘍等に

対するナビゲーション手術を専門としています。背

骨の病気でお困りの方がいらっしゃいましたら、ご

相談いただければと思います。

着任にあたり、一言抱負をのべたいと思います。

臨床の教室として、私たちのミッションは、よい医

師を育てることだと考えています。そのためには、

quality, challenge, scienceの３つが重要です。

第一に、私たちは診療の質（quality）を大事に

したいと思っています。なかでも「安全な医療」は、

その中核をなす課題です。安全な医療を実現するに

は、医療者の意識改革はもちろんですが、適切な設

備投資も必要です。脊椎外科領域においても、多く

の大学病院で、術中CTを用いたナビゲーション手

術や脊髄モニタリングが導入され、手術の精度と安

全性を高めるとりくみが進んでいます。群馬大学が

こうした点で後れることはできません。今後、設備

の充実とその適正な運用が、高度医療の担い手とし

ての本学のさらなる飛躍にとって重要だと考えてい

ます。

もちろん、qualityとは手術手技だけの話ではあ

りません。丁寧な説明を心がけ、患者さんのかかえ

る問題に対しては、社会背景にまで踏み込んで対応

したいと思います。自分の専門以外に関心をもたな

い医師の態度に、患者さんは失望します。「もとど

おりになおす」ことは難しいときでも、患者さんの

心配事を分かち合い、「ここにきてよかったです」

といわれるように努めたいと思います。

ふたつ目は、challengeです。私たちは、困難な

問題に対して果敢に挑戦する教室をめざします。現

在行われている医療に満足せず、将来をみすえて研

究にとりくむ気概を持ちたいと考えています。教室

の若いメンバーが、安心して挑戦できるようにする

ことが、私が果たすべき役割です。

最後にあげたいのは、scienceです。良質な医療

は、本来、科学的な観察と実証から得られた体系に

基づくものです。臨床の現場にいるものは、日々

scienceに立ち返らなければなりません。どういう

患者さんに、どういう治療法がもっとも有効である

のかという不断の問いに対し、常に科学的な精神を

もってとりくみたいと思います。

伝統ある群馬大学医学部の一員として、あたたか

く迎えていただき、心より御礼申し上げます。活気

にみちた教室をつくり、本学のますますの発展のた

めに、尽力したいと思います。同窓会の先生方にお

かれましては、今後ご指導ご鞭撻のほどよろしくお

願いいたします。

―大いなる力には大いなる責任が伴う―

整形外科学　

教授　筑
ちく

田
だ

博
ひろ

隆
たか

（特別会員）

新任教授紹介 新任教授紹介 

着任のご挨拶
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昭和62年、群大産婦人科医局の人事担当であっ

たことから派遣依頼のあった、さいたま赤十字病院

（当時は大宮赤十字病院）に“斥候”として単身赴

任をいたしました。大学からの派遣体制が整ったら

半年程度で戻る予定でしたが、諸般の事情でそのま

ま継続勤務し現在に至っています。その間、平成２

年から産婦人科部長として、平成22年からは副院

長として病院運営に携わり、平成28年４月から病

院長に就任いたしました。

当院は特定の大学関連病院というわけではなく、

診療科毎に様々な大学（10大学、19医局）から医

師派遣を受けています。また大学医局に所属してい

ない医師も多く、初期研修医21名を含めて常勤医

師・歯科医師175名（平成29年１月現在）の混成部

隊となっています。群大からは外科と産婦人科が医

師派遣を受けていますが、それだけでは賄いきれず、

他からも応援を得て混成チームで診療を行っていま

す。とはいえ、群大を卒業後に他大学医局で研鑽し

当院に就職している医師も10名程度いますし、私

が副院長になった時には、３名の副院長すべてが群

大出身者だったということもあり、群大に少なから

ず縁のある病院だと思っています。

さて、当院はこれまで救命救急センターや地域周

産期母子医療センター、地域がん診療連携拠点病院、

地域医療支援病院、災害拠点病院など多くの指定を

受けているほか、DPC制度において大学病院並みに

診療密度の濃いⅡ群病院としての評価もいただくな

ど、地域における中核病院としての役割を果たして

きました。しかしながら、医療技術の進歩は留まる

ところを知らず、地域の医療ニーズに十分応えるこ

とが難しくなってきたこと、そして赤十字病院の大

きな使命の一つである災害時救護活動を行うための

災害拠点病院でありながら建物の耐震強度に問題が

あることから、免震構造の新病院を建設し、隣接す

る県立小児医療センターとともに「さいたま新都心

医療拠点」としてさらに高度で専門的な医療提供体

制を構築することになり、本年１月１日に地下２階、

地上14階建ての新病院に移転いたしました。

新病院では小児医療センターの新生児部門と当院

の産科とが一体的に協働し、県内２か所目となる総

合周産期母子医療センターを開設いたしました。

各々の周産期医療を担う部門を同一階に配置し、渡

り廊下で接続することによって空間的・機能的に統

合、より高度な周産期医療提供を可能としました。

既に開院後１か月で20週代の母体搬送を20件近く

受け入れました。救急医療の分野でも県内２番目と

なる高度救命救急センターとして指定を受け、ER

体制を敷いたこともあって救急搬送応需件数が年間

10,000件と大幅に増える見込みとなっています。

さらに屋上にはヘリポートも整備し、ドクターヘリ

を受け入れる予定です。

またICUを６床から８床に増床、CCU、HCUな

ど集中治療室を中心に整備を行い、605床から632

床に増床し高度急性期により特化した医療を提供し

て行きます。医療機器も、最新式のサイバーナイフ

やPET/CT、３テスラのMRIなどを新規購入、ハイ

ブリッド手術室も整備いたしました。災害時には、

JRさいたま新都心駅から続くペデストリアンデッキ

や病院内の多目的ホールなどを使って救護活動が行

えるよう非常用電源の確保や医療ガス、食料・飲料

水、雑用水の備蓄も行っています。ヘリポートは大

型防災ヘリの離発着も可能です。

このように新しい病院には様々な創意工夫が施さ

れています。機会がありましたら是非見学においで

いただければと思います。

最後に“母校に望む”ことを記します。国民医療

費が40兆円を超え、国家財政を圧迫しています。

それに伴い病院経営も非常に厳しい状況にありま

す。超高齢社会にあって地域包括ケアシステムの構

築が推進されている中、各々の病院の地域における

役割そして立ち位置をしっかり見極め柔軟に対応す

ることが求められ、一歩間違えれば大病院といえど

も倒産もあり得るといわれています。そうならない

ためにはDPCデータやレセプトデータなど地域にお

ける医療の現状を分析・把握し、自院がどうあるべ

きかを考え対処することが必須となります。それに

は膨大なデータを正確に分析する力を持った医療政

策学あるいは医療情報学に精通したアナリストの支

援が不可欠で、そのような人材の育成が地域医療を

リードして行く医学教育機関の責務だと考えていま

すのでよろしくお願いいたします。

医療データを分析する力を
持った人材の育成を

60母校に望む 母校に望む 

さいたま赤十字病院

院長 安藤　昭彦（昭53卒）
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女性医師シリーズ　 52

今年、卒後25年になるので、今回このような機

会をいただいたので、少し振り返ってみたいと思い

ます。私は祖父、叔父、叔母が産婦人科で父が病理

医という環境で育ち、高校時代から医学部を目指し

ました。大学時代も大変不勉強な学生で、頑張って

続けたのはバレーボール部だけでした。思い出すの

は、週数回の練習と春の新人勧誘、やめたい部員の

説得などに励んでいたこと位です。少し真面目に勉

強をしたのは、専門３年（５年生）の時の臨床実習

からでした。私がなんとか卒業できたのは薬理学の

小濱先生をはじめ先生方、同級生で今も大切な友人

の金丸さんや仲間のおかげです。この場をお借りし

て、心からのお礼を申し上げます。卒業後の進路は、

産婦人科を考えていたのですが、当時外科系に女性

が進むのは少なくて、成績の悪かった私が、医師と

して信頼していただけるだろうかと不安になり、卒

業後は、東京で研修することにしました。群大の先

輩で、昭和60年卒の定月先生や平成３年卒の白井

先生が、東京大学産婦人科で研修されていたので、

夏休みの１週間実習に通って東大へ入局を希望しま

した。

当時は、ストレートに入局するシステムが主流で

した。ネーベン（研修医）、ミッテ（チュウベン）、

ハウプト（オーベン）として大学病院と関連病院数

か所で研修を行い、研修終了前に初カル（初めて大

学で子宮がんに対し広汎子宮全摘出術を執刀し教授

に指導いただく手術）を行い研修終了というシステ

ムでした。

私は、平成４年に東大産婦人科で研修を開始し、

その後、大学附属病院、小平の公立昭和病院、都立

老人医療センター（現在の健康長寿医療センター）

で研修しました。産婦人科の専門医をとった後は、

婦人科腫瘍をsubspecialtyとしました。入局４年目

から２年間リサーチレジデントの立場で、国立感染

症研究所で研究する機会をいただきました。残念な

がらあまり研究成果はでず、臨床にもどってからは

専門医の取得に方向転換し、婦人科腫瘍と細胞診の

専門医、指導医をとりました。平成13年に初カル

を終えた後は、婦人科腫瘍の診療の修行できる病院

を希望し、埼玉県立がんセンター婦人科に８年、そ

の後現在のがん・感染症センター都立駒込病院で、

６年婦人科医長として勤務しています。36歳くら

いまでは、研究期間を除いて月４－８回の当直と数

回のon callでしたが、36歳からは産科がなく婦人

科のみの勤務となり、月２回くらいの当直をなんと

かこなしているという現状です。手術は週１－２件

で行っています。以前は、先生が執刀するのです

か？と不信な眼差しで質問されましたが、40歳過

ぎたころから先生にお願いしますと、治療をまかせ

ていただけるようになりました。

私事では、31歳で結婚し子供はおらず、仕事ば

かりしています。夫も同業なので仕事も理解してく

れて、むしろ家でも仕事のアドバイスをもらったり

しています。気晴らしは家飲みと、年に数回の温泉

と夏休みの海外旅行でしたが、最近は体力の衰えを

感じ、週１回を目標に、スポーツジムに行って筋ト

レやヨガなどをしています。

落ちこぼれの私がこのような文を書くのはあまり

ふさわしくないと思いますが、これまで指導者や同

僚に恵まれ、重要な仕事や研究の機会を与えていた

だき、本当に感謝しています。要領も悪いので、仕

事の方向を絞ることで、なんとか仕事を続けている

状態です。年を重ね、最近は、ワークライフバラン

スや体力に応じた仕事のペース配分も受け入れなけ

ればと思う今日この頃です。

最後に産婦人科の宣伝です。産婦人科の中には４

つの分野があります。それは、周産期、不妊内分泌、

腫瘍、女性医学の４つです。周産期分野では誕生と

いう素晴らしい瞬間に立ち会える喜びがあり、また、

女性医学ではクリニックベースでできる分野です

し、手術が好きであれば腫瘍分野が楽しいし、不妊

内分泌分野では、最先端治療の醍醐味が味わえます。

スレオタイプの宣伝文句ですが、実際のところやり

がいのある診療科と思います。自分のライフタイム

にもあわせた仕事の選択もできるのではと思いま

す。進路を迷う方の参考になればと思います。また、

他科の先生にはいつも大変お世話になっています。

今後ともよろしくお願いします。

卒業25年をふりかえって

がん・感染症センター都立駒込病院

婦人科　喜
き

納
のう

奈
な

緒
お

（平４卒）
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例年通り、インドネシア・パジャジャラン大学医
学部の医学生４名（Rezka君, Vaniaさん, Shifaさ
ん, Ifham君）が平成28年11月28日（月）から１週
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、最終日の12月２日（金）には同窓会主
催の歓迎会を開催していただき、飯野会長、白倉幹
事長をはじめ、副会長の松崎生体構造学教授および
猿木群馬県医師会理事、鈴木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。
この学生交流は、1996年に結ばれた群馬大学と

パジャジャラン大学との姉妹校提携に基づくもの
で、公衆衛生学鈴木庄亮名誉教授により1998年か
ら開始され、今回で18回目になります。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。
今回の実習では、医学部附属病院の麻酔科、循環

器内科、産婦人科、核医学読影室の見学のほか、脳
神経外科の手術や重粒子医学センター、基礎では分
子細胞生物学、学外では県庁訪問、介護老人保健施
設「創春館」の視察見学などを行いました。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、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。パジャ
ジャラン大学の医学生達は今回の交流で日本からそ
して群馬大学医学部から多くのことを学んでくれた
と思います。
一方、我々がインドネシアから学ぶべきこともた

くさんあります。特に、公衆衛生学の分野において
は、日本がこれから進めて行かなければならない地
域コミュニティを主体とした保健活動がインドネシ

平成28年度パジャジャラン大学交換交流学生の歓迎会 平成28年度パジャジャラン大学交換交流学生の歓迎会 

群馬大学大学院医学系研究科
国際交流パジャジャラン大学担当

小山　　洋（昭56卒)

アで活発に行われています。群馬大学の医学生４名
（石丸さん、坂川さん、西川君、水崎君）が平成29
年１月22日から31日までパジャジャラン大学医学
部で見学実習をさせて頂いた際には、プライマリケ
アを担っている診療保健所（PUSKESMAS）の見
学や地域コミュニティ主体のPOSYANDUと呼ばれ
る保健予防活動の見学など、公衆衛生学実習も組み
込んで頂きました。
パジャジャラン大学は16学部44,000人の学生を

擁するインドネシア屈指の名門大学です。私もこの
２月11日から18日までインドネシアを訪れる機会
があり、Tri学長、Rizky研究担当理事のほか、
Yoni医学部長、Irma Defi大学院教務委員長、
Ajeng Diantini薬学部長、Mutakin副部長および
Irma Puspitasari薬学修士課程教務委員長らにお会
いすることができました。ほぼ全員（１名を除いて）
が群馬大学医学部を訪れたことがあり、うち４名は
群馬大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野の卒業
生です。パジャジャラン大学では国際交流に力を入
れるとともに地域医療にも貢献すべく西ジャワ州政
府と提携して２次医療病院への医師の分配などの医
療連携プログラムが始動しています。今後はさらに
研究に力を入れる方針で、群馬大学との学部学生レ
ベルの交流だけでなく修士・博士課程における新た
なリンケージプログラムの創設や相互のvisiting
professorによる特別講義など、一層の学術交流の
発展を希望されています。
国際交流では、相互のRespect and Trustがとて
も大切です。今後も、この理念に基づいてパジャジ
ャラン大学との学生交換交流プログラムを充実させ
ていくとともに、さらに研究レベルでの大学間交流
を深めていけたらと考えています。以上、ありがと
うございました。

－パジャジャラン大学との交換交流の展望－

同窓会主催歓迎会：飯野会長、白倉幹事長および鈴木名
誉教授を囲んで（平成28年12月2日　石井ホール）

伝統舞踊を披露するパジャジャラン大学医学生：
左からRezka君、Vaniaさん、Shifaさん、Ifham君
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車の外を見るとバイクに囲まれていた。昨日まで

いた日本との温度差は約25℃。うだるような暑さ

と湿気に驚いた。ここはインドネシアのバンドン。

バンドンはジャワ島西部、西ジャワ州の州都であり

植民地時代に政治・経済・文化の中心地の1つとし

て発展した。240万人が暮らしており、快適に過ご

せる住環境であることから「ジャワのパリ」と呼ば

れている。声をかけられ、外を見ると串が刺さった

ように見えるサテビルディングの脇を通り抜けたと

ころだった。一路Dr.HasanSadikin病院へと向かう。

パジャジャラン大学医学部の病院実習先である

Dr.HasanSadikin病院はインドネシアがオランダの

植民地時代に作られた病院であり、日本軍がインド

ネシアを占領した時代には軍用病院として利用され

た。現在では、Dr.HasanSadikin病院は996床のベ

ッドがあり、西ジャワでは最も大きい病院である。

入り口にはたくさんの人がならび、それぞれの診療

科は外廊下を通じてつながっている。病院内はオラ

ンダ式の建築様式で芝生が生え、花が丁寧に手入れ

されている医局、日本の政府開発援助によって建て

られた救急病棟、そして独自に作られた外来棟と入

院棟からなる。

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 

草花が揺れる病院
Dr.HasanSadikin病院

水h 徹太（医学科６年)

赤道の向こう側での医療の現状
西川　玲央（医学科６年)

病院に到着してすぐ、入り口の周りには屋台がた

くさん並んでいる。水を売る男、アヤムゴレンを売

る屋台、多くの人や車が行き交う。院内も廊下を歩

く人は多く、床に座り込んでいる人もいる。外来の

待合ではプロジェクターを使って患者への市民講座

を実施していた。Dr.HasanSadikin病院では外来の

待ち時間が長いため、医学的知識に乏しい一般の

方々に講義を実施しているということであった。イ

ンドネシアでは支払う保険料に応じて3段階に病室

が分けられており、それぞれのランクに応じて同室

になる人数や病室の設備が異なる。また各市内には

プスケスマスという日本でいう保健所のようなもの

が配置されているが、診療所も兼ねており場所によ

って救急車の受け入れも行っている。産婦人科では

家族計画の相談や不妊外来も存在する一方で、泌尿

器科の手術は交通事故による尿路損傷が多いという

ことであった。手術部にはいつでもお祈りが出来る

よう礼拝室が設置されていた。インドネシアに住む

多くの人がイスラム教を信仰しており、１日に５回

のお祈りを欠かさない。手術室ではシャウカステン

が現在も使われていた。

日本とは異なる環境で、今までに自分の経験した

ことのない医療を見学することができた。文化的な

違いや慣習の違いはあるが、患者を第一に考えると

いう意味において世界のどこにいても変わることは

ない医師の信念であると感じた。

私は海外旅行が好きで、アジア諸国をよく訪れて

いるのですが、観光旅行では知ることのできない海

外の医療の実情を知りたいと思い、この度パジャジ

ャラン大学との交換留学プログラムに参加させてい

ただきました。

私達が訪れたHasan Sadikin Hospitalはパジャ

ジャラン大学の医学生が臨床実習を行なう病院であ

り、バンドン市内では最大の病院です。そのため診

療科は一通り揃っており、病院の面積は広大でした。

各診療科の建物を繋ぐ外廊下の脇で地べたに座り込

み、診察の順番を待つ人々の姿が衝撃的でした。ま

た、待ち時間が長時間であるため、その時間を有効

利用するために待合ホールで患者さんに向けての教

育を行っていました。病気についての正しい知識を

得る良い機会となり、疾病悪化や予防に繋がる素晴

らしい取り組みだと思います。今回は麻酔科や産婦

人科、外科、小児科、内科を見学させていただきま

したが、モニターや内視鏡は日本メーカー製の機器

が導入されており、医療水準は日本とほとんど変わ

らないと感じました。また、働いている人々は職種

の分け隔てなくコミュニケーションを活発にとって

いるのが印象的でした。多様性を受け入れるインド

ネシアではきっと当たり前の光景なのでしょう。

我々日本人も見習わないといけないと痛感しまし

た。

また、私たちはPuskesmasを訪れました。

Puskesmasとはすべての町への設置が定められて

いる診療所であり、保健所の役割も兼ねています。
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私は日本で地域包括的ケアについて興味を持って

いましたが、日本とは全く違う人口構成と医療制度

を持つ外国に何かヒントがないかと思い、今回パジ

ャジャラン大学交換留学プログラムに参加させてい

ただきました。

インドネシアの医療問題として「医療資源の配分」

と「国民皆保険制度を軌道にのせること」の２点が

挙げられます。インドネシアは人口が日本の約２倍

あり、離島も多いことから医師の不足と偏在が著し

いです。特にプライマリケアを担うプスケスマスに

勤務する医師は待遇の悪さと専門性を身に付けられ

ないとの理由から嫌厭されていると聞きました。大

学病院では日本の奨学金と似た制度があり、在学中

の学費支援のかわりに卒業後特定の地域での就業が

義務付けられています。プスケスマスでもその様な

拘束力のある制度づくりが検討されているそうです。

皆保険制度については現地の学生も大いに興味を

持っており、活発に議論したうちの１つでした。イ

ンドネシアではそれまで職業ごとに異なる保険制度

に属していましたが、2014年から統一した保険制

度が運用され始めました。本来はまずプスケスマス

を受診してから必要に応じて専門機関に紹介される

ところを、富裕層が私立病院へ直接行ってしまうこ

とが大きな課題となっています。また保険料の未払

いも多いそうで、日本の保険料を給料から天引きす

る制度と健康保険証について伝えると大変驚いてい

ました。

今回の交換留学では患者でごった返している病院

の廊下や、待ち時間を利用して行われる患者教育、

限られたプスケスマスの設備など、単なる知識では

なく体験としてインドネシアの医療を学ぶことがで

きたと思います。多民族国家インドネシアでは皆自

分の出身地に誇りを持っており、かつお互いの文化

を尊重し合っている姿も大変印象的で、日本の文化

や価値観を見直す良いきっかけとなりました。

最後になりましたが、ご指導・ご支援くださりまし

た群馬大学医学部同窓会の皆様、鈴木庄亮名誉教授、

小山洋教授をはじめとする公衆衛生学教室の先生

方、本プログラムにご協力いただきました全ての

方々に心より感謝申し上げます。

家族計画の相談室があることが特徴的で、IUDの適

切な使用方法などを指導するそうです。しかし、医

師不足が深刻な問題となっており、なんと夜間には

看護師が対応することもあるそうです。インドネシ

アではgeneralistよりもspecialist志向が高まってお

り、また待遇の悪さからPuskesmasで働くことを

避ける傾向にあるとのことでした。プライマリ・ケ

アを担うPuskesmasで患者さんが安心して医療を

受けられるよう、環境を整えるのが喫緊の課題のよ

うです。

本実習を通して、日本とインドネシアの医療を比

較して日本の医療の課題を浮き彫りにすることがで

きました。パジャジャラン大学の医学生たちと互い

に意見を交わし、医療についてだけではなく、お互

いの文化の違いについても議論を交わすことがで

き、非常に充実した10日間を過ごすことができま

した。

本実習は、私の価値観を180度変えた大きな経験

となりました。このような機会を与えてくださった

群馬大学公衆衛生学小山教授をはじめとする公衆衛

生学教室の先生方、同窓会・後援会の皆様、本プロ

グラムへご協力いただいた皆様に深く感謝申し上げ

ます。

インドネシアにおける医療の現状

坂川由里歌（医学科６年)

パジャジャラン大学交換留学を終えて

石丸　　愛（医学科６年)

2017年１月22日から31日までの10日間、パジャ

ジャラン大学交換留学プログラムに参加し、大学病

院や地域の医療施設で実習させていただきました。

大学付属病院であるDr. HasanSadikin Central

Hospitalでは、紹介受診された患者が来院するもの

の、その数は非常に多く通路を塞いでしまう程でし

た。待合室では病気の予防法についてセミナーが開

かれており、効率的な衛生指導がなされていました。

インドネシアは世界人口第４位の大国であり、また

子供を多く生むことが良いとされています。院内に

は看護師や助産師が常在する産科専用の救急外来が

あり、多くの出産に対応できる設備が整っていまし

た。インドネシアでは2014年から国民皆保険が導

入されましたが、未だ十分な医療が行き届いている

とは言い難く、重症化してから受診する患者も少な

くありませんでした。



附属病院（
平成29年１月24日）

附属病院手術室（平成29年１月26日）

インドネシア博物館（平成29年１月31日）

ウェルカムパーティー（平成29年１月25日）
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地域のプライマリケアを担う保健所、プスケスマ

スも見学しました。そこで働く医師は外来診療にあ

たるだけでなく、地域の町を訪問して診察や妊婦の

検診を行うほか、居住環境を見て蚊が繁殖しやすい

場所がないか調べ、デング熱など感染症の発生を防

ぎます。衛生管理を含めた総合的な医療の重要性を

改めて感じました。プスケスマスでは24時間救急

患者の対応をしていますが、医師が足りず看護師が

処置を行っているのが現状です。今後は義務化や給

料の引き上げなどを検討しているという話を伺いま

した。カルテをもとに予防策を考案し、住民に伝え

ていくのも重要な仕事です。学生の臨床実習のうち

９週間をプスケスマスで行い、予防策の発案や、家

庭医としての診療など実践的に取り組むという話は

とても興味深かったです。

学生のうちから医療制度や医療政策について関心

を持ち、将来自分達がどのように改革していくべき

か議論していて、患者の命だけでなく国を背負う一

員であるという姿勢に驚くとともに、改めて自分の

医療に対する向き合い方について考えさせられまし

た。

最後になりましたが、このような貴重な機会をく

ださいました、群馬大学医学部同窓会の皆様、鈴木

庄亮名誉教授、小山洋教授をはじめとする公衆衛生

学教室の先生方、本プログラムにご協力いただきま

した全ての方々に心より感謝申し上げます。



タイのチェンマイ大学医学部で２週間実習する機

会をいただいた。内科、救急科、家庭医療科、地域

医療科をまわり、それぞれの科で温かな歓迎と手厚

い指導を受けることができた。この２週間は大学生

活で最も充実していたと言えるほど貴重な体験だっ

た。

内科では、神経内科、血液内科、腎臓内科をみて

いる病棟に配属され、現地学生とともに講義を受け、

診察に参加した。診療チームでの学生の役割が明確

で、学生が意欲的に実習していたのが印象的だった。

また、学生は患者さんにとても礼儀正しく、優しく

接し、良い関係を築いていた。満床になると廊下に

群馬大学医学部刀城クラブ会報 第245号平成29年(2017年)４月20日

－ 14 －

タイのチェンマイ大学との交換留学について報告

させていただきます。私たちは１月の下旬から２週

間、チェンマイ大学病院において内科、救急部、家

庭医療、地域医療の現場を見学させていただきまし

た。私たちの代から群馬大学の臨床実習期間が長く

なり、過密なスケジュールの中で留学に行くことが

できるのかという不安もありましたが、たくさんの

方のお力のおかげで無事に交換留学を終えることが

できました。

まず、チェンマイ大学病院で実習をする中で一番

驚いたことは、学生たちの積極性とホスピタリティ

です。どの学生も私たちが実習に行くと必ず声をか

けてくれましたし、内科では、どのような患者さん

が入院していてどんな状態なのかということも学生

が説明してくれました。チェンマイ大学の学生たち

は土日も回診があったり、当直業務もあったりして

とても忙しそうでしたが、皆積極的に取り組んでお

り、とても刺激を受けました。直腸診は4年生の仕

事であると言っていたのもとても印象的でしたし、

６年生はほぼ医師同様に働いているようでした。そ

の背景には医師不足が挙げられ、学生のうちから現

場の力になることが求められていると感じました。

チェンマイ大学の医学生は英語が流暢な子たちが多

く、一緒に受けた授業も英語でしたが、積極的に発

言をしており、自分ももっと英語での学習をしてい

きたいと感じました。また、タイの医療制度にもつ

いて学ぶことができ、日本の医療制度についても改

めて考えることができました。

今回タイで学び過ごす中で、タイの医療について

のみならず、タイの文化やタイの人々の優しさにも

触れることができました。たくさんの素敵な出会い

があり、その１つ１つが宝物となり、本当に充実し

た２週間となりました。これからも国内外問わず

様々なことに目を向けつつ、学び続けていきたいと

思います。

最後になりますが、コーディネーターの久枝先生

をはじめ、チェンマイ大学との交換留学をご支援し

ていただいた同窓会の皆様、事務の皆様、タイの留

学生の受け入れにご協力いただいた先生方、このよ

うな素晴らしい機会を与えて下さったすべての方々

に心よりお礼申し上げます。

小林　未奈（医学科６年)

チェンマイ大学交換留学を終えて

福本　亜美（医学科６年)

チェンマイ大学での２週間
患者さんが寝ていたり、病棟が男性、女性、お坊さ

んで別だったり、BSCへの移行が日本よりも早かっ

たり、CTの予約がなかなか取れないため画像検査

に消極的であったり、寄生虫感染による胆管癌が多

かったり、デング熱の末梢血標本を見たりとタイな

らではの場面に出会うこともあり、毎日が刺激的だ

った。

チェンマイ大学病院の救急科はタイ北部の重症外

傷を一手に担っているため、重症患者さんの搬送シ

ステムが整備されていた。交通外傷や緊張性気胸な

どの症例を見た。

家庭医療科では訪問診療と外来見学とタイの保険

制度についての講義を受けた。タイでは医療費が無

料であるために、国民は健康や予防医療に積極的で

ないと学び、国それぞれ、システムによって問題は

変わってくるのだと感じた。

チェンマイ大学交換留学報告 チェンマイ大学交換留学報告 
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私は平成29年１月23日から約２週間、タイ王国

チェンマイ大学医学部との交流プログラムに参加

し、チェンマイ大学およびその附属病院、地域の診

療所で実習を行ってきました。ここにその報告をい

たします。

タイの医療制度は日本と大きく異なり、全てのタ

イ国民は無料で医療を受けることができる制度があ

ります。しかしながら、この制度によって受診でき

る病院は限られており、チェンマイ大学のような公

立病院がそれに当たりますが、多くの患者が殺到し、

外来では長い待ち時間が存在し、入院患者も廊下に

ベッドまでが置かれている状況でした。一方で富裕

層は民間保険、公務員は独自の医療給付制度を利用

して、公的医療保障を利用する患者とは別の病院で、

質の高い医療サービスを受けることができます。実

習ではこれらの違いを目の当たりにすると同時に、

現行の制度が抱える問題点についても聞きました。

経済規模が異なる中で単純な比較は出来ませんが、

日本の医療制度の問題点と類似する点も多く、考え

る良い機会になりました。

タイの医学教育は日本と同様に６年制であり、臨

床実習が４年次から始まることは同様でした。しか

し、患者の同意等の関係もあり、私たちが見学メイ

ンの実習しか出来ないのと対照的に、タイの学生は

はるかに多く臨床参加していました。彼らは毎日患

者のバイタルチェックや採血を行い、その報告や評

価、今後の治療方針まで指導医にプレゼンしていま

した。講義や回診、カンファレンスの多くはタイ語

ですが、医学用語は英語を使用しており、とても刺

激的でした。また、出会った指導医や学生はとても

親切で、講義や回診では私たちに丁寧に説明してく

れたり、空き時間には市内を案内してくれたりと、

彼らとのふれ合いは忘れられない思い出になりまし

た。

最後になりましたが、今回のプログラムを通じて

医学的なこと以外にも多くのことを学び、良い思い

出を作ることができました。機会を下さった皆様、

支援して下さった皆様に深く感謝いたします。

三浦稜太郎（医学科６年)

チェンマイ大学での実習を終えて

地域医療ではトラックの荷台に乗って砂煙の中、

電気が通っていない村へ行き、診療見学をした。村

では衛生教育が足りず、汚染水から下痢を訴える人

が多かった。また、山奥の暮らしでは食べるものも

偏り、貧血の人も多かった。それでも平均寿命は街

より長いと聞いた。

空き時間には現地の医学生たちが街に連れ出して

くれ、観光やタイの美味しいご飯を満喫した。総じ

て、チェンマイ大学の医学生のthai hospitalityに感

銘を受けた。共に医療を学ぶ仲間として最大限サポ

ートしてくれた彼らのおかげで私たちは２週間を実

りあるものにできた。このような機会を下さった群

馬大学、久枝先生、また援助をしてくださった方々

にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。

チェンマイ大学医学部の２週間の実習では、内科、

救急科、家庭医療科、地域医療科の４つの科をそれ

ぞれ２～３日ずつまわった。私にとって初の留学体

験であり、また英語にも自信がなかったため、最初

は不安があった。しかし、タイの分化はとても新鮮

で、出会った人はとても優しく、かけがえのない留

学生活となった。同じ時間を過ごす中で、一緒に行

った４人の仲も深まり、大切な友人ができた。また、

コミュニケーションや人との関わり方を考えたり、

医師を目指したときの気持ちを思い出したり、たく

さんのプラスなモチベーションをもたらしてくれる

交換留学となった。

内科では、主に回診で、タイならではの病気につ

いて学ぶことができた。肝吸虫による胆管癌が多い

事や、熱帯地の下痢の原因をつかむことは難しいた

め対症療法をするしかない事等、一つ一つの症例に

ついて丁寧に説明してくれて、質問もしやすい雰囲

気があった。

救急科では、交通事故の症例が多くみられた。非

常に交通量が多い国であるため外傷の患者数も多

小林わかの（医学科６年)

チェンマイ大学との交換留学
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く、学生が中心に初期対応をし、それを指導医の先

生が確認して指示をする姿がみられた。

家庭医療科では、外来と訪問診療を見ることがで

きた。また、タイの医療保険制度について学ぶ機会

があり、とても興味深かった。以前行われていた

30バーツ制度 (誰もが医療機関窓口で30バーツを支

払えば医療サービスをうけられる制度)と現在の体

制（各医療保障制度により受診方法が大きく異なる

体制）の問題点について話し合った。

地域医療科では、チェンマイを出て、農村の生活

を見学した。チェンマイ大学から車で計２時間ほど

の、いまだ電気製品が無く自給自足の生活をしてい

る様子を間近でみる貴重な体験だった。

学生で、かつ医学的知識を少しずつ身に付けてい

る今だからこそ、飛び込んで学べることがあり、と

ても良いプログラムに参加させていただいたと感じ

ている。このような貴重な機会をくださった群馬大

学、先生方、同窓会の方々、援助をしてくださった

方々にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがと

うございました。

メーサーエレファントキャンプ（平成29年１月29日）

ランプーン
近郊の集落

（平成29年２月２
日）

チェンマイ大学病院（平成29年１月31日）

チェンマイ大学病院（平成29年１月31日）

－ 16 －
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第54回日本癌治療学会学術集会は平成28年10月

20日～22日、パシフィコ横浜にて、約9000名の参

加者を得て盛会となったことに喜んでおります。が

ん医療は、人生の価値観の変化に伴って、単に生存

率の向上や延命だけではなく、治療後のQOLの向上

や緩和治療、緩和ケア、患者さんの精神的支援など

包括的ながん医療が強く求められています。そこで、

本大会では、メインテーマに「成熟社会における、

がん医療のリノベーション」を掲げました。そして、

先進的癌治療研究のシンポジウムに加えて、緩和治

療、緩和ケア、終末期がん医療，社会復帰支援、が

んの死生学など包括的ながん医療のシンポジウムや

特別講演、文化人講演にも力を入れました。癌治療

技術面では内視鏡手術やロボット支援手術など治療

後のQOLを重視した低侵襲手術、機能温存手術、遺

伝子変異等によるpersonalized医療、さらにはPD-

PD1抗体など免疫抑制メカニズムの修飾によるがん

免疫療法などの分野は多くの参加者が集まりまし

た。私の専門分野でも、画像誘導放射線治療、強度

変調放射線治療（IMRT）、粒子線治療などにより、

放射線治療は生活機能温存可能な根治治療として理

解が深まったように思います。特に、今年度ノーベ

ル医学生理学賞を受賞された大隅良典先生のオート

ファジーについての特別講演を実現できたことは大

きな喜びでした。また、44名の海外研究者を招聘し、

同時通訳を導入した19分野のInterna t i ona l

Sessionなどを企画しました。お陰様で指定演題を

含め演題総数は2,073題に達しました。また、世界

遺産の富岡製糸場に関する特別講演や、高崎達磨、

高崎の頼政太鼓、鞘町神輿の競演などの群馬の文化

企画も盛り込みました。

この学会が、基礎と臨床の相互方向の学際的学術

トランスレーションの場となり、来たるべき日本の

癌治療に微力ながら寄与出来たなら幸いです。

学会報告（同窓会補助）

第54回日本癌治療学会
学術集会　開催記

腫瘍放射線学

教授　中野　隆史（昭54卒)

群馬大学未来先端研究機構では、平成28年10月

25日に「多様性と深化（Diversity and Deepening）」

をテーマとする国際シンポジウムを、刀城会館で開

催しました。シンポジウムでは、平塚浩士学長の開

会挨拶の後、国内外から招聘した講演者の他、機構

の研究者による講演が行われました。講演の内容は、

機構の多様性を反映し、多岐にわたるものとなりま

した。各講演後の質疑応答でも活発な意見が交わさ

れ、研究分野を超えたネットワーク拡大や融合研究

を加速する良い議論の場となりました。その後、特

別講演として、宇宙線の被爆によるがん発生のリス

クに関する研究で世界的に著名な、コロラド州立大

学のマイケル・ワイル教授による講演が行われ、講

演後の質疑応答では、参加者からの熱心な質問が飛

び交いました。最後に、私から閉会挨拶をさせて頂

き、盛会の内に終了しました。

群馬大学未来先端研究機構は、群馬大学が強みを

持つ統合腫瘍学や内分泌代謝・シグナル学などの研

究分野において世界水準の研究力を強化することを

目的とし、先端的な研究組織として平成26年４月に

設置された組織で、国内外から集結した研究者が革

新的な研究を実施しています。毎年１回、研究の紹

介を兼ねて国際シンポジウムを開催しています。第

１回目にはベルギーのリエージュ大学、米国ハーバ

ード大学／マサチューセッツ総合病院及びスウェー

デンのカロリンスカ研究所の研究者等による招待講

演、第２回目には今年度のノーベル医学・生理学受

賞者の大隅良典東京工業大学栄誉教授の招待講演が

行われています。第３回目のシンポジウムには、学

内外から８０名を超える教職員や学生が参加し、創

設から３年目を迎えた当機構の多様性及び先進性を

紹介するよい機会となりました。今回の同窓会から

のご支援に感謝申し上げると共に、今後も未来先端

研究機構の活動へのご理解とご協力をお願い申し上

げます。

学会報告（同窓会補助）

第３回群馬大学未来先端研究機構
国際シンポジウムを開催して

群馬大学未来先端研究機構統括責任者

研究担当理事　和泉　孝志
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今年度も９月21日に埼玉県川越市で、埼玉医科大

学内群馬大学同窓講演会を開催しました。

平成24年から年１回開催しております同会です

が、今回川越東武ホテルに群馬大学大学院　医学系

研究科　病態病理学　横尾英明教授（平成４卒）を

お招きし、「脳腫瘍病理学update:改訂されたWHO

脳腫瘍分類と我々の取り組み」というご演題で、脳

腫瘍病理学の最新の状況およびご研究内容、女性医

師の積極的登用など含めた講座の現況について、貴

重なご講演を賜りました。

またその後、恒例により割烹「川島」で懇親会が

行われました。懇親会には主賓の横尾教授をはじめ、

埼玉医大本学より病理学　佐々木惇教授（昭和55

卒）、９月に着任されました微生物学　村上孝教授

平成28年度埼玉医科大学・群馬大学
同窓講演会・懇親会の御報告

総合医療センター　形成外科

塩川　一郎（平11卒)

（平成４卒）、国際医療センターより放射線腫瘍科

加藤真吾教授（昭和58卒）、心臓血管外科　新浪博

教授（昭和62卒）、総合医療センターより消化管・

一般外科　石田秀行教授（昭和59卒）、持木彫人教

授（昭和63卒）、石橋敬一郎准教授（平成３卒）、福

地稔講師（平成４卒）、放射線腫瘍科　高橋健夫教

授（昭和63卒）が参加され、学生時代、大学周辺の

お話、また新任の村上教授へ、同級生の横尾教授か

ら、大変心温まるプレゼントの贈呈などもあり、一

同大変和やかなひとときを過ごしました。

今回本院リウマチ科　梶山浩助教（平成５卒）、

および総合医療センター　メンタルクリニック　長

谷川哲也助教（平成24卒）はあいにく御欠席となり

ましたが、また来年も開催して、同会のご参加をお

呼びかけする所存です。更に今後は学内に非常勤で

在籍している先生方や、本学にゆかりのある先生方

もお誘いして、少し広がりのある会にするなど、多

少変化もつけながら、継続して行きたいと勝手なが

ら考えております。今後も埼玉医科大学と群馬大学

の交流、切磋琢磨を促す場となれば幸いです。

平成28年度埼玉医科大学・群馬大学同窓会（平成28年９月21日　割烹「川島」）
前列左から：加藤教授、佐々木教授、横尾教授、村上教授、石田教授
後列左から：塩川、高橋教授、石橋准教授、新浪教授、持木教授、福地講師
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平成28年12月１日（木）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。例年、総会には母校より講師をお招きしており、

最近の大学の様子や診療・研究の最新情報を知る良い

機会となっています。今回は泌尿器科准教授の伊藤一

人先生による「PＳA検診の有効性～反対意見の妥当

性を検証する～」という講演でした。日本泌尿器科学

会は、質の高い臨床研究の結果に基づき、｢PＳA検診

を適切に運用すれば寿命は延長し、検診による不利益

は少ない｣と主張。一方、反対派は、はじめに結果あ

りき（PＳA検診による予後改善はなく不利益も多い）

で、根拠としている研究の質は低い、という内容でし

た。伊勢崎佐波地区では以前から市町村検診にPＳA

検診を採用しており、反対派の主張に驚いている先生

も多かったようです。PＳA検診の論争は医学以外の

要素も含んでおり、N Engl J Medのようなトップジ

ャーナルに掲載された論文といえども必ずしも質が高

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)

い訳でない、という話は印象的でした。

講演の後、植竹先生の乾杯で会が始まりました。伊

藤先生の講演に関連して、最近のメディアによる医

学・医療情報が必ずしも適切でなく、患者さんが迷惑

を被っている、そのために我々が余計な時間を割かな

ければいけない、等々、話題には事欠かず、卒業年次

や専門科が違っても、和やかな雰囲気の中で会は進行

しました。今年、伊勢崎市で新規開業した佐藤先生の

挨拶のあと、最後は荒井先生の、｢群馬大学医学部卒

業生として誇りを持って仕事をしましょう｣、という

締めの挨拶で終了しました。

出席者（敬称略、数字は卒業年）は写真前列左よ

り；長澤亨（Ｓ49）、木村吉美（Ｓ49）、古作望（Ｓ

51）、植竹敏（Ｓ46）、本多隆一（Ｓ44）、伊藤一人

（Ｈ２）、荒井泰道（Ｓ46）、草場輝雄（Ｓ47）、諏訪

邦彦（Ｓ47）、鈴木知明（Ｓ53）、後列左より：鈴木

秀樹（Ｈ２）、森村匡志（Ｈ８）、小内亨（Ｓ59）、南

部眞一（Ｓ59）、田中伸幸（Ｈ元）、吉田寿春（Ｓ50）、

佐藤浩二（Ｈ６）、鈴木庄亮（Ｓ37）、山本巧（Ｈ６）、

望月裕文（Ｓ56）、大林民幸（Ｓ57）、岡本栄一（Ｓ

63）、塩島正之（Ｓ59）、前田昇三（Ｓ58）、でした。

計24名、卒後21年から55年（平均36・5年）でした。

毎年の事ですが、今後は若い会員の参加が増える事を

期待しております。

刀城クラブ伊勢崎佐波支部総会・忘年会（平成28年12月１日　プリオパレス伊勢崎）

支　部　だ　よ　り 支　部　だ　よ　り 
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2017年３月４日（土）、例年通り東京・渋谷エク

セル東急で開催しました。参加者は34名で昨年とほ

ぼ同じ人数でした。

小原甲一郎相談役（昭39年卒）の開会の辞があり、

式次第により進められました。2016年10月22日の

同窓会総会で地域医療貢献賞を受賞された熊谷紀元

先生（昭和41年卒）にご挨拶いただく予定でしたが、

急な事情により欠席されたため、出席者の皆さんに

はご報告のみにさせていただきました。会計を含む

支部活動報告の後に講演会にうつりました。

今回は第10回という節目の東京支部総会を記念し

て、飯野祐一同窓会長（昭和46年卒）にご講演をい

ただきました。飯野会長の講演は「群大病院の医療

事故：最終報告と今後の支援」という演題でした。

東京支部世話人からたってお願いして2014年６月

に発覚した、群馬大学第二外科での腹腔鏡手術に関

する医療事故の経緯を、同窓会長という間近の立場

で見て、改善・改革の軌跡を回顧し、われわれ同窓

生はどんな支援ができるか今後の課題も含めて解説

していただきました。大学からは「群馬大学医学部

付属病院　改革への取り組み（平成28年11月１日）」

に、また病院の取り組みや医療安全管理体制などの

情報を「群大病院だより（第１号；2017年１月発

行）」で発信しており、詳細をご覧いただけます。

その中で飯野会長は、長年にわたる講座制に起因す

群馬大学医学部同窓会刀城クラブ東京支部
第10回総会、講演会および懇親会

東京支部会長　堀　　貞夫（昭47卒)

る上司への発言の遠慮、講座間の横のつながり換言

すれば「チーム医療」の欠如、リーダーシップとガ

バナンスの不備を強調されました。今後の再発防止

と「特定機能病院」の復活に向けて、国民・県民の

皆さんの信頼を取り戻すための様々な改革策とその

実績の一部を紹介されました。病院としての今後の

改革を「医療安全・管理学講座の開設」、「先端医療

開発センターの設置」、「地域医療への貢献」の具体

案をもって推進するそうです。群大医学部が直面す

る現状を具に聞かせていただき、大変有益な講演で

した。参加者からは、医療事故に関する原因追究や、

それを発生させ、容認した責任問題などについてご

意見がありました。また、「学外にいる我々同窓生

は何をすればいいか」を考えさせられました。「同

窓会として何らかの企画を考えてもらう」、「一人一

人が個人的に有形・無形の支援をする」ということ

になるのでしょうか。あまり具体的な方策の議論に

は至りませんでしたが、これから皆さんとともに思

考したいと思います。

二つ目の講演は世話人会で指名された私が「糖尿

病網膜症による失明予防の戦略」という演題で講演

させていただきました。①1960年代から始まった

糖尿病網膜症に対する様々な研究成果により、この

病気で失明する危険性が抑制されてきたこと、②そ

れでも失明する患者は後を絶たず、その対策として

患者教育、放置・中断対策のための「糖尿病眼手帳」

を作成したこと、③それを効果的に利用するために

メディカルスタッフを巻き込んだチーム医療が有効

であることの、３つの戦略について解説しました。

時間切れのため質疑は打ち切りとなりました。

今回も東京都医師会の生涯教育認定事業に指定さ

れ、申請により１点が獲得できます。

群馬大学医学部同窓会刀城クラブ東京支部第10回総会、講演会および懇親会
（平成29年３月４日　東京・渋谷エクセル東急）
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平成29年３月11日、横浜市内のホテルに於いて、

同窓会長飯野佑一先生をお招きし、刀城クラブ神奈

川支部総会・懇親会が開催されました（参加21名）。

冒頭、飯野先生から医療事故についてのご報告が

あり、新幹部の下、鋭意改善に努める現況が紹介さ

れました。患者取り違えのあった横浜市大において

も、その後の改善により医療安全で高い評価を得る

ようになりました。今回の反省を生かし母校がさら

なる発展することを期待するばかりです。

この後、乃木先生の乾杯の音頭で、懇親会に移行

し、恒例の近況報告がありました。乃木道男先生

（昭34以下同）は東京女医大で心血管外科医として

活躍されました。小原甲一郎先生（39）は自衛隊勤

務時、御巣鷹調査に赴いた際、母校の全面協力を得

たことに感謝されました。野村満先生（43）は、鎌

倉で精神科として活躍中、この日は日帰りスキーの

後参加されました。大塚良行先生（50）は外科医と

刀城クラブ神奈川支部総会報告
（平成28年度）

神奈川支部長　長堀　　優（昭58卒)

して勤務後開業し、趣味の野球を楽しんでます。西

連寺完茂先生（51）は心血管外科医として勤務後開

業しています。古橋彰先生（51）は、横浜市を退職

後医師、講演業務等をしています。中山治彦先生

（57）は県立がんセンター副院長です。高橋正純先

生（58）は横浜市民病院外科部長です。原野浩先生

（58）は横須賀市民病院血液内科部長です。藤岡伸

欣先生（58）は眼科医として開業しています。長堀

（58）は育生会横浜病院長です。田中信正先生（59）

は脳外科医として活躍後保険会社に勤務します。遠

山芳樹先生(59)は伊勢原日向病院院長です。中山優

子先生（59）は県立がんセンターで重粒子線治療を

担当します。林泰広先生（60）は地域基幹の聖隷横

浜病院長です。都築馨介先生（61）は茅ヶ崎市文教

大学教授です。瀬崎壮一先生（平１）は整形外科開

業の傍らランニングドクターとして活躍中です。岩

崎俊晴先生(平４）は県立保健福祉大学教授です。

小泉聡先生(平21)は第３内科で研鑽後、在宅クリニ

ックを開業しました。上原朋子先生（平28）は横浜

市民病院で前期研修中です。

現在、神奈川基幹の横浜市大医学部長も井上登美

夫先生（55、今回欠席）が務められ、本県の刀城ク

ラブネットワークは強力です。ますますの発展を願

っています。

刀城会クラブ神奈川支部総会（平成29年３月11日　ホテルキャメロットジャパン）
後列左より：高橋、長堀、田中、岩崎、中山（優）、都筑、小泉、藤岡、瀬崎
中列左より：上原、中山（治）、遠山、林、古橋、西連寺、原野
前列左より：大塚、小原、飯野、乃木、野村
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平成28年11月12日、ホテルメトロポリタン高崎

で昭和46年卒同窓会が開かれました。参加者17名

の殆どが既に古稀を迎えていましたが、皆元気で第

一線～第二線で活躍をしておりました。この２年間

で表彰を受けた者として、清水康夫君（群馬大学医

学部地域医療貢献賞）と佐藤泰平君（検視警察医県

功労賞）が挙げられ、両君の多年にわたる地道な努

力が紹介されました。また、中山杜人君の「めまい

の研究」が最近NHKのＥテレで放映されたとのこ

とで、その話を本人から少し語ってもらいました。

今でも研究者の目で日々の患者を診ていることは

中々立派です。会の初めに「群馬大学医学部の現況

と今後の展望」と題して、医学部同窓会会長の飯野

佑一君に大学病院問題の実情について話をしてもら

いました。医学部や病院で色々な改革が進められて

いますが、実際の医療現場では対応が難しい内容も

ある様です。特定機能病院から外されたため経営的

にも大変厳しいとのことで、大学で頑張っている人

昭和46年卒同窓会

―早、古稀を迎えて―

昭和46年卒同窓会（平成28年11月12日　ホテルメトロポリタン高崎）
後列左より：植竹（敏）、飯島、梅枝、斉藤（久）、佐藤（忠）、三島、清水、

富岡、中山、高山、佐藤（泰）
前列左より：青木、植竹（泰）、飯野、池（愛）、小暮、神尾
写 真 提 供：植竹敏君

たちの疲弊も心配です。学外から応援出来ることは

限られていますが、同窓生としては一日も早い信頼

回復を願っているところです。懇親会が始まると、

さすがに口角泡を飛ばす様な議論はありませんが、

本音で語り合える間柄は学生時代と全く同じです。

さて、「病院が医師不足で、今でも手術をしている」

「訪問看護ステーション２箇所と契約をして、24時

間の看取りを一人でやっている」「診療は一切止め

て、日本医療機能評価機構の委員となり全国を飛び

回っている」「先代から引き継いだ日曜診療を今で

も続けている」「休日当番は小児（＋若い母親）の

対応が大変なので、返上させてもらった」「老健の

施設長をやっている」「今でも生体調節研究所に通

っている」「国内外の旅行を楽しんでいる。特に日

本の国宝巡りがいい」「油絵と水彩画を始め、１～

２年に1回は画題を求めて海外に出掛けている」「バ

ードウオッチングで、野鳥の写真を撮っている」

「日本酒は今が一番旨いと云われる時代。妻と二人

で利き酒会と称して毎晩の宴会」「子供の結婚相手

を探している。誰かいい心当たりがあったらお願

い」。どうですか、今回出席出来なかった同級生の

皆さん、誰がこんな話をしていたか判りますか。病

気や手術経験を持つ人も多く出席してくれました。

「来し方、行く末」は未だテーマが重いのか、あま

り話題にはなりません。もっと気楽な会です。次会

の同窓会には是非参加してください。

クラス会だより クラス会だより  

幹事　青木　秀夫（昭46卒)
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り前のこと。医療に従事しているものにとって、決

して削る事の出来ない「医療の質」や医師が生涯持

ち続けなければならない医学的知識の能力・力量の

問題がある。どうしたら生涯輝いて働き続けられる

か。

医師はまず自分で優先順位をつけ、何が今できる

かを問う。多様化した仕事の選択肢から最適なもの

を選び、期限を付けて働く。働く環境にいる全ての

人の意識改革を諮る事が大切。高度の知的習得と研

鑽を要求される医学・医療でのプロ意識の遂行に

は、「甘え」は許されない。専門家としての自覚、

たゆまぬ努力が必要である。その中で、自己満足で

はなく、リーダーとしての活動へ進めれば、はじめ

てプロ意識が意味を持ってくるであろう。リーダー

は育てていくものであり、自分の中から育てていか

なければならないものである。』

多くの医師、女性医師が勇気づけられ、叱咤激励

されました。雪道を自宅から歩いてこられたブーツ

を、講義のために持参したハイヒールに履き替え、

黒のワンピースに真紅のジャケットをはおり、趣味

のダンスで鍛えた真っすぐな背筋、流れる様な名口

調に、医学生や若い研修医はうっとりと魅了された

ものでした。

2010年ドイツミュンスターで開かれた、国際女

医会総会には、多くの女子医学生に発表の場を与え

ていただき、国際学会へ目を向けるチャンスを掴む

事が出来ました。レセプションでの、ニューヨーク

からのダンスパートナー　マイケルと踊られた『タ

ンゴ』の艶やかさは、今でも瞼裏に焼き付いており

ます。

多くの女子医学生・女性医師のあこがれでありま

した、平敷淳子先生のご冥福をお祈りし、感謝の意

を捧げます。

元群馬大学医学部放射線医学教室助教授　平敷淳

子先生が、2016年９月８日に77才で急逝されました。

平敷先生の教室での理路整然としたレントゲンフ

ィルム読影、流暢な英語での講演に、どれだけ多く

の学生がメンターとして、ロールモデルとして感銘

を受けた事でしょう。

平敷淳子先生のプロフィール

1964 東京女子医科大学卒業

1964～1966 立川米国空軍病院およびノースウ

ェスタン大学エヴァンストン病院

でインターン

1966～1970 ジョンズ・ホプキンス病院放射線

科レジデント

1970～1972 群馬大学医学部放射線医学教室

1972～1974 ジョンズ・ホプキンス病院放射線

科　助教授

1974～1987 群馬大学医学部放射線医学教室

助教授

1987～2006 埼玉医科大学放射線医学講座　主

任教授

2007～2010 国際女医会　会長

2004、2010 国連総会日本政府代表顧問として

第３委員会（人権問題）に参加

私が旧第一内科に入局した頃に、平敷淳子先生は

群馬大学に赴任されました。その頃は、内科医でも、

外科医でも誰でもレントゲンを読んでいました。と

ころが、放射線科のプロが読むとその重みが全く違

うのです。１枚のレントゲンから得られる情報の多

さ、的確さに放射線診断学の重要性を鮮やかに体験

させられたものです。

日本で初の女性医師　荻野吟子誕生から130年経

った今では、女性医師は30%を占めるに至りました。

ところが日本における働く女性医師の年齢によるＭ

字曲線は深刻な問題になっております。

数年前ですが、群大医学部学友会主催で『一生輝

いて働くために』と題した講演会で、講師の平敷淳

子先生は『教育の機会均等が当たり前の時代に学び、

性別による差別なく、国家から教育の援助を受け、

国家試験によって医師免許書が授与された医師は、

それこそ性別を問わず生涯働き続けていく事が当た

寄　稿

群馬県女医会長　山田　邦子（昭44卒）

平敷淳子先生を偲ぶ

故　平敷淳子先生
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まず最初に、同窓会の皆様にこの２年間余りにわ

たってご迷惑、ご心配を御掛けしていることをお詫

び申し上げます。外科手術にともなう死亡事例の問

題に加え、その後も単発的ではありますが、情報漏

洩等の不祥事が後を絶たず、まことに遺憾に存じて

おります。「群大はいったいどうなっているんだ！」

といったお叱りのお手紙やお言葉も多数いただいて

おりますし、学生諸君にも肩身の狭い思いをさせて

本当に申し訳ないと思っております。

これらの状況に加えて、私が医学部附属病院病院

長（以下病院長）を担当した、この２年間の実績に

対しても内外から厳しいご評価をいただき、「病院

長を交代すべきである。」とのご意見も寄せられて

おります。私自身の自己評価でも合格点には至らな

いと考えております。また、この２年間はあらゆる

面において厳しい環境であり、精神的にもかなり負

担となってきたのも事実であります。

以上くどくどと「泣き言」を記してしまいました

が、それにも係わらず平成29年４月からの２年間、

私が引き続いて病院長を務めることになりました。

今回の病院長選考には、全く新しい方式を（大学と

して）とりいれました。今までの選考のように、職

員による選挙、あるいは学長の指名ではなく、外部

委員を含めた選考委員会にて候補者の適性等を評価

する方式です。いわゆる人気投票は禁止、候補者は

学内外からの公募方式をとる、選考過程は公表し、

透明性を持たせるといった制約のもと、厚生労働省

関連からの強い指導により、恐らく全国の国立大学

群大病院の
信頼・回復に向けて

─２年間の反省と今後の課題─

医学部附属病院長

田村　遵一（昭57卒）

病院で最初の試みと思います。詳しい内容は群馬大

学のＨＰに掲載されています。外部委員も非常にレ

ベルの高い先生方にお願いすることができ、選考過

程としては他大学の見本となったと思います。結果

については？私が選考されました。これについては

賛否両論あるとは思いますが、「田村遵一個人」が

評価されたわけではなく、「現在までの病院の取り

組みと今後の課題設定」が評価されたものとお考え

いただきたいと思います。２年間ずっとマスコミか

らも行政、政界等からも叱られっぱなしでしたが、

ようやくチーム群大が評価を得られてきたと、その

点に関しては喜んでおります。

方向性が一定のご支持を頂いたとはいえ、実行、

実現はこれからです。しかし、今までの２年間と比

べれば、スタッフ一同前向きに努力しなくてはなり

ません。特に今後の主要課題と定めた以下の３点に

ついては確実に実行することが必須条件です。

１．地域医療研究・教育センターの構築

２．医療の質・安全管理学講座設置

３．先端医療開発センターの整備

詳細は別の機会にお知らせしたいと思いますが、

要するに社会の要請をきちんと受け止め、群大病院

に足りなかった点をしっかり補って、さらに大学病

院の使命としての高度医療を提供する、という当た

り前のことです。

今までの二年間は、さまざまな制約からリアルタ

イムに広報し、事情を皆様にお知らせすることがで

きない面もありました。同窓会の皆様にももどかし

い思いをさせてしまったと改めてお詫びします。今

後は今までの諸問題と今後の計画等について、何回

かに分けてお知らせしたいと考えております。改革

を実施するうえでも同窓会の皆様に現状をご理解い

ただき、ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上

げます。
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刀城クラブ主催「平成28年度医学部代表者及び

新任教授との懇談会」が平成29年２月９日（木）

18時30分から附属病院内のイタリアンレストラ

ン・チネマで開催されました。28年度の新任教授

は大学院医学系研究科・脳神経病態制御学講座・眼

科学分野、秋山英雄教授と大学院医学系研究科・器

官機能制御学講座・整形外科学分野、筑田博隆教授

です。大学からは平塚浩士学長、和泉孝志副学長

（理事・研究担当）、峯岸敬医学系研究科長・医学部

長、田村遵一医学部附属病院長(理事・病院担当)、

小山徹也教務部会長・同窓会副会長（学術・奨学金

担当）、同窓会からは飯野佑一会長、饗場庄一元会

長（元群馬健康医学振興財団理事長）、森川昭廣元

会長（財団理事長）梅枝定則副会長（財務担当）、

西松輝高副会長（総務担当）、猿木和久副会長（将

来計画担当）、大山良雄副会長（名簿編集担当）の3

名と、込谷淳一会計担当、白倉幹事長（財団常務理

事）、成瀬豊同窓会事務長、小林時雄財団事務局長

医学部代表者及び
新任教授との懇談会報告会報告

刀城クラブ幹事長

白倉　賢二（昭50卒）

医学部代表者及び新任教授との懇談会（平成29年２月９日　イタリアンレストラン・チネマ）

が参加しました。

秋山英雄教授は埼玉県立熊谷高校を卒業後、群馬

大学に入学、平成８年に卒業され、地方の病院での

研修後に、岸教授が主宰された眼科学教室に入局さ

れました。その後、米国の米国NIHに留学されてお

ります。眼科学教室の伝統を受け継ぎ、さらに教室

を発展させる意気込みであるとのご挨拶を頂きまし

た。

筑田博隆教授は山形県のご出身で、お父様が山形

大学医学部の眼科の教官をされていたとのことで

す。その後東京大学医学部に進学され、整形外科医

の道を歩まれました。米国のテキサス大学に留学さ

れ、平成27年に東大整形外科の准教授に就任され

ました。群馬大学には本年２月１日発令されたばか

りで、群馬大に着任されてから１週間しか経ってお

らず、これからという印象でした。落ち着いた物静

かなお人柄で、群馬大整形外科教室の更なる発展が

期待されます。

平塚学長からは大学の現状が述べられ、飯野会長

からは、４学部合同の全学同窓会の設立や、刀城ク

ラブ海外支部設立の動きについてお話がありまし

た。終始和やかなうちに御ひらきとなりました。両

教授のますますのご活躍をお祈りいたします



群馬大学医学部刀城クラブ会報 第245号平成29年(2017年)４月20日

－ 26 －

財 団 の ペ ー ジ  財 団 の ペ ー ジ  
ことに心から御礼申し上げます。また、折角申請い

ただいたにもかかわらず採用されなかったこともあ

り、なんとか原資の増加を行い多くの方々に御援助

できればと思っています。また、助成を行った研究

課題については経過報告書をいただき、研究費が適

切に使用されていることを確認しています。

別表に平成22年度から28年度までの年度別研究

助成申請数と助成数をお示ししました。申請数に凹

凸はありますが、徐々に増加しており、ここではま

だ選考中のためお示ししませんが、平成29年度は

12件の申請がありました。一方、助成数も順調に

増加しており、皆様のお役に立っていると考えてい

ます。群馬大学医学部の臨床系からの申請数や助成

数が多いですが、臨床各科の数が多く、また興味深

い内容のものが多かったためと思われます。また、

保健学科からも毎年申請をいただき、患者様の日常

に直結するような研究テーマの提示をいただいてお

ります。さらに、医療系の大学（群馬大学医学部を

除いた）等や一般病院・その他からも積極的に申請

をいただき、そのいくつかには助成ができました。

今後とも当財団の特徴である公益性を堅持しながら

広く県民の健康福祉に貢献し、また研究者のお手伝

いが続けられるようにと考えております。今後さら

に助成を増加させ、また研究内容が国内はもとより

国際的にも発信できるよう頑張ってゆく所存です。

それにはさらに賛助会員の増加を図り、また会員費

や寄附金の増加を目指したいと考えています。今後

ともよろしくご支援のほどお願いいたします。

春爛漫の季節になりました。医育機関には新入生

が、病院や法人には新入職員が、入ってそれぞれが

活気づいていることと思います。当財団でも春恒例

の振興会助成金の審査が行われております。医育機

関での運営交付金の減額、病院等での委任経理金

（各方面からの研究費サポート）の減少等から、ノ

ーベル賞を授与された大隅良典栄誉教授もお話され

ているように、基礎的な研究のみならず医療の現場

での工夫などの費用がなかなか工面するのが難しく

なってきました。平成22年に始まった本会の助成

も社会情勢の変化からか年々応募数が増加しており

ます。皆様の温かいご支援のもと、いただいた会費

でここ７年間に91件の申請をいただき、59件の助

成を行うことができました。申請いただいている分

野は公益法人の名の通り臨床医学、基礎医学、看護

学、保健学、の分野のみならず医療系の大学や一般

病院、その他からで、その研究内容も多岐にわたり、

各々の分野の研究が県民の医療・福祉に大きな貢献

が期待されるものでした。しかし、限られた原資の

中での選考ゆえ、10名の選考委員の皆様も多くの

研究申請項目の中から選考するのに大変なご苦労が

あったとお聞きしています。選考委員の方々にはボ

ランテイアーとしてお力を貸ししていただいている

群馬健康医学振興会

助成金の現状

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)
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公益財団法人群馬健康医学振興会平成28年度賛助会員ご賛同者のご報告

平成29年１月～同年３月末現在（敬称略）

上記期間に下記の方が個人会員になられました。有難うございます。平素より本振興会へのご協力を賜り心

より感謝申し上げます。今後も本振興会のご理解のうえ末永く多数の方々にご賛同いただけますようお願い申

し上げます。

【個人会員】新規（１者）古賀康彦

研究助成申請数（平成22～28年度）
群馬大臨床 基礎 保健学科 看護部等 他大学 一般病院 その他 計

28年 9 3 4 0 2 7 2 27
27年 4 0 0 0 3 1 1 9
26年 4 0 2 0 3 3 1 13
25年 3 0 1 2 3 1 2 12
24年 4 0 1 0 1 1 1 8
23年 4 0 1 1 0 2 0 8
22年 4 0 1 7 0 1 1 14
計 32 3 10 10 12 16 8 91

研究助成決定数（平成22～28年度）
年度 群馬大臨床 基礎 保健学科 看護部等 他大学 一般病院 その他 計
28年 3 0 1 0 0 2 1 7
27年 4 0 0 0 2 1 1 8
26年 4 0 2 0 3 3 1 13
25年 3 0 1 2 2 0 2 10
24年 4 0 1 0 1 1 1 8
23年 4 0 1 1 0 2 0 8
22年 0 0 1 2 0 1 1 5
計 22 0 7 5 8 10 7 59

採択率 69％ 0% 70% 50% 67% 63% 88% 65%
（平均）

桜と北病棟（医学部写真部提供）
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旭日双光章　村本　卓郎先生（昭和39年卒）

日本対がん協会賞　関口　利和先生（昭和37年卒）

福田利夫（昭51卒）、平戸政史（昭

53卒）、藤田欣一（昭56卒）、安部

由美子（昭57卒）、大山良雄（昭63卒）、菊地麻美

（平７卒）、星野綾美（平13卒）、稲葉美夏（５年）、

正古慧子（５年）、吉濱れい（５年）、a橋慶一郎

（４年）、板垣由宇也（３年）、成瀬豊（事務局）、清

水ちとせ（事務局）

編集委員

叙　勲 叙　勲 

受　賞 受　賞 

第11回役員会（平成28年12月22日）
出席者 飯野会長　他22名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．医学部代表者及び新任教授との懇談会について
３．平成28年度退任教授記念送別会について
４．パジャジャラン大学交換交流学生歓迎会につい
て
５．その他
協議事項
１．学生交換交流プログラム受入・インドネシア訪
問について　
２．会報編集状況について
３．その他

第１回役員会（平成29年１月28日）
出席者 飯野会長　他26名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．文化部会長交代の挨拶について
３．その他
協議事項
１．平成29年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．交換留学生奨学補助金について
５．会報編集状況について
６．同窓会・刀城クラブの海外支部について
７．その他

第２回役員会（平成29年２月23日）
出席者 飯野会長　他21名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．医学部代表者及び新任教授との懇談会について
３．退任教授記念送別会について
４．その他
協議事項
１．医学部同窓会・刀城クラブ細則の一部改正（案）
について
２．会報編集状況について
３．その他

第３回役員会（平成29年３月16日）
出席者 飯野会長　他18名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．退任教授記念送別会について
３．東京支部総会について
４．神奈川支部総会について
５．その他
協議事項
１．平成29年度新入生歓迎会について
２．会報編集状況について
３．その他

役員会だより

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26年卒　齋藤　秀雄先生（平成27年５月26日逝去）
昭和42年卒　吹譯　秀一先生（平成28年10月18日逝去）
昭和39年卒　松山　栄二先生（平成28年11月12日逝去）
昭和31年卒　齋藤　三朗先生（平成28年12月３日逝去）
昭和31年卒　間藤　方雄先生（平成28年12月逝去）
昭和26年卒　町田　弘忠先生（平成28年12月22日逝去）
昭和33年卒　塚田　久雄先生（平成29年１月19日逝去）
昭和38年卒　江原　洋一先生（平成29年１月30日逝去）
昭和24年卒　金子才十郎先生（平成29年２月８日逝去）
昭和31年卒　下田　新一先生（平成29年３月２日逝去）

今号の表紙は桜と臨床研究棟で

す。写真奥の図書館は明るい茶色の

煉瓦風でとても瀟洒ですから、桜がよく似合います。

今年の桜は開花のあと花冷えが続き、逆境の花はゆっ

くり見ごろを迎えることから、長く楽しめそうです。

寒の戻りの前に咲き始めた早い花と、寒の戻りの後の

花が、ともに満開を盛りたててくれることでしょう。

今号にはこれからご活躍の卒業生のリストもございま

す。われらが母校も花冷えに負けず、満開となります

よう。 （星野　綾美）

編集後記

【就任】平成29年４月１日
堀口　　淳（昭61卒）国際医療福祉大学医学部

乳腺外科主任教授
天野　博雄（平５卒）岩手医科大学皮膚科学講座

教授
野田　真永（平14卒）埼玉医科大学国際医療セ

ンター 放射線腫瘍科教授

学 人 事 外 学 人 事 外 




