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法人化とは法人格を持つことで、社会に認められた

令和元年度同窓会総会、
全国支部長・支部代表者会議、
懇親会の報告

存在となり、組織として社会からの信用を高め、力
をつけ活動を展開しやすくすることになります。
これまでの調査によると国立大学医学部41大学同
窓会の中で、法人化されているのは約４分の１の12

医学部同窓会・刀城クラブ会長
白倉 賢二（昭50卒）

大学です。群馬大学５同窓会のうちでは理工学部の
工業会が法人化されております。刀城クラブでは顧
問の森川元会長、飯野前会長、将来構想担当、財務

Ⅰ．全国支部長・支部代表者会議

担当の副会長、外部委員らで構成された法人化検討

令和元年10月19日（土）、刀城クラブ総会に先立

委員会を立ち上げて、法人化の是非、内容について

ち同窓会全国支部長・支部代表者会議が開かれまし

検討しております。来年の総会には意見を集約して

た。本会は群馬大学教授の会と交互に２年に一度、

会員の皆様に諮りたいと考えております。

同窓会総会にあわせて開催されており、2007年に第

議事に先立ち、猿木総務担当副会長より今年度の

１回が開催されて以来、今回で7回目になります。

地域医療貢献賞受賞者８名（深井登起子先生、渡辺

同窓会支部は都道府県別支部、群馬県内の地区別支

脩助先生、松岡政紀先生、相原芳昭先生、駒井和子

部、機関別支部（病院別）、学内分野・部署別支部

先生、平井明文先生、長谷川慶華先生、加藤宣雄先

により構成されています。

生）の名前が読み上げられ、壇上で７名の先生（加

今回は前橋支部、高崎・安中支部、太田・館林・

藤先生ご欠席）に表彰状と記念品が手渡されました。

邑楽支部、利根支部、東京支部、埼玉支部、その他

さらに北関東医学会同窓会推薦講演者の柿崎暁先生

学内分野別支部からの教授、田村附属病院長にご参

に感謝状が授与されました。

加を頂きました。参加者の自己紹介、現況報告から

続いて公益財団法人群馬健康医学振興会鈴木忠理

始まり、支部の活性化について意見交換を行いまし

事長からの報告、さらに田村遵一附属病院長より病

た。支部の活性化は同窓会の活性化につながり、各

院のがん拠点病院および特定機能病院の再認定につ

支部は年１回の総会を行うと規約に定められており

いてご報告がありました。財団は公益財団として同

ますが、各支部の活動には温度差があるようです。

窓会からは独立した組織として活動しております

Ⅱ．平成30年度同窓会総会

が、設立以来の伝統で、同窓会においてその事業の

総会には37名の会員の皆様にご参会いただきまし

ご報告を頂いております。大学病院については2014

た。同窓会の目的は、会員相互の親睦、連携を深め、

年以来、会員の皆様からの様々なご意見を頂いてお

群馬大学医学部の発展を支援し、もって医学の発展

りましたが、新しい発展のスタートが切られたこと

に貢献すると会則に謳われております。総会は１年

になります。

の活動を総括し、次年度に向けた事業計画の承認を

議事に入り事業報告、会計報告、令和元年度の事

得るもので、同窓会の事業のうちでもっとも重要な

業計画案、収支予算案が提出されました。事業計画

イベントになります。議事に先立ち、昨年にご逝去

（案）はおおむね例年通りのものですが、今年度は「同

された39名の会員の皆様に謹んで哀悼の意を表し、

窓会・刀城クラブの法人化」が加えられております。

参加者全員による黙祷が捧げられました。

以上全ての議案が承認され閉会となりました。

会長挨拶の中で、昨年の同窓会を取り巻く大きな

Ⅲ．懇親会

出来事であった全学同窓会連合会の設立と、同窓会

総会終了後、懇親会が開かれました。森川元会長

の法人化を検討していることが報告されました。現

のご発声で乾杯が行われました。現役医学部学生の

在、群馬大学には４学部５同窓会があります。それ

フローオーケストラの演奏が披露されました。地域

ぞれの同窓会の活動理念、目的は異なるものですが、

貢献賞受賞者の皆様からスピーチを頂き、会員相互

大学支援と社会貢献という共通の理念が一致し設立

の親睦を深め、情報交換を行い、大いに盛り上がっ

にこぎつけたものです。今後は発足した全学同窓会

て楽しい会になりました。終始和やかなうちに閉会

の活動の歴史を刻んでいくことになります。

となりました。来年度にはさらにたくさんの会員の

刀城クラブは発足以来67年を経過しております
が、これまで任意団体として活動して参りました。

皆様にご参会いただければ有難いと思っておりま
す。
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３．事業

令和元年度
同窓会総会報告
幹事長

松﨑

１）北関東医学会の共催
第66回北関東医学会総会が令和元年９月26日、27
日に刀城会館にて開催され、同窓会推薦講演は、柿
崎暁先生（平２卒）により行われました。

利行（平９卒）

２）同窓会会報の発行
刀城クラブ会報は第251号、252号、253号、254号

令和元年度同窓会総会が10月19日（土）刀城会館
にて開催されました。議長団は小児科学講座小児科

が刊行されました。
３）同窓会会員名簿の発行
平成30年度版同窓会会員名簿が発行されました。

学分野が担当し、議長に荒川浩一先生（昭58卒）、
書記に滝沢琢己先生（平７卒）が選出され、議事を

また、大山会報編集委員長から、一部会員の情報が

進めていただきました。

欠落していたことについてお詫びがありました。

総会の冒頭、この１年間に逝去した会員に黙祷を

４）学友会並びに医学部等への援助

捧げ、ご冥福をお祈りいたしました。次いで、白倉

運動部･文化部に対しての援助並びに交換留学生

会長から挨拶がありました。続いて、議長の司会に

との交流会援助、学会等の財政的援助を例年どおり

より、
次第に従って報告事項と議事の審議が行われ、

行いました。

原案どおりすべての議案が承認されました。以下、

５）医学部代表者との懇談会

各議事について概説いたします。

６）医学部新任教授との懇談会

第１号議案：平成30年度事業報告（平成30．７．１

平成31年２月７日石井ホールにおいて、学長、理

～令和１．
６．30）について

事（研究担当）はじめ、医学部長、病院長、同窓会

１． 会員状況

会長以下役員、２名の新任教授（岩﨑広英先生､南

正会員6,133人、名誉会員10人、特

別会員71人、準会員４人
２．支部の異動

計6,218人。

平成30年度異動なし。

嶋洋司先生）が出席し、それぞれの立場から意見交
換がなされ、有意義な懇談会が行われました。

同窓会総会
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いて

７）定年退任教授の記念送別会

込谷副会長（財務委員長）から平成30年度収支決

村上博和教授、
平成31年３月１日に中野隆史教授、
取越正己教授の退任記念送別会が刀城会館で開催さ

算の説明があり、鈴木役員（会計監査）の監査報告

れ、多数の参加者がありました。

の後、異議なく承認されました。

８）卒業時表彰の実施

第３号議案：令和元年度事業計画について
松﨑幹事長から令和元年度事業計画について提案

平成31年３月22日、卒業謝恩会で卒業生５人に表
彰状と記念品を贈呈しました。

があり、異議なく承認されました。

９）卒業生への記念品贈呈

第４号議案：令和元年度収支予算（案）について
込谷副会長（財務委員長）から令和元年度収支予

卒業生全員にネクタイピン（男性）、バッジ（女性）
を贈呈しました。

算（案）について提案があり、異議なく承認されま

10）新入生との懇談会

した。

平成31年４月６日、刀城会館にて新入生・学士編

その他として、猿木副会長から令和元年度地域医

入生歓迎オリエンテーションが開催され、先生方と

療貢献賞受賞者の紹介があり、白倉会長より表彰状

新入生の間で同窓会の紹介や質疑応答が活発に行わ

と記念品が贈呈されました。
受賞者

れ親睦が深められました。

深井登起子先生、渡辺脩助先生、松岡政

紀先生、相原芳昭先生、駒井和子先生、平井明文先

11）奨学補助金の実施（交換学生並びに学術集会）

生、長谷川慶華先生、加藤宣雄先生（欠席）

医学部の交換学生旅費、学術集会に対して例年ど

また、公益財団法人群馬健康医学振興会の鈴木理

おり補助を行いました。
12）公益財団法人群馬健康医学振興会活動への協力

事長から群馬健康医学振興会の理事・評議員および

13）群馬大学同窓会連合会への協力

役員について報告がありました。また、平成30年度

14）その他

賛助会員並びに平成30年度の実施事業、平成30年度
研究助成金、についても報告がありました。

役員会11回、各種委員会33回が開催されました。

最後に、田村遵一医学部附属病院長から、医学部

以上、松﨑幹事長より説明があり、異議なく承認

附属病院の報告がありました。

されました。
第２号議案：平成30年度収支決算及び監査報告につ

１年間の物故会員（敬称略）平成30年７月１日～令和元年10月
正
加
鈴
増
鈴
逸
粂
塩
高
高
松
浦
廣
道

会
久
木
村
木
見
川
野
野
野
島
野
田
下

員
裕 司
康 夫
雄二郎
俊 男
和 雄
清
民 雄
信 一
輝 子
敏
恒 彦
喜代市
勉

先生（昭23卒）
先生（昭23卒）
先生（昭23卒）
先生（昭24卒）
先生（昭24卒）
先生（昭25卒）
先生（昭25卒）
先生（昭25卒）
先生（昭25卒）
先生（昭25卒）
先生（昭26卒）
先生（昭26卒）
先生（昭26卒）

岩 田
梶 原
星 野
川 田
町 田
樋 口
橋 本
小野塚
水 野
深 沢
山 田
米 満
桐 生
中 村

和
信
重
隆
純
郁
清
武
文
晴
温

雄
夫
政
信
一
男
隆
一
昭
彦
彦
博
生
茂

先生（昭27卒）
先生（昭28卒）
先生（昭28卒）
先生（昭29卒）
先生（昭29卒）
先生（昭30卒）
先生（昭32卒）
先生（昭33卒）
先生（昭33卒）
先生（昭34卒）
先生（昭34卒）
先生（昭35卒）
先生（昭36卒）
先生（昭38卒）
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五十嵐
岡 野
高 橋
関
米 良
田 宮
富 岡
前 田
相 川
田 畑

龍

眞
輝
啓
拓

蔵
正
史
博
郎
昂
一
雄
子
久

先生（昭39卒）
先生（昭39卒）
先生（昭39卒）
先生（昭41卒）
先生（昭42卒）
先生（昭43卒）
先生（昭46卒）
先生（昭47卒）
先生（昭53卒）
先生（平17卒）

名誉会員
近 藤 洋
藤 田 達

一
士

先生
先生

浩
俊
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後列左より：長谷川慶華先生、平井明文先生、駒井和子先生、相原芳昭先生
前列左より：松岡政紀先生、渡辺脩助先生、深井登起子先生

【表

深井登起子先生（昭31卒）
【学

歴】

昭和31年３月
昭和35年３月

【職

歴】

群馬大学医学部卒業
（小児科）卒業
群馬大学医学部大学院

昭和31年4月～昭和41年３月
群馬大学医学部小児科
昭和41年4月～現在に至る
深井小児科内科医院開業
昭和42年～平成18年 北本市立石戸小学校校医
昭和43年～平成22年 北本市中央保育園嘱託医
平成10年～平成14年 埼玉県教育委員会委員
平成10年～平成20年 日本女医会埼玉支部支部長
現在 支部顧問

【埼玉県知事委託の履歴】
平成８年２月～平成10年２月
会委員
平成９年７月～平成11年３月
基本構想検討委員
平成12年７月～平成18年６月
審議会委員

埼玉県女性問題協議
埼玉県女性センター

彰】

平成12年12月１日 埼玉県知事表彰（公衆衛生功労）
平成13年１月１日 北本市学校医 30年
平成30年 荻野吟子賞（日本女医会）

【推薦理由】

深井登起子先生は、1966年に埼玉県北本市に「深
井小児科内科医院」を開業されました。北足立郡医
師会員として、学校医、保育所嘱託医等の活動をされ、
小児科医として地域医療に大いに貢献されました。
埼玉県教育委員会委員、日本女医会埼玉支部支部
長、埼玉県内の女性医師の親睦を図り、公開講演会
等、行政や一般市民への働きかけ、女性医師の社会
進出と地位向上の為にご尽力され、それにより、埼
玉県の行政審議会に女性委員が登用されるようにな
りました。また、埼玉県における女性医師支援検討
委員として、県医師会と協力して女性医師問題に取
り組み、2018年には、日本女医会より荻野吟子賞を
受賞され、まさに群馬大学医学部卒業生の誇りと思
われます。 （埼玉支部長 星野 修一、昭52卒）

埼玉県男女共同参画

渡辺
【学

歴】

昭和34年３月
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脩助先生（昭34卒）
群馬大学医学部卒業
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昭和35年４月 東京大学医学部整形外科学教室入局
昭和38年４月～昭和41年４月 東京大学医学部整形
外科助手
昭和45年７月～昭和46年６月 ドイツ・ミュンヘン
大学留学

【職

歴】

昭和41年５月～昭和51年７月 湯河原厚生年金病院
整形外科部長
昭和51年８月 静岡県三島市にて、渡辺整形外科開
業、現在に至る。
昭和60年４月～平成元年３月 静岡県三島市医師会
理事
平成３年４月～平成13年３月 静岡県国民健康保険
審査委員
平成４年４月～平成６年３月 静岡県整形外科医会
副会長
平成14年４月～平成18年３月 静岡県医師会保険委
員
平成14年４月～平成16年３月 静岡県臨床整形外科
医会会長
平成20年４月～平成26年３月 常葉大学・健康プロ
デュース学部・教授

【推薦理由】

渡辺脩助先生は、インターン終了後、東京大学医
学部整形外科学教室に入局し、整形外科医としての
道を選び、文部教官助手、厚生年金病院整形外科部
長として、臨床経験を積み、さらにドイツ・ミュン
ヘン大学への留学も経験され、三島市に、整形外科
医院を開業されてからは、地元や静岡県の各種公的
医療活動に参画し、臨床整形外科医会の活動として、
ロコモティブシンドロームの啓蒙活動を行い、ロコ
モ体操の指導・普及に尽力しました。また、老人介
護に対する運動器リハビリテーション指導の普及活
動、
骨粗鬆症・転倒予防の講演活動、野球やサッカー
等のスポーツ障害に対する指導などにも積極的に取
り組んでいます。
渡辺先生は、常葉大学・健康プロデュース学部・
教授として、教育活動も平成20年４月から６年間
行っており、地域における活動は医療分野のみでな
く、ロータリークラブを通して、社会全般に及び、
三島ロータリークラブ会長や国際ロータリー地区ガ
バナーなども経験しています。現在も、渡辺整形外
科・理事長として、週３日の外来診療業務を行い、
三島市医師会同好会会長としての医師活動も継続
し、多忙な毎日を送りつつ、地域医療に貢献し続け
ています。 （静岡県支部長 望月 達夫、昭23卒）

加藤
【学

歴】

【職

歴】
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宣雄先生（昭39卒）

昭和39年３月
昭和47年３月

群馬大学医学部卒業
医学博士号授与

昭和39年４月
昭和40年４月
昭和41年４月
昭和43年４月
昭和44年８月
昭和46年４月
昭和58年４月
平成７年４月
平成11年４月
平成17年４月

群馬大学医学部附属病院インターン
群馬大学医学部附属病院泌尿器科入局
群馬大学医学部附属病院泌尿器科助手
国立高崎病院泌尿器科医員
群馬大学医学部附属病院泌尿器科助手
館林厚生病院泌尿器科医長
館林厚生病院医療部長
館林厚生病院副院長
館林厚生病院病院長
医療法人社団田口会新橋病院名誉院長

【推薦理由】

昭和39年に群馬大学医学部を卒業後、群馬大学医
学部附属病院泌尿器科に入局され、国立高崎病院等
に勤務後、昭和46年４月より館林厚生病院に勤務さ
れ、医療部長、副院長として、館林市、邑楽郡１市
５町の地域医療に多大なご貢献をされました。
平成11年４月から館林厚生病院病院長に就任さ
れ、地域の基幹病院として、地域医療体制の充実と
病院機能の向上にご尽力されました。また、若手医
師への教育に対しても熱心で医療全般、更には専門
の泌尿器科の指導に従事されました。
平成17年３月に34年間勤務されました館林厚生病
院を退任後、平成17年４月から医療法人田口会新橋
病院の名誉院長に就任され、現在も地域の多くの患
者の診療にあたりご活躍中です。
更に永年にわたり地元太田館林邑楽支部の幹事と
して活躍され、同窓会刀城クラブの発展に寄与し、
推薦する。
（太田・館林・邑楽支部長 小島 章、昭43卒）

松岡
【学

歴】

【職

歴】

昭和42年３月

政紀先生（昭42卒）
群馬大学医学部卒業

昭和44年５月～昭和46年８月 琉球政府厚生局金武
保養院
昭和46年９月 群馬大学医学部附属病院
昭和49年４月 国立高崎病院（出向）
昭和50年４月 館林厚生病院（出向）
昭和53年９月～昭和63年８月 沖縄県立中部病院泌
尿器科
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昭和63年９月 医療法人ほくと会 北部病院院長
下記名称変更
平成27年１月 医療法人ユカリア沖縄 かんな病院
院長
社会活動
沖縄県北部地区医師会立北部看護学校非常勤講師

【推薦理由】

松岡政紀先生が、群大医学部に入学した昭和36年
当時、戦後15、6年経ったとはいえ、沖縄はアメリ
カ軍統治下でありました。特に医療活動は、医師数
は少なく劣悪であり、医師の養成が急務で、流球政
府は、沖縄県内で行う選抜試験により日本留学と奨
学学費を日本政府に要請し、医学部卒業後は、直ち
に沖縄に帰る約束で国費留学制度が導入されまし
た。
松岡政紀先生は、群大医学部卒業後、昭和44年沖
縄に帰り、結核療養所や保健所などで医療活動に従
事し、その後、専門医資格を取るため、母校の群馬
大学で泌尿器科専門医の資格を取っております。
沖縄が昭和47年に日本復帰により、米国ハワイ大
学指導下の中部病院は琉球政府立から沖縄県立中部
病院に名称変更され、卒後医師研修制度として確立
して来ました。松岡政紀先生は、泌尿器科専門医と
して、昭和53年から10年間泌尿器科指導医として県
立中部病院に赴任し、泌尿器科専門医も育ち、その
中には、昭和50年卒の新垣義孝先生等がおり、腎移
植も可能になる程に充実しました。昭和63年には、
出身地元からの嘆願もあり北部病院長として赴任、
現在まで30年間地域医療に貢献しております。住宅
型有料老人ホーム「かんなの里」など、地域の老人
医療にも貢献しております。
医師会活動として、沖縄県療養病床協会長や医師
会立北部看護婦学校の非常勤講師として看護教育な
どの活動もしており、地域医療貢献賞対象者として、
推薦いたします。
（沖縄県支部長 金城 忠雄、昭44卒）

相原
【学

歴】

【職

歴】

昭和43年３月

芳昭先生（昭43卒）
群馬大学医学部

平成元年 介護老人施設「みどりの園」開設
昭和58年～現在 藤岡北高校学校医
平成27年～現在 藤岡特別支援学校学校医
藤岡多野地区他職種連携リハビリテーション協会
会長
多野藤岡地域保健医療対策協議会委員（地域医療
計画に参画）
刀城クラブ藤岡･多野支部長
平成元年～平成３年 藤岡多野医師会理事
昭和62年～平成元年 藤岡医師会藤岡分区参与

【推薦理由】

相原芳昭先生は、昭和63年４月に藤岡市篠塚に「篠
塚病院」を、平成元年には介護老人施設「みどりの
園」を開設されました。
藤岡多野医師会員として学校医（藤岡北高校1983
年より現在まで／藤岡特別支援学校2015年より現在
まで）として活動され、精神科医として藤岡地域は
もとより、埼玉北部の地域医療に貢献されています。
藤岡多野医師会理事（平成元年～平成３年）を務め
られ、藤岡医師会藤岡分区参与（昭和62年～平成元
年）として、当医師間の親睦を図り、集団予防注射
等の行政活動にも貢献されました。また、刀城クラ
ブ藤岡支部長として、藤岡地区の刀城クラブ会員を
まとめられました。そして、藤岡多野地区他職種連
携リハビリテーション協会会長として、他職種との
連携がスムーズに行われるようご尽力されていま
す。多野藤岡地域保健医療対策協議会委員として、
当地区の医療計画に意見を述べられ、地域医療計画
にも参画しております。
現在でも医療業務に携わり、毎日多忙な日々を送
り、地域医療に貢献し続けておられ
ます。以上の理由により、地域医療貢献賞に値する
者として推薦いたします。
（藤岡･多野支部長 小屋 淳、昭44卒）

駒井
【学

歴】

【職

歴】

昭和43年３月

卒業

昭和43年４月～昭和52年３月 群馬大学医学部附属
病院精神科研修医
昭和52年４月～昭和53年３月 群馬大学医学部附属
病院第二内科研修医
昭和53年４月 篠塚病院開設（藤岡地域唯一の精神
科専門病院）

令和元年（2019年）12月15日

和子先生（昭43卒）
群馬大学医学部卒業

平成元年～平成30年10月 医療法人醫光会理事長
平成23年～社会福祉法人幹の会理事長
平成24年～高崎市医師会理事
平成26年～群馬県高齢介護施策推進協議会委員
平成28年～群馬県医療審議会委員
平成12年～高崎市介護保険運営協議会委員
高崎市在宅医療・介護連携推進部会会長
平成28年８月～高崎市地域自殺予防ネットワーク会
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議会長
平成24年～群馬県介護老人保健施設協会顧問
平成16年～平成31年３月 （前）高崎市介護保険認
定審査会会長
平成３年～平成24年 （前）群馬県介護老人保健施
設協会 理事

【推薦理由】

駒井先生は、長年医光会駒井病院理事長を務め、
同時に、高崎地区の介護・医療に大きく貢献し、職
歴に記されている様々な役職を果たしておられま
す。高崎医師会の理事を７年間、高崎市介護保険認
定審査会長を15年間、群馬県介護老人保健施設協会
理事を21年間、現在も群馬県高齢介護施設推進協議
会委員、群馬県医療審議会委員など、多数の役職を
務めております。以上の理由により、地域医療貢献
賞に値する者として推薦いたします。
（高崎・安中支部長 月岡 鬨夫、昭40卒）

平井
【学

歴】

【職

歴】

昭和46年３月

明文先生（昭46卒）
群馬大学医学部卒業

昭和47年４月

群馬大学医学部第二外科入局
関連病院出向
昭和62年６月 群馬大学医学部第二外科退局
昭和62年７月 平井外科医院 開設
平成３年４月 前橋市医師会立前橋高等看護学院講
師（平成29年３月まで）
（平成13年３月まで）
平成５年４月 前橋市医師会理事
平成７年４月 国保連合会審査会委員（現在に至る
まで）
平成10年４月 国立群馬工業高等専門学校校医（現
在に至る）
平成10年10月 前橋市介護認定審査会委員（平成17
年３月まで）
（平成23年３月まで）
平成21年４月 前橋市医師会監事
平成28年８月 国保連合会常務処理審査委員（現在
に至る）

【推薦理由】

昭和62年７月、平井外科医院を開設し地域医療に
尽力する中で、平成３年４月、前橋市医師会立前橋
高等看護学院講師に就任（平成29年３月まで）。平
成５年４月に市医師会理事に推薦された。理事の仕
事として、市医師会立前橋高等学院を担当。学務主
事となって高等看護師教育の全責任者となり８年の
長きに亘り、任を全うされた。更に国保連合会審査
会委員、常務処理審査会委員、前橋市介護認定審査

第256号

会委員等、多くの公的委員会委員を歴任。又、市立
中学校、国立専門学校の学校医を続けて生徒・学生
の健康管理に寄与。現在尚一医師として地域医療の
担い手となり奮闘されている。
（前橋支部顧問 大竹 誼長、昭36卒・前橋支部長
山田 邦子、昭44卒）

長谷川
【学

歴】

【職

歴】

【資

格】

昭和40年３月
昭和40年４月
昭和46年３月
昭和57年

慶華先生（昭46卒）
東京学芸大学附属高校卒業
群馬大学医学部入学
群馬大学医学部卒業
医学博士（慶応義塾大学大学院）

昭和46年５月 慶応義塾大学医学部研修医
昭和50年５月 慶応義塾大学医学部腎臓内分泌代謝
科助手
昭和56年９月 東京都立大久保病院内科医員
昭和60年５月 東京都立大久保病院内科医長
昭和62年８月 東京都立大塚病院内科医長
平成４年５月 国立大蔵病院内科医長
平成13年５月 東仁会吉祥寺あさひ病院副院長
平成16年３月 はせがわ内科クリニック開業（品川
区医師会）
平成23年 品川医師会理事
平成28年２月 NPO法人「国際生活習慣病フォー
ラム」理事
医学博士
日本内科学会認定医
日本腎臓学会専門医 指導医
日本透析学会専門医
日本東洋医学会専門医

【推薦理由】

功労会員

平成16年にクリニックを開業した後、平成18年に
は「NPO法人 国際生活習慣病フォーラム」を設
立し理事に就任しました。このフォーラムは、都内
の医療関係者、一般市民、患者さんおよび家族の方々
を対象として、学術集会の開催、広報活動、出版活
動、健康相談などの事業を行い、生活習慣病に基づ
く疾患の基礎的及び臨床的研究の発展および啓発を
通して公益に寄与することを目標としています。
長谷川慶華先生は、このフォーラムの中心的役割
を担い継続的に活動しており、地域医療に多大な貢
献をしています。以上の理由により刀城クラブ地域
医療貢献賞に値する者として推薦いたします。
（東京支部長 長谷川俊二、昭52卒）
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寄 稿

今までの歩み；
叙勲（瑞宝重光章）に寄せて
渡邉

治雄（昭50卒）

私は昭和50年（1975年）に群馬大学医学部を卒業
し、第一内科で研修を１年間受けたのち、微生物学
教室（三橋教授）の大学院に進み、博士号（薬剤耐
性遺伝子欠出に関与する因子の発見）を取得しまし
た。1980年４月に国立公衆衛生院（東京、白金台）
の微生物学部の研究員になり、1982-1984年までス
イス・ジュネーブ大学医生化学教室に留学する機会
が与えられ、病原細菌の病原性因子に関する分子遺
伝学的研究に従事することになりました。
1985年に国立予防衛生研究所（予研、現在の国立
感染症研究所：感染研）細菌部第二室長に転出後、
1988年（38歳）に細菌部長、2004年に副所長、2010
年に所長に就任しました。その間、主に下記の研究
課題に取り組みました；①下痢症感染症（赤痢、コ
レラ、腸チフスなど）の病原性メカニズムの解明及
び新たなワクチンの開発、②腸管出血性大腸菌感染
症の分子疫学的研究；広域でdiffuseに発生する食品
由来感染症の国内（全国地方衛生研究所との間）の
解析ネットワーク（PulseNet Japan）およびアジア、
アメリカ等を結ぶ国際的なネットワーク（PulseNet
International）の構築、③ “人食いバクテリア”「劇
症型レンサ球菌感染症」など新興感染症の出現や発
症メカニズムの研究、④レジオネラや髄膜炎菌感染
症の病原性因子の研究などです。これらの研究成果
を、361編の英文原著論文として発表することがで
きました。その業績が、日本細菌学会黒屋奨学賞
（1988）
、日本感染症学会二木賞（1999）、The Crest
of Honor for the contribution to promote ICDDR,B
（2005）、International Recognition Award by
CDC・USA（2005）、小島三郎記念文化賞（2005）、
日本細菌学会浅川賞（2010）、米国微生物アカデミー
特別会員（2014）などとして評価されたことは幸い
でした。
国立感染症研究所副所長、所長時代には国の感染
症研究の方向性および保健医療行政に対し科学的根
拠に基づく提言を行う責務を負うことになりまし
た。感染研の業務は多くのものがあり、主なものと
しては、感染症の基礎研究はもとより、感染症のレ
ファレンス業務、サーベイランス業務、ナショナル
コントロールラボとしてのワクチン等の生物学的製
剤の品質管理業務などがあります。また、2004年以
降多くの国際的な新興再興感染症が勃発し、それら
に対応することになりました。主なものは、2003年
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のSARS、
2009年の新型インフルエンザ
（H1N1pdm）
、
2013年の重症熱性血小板減少症候群（SFTS）、2014
年の西アフリカにおけるエボラ出血熱の発生、2015
年の韓国におけるMERSの発生、2015年以降の薬剤
耐性菌のNational Action Plan（NAP）などがあり
ました。
国の保健・医療行政への貢献に対しては、厚生科
学審議会委員、同科学技術部会委員、同感染症部会
座長、厚労省薬事・食品衛生審議会委員、内閣府食
品安全委員会微生物専門部会座長、日本学術会議連
携委員、文部科学省組み換えDNA委員会委員、日
米医学協力委員会コレラ・腸管感染症部会長などを
通して行うことができました。長年の食品の健康影
響評価事業への貢献により、内閣府食品安全委員会
から「平成29年度食品健康影響評価事業等功労者内
閣府大臣表彰」を受けることもできました。
国 際 的 に もWHOへ の 協 力 と し て は、WHO
Advisory Group on Integrated Surveillance of
Antimicrobial resistance、WHO- a member of
Strategic and Technical Advisory Group on
Antimicrobial Resistance（AMR-STAG； 薬 剤 耐
性に関する諮問会議）の委員として、Global Action
Plan on AMR（薬剤耐性に関するグローバル行動
計画）の作成に携わりました。WPROにおいては、
Asia Pacific Strategy for Emerging Diseases
Technical Advisory Group（APSED;アジア太平洋
新興感染症対策諮問委員会）の座長として、アジア
における新興感染症への迅速対応を可能とさせる体
制の強化に貢献できました。
2015年に感染研所長を退官後は、国際医療福祉大
学医学部医学科教授として医学生の教育研究の指導
を行い、今までの経験を伝えることができる機会を
与えられております。また、国立研究開発法人日本
医療研究開発機構（AMED）医療分野国際科学技
術共同研究開発推進事業プログラム・スパーバイ
ザーとして、国の医学研究（特に感染症部門）の進
展に尽力しています。海外との共同研究の支援を行
い、アジア、アフリカ、南アメリカなどの発展途上
国の感染症の研究の質の向上、感染症対策への貢献
を行っています。また、我が国の「薬剤耐性対策ア
クションプラン」の作成や「薬剤耐性ワンヘルス動
向調査年次報告書」の作成にかかわる委員会の座長
を行っております。
今までの活動が評価されてか、70歳になった2019
年度の春の叙勲（瑞宝重光章）を受けることができ
ました。宮中で授与され、新天皇陛下にも拝謁でき
ましたのも栄誉なことです。群馬大学を卒業後、多
くの人との出会いや機会に恵まれ、今までやってこ
れましたことに感謝です。今後も健康である間は今
までの恩返しのつもりで与えられた仕事に励んでい
きたいと思っております。
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ウスのプロジェクトを担当することになり、PNAS
に報告することができました。
博士号取得後、米国での研究の進め方や環境を知
りたいと思い米国・テキサス大学ガルベストン校の

着任のご挨拶
生体防御学
教授

神谷

Makino教授のもとでポスドクとして５年間コロナ
ウイルスの研究を行ないました。米国でも研究テー
マに恵まれ、2002年度に流行した重症急性呼吸器症

亘（特別会員）

この度、2019年10月１日付けで生体防御学分野に
着任いたしました神谷亘と申します。私は1973年に
奈良県御所市で生まれ、高校までは奈良県で、その
後、北海道の江別市にある酪農学園大学で獣医学を
６年間学びました（獣医学科も医学科と同じで６年
間です）。私は大動物の獣医師になることを目指し

候群（SARS）コロナウイルスの研究を行ない、一
報 はPNASに、 も う 一 報 はNature Structural &
Molecular Biologyに 報 告 す る こ と が で き ま し た。
そこで、米国に来て５年目に大阪大学微生物病研究
所で特任准教授として研究室を運営できるポジショ
ンにチャレンジすることを決めました。

ていましたが、在学中に基礎研究の魅力に引き寄せ
られて以来、
基礎ウイルス学研究を行なっています。

2009年から大阪大学・微生物病研究所で独立して
研究をスタートさせました。最初の４年間は同研究
所の松浦善治教授の研究室を間借りしながら、その

ここまで読んでいただいてお分かりかと思います
が、私は医学部出身ではありません。出身学部学科
を越えて採用していただいた群馬大学医学部の諸先
生方にはとても感謝しています。さらに、着任後、
間もない私に親切丁寧に接してくださる先生方と事
務の方々に日々感謝しています。
専門分野のウイルス研究は、大学時代の教室配属
（その当時は病理学教室に所属していました）で初
めて開始しました。その後、さらに基礎ウイルス研
究を行いたいと思い、当時、北海道大学・免疫科学
研究所（現：遺伝子病制御研究所）の血清学部門の
教授である生田和良教授の研究室に大学院生（博士）
として入学することを決めました。北大の大学院試

後、新しい研究棟の完成と同時に新棟に研究室を移
動しました。微生物病研究所では米国での研究を継
続しながら、コロナウイルスの遺伝子操作系の確立
も行いました。自分で独立して研究するようになっ
てからは、研究費の獲得、研究室の運営、研究と自
分の好きなようにできる環境でしたが、上手く行く
行かないもすべて自分の責任でしたが、優秀な３人
の研究員に恵まれたことで、徐々に研究成果をまと
めることができました。
微生物病研究所は附置研ということもあり研究に
集中できるのですが、その反面学部生が少なくあま
り教育業務はありませんでした。研究所にいる間に
次は教育業務にも関わりたいと思うようになり、群

験も終え、生田教授と面談をした時に、大阪大学へ
移動することを告げられました。あまりにも突然の

馬大学医学部の生体防御学のポジションに応募する
ことを決めました。

ことで思わず「僕も先生と一緒に大阪に行きます」
と生田教授には言ってしまい、結局、大学院の入学
試験を大阪大学でも受けることになりました。これ
が大きな人生の転換期であったのは間違いありませ

最後になりましたが、群馬大学の生体防御学はウ
イルス学と寄生虫学の２つの分野をまとめた分野
で、病原体と宿主の攻防を解明するのが生体防御学
分野の役割の１つであると思っています。研究に関

ん。
その後、当時の生田研の朝長啓造助手（現：京都

しては、ウイルス学は神谷、寄生虫学は鈴江講師・
今井助教を中心に進める予定です。また、重要な教

大学ウイルス・再生医科学研究所・RNAウイルス
分野の教授）から、ボルナ病ウイルスを研究課題と
してウイルス学および分子生物学の基本的な手技を
教えていただきました。研究テーマにも恵まれたこ

育業務ですが、分野の成り立ちが２つの分野からな
ることから、ウイルス学、衛生学、寄生虫学、感染
免疫学の４つを担当することになります。こちらも、
寄生虫学と感染免疫学は鈴江講師、今井助教と連携

ともあり、博士課程３年の夏には、ウイルス学の中
で は 一 番 のJournal of Virologyに 研 究 成 果 を 報 告
し、さらに、ボルナ病ウイルスのＰ蛋白質を脳内で

を取りながら、また、ウイルス学と衛生学は私を中
心に進める予定です。
着任したばかりで研究室体制もこれから整えなけ

発現するトランスジェニックマウスの作製が完了し
ていた時期でもあり、また、ちょうど私が病理学的
解析も行えることから、このトランスジェニックマ

ればいけないことがたくさんありますが、ウイルス
学及び寄生虫学を通して群馬大学医学部の発展に少
しでも貢献したいと思っております。

− 11 −

令和元年
（2019年）12月15日

母校に望む

群馬大学医学部刀城クラブ会報

第256号

おります。近隣の埼玉医科大学総合医療センターに

71

は、消化管・一般外科の石田秀行教授、持木彫人教
授をはじめ、多くの群馬大学出身者がおり、自治医

守破離

科大学附属さいたま医療センターには、心臓血管外
科に山口敦司教授、埼玉県立がんセンター消化器外
科には川島吉之部長と、群馬大学出身者のネット

さいたま赤十字病院
外科部長 中村 純一（昭61卒）

ワークは頼もしいかぎりです。
現在、群馬大学からは、当院へ若手外科医の派遣
が中断していますが、群馬大学の外科専門医プログ

大学を昭和の時代に卒業し、平成を過ごし令和の

ラムの関連病院として、受け入れる体制は整ってい

時代になり、卒後33年経過しました。私は前橋で生

ます。当院採用の初期研修医へも外科研修を通して、

まれ育ち、群馬大学へ入学しました。中学高校と剣

外科専門医研修プログラムを勧めるのですが、外科

道をしていたので、入学式前日には剣道部に勧誘さ

を選択してくれる研修医は少ないです。働き方改革

れ、合宿に参加していました。その後の二年間は、

の推進とともに、外科医をとりまく労働環境の改善

年間60日近くを剣道部の合宿で過ごして、道場・体

を図っていますが、労働時間の短縮が進まず、外科

育館に集まる柔道部、空手部、卓球部ほかの先輩た

系診療科に興味を持っていた研修医も、実際の外科

ちに大変お世話になりました。医学部に進学し、田

医や産婦人科医の働きようを見て、考えを変えてし

所作太郎教授からは居合を教授され、一緒に形の披

まう人もいるようです。
仕事の配分も難しい問題です。

露を同窓会行事で行ったこともありました。
「守破

埼玉県も医師不足と言われていますが、県南の当

離」の旗の下、多くの先輩後輩との集団生活の中で

院では、初期研修医の応募も多く、若手医師が多く

鍛えられ、得られたものは何ものにも代えがたい宝

研修しています。当院の立地条件もあるのでしょう

となっています。

が、救急を中心としてどんどん現場に臨んでもらう

大学卒業後は、群馬大学第一外科へ入り、長町幸

初期研修は魅力あるものとなっています。群馬に留

雄教授、竹之下誠一先生、藤田欣一先生、浅尾高行

まる若手医師に対して、大学病院を始め、群馬県内

先生をはじめ、多くの先生方の指導の下、消化器外

に魅力的な病院が多くなることを祈念してやみません。

科の研鑽を積みました。

平成の時代には、医療の世界へ安全文化を醸成し、

21世紀に変わる頃には、桑野博行教授のご配慮で、

定着させる活動が急速に進み、当院でも多くの問題

テキサス大学M D Andersonがんセンターへ留学

について、医療安全管理者を中心に対処しています。

し、抗癌剤の基礎研究に携わりました。帰国後の医

侵襲的治療の多い外科系診療科では問題が起こりや

局対抗野球では、左のアキレス腱を断裂してしまい、

すく、群馬大学での事例も教訓として、当院でも安

同窓会会長白倉賢二先生に手術していただいたこと

全な医療環境の管理の整備に努めています。腹部外

もありました。

科の世界も腹腔鏡下手術やロボット手術が導入さ

多くの先輩方に育てていただいた群馬を離れ、平

れ、高額な手術機器が必要になっています。また、

成15年からさいたま赤十字病院へ赴任し、今に至り

がん薬物療法には高額な薬剤も多く、高額な検査も

ます。

必要となり、それらをどう使いどう運用するか、今

さいたま赤十字病院は、埼玉中央部の中核病院と

後一定の規則が必要なのでしょう。

して、癌診療連携拠点病院の指定を受けており、高

様々な問題が山積されている医療界でも、その基

度救命救急センター、総合周産母子センターの機能

本は「人材」です。「守破離」の意味を若いころは、

も担う施設です。院長の安藤昭彦先生以下、群馬大

「独自の道を切り開け」と思っていましたが、千利

学出身者も多く、各科と連携を取りながら総合病院

休の言葉ではそのあとに「本を忘るな」と続きます。

としての機能強化に努めています。私は、消化器癌

基本が大事であるとの言葉です。医療人を形成する

診療を中心に、院内診療体制の整備・強化、改善を

時期となる大学で過ごす時間がいかに重要であるか

おこなってきました。診断、化学療法を含む治療全

を、今さらながら感じています。様々な課題を解決

般について、埼玉県外科医会などを始め、埼玉県内

させるため、すぐれた医療者が多く育成されること

の他病院との検討の場にも参加し、情報交換もして

を母校に期待しています。
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

第10回日本脳血管・認知症学会総会
（Vas-Cog Japan 2019）を開催して

日本ハイパーサーミア学会
第36回大会を開催して

脳神経内科学
教授 池田

埼玉医科大学総合医療センター
放射線腫瘍科
教授 髙橋 健夫（昭63卒）

佳生（平４卒）

2019年８月３日（土）に、御茶ノ水ソラシティカ
ンファレンスセンターを会場として第10回日本脳血
管・認知症学会総会（Vas-Cog Japan 2019）を開催
させていただきました。本会の開催にあたり、群馬
大学医学部同窓会よりご支援をいただきましたこと
に深謝申し上げます。お陰様で201人の参加者を得
て滞りなく盛会裏に終了することができました。
本年６月に政府は「認知症施策推進大綱」を策定
し、認知症者の「共生」と認知症「予防」の２つを
キーワードとして認知症克服へ向けた活動を推進し
ていく方針を示しました。本学会は、認知症の発症
や進行と密接な関係がある様々な血管性因子に焦点
を当てた学術活動を実践している点が特徴です。高
齢化社会を迎えて、近年患者数の増加が著しいアル
ツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型
認知症といった三大認知症を始め、様々な認知症疾
患をターゲットとしています。これらの疾患の発症
と進行を抑制・改善する治療法の確立を目指し、血
管性因子の認知症病態への関わりについて研究・臨
床活動を推進しています。
この度の総会では、神経内科学、老年医学、循環
器内科学、代謝学、薬理学、神経科学などを臨床・
研究分野とする参加者が一堂に会し、日頃の研究成
果の発表と活発な討論が行われました。
「血管性因
子と神経変性のクロストーク」をメインテーマとし
て掲げ、特別講演、一般演題、特別シンポジウム等
に加えて、医療従事者の連携推進を目指した日本老
年薬学会との合同シンポジウム、さらに産業医研修
会を設けました。参加者の様々なニーズに対応する
よう、これまでにない新たなプログラムを設けるこ
とにより、参加者からはとても好評を得ることがで
きました。
改めまして本会の開催にあたり、刀城クラブ及び
同窓会の皆様より暖かいご支援をいただきましたこ

令和元年９月６日（金）～７日（土）にウェスタ
川越（埼玉県川越市）において、第36回日本ハイパー
サーミア学会を開催いたしました。本大会の開催に
あたり、群馬大学医学部同窓会よりご支援をいただ
き、深く御礼申し上げます。
本学会はハイパーサーミアに携わる医師、生物・
工学系の研究者、メディカルスタッフが一堂に会し
発表・討論が行われる学会です。ハイパーサーミア
（温熱療法）は基礎医学ならびに物理工学の知見に
基づき、優れた科学的根拠を有するがん治療法とし
て発展し、臨床に用いられています。保険診療とし
て承認されて以来、様々ながん種に対して優れた治
療成績が報告されてきました。ハイパーサーミアは
単独治療のみならず、放射線治療や化学療法との併
用で優れた増強効果を発揮しますが、今後は近年の
発展が著しい免疫療法や、様々な新規抗がん治療薬
との併用で大きな進歩が期待されています。本大会
のテーマは「エビデンスに基づく温熱療法へ」とし、
現在整備が進められているハイパーサーミアガイド
ラインの現状に焦点をあてたシンポジウムで活発な
議論がなされました。加えて今後のハイパーサーミ
ア治療の発展と均てん化に欠かせないQA（品質保
証）も大きなテーマとして取り上げ、
「温熱最適化
のためのQA」等のシンポジウムを企画しましたが、
今後の発展に繋がる素晴らしい内容となりました。
生物系の「Heat shock proteinとがん温熱療法の最
前線」等のシンポジウムではストレスに関する最新
の知見が紹介されています。本大会は一般演題69演
題、シンポジウム６企画、ワークショップ１企画、
教育セミナー、イブニングセミナー、受賞講演、市
民公開講座、等から成り、お蔭様で大変充実したプ
ログラムで大会を開催することができました。天候
にも恵まれ、参加者は約330名を数え近年最多の盛
会となり、また懇親会も地元川越の趣向を凝らし大
変好評でした。

とに心より感謝を申し上げます。最後になりました

このたびのご援助ならびにご協力、誠にありがと

が、刀城クラブの益々のご発展をお祈り申し上げま

うございました。今後益々の同窓会の発展を心より

す。

祈念いたします。
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令和元年
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

第11回小児肝臓･肝移植
セミナーを開催して

第48回断層映像研究会を
開催して

国立成育医療研究センター
副院長・臓器移植センター長
笠原 群生（平４卒）

放射線診断核医学
教授 対馬

2019年９月28日、第11回小児肝臓･肝移植セミナー

令和元年10月４日、５日の２日間にわたり、ホテ

を東京医科大学病院で開催させていただきました。
参加者50名と小児肝臓病のセミナーとしては大変多

義人（昭63卒）

ルメトロポリタン高崎において第48回断層映像研究
会を開催いたしました。開催にあたり、刀城クラブ
よりご支援いただき、深謝いたします。

くの参加をいただき、参加者からも有意義な研究会

奇妙な名称の研究会と思われるかもしれません

であったとご好評をいただきました。基調講演１で

が、第１回は昭和48年（1973年）に福島医大で開催

は小児肝移植の７割を占める胆道閉鎖症の発症機序

されております。ＣＴの発明が1972年ですから、こ
のころの「断層映像」といえば、アナログのＸ線断

を「SOX17ハプロ不全マウスでの胆道閉鎖症の発

層撮影を指します。この撮影法を研究する会として

症メカニズム」東京大学金井克晃先生に、基調講演

発足したと聞いています。当時の資料などを見ると、

２では家族性肝内胆汁鬱滞症に対する治験について

実に様々な軌道が考案されており、空間分解能はは
るかに劣るとはいえ、現在のCTに類似した断層像

「医薬品開発研究を基盤としたリバーストランス

すら得られていたことに驚きます。現在では消滅し

レーショナルリサーチ」東京大学林久允先生にご発

てしまった技術かといえばそうでもなく、デジタル

表お願いいたしました。ご高名な先生の病態に迫る
ご講演で、臨床に直結するお話を伺うことができま

化したＸ線断層撮影が実用化されています。特に整
形外科領域ではかなり普及しており、マンモグラ
フィーなどへの応用も試みられています。
昨今は医用画像の多くが「断層像」ですから、
「断

した。一般演題も胆道閉鎖症・アラジール症候群・
肝移植後合併症など稀少疾患・難治症例の発表をし
ていただきました。活発な討議をいただき盛会に終

がありませんが、CTやMRIが発展した後も、様々
な画像診断の研究発表やセミナーを開催する研究会
として存続しています。

了できました。
国立成育医療研究センターは世界最多の小児生体
肝移植を実施している、世界的に著名な小児臓器移
植施設です。小児臓器移植・小児臓器不全治療・救
命治療に関心のある医学部学生・同窓会会員の先生
がいらっしゃいましたら、是非当センターに見学・
研修にいらしてください。最後に母校である群馬大
学医学部同窓会からご支援をいただき、研究会を無
事に終了することができました。心からお礼を申し
上げます。

層映像研究会」という会の名称自体にはもはや意味

画像診断の発展はまさに階段状で、大きな飛躍が
新たな分野を生み出してきました。1895年のＸ線の
発見、1970年代のCTやMRIの出現が最も大きな飛
躍であることは当然ですが、これからしばらくは人
工知能（AI）の発展が大きな原動力となることは
間違いありません。AIの発展によって、画像診断
の在り方や方法論には大きな変革がもたらされ、た
だでさえその不足が深刻な画像診断医がますます多
忙となり、勉強しなければならないことが増えるこ
とをいささか恐れています。
この度はご援助いただきましてありがとうござい
ました。刀城クラブの益々の発展を祈念致します。
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令和元年（2019年）12月15日

学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

第62回日本甲状腺学会
学術集会を開催して

第138回関東連合産科婦人科学会
学術集会開催報告

内分泌代謝内科学
教授 山田

産科婦人科学
教授 岩瀬

正信（昭58卒）

この度、2019年10月10日（木）～ 12日（土）の
３日間にわたり、昌賢学園まえばしホール（前橋市
民文化会館）において、第62回日本甲状腺学会学術
集会を開催させて頂きました。
日本甲状腺学会の会員数は約2,700名で、毎年学
術集会参加者は1,000人を超えます。本集会のテー
マは「すべては甲状腺患者さんのために」を掲げさ
せていただきました。群馬大学医学部附属病院のこ
の数年を教訓とし、もう一度「患者さん中心の医療」
を振り返るのと同時に、いかなる基礎研究も将来の
臨床応用へ繋げたいという思いからです。
特別講演には、群馬大学大学院医学系研究科に日
本で初めて新設されました医療の質・安全学講座の
小松康宏教授に「甲状腺診療の質と安全を考える：
質指標と質改善（Quality Improvement）」につい
てご講演いただきました。開業医の先生や甲状腺専
門病院の院長先生、大学病院の先生方から多くの質
問をいただき大変好評でした。また、海外からは甲
状腺腫瘍の米国のゲノム医療の最前線をVeracyte
社のDr.Kloos先生にご講演いただき、韓国Asan大
学のProf. Won Bae Kim先生には甲状腺癌の代謝経
路に対する新たな治療法への可能性をご講演いただ
きました。
また、
内科と外科の連携のシンポジウムを開催し、
「甲状腺手術の難しさ」など大変勉強になりました。
一般演題も281題と過去最高演題数で、各会場で活
発な討論がなされました。
また、懇親会では群大卒の吉本のお笑い芸人であ
るしゅんしゅんクリニックＰ様、そして、公立藤岡
総合病院副院長で私の同級生の甲賀英明先生、リハ
ビリテーション医学の和田直樹教授、脳神経外科の
登坂雅彦准教授らよるにジャズの演奏をしていただ
き、会員交流の場を華やかに盛り上げていただきま
した。
台風19号の影響で、学術集会最終日は午後のプロ
グラムを中止とさせていただきましたが、被災され
た方々に心よりお見舞い申しあげ、被災地の一刻も
早い復興をご祈念いたします。
第62回日本甲状腺学会学術集会の開催にあたり、
刀城クラブからのご支援に心より感謝申し上げます
と共に、お世話になりました関係者の皆様にはこの
場をお借りして深謝申し上げます。

明（特別会員）

2019年10月19 ～ 20日にベイシア文化ホールにお
いて第138回関東連合産科婦人科学会学術集会を開
催させていただきました。開催にあたり群馬大学医
学部同窓会より御支援をいただきましたこと深く御
礼申し上げます。
関東連合産科婦人科学会は、日本産科婦人科学会
会員の40%以上が所属する大きな組織であり、群馬
県での学術集会の開催は12年ぶりとなります。最近
の日本産科婦人科学会地方部会の特徴として、専攻
医教育や専門医・指導医講習に割り当てられる時間
が増えておりますが、群馬大学の特色が出せるよう
にと心掛けプログラムを作成いたしました。
招請講演では、奈良県立病院機構理事長である上
田裕一先生に「医療事故から学ぶ」と題して御講演
いただきました。上田先生は本学附属病院の医療事
故調査委員会委員長をおつとめになられましたが、
私の前任地である名古屋大学における医療安全文化
の礎を築きあげられた先生でもあります。事故調査
報告書にある「群大病院の経験によって日本の医療
は変容する」の言葉の意味を改めて深く考えさせら
れる機会となりました。特別講演として群馬大学次
世代モビリティー社会実装研究センターの小木津武
樹先生に、自動車の自動運転について話題を御提供
いただきました。AIやロボット支援手術の導入と
進歩により、近い将来、医療の世界でも一部の領域
において自動化の話が出てくるかもしれませんが、
このような新しい試みに対する地道な積み重ねの必
要性を再認識いたしました。また保健学研究科、林
邦彦教授には臨床研究のセミナーにご登壇頂きまし
た。
私にとっては群馬大学着任早々から準備に取り掛
かることになり戸惑いもありましたが、教室員が一
致団結し700名に迫る参加者を得ることができまし
た。本誌面をお借りし学術集会運営に御協力をいた
だいた方々と同窓会からのご支援に重ねて御礼申し
上げます。
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

第37回日本大腸検査学会
総会へのご支援の御礼

2019年度 日本臨床麻酔学会
第39回学術集会へのご支援お礼

国立がん研究センター中央病院
内視鏡センター長・内視鏡科長
斎藤 豊（平４卒）

麻酔神経科学
教授 齋藤

令和元年11月１日（金）～２日（土）にＪＡ共済

群馬大学大学院医学系研究科麻酔神経科学講座で

ビル

繁（昭61卒）

カンファレンスホール（東京）にて第37回日

は、これまで、手術麻酔・集中治療医学・疼痛学・

本大腸検査学会総会を当番会長として開催させてい

ペインクリニック・環境医学などに関して臨床的お

ただきました。開催にあたり、群馬大学医学部同窓

よび基礎的研究を続けて参りました。手術麻酔業務

会より多大なご支援を頂き心より感謝申し上げます。

を拡大した周術期管理ならびに緩和医療も、そうし

私は平成４年に群馬大学を卒業しすぐ尊敬する小

たプロジェクトの一環として実施しており、現在ま

林功教授（当時）の臨床検査医学講座大学院に入学
しました。大学院修了後はなぜか魅力に取り憑かれ
た大腸内視鏡を修行するため、国立がんセンター中
央病院

内視鏡部のレジデントの門を叩き、臨床検

査医学とは全く畑違いの道を約四半世紀歩んでおり
ます。その間も後任の村上正巳教授から非常勤講師
として呼んでいただき、７年間（医進２年で留年の
ため）の学生生活と４年間の大学院の計11年過ごし
た群大となんとかつながりを保っております。
今回『継往開来―大腸検査の新潮流と近未来』を
メインテーマに~より高いQualityと受容性を目指し
て~をサブテーマに伝統ある日本大腸検査学会を開
催させていただきました。大腸がんは、検診で癌の
罹患率のみならず死亡率まで抑制できることが科学
的に証明されており欧米では国策として大腸がん検
診受診率向上に取り組んでいます。しかしながら日
本の検診受診率は低迷しており、大腸がん罹患率は
右肩上がりに上昇しているのが現状です。消化器内
視鏡は日本が世界を大きくリードしており、当科に
は年間100名を超える海外医師が研修に訪れていま
すが、こと検診に関しては、日本は後進国と言わざ
るを得ない状況をなんとか打開する必要がありま
す。大腸がんを撲滅するミッションを持つ本会会長

でに国内外の専門誌にその成果を報告しておりま
す。
今回、これまでの活動内容をご評価頂き、日本臨
床麻酔学会第39回学術集会を2019年11月７－９日に
軽井沢プリンスホテルを中心に開催いたしました。
日本臨床麻酔学会の年次学術集会は春の日本麻酔科
学会学術集会と並んで、本邦麻酔業界の秋の一大イ
ベ ン ト で す。 今 回 の 学 術 集 会 で は、 テ ー マ を
"Wellness"とし、患者さんの健康管理とともに、医
師や医療スタッフの健康管理、現在国内で進行して
いる「医師の働き方改革」にも焦点をあてました。
ま た、 医 療 安 全 の 参 考 と す る べ く、JR東 日 本、
SUBARU、日本航空、JAXAの安全管理担当者か
ら各業界での安全確保手法をご紹介頂きました。講
演者として国内外から著名な研究者を招聘し、地元
出身の金メダリスト荻原健司さんや女子プロゴル
ファー村口史子さん、福嶋晃子さんにもご参加いた
だいております。そして、開催地の軽井沢は、日本
を代表する高級リゾート地であり、浅間山の山麓に
広がる豊かな自然環境やスポーツ施設、大型アウト
レットモールを楽しむことができることを生かし、
参加者が日本臨床麻酔学会学術集会への参加に合わ

をさせていただき、がんセンターの後輩である浦岡

せて、職場の仲間や家族とのリフレッシュの機会が

俊夫教授の消化器肝臓内科からも多くの演題を発表

もてるよう配慮しました。参加者総数は2100名、一

いただき例年を超える350名近い参加者に恵まれま

般演題総数は460題となりました。

した。小林功先生の『ルーツを大切に』という言葉

この会の開催にあたりましては、群馬大学医学部

を胸に今後も精進していきたいと思います。改めて

同窓会から様々なご支援を頂きました。会を代表し

同窓会の皆様に感謝申し上げます。

て深く御礼申し上げます。
− 16 −

群馬大学医学部刀城クラブ会報

第256号

令和元年（2019年）12月15日

神奈川編
東海大学医学部小児科

望月

博之

先生

を訪ねて

私たちは８月６日に、東海大学でご活躍されてい

大玉 浩嗣（医学科４年）
佐藤 聖佳（医学科４年）
中島 拓海（医学科２年）
ひ研究をやりながら医師を続けてもらいたいです

る望月博之先生を訪問し、インタビューをさせてい

ね。日本では論文を書く人が減ってきていますが、

ただきました。

どの科に入ってもそういうつもりで初期研修に臨ん
でほしいと思います。ただ今の専門医の体制は「２
階建て方式」といって、私でしたら小児科という１
階、その次に呼吸器とアレルギーという専門医とし
ての２階を持っていますが、これがまた楽しいもの
です。学会に奮って参加して２階を作ったのが良
かったですね。
学生：先生はどのような研究をなさってきたのです
か。
先生：小児用の咳のカウンターというものを世界で
初めて作りました。この咳カウンターによって、咳
をした時刻が秒単位でわかるようになったのです。
咳が今の研究のキーワードのひとつなんですよ。こ
れまでに喘息の論文は数多く出ていたのですが咳に

東海大学医学部付属病院にて

関するものは極端に少なかった。咳は客観性に欠け
ていて学問にならないと考えられていたのです。し

学生：本日はよろしくお願いします。先生のお仕事

かし咳カウンターで咳を客観的に捉えられるように

について教えていただけますか。

なって流れが変わりました。東海大学小児科では唯

先生：専門である小児の呼吸器・アレルギーの臨床

一の、数千の子供の咳のライブラリを作りましたか

や研究はもちろんですが、教員として教育にも力を

ら、それをもとにすればほぼ確実に咳の回数やパ

入れています。学生だけでなく大学院生の指導もし

ターンを確認できます。例えば新しい鎮咳薬の効果

ますし、看護学科もカリキュラムが増えてより忙し

を調べるために咳カウンターを使って、薬の使用前

くなりました。教育にはどんどん派生的な仕事が出

後で咳が何回減ったかなどということもわかりま

てきますね。

す。

東海大学に来た時、実は小児科専用の研究室がな

それからもう一つ、肺音解析による肺機能評価の

かったのです。そこで群馬大学の良いところを全部

ための解析ソフトを作りました。なぜ肺音に着目し

持ってこようと思って自前の研究室を立ち上げまし

たかというと、小児喘息は３歳前の発症が８割であ

た。私立ですが研究が好きな方が多くて、私が来て

るのに、乳幼児は肺機能検査ができないため診断が

から研究する方が増えて嬉しいです。また専門医制

難しいのです。そこで聴診器で肺音（呼吸音）を診

度が大きく変わり、専門医試験を受けるためには

ますが、ただ耳の良い先生でないと聴診器で聞いて

ファーストオーサーで論文を一編書くことが必須条

もなかなかわかりにくいものです。客観性に優れた

件となりました。これが特に大変で、その指導でい

評価を行うには、聞こえないレベルの肺音も評価で

つもバタバタしています。しかし、みなさんにはぜ

きる電子聴診器を使うのが一番良いですね。それを
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実現するのに11年かかりました。今後はこのソフト

あとメールが来たら必ず返事をするようにと言って

を誰でも使えるようにしたいです。今のところ３歳

います。そういう感性はぜひ若い人たちにも大事に

以下の吸入負荷試験はごく限られた大学病院でない

してもらいたいです。

ソフトをパソコンに組み込んで、
とできませんから。
乳児健診で変な音が入っていたら大学で詳しく検査

学生：やりがいを感じるのはどのような時でしょう

をしましょう、と。そんなシステムができればいい

か。

なと思います。

先生：一般診療ではもちろんですが、大学での研究
を通して患者さんの役に立つ治療をすすめることも

学生：なぜ小児科学の道に進もうと思われたのです

生きがいです。学生には、
「伝家の宝刀」をぜひ持っ

か。

てくださいといつも言っています。医師になってか

先生：ポリクリのときに子供に人気があったので。

らの最初の数年間で誰にも負けない「伝家の宝刀」

病棟の子供たちがニコニコ笑ってくれて、ああいい

を一本持つ。それで一生楽しく医学をすすめられま

なと。内科か小児科か迷っていたのですが、小児科

す。ほどほどの医者でいいと思っていては、ほどほ

にしました。それから、私が学生だった当時は免疫

どにはなれない。トップになろうと思ってようやく

学が盛んでした。DNAは二重螺旋構造であるとこ

ほどほどだと言われる世界です。ぜひ切磋琢磨して、

ろからはじまり、抗体がどうやって産生されるかと

トップを目指してください。そのためには、私も先

か、色々なことがわかってきて学生の間でもすごく

輩から教えてもらいましたが、何か一つ取り柄を

盛り上がっていたのです。それで昭和町に来てから

作っておけと。それで難局を切り開いていって次の

免疫学教室におじゃまして、勉強させてもらいまし

宝刀、次の宝刀と作っていけばいいわけですね。そ

た。その頃からだいたい免疫・アレルギー関連と決

うすると学会に行っても人と話すのが楽しくなりま

めていましたね。

す。自分のライフワークが楽しいって、こんなにい
いことはないじゃないですか。

学生：働く上で心がけていることは何ですか。
先生：小児科で重要なのは笑顔で接することと、疲

学生：リフレッシュ方法はありますか。

れた顔を決して見せないことでしょうか。病気の子

先生：群馬大学にいるときからジョギングやマラソ

供を持った親御さんというのは大なり小なり自分に

ンをやっていて、赤城山なんかよく登っていました。

責任を感じていますから、すごく暗い気持ちでいる。

フルマラソンには５回出たのですが、今は楽しく

だから誠意をもって対応しています。

ジョギングを。東海大学の周辺は坂が多いので楽し
く野山を駆けています。夜も土日も走りますし、学

学生：子供だけでなく、親御さんのケアまで気を

会に行くときにもシューズを持っていって走りま

配ってこその小児科なのですね。

す。それが一番開放できる時間です。お金もかから

先生：本当にその通りです。千差万別ですが、親御

ないし、いいと思いますよ。あと学生時代はサイク

さんのケアもしつつ治療を進めなくてはいけないと

リングをやっていました。私の学年は医学部は私１

考えています。私たちには「100%」や、
「絶対に大

人しかいなかったものですから、工学部や教育学部

丈夫」はありません。赤ちゃんが受診されたら、診

の学生とやっていました。彼らとは今でもお酒を飲

察後、
「何かあったら必ずまた診せてくださいね」

む仲ですよ。

と一声かける。そうするとまた別の時に別の症状で
親御さんが連れて来てくれます。診断名が変わるこ

学生：東海大学と群馬大学との違いは、どのような

ともありますし、リピーターはいろいろなことを教

ものがありますか。

えてくれますよ。小児科ではすべての臓器を診ます

先生：かなり違いますよ。東海大学の良い点は私立

から大変ではありますが、一生勉強のつもりでいれ

なので学生のサポートが充実しているところだと思

ば大丈夫ですし面白いですよ。とにかく笑顔を忘れ

います。学生には班ごとに指導医が２人ついて、学

ず、きちんと傾聴するということですね。

業だけでなく生活の中での悩みを聞くなどしていま

また私は研修医に、時間には厳しくしています。

す。研修医になると１人ひとりに指導医がつくんで
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すよ。それから保護者への説明会を毎年秋に開催し

診断基準を作ろうとしています。今は横浜市立大学

ています。前期の成績がわかる頃なので、学生から

と獨協医科大学の先生方と一緒にやっています。診

は嫌がられていますけどね。そんな風に手厚く。た

断基準を作ってぜひ早期診断、早期介入につなげた

だ、神奈川県は人口が多い割にこの県西部には大学

いですね。あと力を入れたいのが脳性麻痺の患者さ

病院はここしかない。神奈川県の真ん中に相模川が

んの肺音解析を応用した呼吸管理法です。肺機能検

ありますが、他の大学病院は皆その向こうの東側に

査ができないので、ゴロゴロという音が聞こえてい

あるんです。そのため西側にある東海大学からドク

ても喘息かどうか判断できませんし、ステロイド吸

ターヘリで下田、富士五湖や大島の方まで行きます

入を始めても効果があるのかわからないのです。そ

ので忙しいです。大学病院としては地域密着型です

こで赤ちゃんと同じ検査をして効果があったとわか

本当にかけがえのない大学だと思っています。
ので、

れば、正しい治療法が選択できると思っています。

群馬大学は群馬県と近隣県が守備範囲で理想的です

私はあと２年たたないうちに定年ですが、それで

ね。小児科でいうと近くに小児医療センターがあり

終わるのは寂しいので、ここの近くで研究が続けら

ますから、ある程度棲み分けができる。群馬県は真

れるような施設で就職を探してみようと思っていま

ん中に前橋や高崎の都市部があって周辺からも短時

す。それでも年なので週２回くらいとか、どこかで

間で移動できますから、医療としては恵まれた地形

コツコツやれたらいいですね。

だと思います。
学生：最後に、学生へのメッセージをお願いします。
学生：学生時代にしてよかったことや、しておけば

先生：英語と統計を頑張ってください。それからぜ

よかったことはありますか。

ひ得意なものを見つけて、それを突き詰めていって

先生：してよかったことといえば、やはり免疫学教

ください。一時の迷いで進路を決定せず、初心を大

室に通っていたことですね。学生の頃からの積み重

事にしてほしいと思います。

ねがあって今があるわけですから。みなさんも学生

私は群馬大学にいたときからずっと研究を続けて

のうちに基礎系の研究室を覗いてみてはいかがで

きて、今ようやく、咳や肺音に関する「オリジナル」

しょうか。やっておけばよかったのは英語と医学統

を手繰り寄せることができました。臨床における客

計です。私は32歳の時から２年間サンフランシスコ

観性や精度が急速に上がっていきますから、今度は

に留学したのですが、なかなか苦労しました。留学

みなさんの世代がこれらをブラッシュアップしてく

前、群馬大学にいる間にアメリカ人を呼んで何人か

れれば幸いです。これからのご発展をお祈りしてお

で勉強したのですが、日本にいるアメリカ人は日本

ります。

語がわかるので下手な英語でも通じてしまうので
小児科医療について、学生の頃より熱心に努力を

す。直してくれと言っても、それでわかりますよ、っ
て。
でも向こうへ行くと誰もわからないんですよね。

積み重ね世界の最先端でご活躍されている望月先生

みなさんも、英語のラジオ番組などを聞くだけでも

のお話に、私たち学生は身の引き締まる思いがしま

いいので早くから取り組んでみてはいかがでしょう

した。お忙しい中快く私たちを迎えてくださった望

か。

月先生に深く感謝申し上げます。

学生：今後の展望についてお聞かせください。
先生：今取り組んでいるのは、GERDにおいて胃食
道逆流があるから咳が出るのか、咳が出るから逆流
が起こるのかという命題です。結論はすでに出てい
まして、GERDの赤ちゃんにミルクを飲ませるとし
ばらくして咳が出るのですが、数秒差で逆流の方が
早いことがわかりました。それを今論文に書いてい
ます。ぜひ注目してもらいたいですね。
それから、肺音解析を応用して赤ちゃんの喘息の
− 19 −
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第62回東医体夏季競技報告
運動部会会長

尾崎

佑太（医学科４年)

野球部

優勝

サッカー部

準優勝

ゴルフ部

男子団体13位

第256号

女子団体18位
陸上部

陸上部 総合７位
男子総合７位

平素より、東日本医科学生総合体育大会（以下東

男子フィールド２位
100m ８位 吉松幸彦

医体）運営及び競技への格別のご高配を賜り、厚く

400mH ７位 廣井颯

御礼申し上げます。今年も東医体の夏季競技が無事

４×100mR ５位 神崎拓 今井啓之 吉松幸彦
高橋壱誓

終了し、様々な種目において目覚ましい成績を収め
ることができましたので、ご報告させていただきま

４×400mR ６位 吉松幸彦 今井啓之
鈴木一設 河合健司

す。

走幅跳 １位 今井啓之

今夏に行なわれました第62回東医体におきまして

４位 村木権聖

群馬大学は、準硬式野球部、男子バスケットボール

砲丸投 ２位 植木佑太郎

部、水泳女子個人、男子柔道無差別級で金メダル、

円盤投 ２位 大谷悠輔
女子総合６位

サッカー部、男子軟式テニス個人、女子剣道個人団

女子トラック６位

体、水泳男子個人で銀メダル、男子剣道個人団体で

女子フィールド８位

銅メダルを見事に勝ち取りました。男子バスケット

400m ３位 村上ひかる

ボール部は、昨年度に続き四連覇を達成しました。

800m ２位 村上ひかる

主将の山下隼人（医学科４年）は総勢32名ものチー

４×100mR ８位 茂木愛里 浜田真理子
山本紗也 村上ひかる

ムをまとめ上げ連覇に導いてくれました。先輩後輩
とのコミュニケーションを大切にし、チームの気持

４×400mR ３位 浜田真理子 大野美咲
武井綾音 村上ひかる

ちを一つにしたことが接戦を戦い抜くことができ、

走幅跳 ２位 浜田真理子

連覇という結果に表れたのだと思います。準硬式野
球部は５年ぶりに東医体優勝することができまし
た。主将の中里公紀（医学科４年）はチームメート
の長所を伸ばす練習を多く取り入れ、のびのびとプ

水泳部

男子100m、200m平泳ぎ準優勝 稲川貴一
硬式テニス部

男女ともにベスト16

軟式テニス部

男子個人戦に竹部・江澤ペア準優勝

卓球部

男子団体ベスト８

レーのできる環境を作り上げました。その結果、ミス

男子シングルス 小林真之ベスト32 澤崎英太ベ
スト64

の少ない野球ができ、優勝に結びついたと思います。

男子ダブルス 神山昴輝・内藤篤志ペアベスト8

また昨年に続き、このような素晴らしい成績を残

女子団体ベスト16

せたのは、各部活が日々東医体に向け練習を重ねて
きた結果であると思います。少ない練習時間の中、

女子シングルス 清水春香ベスト16
柔道部

73kg級 山田（２年）ベスト８

切なのだと感じました。トレーニングルームの環境

66kg級 石関（１年）ベスト８

改善として、壊れた器具の廃棄、新しい器具の購入
となったのは大変うれしく思うと同時に、ご支援、
ご協力いただいている同窓会会員の皆様には感謝の
言葉もございません。来年度は、学生共々さらなる
トレーニングに励み、各部活今年以上の結果を残せ

男子団体 予選敗退
男子個人無差別級 稲川（５年）優勝

最も効率の良い練習方法を考え、実践することが大

などを行ってきた運動部会としてもこのような結果

女子50m、100m平泳ぎ優勝 須永風由子

60kg級 植谷（４年）ベスト16
剣道部

男子個人 黄田允信（３年）銅メダル
女子個人 塚田蓉子（６年）銅メダル

弓道部

個人団体入賞なし

バレー部

女子ベスト８

バスケ部

男子優勝

るよう、運動部会も全力でサポートさせていただく
所存でございますので、恐縮ですが、今後ともご支
援・ご協力を宜しくお願い致します。
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春大会の決勝で敗れている順天堂との決戦となりま

バスケットボール部優勝報告

した。前の敗戦の反省をふまえチーム一丸となって
戦った結果、勝利し優勝することができました。
このような結果を残すまでの道のりは決して簡単

バスケットボール部代表

山下

隼人（医学科４年）

なものではありませんでした。昨年度、幹部が変わっ
て初の秋大会では怪我人が続出したことでチームと

群馬大学医学部バスケットボール部は、今年度の

しての拙さが露呈し惨敗するという悔しい結果とな

第62回東日本医科学生総合体育大会（東医体）にお

りました。この反省を踏まえチームを一から作り直

いて優勝し、四連覇という結果を残せたことをここ

す決断をしました。チームの主力が医学科にいない

に報告致します。

私の代にとってチーム作りはとても難しいものでし

私たちバスケットボール部はプレイヤー 23名と

た。その中で先輩方が築いてくれていたものの偉大

マネージャー９名で月水金の３日間、３時間の練習

さ、同期や先輩、後輩とのつながりの重要性を強く

をしています。また、週末には他大学やクラブチー

実感しました。このことはバスケットのチーム作り

ムとの練習試合等を行っています。

だけではなくこれからの人生にも必ず活かされるこ

今年度の東医体バスケットボール競技は、長野県

とだと思います。このような素晴らしい経験をさせ

長野市真島総合スポーツアリーナで８月５日から９

てくれたチームメイトには本当に感謝しています。

日 に か け て 行 わ れ ま し た。 四 連 覇 と い う プ レ ッ

最後になりますが今回このような結果を収めること

シャーを感じながら入った本大会でしたが初戦は危

ができましたのも、いつも部活を温かく支えてくだ

なげなく勝つことができました。勢いに乗った我々

さるＯＢ・ＯＧの先生方のおかげです。この場を借

は続く２回戦、３回戦と勝利し最終日に駒を進める

りて感謝を申し上げます。これからも群馬大学医学

ことができました。準決勝は苦戦を強いられました

部バスケットボール部をますます盛り上げていく所

が何とか勝利することができました。決勝の相手は

存ですので、今後ともよろしくお願いいたします。

長野市真島総合スポーツアリーナ（令和元年８月９日）
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送ってきました。

準硬式野球部優勝報告

そしてこのチームは東医体を見事勝ち抜いてきま
した。チームのために自分のできる事を責任もって
やり抜き、安定した守備から良い攻撃のリズムを作

準硬式野球部代表

中里

公紀（医学科４年）

る群大野球を今大会たくさんの場面で見せることが
できました。今大会の勝因は、エラーが少なく大量

群馬大学医学部野球部は今年度の第62回東日本医

失点することが少なかったこと、勢いに乗って安打

科学生総合体育大会（東医体）において、５年ぶり

を集め、相手のミスを逃さず得点につなげられたこ

の優勝という結果を残せたことをここに報告いたし

とだと思います。日頃のキャッチボールや素振りと

ます。

いった地味な練習が最後に実を結ぶ形となりまし

現在、準硬式野球部はプレイヤー 23名とマネー

た。

ジャー７名で火木土の３日間の練習をしておりま

しかし、群大野球部は現状に満足することなく、

す。また、
週末には他大学との練習試合、北関東リー

北関東リーグ優勝、東医体連覇を目標に、チャレン

グ戦などを行っております。

ジャーとして一からまた鍛錬に励みたいと思いま

今年度の東医体準硬式野球競技は、新潟県で8月

す。

５日～８月９日にかけて行われました。振り返ると

自分自身も一年間主将としてプレーすることがで

この一年間は新たなチームとしてのスタートでし

き、かけがえのない経験を人生の１ページに刻むこ

た。昨年からメンバーが大幅に変わり、今年から新

とができました。野球の技術だけでなく人間として

たな守備位置につく選手も多くいました。チームと

も成長することができました。一年間本当にありが

してのレベルアップを目標に日々練習に励んで参り

とうございました。

ましたが、北関東リーグでは結果が出ず悔しい思い
をしてきました。

ＯＢの先生方には日頃より多大なご支援・ご協力
をいただき、重ねて感謝申し上げます。常勝軍団を

そんな中でも、自分たちのチームカラーを見失う

作れるよう部員一同頑張りますので、ＯＢの先生方

ことが無いよう、長所を伸ばす練習を多く取り入れ、

には引き続き多大なご支援のほどよろしくお願い申

群馬大学の勝ちパターンを模索しながらの日々を

し上げます。

HARD OFF ECOスタジアム新潟（令和元年８月９日）
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学生寄稿

第32回医学祭を終えて
第32回医学祭実行委員長

植木佑太郎（医学科２年）
僭越ながら、今回の医学祭の報告をさせていただ
きます。今回の医学祭では「可能性」というテーマ
のもと、群馬大学およびその学生全ての可能性を地
域の方々に伝えられるよう尽力いたしました。文化
祭ならではの各部活・サークル・研究室での出店を
始め、芸能人のステージも大きな盛り上がりを見せ
ました。
芸能人の方々は、可能性というテーマに沿っ
て医師として働きながらお笑いタレントとして活躍
されているしゅんしゅんクリニックP様、元アルペ
ンスキーの日本代表で現在はラッパーとして薬物乱
用防止活動を行われているSHO様、群馬県のご当
地アイドルとして活躍しながら群馬県認知症アンバ
サダーの資格を持ち慈善活動を行なっているアカギ
団の皆様を招待致しました。芸能人の皆様のステー
ジは、午前10：00の開始と集客に関しては一抹の不
安がありましたが、当日は開始予定の時刻の前から
会場で待機している方々が多く、大きな盛り上がり
を見せました。

令和元年（2019年）12月15日

音楽サークルによる演奏も非常に盛り上がり、特
にフローオーケストラの演奏では屋内で収容人数が
少ないにも関わらず会場の外まで人が集まっていた
のが印象に残っております。
屋内では写真部・モダンジャズ研究会をはじめと
する文化系サークルが展示や室内演奏などを行いま
した。写真部の展示では部員に本格的なカメラで撮
影してもらえるコーナーがあり、多くの来場者が被
写体となり楽しんでいる様子でした。
また、２日目には医療系クイズ大会が行われまし
た。群馬県や医療に関する雑学を出題し、学生・来
場者共に医学を身近に感じる良い機会となったかと
思います。
他にも書きたいことが多くございますが報告は以上
とさせていただきます。
最後に、医学祭を開催するにあたってご支援して
くださいました医学科同窓会、保健学科同窓会、同
愛会、医学科後援会、保健学科後援会、研究室の先
生方にこの場を借りて深く感謝申し上げたいと思い
ます。そして発電機・ステージ設営に関しましても
多くの業者の方にご協力いただきました。本当にあ
りがとうございました。実行委員長としましても至
らない点は非常に多かったかと思いますが、当日ま
で準備に尽力してくれた実行委員会のメンバーにも
敬意と感謝の意を評したいと思います。ありがとう
ございました。

会場風景（令和元年10月26日〜 27日）
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支

部

だ

よ

センターＳ50卒）、橋本和彦先生（東海眼科院長Ｓ

り

52卒）、中山文子先生（茨城県保健福祉部Ｈ４卒）、

刀城クラブ茨城支部
懇親会報告
支部幹事

淀縄

第256号

聡（昭63卒）

根本英徳先生（水戸赤十字病院麻酔科部長Ｈ６卒）、
須藤功治先生（すどう眼科院長Ｈ16卒）、高久裕子
先生（水戸赤十字病院麻酔科Ｈ16卒）から大学時代
の思い出や現在の仕事の事、趣味、県内の同窓生の
近況などを披露してもらいました。三橋先生が私と
同じマラソンが趣味で茨城県の五大マラソン（勝田・

報告が遅れましたが、去る４月21日第19回刀城ク

水戸・つくば・かすみがうら・古河）を走破してい

ラブ茨城支部懇親会がホテルテラスザガーデン水戸

るのにはびっくりしました。また今回２人の若手の

で行われました。すぐ近くに日本三大名園のひとつ

先生が初参加され、須藤先生は茨城県の医療過疎地

である偕楽園と千波湖が広がりこの二つを合わせた

である下妻に２年前に開業したばかりで、県西地区

都市公園はニューヨークのセントラルパークに次ぐ

の医療発展に今後もぜひ貢献してもらいたいと思い

世界第２位の広さを誇る風光明媚な場所です。

ます。高久先生は地元に戻ってきたばかりですが、

現在茨城支部会員は約80名ほどいますが６割の先

水戸で群大の先輩が同じ部署にいるのはとても心強

生方は勤務医で入れ替わりが激しいのが現状です。

いと思いますのでこれからも長く茨城で活躍してい

その中で今回は10名の出席となりました。はじめに

ただきたいと思います。

会長でまだ現役で産科当直もされている加瀬病院院

私も５年前に地元の土浦にもどり肛門外科、乳腺

長加瀬芳夫先生（Ｓ41卒）の挨拶から始まり、乾杯

外科を中心に地域医療に携わり地元の医師会の活動

の音頭はひたちなか総合病院放射線治療センター長

にも力を入れています。

の三橋紀夫先生（Ｓ49卒）が行いました。三橋先生
から現在茨城県の放射線治療は筑波大学放射線腫瘍

そして最後に新しい支部長として色川先生が任命
されました。

科教授である櫻井英幸先生（Ｓ63卒）をはじめ多く

今年は茨城国体も行われ県内が活気づいていま

の群大出身の先生が中心になっているとのうれしい

す。医療でも同窓の先生方の今後の活躍、そして次

話がありました。その後一色重雄先生（筑波病院副

回の同窓会での再会を心待ちにしています。

院長・外科Ｓ48卒）、色川正貴先生（日立健康管理

第19回刀城クラブ茨城支部懇親会（平成31年４月21日・ホテルテラスザガーデン水戸）
後列左より：一色、三橋、橋本、色川、根本
前列左より：中山、加瀬、淀縄、高久、須藤
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令和元年度
刀城クラブ北陸支部総会報告
佐原まゆみ（平元卒)
まだ梅雨の空けていない７月20日土曜日の夕方、
私は金沢駅から会場のホテルに向かって歩いていま
した。夏休みに入ったこともあってか、金沢駅周辺
はキャリーバックを転がした人たちでとても混雑し
た状態。世界でも美しい駅として有名な金沢が誇る
鼓門を見上げながら、群馬大学卒業後「あれから30
年」
が経ち、
自分もすっかりいい齢のオバハンになっ
たなぁと笑みを浮かべていました。
令和を迎えての今回の北陸支部会の出席者は、平
成27年以降毎回参加されている顔なじみの先生方、
初めて参加される先生方の合計16名で、富山、石川、
福井の北陸３県から会場のホテルに次々と到着され
ました。一言に北陸といっても金沢までは結構距離
があり、しかも列車の本数が極めて少ない（笑）に
も関わらず、皆さんが定刻通りに集合されたことは
びっくりです。まず総会が開かれた後、富山大学放
射線診断・治療学講座 放射線腫瘍部門教授の斎藤
淳一先生から、最先端の放射線治療についての講演
をしていただきました。放射線治療の進歩はめざま
しく、苦しんでいる患者様に希望を与えられること
は本当に素晴らしいと感じました。
講演会の後は懇親会会場に移動し、そこからはリ
ラックスした楽しい時間の始まりでした。美味しい

令和元年（2019年）12月15日

御馳走が次々と運ばれ、お酒もおしゃべりもすすみ
ました。群馬大学時代のこと、現在の仕事のこと、
趣味のことなど、話すことは次々と沸いてでてきま
す。だいぶお酒が進んでしまった頃に、一人ずつの
スピーチタイムとなりました。そのスピーチに要し
た時間の長いこと（笑）……アルコールも加担して
の流暢なおしゃべりは、堅苦しさの微塵もなく、大
学時代を思い起こし懐かしさも相まって心から楽し
むことができました。そして、私が素晴らしいと思っ
たのは、先生方一人一人が各分野で患者様や地域・
社会に貢献する仕事をされていることです。もちろ
ん、現在に至るまでには紆余曲折、様々な苦労があっ
たことと思います。でも、真摯に仕事に向き合う姿
を見て、これから私なりに貢献できることをもっと
沢山していかなきゃなぁって感じました。
懇親会も終わりが近づいて各先生方に来年もお会
いできることを約束し、名残惜しさを感じながら会
場をあとにしました。鼓門もライトアップされ、金
沢での週末の夜を楽しんでいる人たちで賑わってい
ました。
北陸には同門の先生方がまだたくさんいらっしゃ
ると聞きました。北陸支部会はまた来年も開催され
ますので楽しいひと時をご一緒しましょう。できれ
ば女性の先生方もご参加いただけたら嬉しいです。
この４回ほど紅一点の私でしたので、どうかよろし
くお願いします。北陸以外で頑張っていらっしゃる
先生方へ、金沢周辺は魚介がとても美味で自然が豊
かなところですので、とても快適な北陸新幹線に
乗ってぴゅーんと遊びにいらして下さい。

刀城クラブ北陸支部総会（令和元年７月20日 ホテル金沢）
後列左より：佐原博之、大森一郎、石塚 全、瀬川正孝、宮下知治
中列左より：堂後隆彦、高尾昌明、早川康浩、山内博正、佐原まゆみ、懸川誠一
前列左より：竹内真人、斎藤淳一、村本卓郎、草島義徳、伊藤清吾
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た。その後、今回、特別参加していただきました公

第19回群馬大学医学部
同窓会･渋川支部総会
神保

第256号

益財団法人群馬健康医学振興会理事長 鈴木忠先生
より、群馬健康医学振興会の設立の意義と事業に関
しての説明と賛助会員への勧誘が有りました。この

進（昭54卒）

今年も、９月の第２木曜日（９月12日）に元号が

ような財団が存在することを、今まで我々は知りま
せんでしたので、財団の存在を知る良い機会となり
ました。

令和になって最初の群馬大学医学部同窓会渋川支部

その後、今回出席者の中での最年長、神山照秋先

総会が、市内のプレヴェール渋川にて開催されまし

生に乾杯の御発声をしていただき、楽しい宴会が始

た。例年、この時期には自然災害が発生しておりま

まりました。少しアルコールも入ったところで、例

すが、今年も九州北部での大雨による洪水災害の

年の如く、卒業年次の若い先生から自己紹介と仕事

ニュースが流れておりました。

面での現状報告が和やかな雰囲気の中で行われまし

今回は、第19回目の開催となりました。例年に比

た。出席者からの楽しい話を一通り聞き終えた頃に

べますと出席者はやや少なく、第20回大会に向けて、

は、予定の終了時間に近づいておりました。白倉新

出席者を増やす対策が必要に思われました。

同窓会長への記念品をお渡しし、最後に参加者全員

夜７時、千代田先生の司会で、小生からの開会宣

の集合写真を撮って、お開きとなりました。

言に始まり、横江支部長の挨拶の後、中村先生から

次回は、第20回の記念大会になります。是非、多

の会計報告、岡本先生からの監査報告と順次進んだ

数の先生達にお集まりいただき、会を盛りあげてい

所で、今年度から新しく同窓会長になられました白

ただきたく、この場をお借りしまして、今から来年

倉賢二群馬大学名誉教授に現在の同窓会及び、群馬

９月第２木曜日の夜を空けておいていただきますよ

大学医学部の現状などを御披露していただきまし

う、お願い申し上げます。

第19回群馬大学医学部同窓会･渋川支部総会（令和元年９月12日・プレヴェール渋川）
最後列左より：千代田（H14）
、大田（H29）
、竹内（H3）、井上（H12）
中列左より：小 林（H5）
、小山（H6）
、入内島（S55）、中村（S56）、蒔田（S58）、塚越（S60）、田村（S62）
、
磯野（H1）
前列左より：根本（S54）
、岡本（S54）
、神山（S33）、白倉会長（S50）、鈴木忠（S45）、横江（S52）、神保（S54）
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令和元年（2019年）12月15日

刀城クラブ東京支部 第13回総会・講演会・懇親会開催のご案内
群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ

東京支部長

長谷川

俊二（昭52卒）

年１回ですが、懇親の場としてこの日を楽しみにし

第13回刀城クラブ東京支部総会・講演会および

ている会員が徐々に増えてきています。

懇親会を下記の通り開催いたします。

今回の講演は、平成10年卒の日本医科大学

東京支部は「東京都に住居を有する者及び東京都

生

内に勤務地のある者」を会員とし、
「会員相互の親

化学・分子生物学（代謝・栄養学）教授

大石由美

睦を図り、刀城クラブの活動を通して、群馬大学医

子先生にお願いしました。生活習慣病という身近な

学部の発展に寄与する」ことを目的としています。

疾病のメカニズムについてのお話を伺えるとのこと
です。

東京で活躍している同窓生が多数いる中、長い期

開催案内は東京支部会員に郵送いたしましたが、

間、支部の発足がありませんでしたが、平成20年
３月に創設され、以後毎年総会と同窓生による講演

東京支部以外の各位のご参加、講演会の聴講は大歓

と会員懇親会を開催し、今回で13回目となります。

迎です。是非奮ってご参加ください。

記
日時：令和2年3月14日（土） 18：20－20：30
場所：渋谷エクセル東急ホテル
特別講演：大石由美子先生（平成10年卒）
「私の研究～生活習慣病のメカニズム解明を目指して～」
※

日本医師会の生涯教育制度認定事業として申請し、0.5単位が取得できる予定です。

昭和キャンパス内風景
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昭和42年卒同窓会報告
春日

功（昭42卒）

2019年５月25日（土）から26日（日）、前橋市内
において卒業52周年の同窓会を開催した。我が42ク
ラスは、
卒後30周年（97年）を伊香保で開催した後、
学友を頼って同窓会開催場所を全国に展開した。00
年北海道（長嶋和郎君 ゴルフ中心のミニ同窓会）、
01年松山（萩山正治君）、02年北九州（米良利郎君
今年５月鬼籍）、03年沖縄（松岡政紀君）、04年前
橋に戻った後、05年大津（大川匡子さん）、06年日
光今市（新沢敏章君）、07年広島（小沼杏坪君 15
年鬼籍）
、09年横浜（井坂健一君）と全国展開して
きた。活動の場を全国に求めた学友を励ます、教授
就任を祝うなどは表の目的で、観光やゴルフ、それ
も家族同伴でたかりに行くような同窓会ではあっ
た。いずれの地でも奥様を初め、関係者に歓待され、
十二分に旧交を温めることができたことを、この場
を借りて心から感謝したい。
その後は遠くからも参加しやすいように東京で開
催。12年、14年とお台場のホテルをメインに、東京
湾クルーズや浅草、東京タワー、築地市場など、個
人として改めて企画しないような東京観光を盛り込
み、非日常を楽しんだ。特に17年は卒業50周年とし

第256号

てこれも東京での開催。同級生24名、同伴者7名の
盛況であった。サブとして科学未来館見学ツアー実
施。区切りとして最後とすることも考慮したが、継
続の声が多く、18年更新第１回として東京で開催。
新潟から大関道義君夫妻、前橋から菅義信君など初
参加。大関君から「こんなに楽しいとは！」のコメ
ント。そして更新第２回（52周年）はついに前橋に
戻ることに。後藤文夫君のつてで、彼が設立に貢献
した石井記念ホールでランチ・珈琲ブレイク後、こ
れも後藤君の紹介で群馬大学重粒子線医学研究セン
ター見学。同教授・副センター長 大野達也氏及び
同センター物理部門助教 遊佐顕氏のお二人に丁寧
な講義を受け、50数年ぶりのお勉強風景？その後
ゆっくり施設見学。膨大な機器・配線群に圧倒され
る思いであった。メインパーティではそれぞれ近況
報告で盛り上がり。引退や病の報告もあったが更に
多忙を極めるとの報告も。特筆すべきはパーキンソ
ン病を患いながら北海道から駆けつけた長嶋和郎君
が、到着時に比べ時間経過につれ眼光鋭く溌剌とし
てきたことである。翌日はゴルフ組と前橋敷島バラ
園観光の二手に。バラ園移動途中、春日宅バラ園に
も立ち寄る。二つのバラ園とも好評であった。最後
のプランは、赤城山、県庁など抜群の眺望を誇るホ
テル中華料理店でのランチ。美味しい料理に舌鼓を
打ちながら来年の再会を誓い合った。
この報告を、筆者の良き理解者で同窓会皆勤者で
ありながら、今年５月８日に永眠した米良利郎君に
捧げる。

昭和42年卒同窓会（令和元年５月25日 ホテルサンダーソン）
窓、左より：小室優一、小室苑、中山宏（群馬大学重粒子線医学研究センター見学後別に）
４列目左より：吉松弘、山本邦宏、島野俊一、長屋孝雄
３列目左より：春日美登里、下條宏、小板橋毅、橋田昌晴、後藤文夫、荻野忠、岩上豊
２列目左より：岡田典子、高橋徳之、藤田孝司、井坂健一、菅谷公平、小野垣義男、長岡成郎、下條美枝
１列目左より：平嶋律子、井坂恵美子、舟橋一郎、春日功、岡田慶一、長嶋和郎、平嶋昇
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卒後50周年記念祝賀会
クラス幹事

本多

令和元年（2019年）12月15日

その後、50年間のそれぞれの人生についての報告
がありましたが、さすがに50年を振り返ると話も長

隆一（昭44卒）

我々 44クラス会はＳ38年に入学、Ｓ44年卒業の

くなりがちでしたが、皆さん静かに耳を傾け、うな
ずきながら、自らを重ね合わせる様に感慨深げに聞
き入っていました。

59名です。卒業してあっという間に50年が過ぎてし
まいました。

健康面では夫々に何かしらの薬の世話になってい
るようですが概ね元気そうに見えました。しかしな

卒業当時は「もう戦後ではない」との経済白書の

がら医師としては現役のままの人もありましたが、

通り、戦後の復興から右肩上がりの発展を遂げ、東

多くは一線の臨床を離れ、老健、健診、更には子供

「所得倍増」「日
京オリンピック、大阪万博を開催、

たちに主導権を譲り、週何回かの外来の手伝いと

本列島改造」の波に乗って高度経済成長期に突入、

いった様に、それぞれの「断捨離」に入った人が多

物質的には豊かになりました。一方で公害問題も発

い様です。

生、やがて平成3年頃からはバブル崩壊、更にはリー

また足腰に問題を持った人も数名おり、脳梗塞後

マンショックによる金融危機に転落、そして今日「美

のリハビリに励んでいるとの報告もありました。一

しい調和」の令和を迎えたわけで、そういう意味で

方でゴルフ、テニス、フルマラソン、競技ダンス、

は大きなうねりを乗り越えてきた半世紀だったとも

クルージング、ドライブ、旅行、医師会活動などま

いえそうです。

だまだ若々しく活躍している人もあり頼もしい限り

さて、祝賀会は令和元年11月９日（土）、今年の1

でした。

月に新装となった「東京會舘」で行われ26名の懐か

50年経っても昔の面影は消えないもので、学生時

しい仲間が集まりました。当日は会場のすぐ前の「皇

代を思い出しながらのあっという間の2時間で、さ

居前広場」で、天皇即位記念パレードの前夜祭であ

すがに酒量は減っていますが食事を楽しみながら静

る「国民祭典」の儀が行われ、数万人の参加の人が

かにワインをたしなむといった年相応の落ち着いた

集まり、まさかの混雑でした。

クラス会となりました。

会では、
クラス幹事の田村君の開会挨拶に続いて、

名残を惜しみつつ、次回のクラス会でも元気に再

今は亡き15名の旧友の冥福を祈って黙とうをささ

開することを誓い、最後に佐藤君の強気の〆でお開

げ、次いで森川君の音頭で乾杯を行い、まずは美味

きとなりました。

しいフランス料理を堪能しながらの会食となりまし

卒後50周年記念祝賀会（令和元年11月９日 東京會舘）
後列左より：田村、家入、柳川（洋）
、根岸、相原、日下部、森川、秋山、柳川（忠）
、島、伊津野、横山、山田、小屋
前列左より：杉山、樋渡、布施、北浦、中野、岡林、佐藤、都築、金城、篠原、本多、小沢
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外からは米国シアトルのワシントン大学バレー医学
センターの大津先生が長旅にも関わらず元気な様子
を見せてくれました。

昭和56年卒クラス会
in メトロポリタン高崎
小山

第256号

洋（昭56卒）

2019（令和元）年11月９日（土）メトロポリタン
高崎にて昭和56年卒クラス会を開催いたしました。
私が幹事を務め、正田病院の藤田先生が司会を、医
学教育センターの鎌田先生が受付を担当しました。
我々 56年卒は入学時100名ながら様々な+/−があり
卒業時は92名で物故者が既に6名、現在86名です。
うち30名が集まりました。前回は、2016（平成28）
年に高崎総合医療センターの内山先生が同じ会場に
て開催しています。開会に先立ち、前回以降に亡く
なった２名（吾妻郡医師会理事の三浦先生と北九州
はが眼科医院の芳賀先生）に黙祷を捧げました。
会は、今年度から群馬大学健康支援センター昭和
支援室で産業医を務め、今回の準備も手伝ってくれ
た浅見先生の乾杯の音頭によって始まり、和やかな
歓談の時を過ごしました。

昭和56年卒女子会

一人一人が近況報告を行いましたが、全員が還暦
後であり、今後の活躍の場を模索している等、人生
の節目を迎えていることをひしひしと感じさせる会
となりました。遠方からの参加者としては、国内で
は倉敷から川崎医科大学教授の紅林先生が、また海

昭和56年卒変わらない仲間たち

私からは、群大の近況として、恩師鈴木守元学長
らがいろいろありながらもご健在であること、この
４月の特定機能病院の承認、７月のがん診療連携拠
点病院の指定及び11月の小児がん連携病院の指定と
いう喜ばしいニュースがある反面、研修医の人数や
大学院の充足率など課題も多く、新たに着任された
教授（調、阿部、浦岡、小松、岩瀬、佐伯、南嶋、
大野、神谷、各教授）らとともに頑張っていること、
また、公衆衛生学教室では、人を集め育てていくこ
との大切さを実感しつつ大学院生やMD-PhDコース
の学生達とともに疫学調査や社会医学セミナーを
行っていることなどを紹介しました。
翌10日（日）には、11名が参加し富岡倶楽部にて
ゴルフ（幹事藤田先生）を楽しみました。新ペリア
方式での優勝は尼崎市さくらいクリニックの桜井先
生。ベストグロス賞は、日立市から、前日、車のタ
イヤのパンクがあって修理のため一度戻って二次会
から駆けつけた整形外科クリニック寺岡先生でし
た。特に賞品はありませんでしたがおめでとうござ
いました。
次回は高崎中央病院の鈴木先生が担当幹事です。

群大医学部昭和56年卒クラス会（2019年11月9日：ホテルメトロポリタン高崎）
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来て『お伽は？』と尋ねたのだが、私は「いいえ」

寄 稿

と答えた。「お伽」とは、客をもてなすために夜の

私の過ごした日々

床に女性を侍らすことであったのだが、うぶな私は
意味が分からなかったのだ。

川田

繁（昭24卒）

帰路、東海道線の列車の中で知り合ったイナセな
兄さんは、新宿で名の通ったいわば半侠客の身内で、

昭和19年（1944）春まだ浅い頃、一次試験合格の

新宿で困ったことがあったらアッシのところに来て

ウナ電は、二次試験が終了したと思われる夕刻に届

おくんなさいと言っていた。当時の新宿は、予科練

翌日私は一縷の望みを抱いて学校本部を訪れ、
いた。

くずれが、与太錬と呼ばれており、怖い街であった。

幸いＹ教授による面接を受け、後日合格が発表され、

昭和24年（1949）３月卒業、インターン、25年（1950）

４月春たけなわの日、養心寮に入寮した。学生時代

第８回医師国家試験、医師免許証受領。一旦、産婦

のことは刀城クラブ235号［平成26年（2014年）９月

人科に入局したが、都合により退局し、社会保険群

発行］に掲載されている。同年、学徒動員令が発令

馬中央病院の外科（以下・群中）に入局。群中には

されたが、理科系学徒の徴兵は延期された。私達は

顔見知りの牧井外科部長、寮歌の作詞・作曲の佐藤

石原校長の学業の一環としての考慮から僧侶による

嘉門（以下・敬称略）、問題児ＩM、同期の金沢義一、

講話も耳にし、情緒面としてドイツ語による「野中

後に日大教授となった高木繁夫が勤務していた。数

の薔薇」の合唱も行われた。

年後、東大医科学研究所教授の指導で研究テーマが

１年生の終了時に私も含めて５、６名が３日以内

与えられ、結核菌、モルモットと仲良くしていたが、

の退寮を命ぜられ、私は下宿を求めて彷徨いながら

私の研究成果は理由のつけようにもないものであった。

岩神町の工場の２階に下宿として辿り着いた。その

当時、私は戦後導入された麻酔学に興味を持ち、

後、８月５日夜、空襲に見舞われ、市街の大半は焦

これに気づいた牧井部長が院長と相談の結果、麻酔

土と化したが、校舎も下宿も難を逃れた。15日終戦。

学研修のために東大に内地留学をすることとなっ

灯火管制の覆いを取り外した電灯の明かりは眩し

て、２回の研修をおえて前橋に戻った。第１回北関

かった。

東医学会に卒業生として蘇生法についての発表者に

いち早く創設された演劇部は１回生の金田正（以

選ばれた。卒業生として名誉なことであり、大学当

下敬称略す）が中心となり「愛と死の戯れ」
「どん底」

局に感謝している。おそらく同期の田所作太郎の推

「桜の園」などの大作に挑んだ。装置は新宅善治が

薦が多大であったと思う。東大での研修終了時に、

主に行い、部員も脚本片手に材木を担ぎ、壁を塗っ

指導者の清水健太郎教授に論文を書くようにとの宿

ていたものであった。

題があり、群中の器具を使用して実験し書き上げた

昭和23年（1948）５月半ば、
「若き心の群像」の

論文が私の最初の発表となった。

開演前、
「太宰治の病が重いようだ」と教えてくれ
たのは演出の湯浅喜久治で、私は見舞い状を出した
が、１月後、彼の失踪、さらに６月19日死亡が確認
され、私の手には薄く黒い縁取りのある挨拶状が残
された。彼は、玉川上水に入水したのである。芸術
祭男ともいわれた湯浅は２年後に自死している。
夏、私は愛媛県佐多岬のＫ漁村を訪れた。村には
ニューギニアから帰還した次兄（医師）が養生を兼
ねて村の診療所を預かっていた。夜、網元が挨拶に
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財 団 の ペ ー ジ
更なるご理解・ご支援
のお願い
公益財団法人群馬健康医学振興会
理事長 鈴木 忠（昭45卒）
日頃より財団に多大なご支援・ご協力をいただい
ております同窓会刀城クラブ会員の皆様方に感謝申
し上げます。先輩有志の働きにより設立誕生した群
馬健康医学振興会は40年の歴史を刻み、県民の健康
講座への講師派遣並びに健康医学に関わる書籍出
版、保健医療に携わる若手の方々への研究助成の３
事業に加え、学術講演会開催助成、海外留学助成な
どその事業は着実に実績を重ねてきました。当財団
は40年の歩みの中で刀城クラブ会員のご理解とご協
力により現在に至りますが、残念なことにその存在
と活動を知っているのは一部の会員にとどまってい
ると言わざるを得ません。クラス会などで財団のこ
とを話題にしますと「公益財団法人群馬健康医学振
興会」知らないな？同窓会刀城クラブのこと？何を
しているの？等の質問を受けることが少なからずあ
り、財団にとって広報活動の強化が課題となってい
ます。確かに当財団は、誕生から現在に至るまで同

公益財団法人群馬健康医学振興会
の研究助成事業
公益財団法人群馬健康医学振興会
常務理事
（財務担当）
大島 茂（昭53卒）
群馬健康医学振興会は、群馬県内あるいは近郊に
勤務する医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、理
学療法士、作業療法士、保健師、社会福祉士、その
他の保健・医療及び福祉関連職、教員、団体等不特
定多数の医療従事者を対象として1979年（昭和54年）
に設立され、公益目的事業を行っています。
40年の歴史を有し多くの医療従事者への貢献を目
的とした会ではありますが、未だ広く認知されてい
るとは言えません。そこで今回は当振興会の研究助
成事業を中心に紹介させていただきます。
群馬健康医学振興会では、①医学研究、教育や学
会・研修会等に対する研究助成事業、②書籍発刊事
業、③講師派遣事業などの事業を展開しています。
これらの中核をなすのが研究助成事業で、毎年概ね
５件の医学的研究に対し総額200万円程度の研究助
成を行っています。2019年度には26件の応募があり、
うち６件の研究への助成が採択、総額180万円を助

窓会と密に連携して歩みを進めてきましたので同窓
会の一部門と混同されがちですが、独立した別組織
です。当財団は広く県民の健康増進のために公益的
事業を推進する目的で設立され、事業を展開してい
ます。事業の運営費は財団の事業にご賛同いただき
ました方々の賛助会費・ご寄付と「医師賠償責任保
険の委託契約集金事務」の収益で賄われています。
今年度より賛助会員数拡大に向けて、財団アピー
ルのため群馬県を中心に刀城クラブ各支部総会に刀
城クラブ会長に同行させていただき財団を紹介させ
ていただいております。各支部長には便宜をはかっ
ていただき大変感謝しております。財団の活動を
知っていただき、ご理解とご賛同をいただければと
の思いで出向いておりますが、懇親会の場で温かい
励ましの言葉や賛助会員の申し出をいただくことが
たびたびあり、元気づけられております。
財団の活動については財団ホームページだけでな
く、毎号の刀城クラブ会報の紙面（財団のページ）
に報告しておりますので是非お読みいただければ幸
いです。地域に根ざし特徴ある事業を展開し、刀城
クラブの皆様方の期待にこたえられますように努力
いたしますので、今後とも一層のご理解とご協力を
お願いいたします。

成しました。このほか海外留学予定の40歳未満の研
究者、原則１名に50万円を助成する海外留学助成も
行っています。
学会・研修会等に対する助成としては、近年も第
117回日本外科学会定期学術集会（2017年）、第64回
日本臨床検査医学会学術集会及び第29回世界病理臨
床検査医学会（2017年）、2019年アジア‐オセアニ
ア生理学会連合大会教育サテライトワークショップ
（2019年）、第10回国際頸椎学会‐アジア太平洋部門
（2019年）
、第８回手術基本手技講習会（2018年）など
多くの学術集会に際して助成金交付を行っています。
こうした研究助成制度の詳細は当振興会のホーム
ペ ー ジ（http://tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/
zaidan/index.html）に掲載されていますので、参
照の上、積極的に利用してください。
なお、当振興会は会費、寄付金、医師賠償責任保
険の委託契約集金事務費などを助成事業の運営資金
としていますが、事業発展のためには賛助会員数の
増加が不可欠です。群馬県内医療従事者の研究活動、
後進の指導のためにも皆様のご協力をお願い致しま
す。会費や寄付金は個人、法人共に税制上の優遇措
置を受けることができますので、群馬県の医療に対
する「ふるさと納税」のような気持ちでご協力をお
願い致します。
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財団のページ
（研究助成報告書）
研究テーマ『膵管内乳頭状粘液性腫瘍
（IPMN）の癌化マーカーの開発』
（平成28年度助成）

研究テーマ『医師補助業務トレーニン
グ法の確立と実践』
（平成28年度助成）

群馬大学大学院医学系研究科
総合外科学講座肝胆膵外科学
助教

渡辺

群馬大学未来先端研究機構
ビッグデータ統合解析センター

亮（平18卒）

教授

【報告書】IPMNは粘液産生を伴う嚢胞性の膵腫瘍で、膵
癌の前癌病変の一つである。IPMNは腺腫、上皮内癌、浸
潤癌の発癌過程をたどるが、IPMNからの浸潤癌は通常型
膵癌と同様の予後不良を呈する。嚢胞腫瘍であるため腫
瘍組織を直接採取する方法がなく、ガイドラインでは画像
所見による癌化の危険因子が挙げられているが、その診
断能は十分とはいえない。したがって、IPMNの癌化を客
観的に評価することが可能になれば、治療戦略において
非常に有用である。
今回注目したSTMN1は微小管の脱重合に関与する蛋白
で多くの癌で増殖・浸潤などに関与することが明らかにな
っている。このたびの研究助成をもとに我々は病理組織学
的にIPMN腫瘍部のSTMN1を評価し、腺腫から癌への
sequentialな発癌過程においてSTMN1発現が段階的に増
強していくことを発見し報告することができた（Oncol
Lett. 2017 Mar;13
（3）
:1783-1788）
。

浅尾

高行（昭58卒）

【報告書】群馬大学附属病院において急速に行うべき必須
業務の一つとして「医師補助業務者」の教育・育成がある。
本研究は医師補助業務に従事する人材の育成と質的向上
を目的として取り組みを行った。医師補助業務に必要な
専門知識と技術を訓練するため、当学・病院内に従事し
ている医療事務員、教室秘書へ向けたトレーニングプロ
グラムを数回にわたり開催、また他施設に従事している
医療事務員も対象としたトレーニング講座を開講。医師
補助業務を行うために必要な基本情報講習（SOAP・医
療用語・電子カルテ入力操作等）やコミュニケーション
講習を共同研究者や病院有志、外部講師を招き座学・実
習演習を行った。この様な取り組みにより、医療業界お
ける医療事務のスペシャリストを目指す人にとって教育
の場を提供することで社会貢献の目的も図った。
研究テーマ『高齢あるいは併存疾患を
有する腎がん患者に対する経皮的凍結
療法の確立と実践』
（平成29年度助成）

研究テーマ『熱中症に関する観察研究』
（平成28年度助成）

館林厚生病院

群馬大学大学院医学系研究科

内科・循環器科

応用画像医学

副部長

清水

岳久（平13卒）

特任准教授

【報告書】目的：熱中症患者のデータを収集および分析し、
今後の熱中症の予防対策や治療による重症化阻止に役立
てること。方法：平成29年度から31年度までに当院に搬送
された熱中症患者につき患者情報（年齢・性別、発症の
状況と日時、主訴、現場と来院時の重症度、来院時のバ
イタルサインおよび血液生化学所見、入院の有無、合併症・
予後等）を前向きに収集した。結果：最終的に約200症例
を登録した。当研究は当院の新井昌史院長の提案で初期
研修医の臨床研究用に開始されたもので目下解析中であ
るが、①夏以外にも発生しうる、②活動制限のある日常生
活中の高齢者に重症例が多い、③非高齢者であっても状
況により（ハウス作業や戸外の肉体労働やスポーツ）重症
例が発生する、という傾向が判明している。今後更に分
析を進め日本救急学会等で発表したい。

宮崎

将也（平13卒）

【報告書】近年、画像診断技術の発達により早期腎癌が発
見されるようになっている。高齢者や併存疾患を有する
腎癌患者では手術よりも低侵襲な治療が求められる場合
があり、2011年に保険収載されたインターベンショナルラ
ジオロジー治療である経皮的凍結療法が増加傾向にある。
本研究では、高齢あるいは併存疾患のために手術困難と
なった腎癌患者に対する経皮的凍結療法の安全性と有効
性を明らかにすることを目的とし、経皮的凍結療法で治
療した55例の腎癌患者を対象に検討を行った。検討結果
では、高齢および併存疾患は再発有無には関与せず、有
害事象の出現にも関与していなかった。本研究により、
手術よりも低侵襲である経皮的凍結療法は高齢者や併存
疾患を有する腎癌患者の健康増進に寄与可能であると考
えられた。
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役員会だより

学

第８回役員会（令和元年９月26日）
出席者 白倉会長 他20名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．同窓会「総会」及び「全国支部長・支部代表者
会議」について
３．渋川支部総会について
４．その他
協議事項
１．学術集会補助金について
２．広報委員会の開催について
３．会報編集状況について
４．令和元年度地域医療貢献賞候補者の推薦につい
て
５．その他

第10回役員会（令和元年11月28日）
出席者 白倉会長 他25名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．学友会役員新旧交替挨拶について
３．その他
協議事項
１．医学部代表者と新任教授との懇談会について
２．令和元年度退任教授記念送別会について
３．会報編集状況について
４．その他

学

内

人

謹

【昇 任】令和元年10月１日
酒井 真（平14卒） 医学部附属病院消化管外科
講師
北原 慈和（平18卒）医学部附属病院周産母子セ
ンター 講師

人

事

告

ご逝去の報が同窓会事務局に入りました。
ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。
正会員

昭和25年卒
昭和43年卒
昭和25年卒
昭和26年卒
昭和34年卒
昭和28年卒
昭和39年卒
昭和36年卒
昭和34年卒
昭和30年卒
平成６年卒
昭和28年卒
昭和46年卒

高野
田宮
粂川
浦野
深沢
星野
岡野
桐生
安齋
岡本
須藤
箕輪
小野

輝子先生（平成22年11月15日逝去）
昂先生（平成30年12月12日逝去）
清先生（平成31年２月27日逝去）
恒彦先生（平成31年３月23日逝去）
文彦先生（令和元年８月15日逝去）
重政先生（令和元年９月９日逝去）
正先生（令和元年10月７日逝去）
温生先生（令和元年10月７日逝去）
徹男先生（令和元年10月28日逝去）
榮先生（令和元年11月３日逝去）
一美先生（令和元年11月５日逝去）
眞一先生（令和元年11月６日逝去）
光弘先生（令和元年11月18日逝去）

−お詫び−
前号（255号）「謹告」において、高野輝子先生のご
逝去日に誤りがございました。
再掲しお詫び申し上げます。

今年は日本に次々と大型の台風
が訪れ、その凄まじい破壊力ともた
らす大量の雨のために各地で未曾有の災害が発生し
ました。思えば我が国は、
昔から自然災害に見舞われ、
欧米諸国の人達と異なり自然に対する畏敬の念や諦
観が我々の記憶の遺伝子の中に組み込まれているよ
うな気がします。一方、今年はラグビー国際大会にお
いて日本チームが次々と強豪を打ち負かすという快進
撃を見せ、また、新天皇が即位してこれまでになく日
本国民の一体感がもりあがりました。この小さな島国
に生きてゆく大変さと喜びをこれまでになく感じられ
た一年であったように思います。今年も残りあとわず
か。会員の皆様におかれましては恙無く新年を迎えら
れますことを祈念いたしております。 （平戸政史）

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

編集委員

事

外

【昇 任】令和元年８月18日
清水 公裕（平５卒）信州大学医学部外科学教室
呼吸器外科学分野 教授

第９回役員会（令和元年10月24日）
出席者 白倉会長 他19名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．同窓会「総会」及び「全国支部長・支部代表者
会議」について
３．第32回医学祭について
４．その他
協議事項
１．学術集会補助金について
２．会報編集状況について
３．その他
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