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学会理事・評議員、日本研究皮膚科学会評議員、日本

退任教授に送る言葉

乾癬学会評議員、日本皮膚アレルギー学会評議員、日

群馬大学医学部へのご貢
献に感謝し、益々のご活
躍をお祈りいたします。

本美容皮膚科学会評議員、日本小児皮膚科学会評議
員など多数の学会の役職を勤められました。学会長
としては日本褥瘡学会学術大会を始め日本結合組織
学会、皮膚脈管・膠原病研究会、光老化研究会など７

医学部同窓会・刀城クラブ
会長 白倉 賢二（昭50卒）

つの学会を前橋市で主催されました。国際学会では
Society for Investigative Dermatology、American

令和２年３月に３名の教授が定年を迎えます。群
馬大学大学院医学系研究科皮膚科学・石川治教授、

College of Rheumatologyのメンバーとして活躍さ
れました。
社会活動では厚生省特定疾患強皮症調査研究斑、

群馬大学大学院医学系研究科神経薬理学・白尾智明
教授、群馬大学大学院保健学研究科・渡邊秀臣教授

厚労省ロドデノール配合薬用化粧品白斑症状の原因

です。３名の先生方におかれましては、無事に定年

究明・再発防止に係る研究班、厚労省難治性疾患等

を迎えられましたことを心よりお祝い申し上げます

実用化研究事業、厚労省特定疾患強皮症・皮膚線維

とともに、群大医学部へのご貢献に感謝し、益々の

化疾患研究班、厚労省難治性疾患政策研究事業・小

ご活躍をお祈りいたします。３名の先生はいずれも

児慢性特定疾患対策の推進に寄与する実践的基盤提

多大な功績を残され、その業績は高く評価されてお

供に向けた研究班、厚労省科学研究費補助金（難治

ります。また、同窓会に対しましても、多大なご支

性疾患等政策研究事業）強皮症・皮膚線維化疾患の

援と御鞭撻を賜りました。先生方のご功績をたたえ

診断基準・重症度分類・診療ガイドラインに関する

ますとともに、ご尽力に対して心より感謝申し上げ

研 究、 独 立 行 政 法 人 衣 料 品 医 療 機 器 総 合 機 構

ます。ここで３名の教授のご略歴とご功績の一端を

（PMDA）専門委員を務めるなど10件に及ぶ厚労行
政の役職を務めております。

紹介させていただきます。

白尾智明先生は1980年に群馬大学医学部を卒業さ

石川治先生は1979年に群馬大学医学部を卒業し、
皮膚科学教室に入局されました。1984年に大学院医

れ、直ちに群馬大学大学院医学系研究科薬理学専攻

学系研究科皮膚科学専攻を修了され、医学博士を取

に進学し、同時に薬理学講座に大学院生として所属

得されました。1988年から米国サウスカロライナ医

されました。1984年に大学院を修了され医学博士の

科大学リウマチ免疫学教室に留学され、帰国後の

学位を取得されました。1986年から米国コーネル大

1989年に皮膚科学講座講師に就任し、1994年に助教

学医学部神経生理学教室に留学されました。帰国後

授、1999年に教授になられました。大学院医学系研

の1988年国立生理学研究所神経化学部門の助手、

究科の部局化が行われた2003年から群馬大学大学院

1991年から２年間、慶應義塾大学医学部生理学教室

医学系研究科皮膚科学教授、2007年群馬大学理事（病

の助教授に就任されました。1993年母校の群馬大学

院担当）附属病院長に就任されました。2011年から

医学部付属行動医学研究施設行動分析学部門の教授

群馬大学理事（教育・国際交流担当）
、副学長を

に就任されました。大学院部局化の2003年に群馬大

2015年まで務められました。

学大学院医学系研究科神経薬理学・高次細胞機能学

専門は皮膚科学、特に膠原病、創傷治癒、結合組

教授に就任されました。

織代謝で、国内の学会活動では日本皮膚科学会副理

在職中の大学での役職としては、1995年医学部教

事長、日本褥瘡学会の常任理事、日本皮膚悪性腫瘍

務委員長、2001年動物実験施設長、2001年動物実験
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施 設 長、2003年 大 学 院 教 育 研 究 支 援 セ ン タ ー

及ぼす影響、アジア地域における多職種連携教育の

（ERSC）副センター長、2010年群馬大学産学連携・

普及とその検証など幅広い研究活動を行っておりま

共同研究イノヴェーションセンター昭和分室長、

す。

2013年情報推進室員、2017年生物資源センター長、

大学での役職としては大学教育・学生支援機構

2018年総合メディアセンター医学図書館長、2019年

大学教育センター 教育方法企画部長、群馬大学医

群馬大学副学長（重粒子担当）
、重粒子医学推進機

学部保健学科長、群馬大学教育研究評議会

構長、重粒子線医学センター長などの役職、部局長

員、群馬大学大学院保健学研究科長、群馬大学執行

を務められました。

役員、多職種連携教育研究研修センター長（Head,

評議委

研究テーマは神経シナプスの形成・維持・可塑性

WHO Collaborating Centre)、群馬大学未来先端研

におけるドレブリン蛋白の役割です。学会活動では、

究機構担当、群馬大学副学長（WHO連携・医療安

日本学術会議連携会員、日本神経化学会副理事長、日

全担当）、群馬大学医学部附属病院顧問（WHO連

本生理学会理事、日本神経科学学会専門会員を務め

携）、群馬大学医学系研究科顧問（WHO連携）など

られました。国際学会では国際放射線神経性物学会

を務められました。

理事長
（President, International Society of Radiation

所属学会は国際学会として国際整形災害外科学会

Neurobiology）、国 際 神 経 化 学 会 理 事（Director,

（SICOT）、アメリカ癌学会（AACR）active member、

International Society for Neurochemistry, ISN）、

国内学会は日本整形外科学会、日本癌学会会員、日

北米神経科学学会の会員として活躍されました。学

本リハビリテーション医学会、日本がん転移学会、

術集会主催者としては日本神経科学大会（2015年、

東日本整形災害外科学会、日本保健医療福祉連携教

大宮市）
、国際放射線神経生物学会大会（2011年、

育学会（JAIPE）日本医療安全学会などで、2012年

前橋市）
、神経組織の成長・再生・移植研究会（2009

にはAll To gather Better Health VI（多職種連携

年、渋川市）などを主宰されました。

教育の国際学会）共同会長（神戸市）を主催されて

渡邊秀臣先生は1980年に群馬大学医学部を卒業さ

おります。

れ、直ちに整形外科教室に入局されました。1988年

３名の教授の群馬大学医学部に対するご貢献には

に医学博士の学位を取得され、同年から1990年まで

目を見張るものがあります。同窓会は恒例の行事と

米国デトロイトのMichigan Cancer Foundation（ミ

して刀城クラブ主催退官教授送別会を、学長をはじ

シガンがん財団研究所）に留学されました。2000年

め多数の来賓の先生をお招きして2020年３月に予定

に群馬大学医学部教務員、2001年に群馬大学医学部

しておりました。しかしながら新型コロナウイルス

附属病院助手、2007年に同講師、2002年に医学部整

感染症の蔓延により、集会行事は中止せざるを得な

形外科講座助教授、部局化の2003年に群馬大学大学

くなりました。それぞれの先生をお送りする言葉は

院医学系研究科助教授、2005年に群馬大学医学部保

皮膚科の茂木精一郎准教授、医学系研究科の柳川右

健学科教授、2011年に群馬大学大学院保健学研究科

千夫教授、そして保健学研究科篠崎博光教授にお願

教授に就任されております。

いする予定でした。３人が退任されますことは大変

研究テーマはがん細胞の転移における細胞運動の

残念ではありますが、新しい人生の門出としてお祝

分子細胞学的な機序と役割の解明、骨軟部腫瘍にお

い申し上げたいと存じます。先生方のご健勝と今後

けるPET診断の役割、骨軟部腫瘍におけるパスツー

益々のご活躍をお祈りいたしますとともに、これま

ル骨の再建、変形性股関節症患者における股関節装

でのご尽力に心より感謝申し上げまして送る言葉と

具の運動力学的効果、多職種連携教育の態度変化に

いたします。
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研究に参加した学部学生や学内の共同研究者のおか
げで、ドレブリンのアクチン結合能に関する研究が

群馬大学教授としての
27年を振り返る

大いに進んだのは、大変幸運でした。
教務委員長、入試委員長を終えた後は、大学院教
育の実質化に取り組みました。当時の大学院は形式

副学長（重粒子）
神経薬理学 教授
白尾 智明（昭55卒）

的なカリキュラムはありましたが、日本全国どこの

私は昭和59年に薬理学教室の助手に採用されてか

な限り、大学院生に対する授業に講師として参加さ

ら、途中国立生理学研究所に２年半、慶應義塾大学

せていただくように心がけました。その結果を踏ま

に２年の４年半だけ群大を離れましたが、平成５年

えて、医学部長の協力を得て、神経生物学実習コー

４月１日に医学部附属行動医学研究施設行動分析学

スをカリキュラムとは別途開設し、同時に実習テキ

部門の教授として、故田所作太郎教授から教室を引

ストを作成しました。のちのことですが、この実習

き継ぎました。以来、大学の改組に伴い、医学系研

テキストは大学院生の教育ばかりでなく、教室員の

究科高次細胞機能学講座そして神経薬理学講座と名

利用するプロトコールの標準化にも大いに役立ちま

前を変えながら現在に至っていますが、優秀な教室

した。

大学でも、いわゆる徒弟制による研究者養成でした。
そこで、米国で講演に呼ばれた際には、なるべくそ
の大学の大学院教育についての情報を収集し、可能

員や学内の共同研究者に支えられ、多くの仕事を達

その後、大学院部局化に伴い、大学院教育研究セ

成し、教授の任期を終えることができ、満足感と同

ンター（のちのERSC）の副センター長として、セ

時に安ど感を感じております。教授生活もあと一ヶ

ンター所属の准教授と８人の助教の協力を得て、大

月足らずとなりました。この場を借りて群馬大学教

学院初期教育の実質化を達成することができまし

授としての27年間を振り返ってみたいと思います。

た。また同時に、研究室に分散している技官さんを

私の学位論文はドレブリンの発見ですが、その後

中央所属化するシステムの基盤を作りました。医学

の９年間の研究で、アミノ酸の配列、生体内での発

教育に特化した大学院教育研究センターは全国で最

現部位、細胞の形態変化を起こす能力等の解明に成

初の組織で、その存在は大学院GP事業やリーディ

功していました。しかし、私が教授として群馬大学

ング大学院事業の獲得に大いに役立ちました。

に戻ってきた当時は、肝心のタンパクレベルでの生

このころから大学全体の仕事にも関わるようにな

化学的活性についてはほとんど不明で、アクチン結

り、情報推進室員として群馬大学のIT化に取り組

合能が示唆され始めたばかりの時期でした。そのた

みました。これは私が群馬大学のサイトを利用させ

め、教室で最初に取り組んだのはドレブリンのアク

てもらって、日本神経科学学会のHP（http://jns.

チン結合能の生化学的証明でした。行動分析学部門

sb.gunma-u.ac.jp）を運営していたことなどがあっ

単独での授業は担当していなかったため、
としては、

たためだと思います。しかしIT化にはほとんど貢

比較的研究に時間が取れると、私は安易に考えてい

献できませんでした。自己評価のための全学委員や

たのですが、教授としての仕事は授業と実験のみで

大学基準協会の評価委員も務めましたが、こちらも

はなく、教務委員（長）として重要な仕事がありま

あまり貢献できませんでした。一方、産学連携のた

した。当時は教養部が廃止され、各学部間での責任

めの昭和分室長を務めましたが、こちらは性に合っ

分担制が議論されていました。医学部長およびカリ

ていたと見え、群大TLOの設置以前から多くの特

キュラム委員長から、医学部は専門教育、研究、診

許（残念ながらすべてJSTが所有者です）を取得し、

療など他学部に比べて非常に仕事量が多いので、教

医学部の産学連携の発展に多少なりとも貢献できま

養教育はなるべく引き受けないようにすべきである

した。また、動物実験施設長として動物実験の費用

との、強い指導を受けていました。学生部長をはじ

を全国に先駆けて科研費で支払えるようにしたこと

め他学部の教務委員長はみなベテランぞろいで、40

は、私の誇りの一つとなっています。

歳になったばかりの私には、研究に時間を割く余裕

最後になりますが、このような充実した時間を過

はほとんどありませんでした。しかし幸いに、当時

ごせたのは、群馬大学の多くの教職員の支えのおか

始まったばかりの選択基礎医学実習でドレブリンの

げであり、心から感謝いたします。
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当時は、最高のカップルと言われました。現在悩ま
されている腰痛はこの時の長時間デスクワークの結
果です。

一例一学
皮膚科学
教授

1998年に宮地先生が京大教授として栄転され、私
が1999年４月に第４代教授として就任しました。臨

石川

床面では患者さんに学ばせていただく「一例一学」

治（昭54卒）

を、教室運営では「機会は平等、評価は厳密に」を
モットーにしてきました。教授就任後は教室運営の

教授就任時、「21年は長いなあ」と思ったのも束

他にも、教務委員長を６年、附属病院長（病院担当

「残すところ２カ月か」となりました。正に「光
の間、

理事）を４年、そして教育・国際交流担当理事、副

陰矢の如し」です。昭和54年に皮膚科学教室（２代

学長を４年経験させて頂きました。病院長を終えよ

教授：石川英一先生）の門を叩き、研修医１年、大

うとしていた2011年３月11日の東日本大震災による

学院４年を経て助手となりました。その後、病棟・

計画停電に際しては大変苦労しました。基礎系研究

外来業務を中心に多忙な毎日を送っていました。臨

者の方々には大変なご負担を掛けてしまいました

床が大好きな私には充実した日々でしたが、研究面

が、一大困難を何とか乗り切れたのは昭和キャンパ

では悶々とした日々でした。そうした中、強皮症研

ス全職員が一丸となって対応していただいたお陰で

究の仲間で同学年の竹原和彦先生（東大皮膚科講師、

す。「組織は人材が宝」を痛感しました。理事とし

現金沢大学皮膚科教授）からアメリカ留学のお誘い

て大学運営に参画して得たものは「全学的視野の重

があり、千載一遇のチャンスと考えてお受けしまし

要性」でした。

た。1989年から１年６ヵ月に亘り、サウスカロライ

2016年からは医学研究科のヒラの教授に戻りまし

ナ医科大学リウマチ免疫学教室（当時、全身性強皮

た。研究面では留学を経て独立した研究者となった

症の世界的権威であったLeRoy EC教授が主宰され

講師陣が科研費やその他の競争的資金をコンスタン

ていた教室）に留学しました。Maria T講師（現在、

トに獲得し、年間20編前後の英論文を発表できるよ

強皮症基礎研究の世界的リーダーの一人）の指導の

うになっていたので、私自身は40年間に蓄積した知

下で線維化におけるTGF-βの役割に関する研究に

識と技術を教室員に継承することに集中することに

没頭しました。日本の生活とは異なる９to ５の夢

しました。先にも述べましたが、臨床能力は診断困

のような環境の中、自分のペースで研究することが

難な症例、治療に難渋する症例を数多く経験するこ

でき、２編の研究論文を発表しました。帰国後に講

とで培われます。「一例一学」とは、一例一例を丁

師となり、再び臨床、教育、研究に追われる多忙な

寧に診察し、患者さんから学ばせていただく姿勢で

日常へと戻りました。

す。学ばせていただくことによって臨床能力は上が

一大転機となったのは、石川英一先生が学長とな

り、研究アイデアも生まれます。教室スタッフには

られ、後任として京都大学から宮地良樹先生が1992

この姿勢を大切にしていってもらいたいと思います。

年に第３代教授として着任されたことでした。まさ

最後になりますが、1979年以来41年間に亘り大学

に「黒船来航」に譬えられる衝撃でした。内向きで

に籍を置かせていただき、好きな臨床、研究、教育

あった教室員の目を国内外の他大学へと向けさせて

を実践できる環境を与えていただいた群馬大学及び

くださいました。
「Publish or Perish !! 論文を書け、

教職員の皆様、同門会の方々には深く感謝を申し上

さもなければ朽ち果てる」と檄を飛ばされ、教授と

げます。医学研究科の使命は臨床・研究・教育です。

しての帝王学をその行動で教えてくださいました。

これらをバランスよく発展させ、胸を張って「群馬

宮地先生の下で助教授となり、筆頭著者として堰を

大学医学系研究科出身です」と言えるようにしてく

切ったように毎年何本もの英論文を発表しました。

ださい。長い間ありがとうございました。
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績を積み、平成25年７月に群馬大学は多職種連携教
育の研究と研修を活動とするWHO協力センター

刀城クラブ同窓会員として
群馬大学退任のご挨拶

（WHO CC: JPN-89）に認定されました。平成28年
３ 月 に は 元WHO職 員 の 蒲 章 則 氏 を お 迎 え し て、
WHOと厚生労働省との連携が強化されています。
平 成28年 ６ 月 に 訪 れ たWHOで は、 事 務 総 長 補
（ADG）の井上氏が群馬大学の抱える医療事故問題
をご存知で、WHOCCの多職種連携の役割を理解さ

副学長
（WHO連携・医療安全担当）
保健学研究科 教授
渡邊 秀臣（昭54卒）
私が初めて同窓会員を自覚したのは、昭和63年に
乳癌細胞MCF7で有名なミシガン癌財団研究所にポ
スドクで留学した時です。日本からの経済支援が期
待できない不安の中、出発の際に鈴木庄亮先生から
「群馬大学医学部同窓会海外学術交流奨学補助金」
をいただきました。とても嬉しかったです。ご恩を
お返しすべく、平成10年から財務委員、同窓会報編
集委員、そして総務委員を務めました。たくさんの
同窓会役員が医師会で活躍されていましたので、こ
の時の交流が現在の群馬県医師会理事活動にとても
役立っております。
整形外科学教室では毎日、無蛋白培養腫瘍株と向
き合い、転移関連分子の基礎研究を楽しみました。
骨軟部腫瘍の治療では良性骨腫瘍では掻爬のみ、悪
性腫瘍ではパスツール骨の応用など、またPETの
有効性など診断においても群馬大学の独自性を打ち
出した診療を報告できました。これも整形外科の同
門や同僚の方達、病院のスタッフ、また地域の医師
会や同窓生の応援をいただいたおかげです。
平成17年５月に異動した保健学科では、「チーム
医療教育」を看護学教授の小泉美佐子教授から任さ
れ、平成19年度に教育改革プログラムに採択されて
以来、
「チーム医療教育」が私の教育と研究の中心
となりました。平成21年４月から保健学科長を務め、
前保健学科長の村上博和氏が始められた大学院大学
への組織改革は平成23年４月に大学院保健学研究科
設置として悲願の達成となりました。11月には、保
健学研究科長としてWHOの保健人材部長と文部科
学省医学教育課長を招いて「保健学研究科設置記念

れた上で、その連携に基づいた医療安全の取組みに
対する支援をご提案くださいました。医療安全に関
する教育と研究をする講座の開設と、WHOの医療
安 全 部 Patient Safety and Quality Improvement
（PSQ）の群馬大学への職員派遣と本学教員の研修
受け入れです。帰国後、平塚学長にご報告したとこ
ろ直ちに講座開設の決断をされ、ワーキンググルー
プが設置され、学長自らの決定の下に平成29年４月
に「医療の質・安全学講座」が医学系研究科に開設
されました。私も本講座の教授に応募して９月11日
に医学系研究科教授会でこの講座の位置付けと抱負
を説明しましたが、小松康宏教授が選出され現在こ
の講座を主宰されています。その後、私の副学長の
担当に「医療安全」が追加されましたので自ら述べ
た抱負は実践した自負を持っております。医療安全
文化醸成に向けた教育改革とその効果に対する研究
の英語論文発表、WHOの患者安全部PSQへ３名の
教員派遣（６ヶ月）、そしてPSQの部長も２回お招
きして、厚生労働省の審議官とともにご講演を賜っ
ております。群馬県や群馬県医師会と連携した本学
の医療の質と安全への科学的かつ国際的な取組み
が、
市民、
学生に広く評価されることを切に願います。
平成28年より県医師会の理事を務め、平成30年６
月からは医療事故調査制度を担当し、医療事故調査
等支援団体連絡協議会を取りまとめております。同
年９月からは日本医師会の「医療安全対策委員」を
拝命し、
「死因解明」というこの制度の基本理念を
貫く意見を述べています。令和元年から日本医師会
推薦で日本医療安全調査機構（医療事故調査・支援
センター）の総合調査委員を務めております。平成
29年の教授選考では、医療事故発生時の対応に不安

公開シンポジウム」を開催し、学内外、そして国際
的にも保健学研究科の周知を図りました。

があると評価された私がこの中心的活動に関わるこ
とに躊躇するところはありますが、県医師会の仲間
や日本医師会、また厚生労働省、さらにはWHOから

世界保健機関（WHO）と連携ができたのは、９
年間WHOに勤務された３年後輩の安川隆子氏のお
かげです。彼女と平成20年に初めてWHOを訪れた

の理解を糧に医療安全への考えを発信していきます。
最後に、これまで卒業後41年の間、診療科、学年
そして職種を問わず暖かいご支援を賜りました群馬

時に、WHOの保健人材部のチーム医療教育に対す
る高い関心にはとても驚きました。４年間連携の実

大学そして同窓会の皆様に厚く御礼を申し上げま
す、ありがとうございました。
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ります。最も重要なことは、卒業生の活動の状況を

卒業おめでとう

大学に代わり刀城クラブが把握し、親睦や会員間の
連携と地域への貢献を刀城クラブが支援することで

ご卒業おめでとうございます
―卒業生の活躍が群馬大学の発展を支援します

す。今後も刀城クラブとの連携を絶やさないように
お願いします。
皆さんが社会に出て立派な業績を上げることで、
群馬大学の評価は高くなります。群馬大学の評価が
上がれば卒業生の評価も高くなります。皆さん一人

医学部同窓会・刀城クラブ
会長

白倉

ひとりが卒業後に立派な仕事をすることが大学を支

賢二（昭50卒）

援することになります。大学が発展することは我々

卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。皆

同窓会員あるいは群馬大学教職員、そして地域の皆

さんは群馬大学医学部での６年間で様々なことを学

様の発展に繋がります。これからの刀城クラブは大

び、人間としてまた医師としてのご自身の価値観を

学を支援する活動を強めて参ります。具体的には組

身につけて来られたと思います。今後はその価値観

織の法人化、国際交流の活性化、ホームページの充

の下にご自身で物事を判断して行動していくことに

実による広報活動の充実を図ってまいります。
今年は残念ながら新型コロナウイルス感染症の蔓

なります。
医療はそれに携わる皆で行うものであり、
医師は医療を行う集団のリーダーでなければなりま

延により、社会から集会の自粛が促され、群馬大学

せん。リーダーは常に冷静な判断力、行動力、決断

としては皆さんの卒業式や謝恩会を中止せざるを得

力を待たなければなりません。最初は先輩方の判断、

なくなりました。新入生の入学式も中止、授業の開

決断に頼っていくことになりますが、時が経るうち

始も４月下旬にずれ込む見込みになっております。

に自ら決断しなければならない立場になります。そ

クラスの全員が一堂に会し、ご家族に感謝し、大学

してゆくゆくは後輩医師達を指導してゆく立場にな

の教職員と卒業を喜び合う機会が失われたことは非

ります。それが臨床修練というものです。

常に残念なことと思います。刀城クラブとしてはせ

医師の決断が合理的かどうかは、医師を中心とし
て行われる医療の質を左右することになります。医

めて新入生の集合写真を何かの機会に撮ってあげた
いと考えております。

師としての知識、技術をさらに磨いて決断力を身に

現時点では、この新型コロナウイルス感染症の予

着けていくことがこれからの皆さんにとって大切で

防、診断、治療の方法が確立されておらず、住民の

あり、求められていることになります。そして医師

不安は日増し大きくなっております。この数週間の

は、自分達が行った医療が最良のものだったかを常

行政や医療側の対応はまさに右往左往といった状態

に検証していく必要があります。経験主義に陥るこ

で、状況は日増しに悪化していると言わざるを得ま

となく、常に冷徹に自分の決断の結果を検証してい

せん。医師としても今まで歴史上の出来事であった

くことが大切です。

パンデミックが宣言され、都市封鎖、学校登校停止、

群馬大学にとっては皆さんが学生時代に培った考

外出自粛など今まで経験したことのない要請が政府

え方、価値観がどのようなものであったかが重要で

よりなされております。人類はあらゆる感染症を克

す。刀城クラブの役割は卒業して社会に旅立たれた

服してまいりましたが、私たちはこの大きな医療の

会員の皆様の連携、親睦を深め、互いに助け合うこ

歴史、世界経済への影響を体験することになります。

とを手助けし、医学の発展、そして群馬大学発展に

皆さんには医療界、医学界の道に進むもう一つの

寄与することにあります。その活動は医学部のみな

区切りである医師臨床研修制度の研修が残されてお

らず４学部５同窓会の群馬大学全学同窓会連合会の

ります。さらに研修医修了の後には、日本専門医機

発足により全学の卒業生に託されたものとなりま

構の専攻医すなわち後期研修医の修練が残っており

す。

ます。研究者を目指す者にとってもこの医療制度の

刀城クラブは前橋での活動のほかに群馬県内外各

下で活動していかざるを得ません。医療・医学の本

地に支部を置き、支部ごとに講演会や親睦会などが

質はヒューマニズムです。がんばって立派な医師、

開催されて、皆様の連携を深める活動が行われてお

研究者になってください。皆さんが気骨のある人間、

ります。そして刀城クラブは卒業生が大学の近況を

人を思い遣る人間、医師として今後益々発展されま

知り、大学への要望を伝える窓口の役割も担ってお

すことを願っております。
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の志村龍男教授、放射線腫瘍学講座の鈴木義行教授、
田巻倫明准教授、吉本由哉講師などが多彩な分野で
活躍し、復興から発展に貢献する成果を上げていま

72

答のない難題に向かう
強靭さと柔軟さを

す。幸いにも国内外から多くの支援や協力があり、
放射線医学や核医学の領域でも連携が盛んで、基礎
研究から臨床応用に至る有能な人材が集っていま

～新入学生に贈る言葉として～

す。
群馬大学は、2019年度から特定機能病院、がん診
療連携拠点病院の認定を回復しましたが、この間に

福島県立医科大学
ふくしま国際医療科学センター・核医学科
教授 織内 昇（昭60卒）
私は現在、福島県立医科大学で核医学の診療、研
究を行っています。郷里の福島が未曽有の被害を受
けた震災後に退職しましたので、入学以来32年を群
馬大学で過ごしたことになります。今あるのは群馬
大学で受けた広い意味での教育の賜物です。学生時
代は時代背景もあり授業をサボって交友や部活動な

も刀城クラブ会報や各種報道を通じて諸先輩や若手
の活躍を目にし、優れた研究成果や臨床実績が積み
重ねられていることに対して、病院長をはじめとす
る病院職員、大学関係者の努力に心から敬意と感謝
の意を表するとともに、さらなる発展を祈念してい
ます。国の国際競争力が低下するなか、必然的に大

する核医学講座に入局することになり、当時の第三
内科で研修を行いました。15Oガスによる脳血流、
酸素代謝の評価、11C標識メチオニンや18F-FDGに
よる脳腫瘍の診断は、当時最先端の技術であり、汎
用型の診断技術であるSPECTと対比した臨床研究
の知見を深め診療に還元できたことは大きな喜びで
した。核医学治療は、分化型甲状腺癌に対する放射
性ヨウ素による治療が古くから行われていました

学間の競争は激しさを増し、改革が叫ばれている医
療環境は今後も厳しいものと考えます。課題が山積
している中で、国会は桜を見る会に関連する問題等
で紛糾を続けました。力量や見識のある人間でも無
謬であるはずはなく、問題があれば改め理解を得る
説明が求められます。群馬の風土は外部からのヒト
やモノに対して敷居が低く、大学には進取の気風が
あります。前例のない困難や危機的状況に際しては、
強い北風や風評に耐えた強靭さに加え、他機関・多
分野の連携によってそれを発展の契機とし国内外に
確固たる地位を築くよう念願します。
新入学生で本会報を手にしている方も多いかと思
います。折しも筆を執っている今、新型コロナウイ
ルス感染の対応に従事する同窓会員も少なくないと
推察します。制度や体制が不備であっても、事前情

が、腫瘍細胞に特異的な抗体のRI標識薬剤などに
よる治療の発展期にあって、新たな治療開発に向け
た研究の手ほどきを受けて動物実験に明け暮れたこ
とも貴重な経験でした。

報や経験のない事象に対しても、医師には常に的確
な対応が求められます。4月には終息に向かってい
ることを願いますし、最前線にある医師や関係者の
貢献には敬服しています。少子高齢化・人口減少の

現在は核医学治療の臨床と研究開発に従事してい
ます。前者については、３年前に核医学科を立ち上

中での医療・福祉、環境問題など確実な事象から、
東アジアを含む地域の不安定など不確実な脅威も存

げ、充実した施設を活かして菅原茂耕先生（平成23
年卒）とともに診療を行い、甲状腺癌の核医学治療
では九州大学と並ぶ国内大学病院で随一の稼働とな
りました。後者については、α線放出核種標識薬に

在します。また、地球環境の変化と相俟って毎年の
ように発生する自然災害や杞憂とは言えない首都直
下地震などを想定すると、体制やインフラは脆弱と
思われます。俯瞰して考えると、首都圏の機能障害

よるがん治療の国内初の臨床試験を実施すべく、放
射化学、薬学、動物実験のスタッフが非臨床研究を

に際しては、例えば医療のバックアップ体制をとっ
ても群馬大学の果たすべき役割は相当に大きいもの

行っています。
福島県立医大には同窓生が多数在籍しています。
理事長の竹之下誠一先生、ふくしま子ども・女性医
療支援センター長の水沼英樹先生をはじめ、痛み緩

と思われます。今後とも答のない難題に対して自ら
解決の道を探り、協同して解を得、それを説明でき
る強さと柔軟性に富む人材が求められますので、そ
の育成を続けていただきたいと思います。私自身も

和医療センターの小幡英章教授、肝胆膵・移植外科

微力を尽くす所存です。

どに明け暮れていましたが、大学はそれを含めた人
間形成の場でした。医師となってからは、指導者や
同僚等に恵まれ、自由闊達に仕事のできる環境の中
で核医学の発展に携わることができました。すなわ
ち、医用小型サイクロトロンが導入されて1984年に
ポジトロンCT（PET）が稼働し、卒業の年に開講
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財団の常務として14年間のご活躍、その間、同窓会

追 悼

長を５年務められた。

故 箕輪眞一先生の
功績を称える

生い立ちと終戦まで

箕輪先生は今の足利市野田

町に半農半商の３世代兄弟姉妹９人の三男に生れ
た。大戦の末期３兄弟とも陸士・海兵に進学した。

群馬大学名誉教授

昭和20年８月６日朝、江田島海兵校の教室内で全員

鈴木 庄亮（昭37卒）

の自習中に「突然、目が眩むような青白い閃光が走

元群馬大学医学部同窓会長（平５−10）の箕輪眞一

だった。８月末に広島駅から機関車後部の石炭車の

先生
（昭28卒）
には、2019（令元）年11月６日逝去され

上に伏せ寝をして乗車、煙にいぶされながら中央線

ました。享年91歳でした。

から両毛線で足利駅へ。歩いて故郷の家に近づくと

終活の成果

先生はご夫人を亡くされ、53年間続

り、その直後轟音と激震」に襲われた。広島の原爆

「立っていた母親が温かく迎えてくれた」。
前橋医大卒後の公衆衛生専攻と開業医

けた診療所を閉鎖し（平28）、「三足の草鞋」①とい

海兵から

う自分史の資料集を出版し（平30）、ご多忙の中、自

放り出された先生は、旧制四高に入り直し、前橋医

分史②を書き、その印刷・出版（令元）を病床で確か

大に合格、足利から片道３時間近くを通学したがそ

め献本のお手配後亡くなりました。

の後養心寮に入った。医師免許をとり辻達彦教授の

これらのご活動・労作は、うらやましいほど完全

公衆衛生学講座の助手に採用され、内地留学で国立

な「終活」でした。① 箕輪眞一著：三足の草鞋−

公衆衛生院で１年コースをとって公衆衛生学博士と

コラム集・私信集・追想集, あさを社, 平30.1.15; ②

なり再び大学に戻り旺盛な調査研究と学術論文作り

箕輪眞一著：公衆衛生に生きる−専攻医の回顧録−.

をした。４年の専攻の後、病院の内科医療と健診を

ピース・ライフ書房, 令1.9.27。

学び昭和38年高崎駅の東で診療所を開業した。

同窓会への貢献

先生は金沢理事長の時、小林功

開業しながら、学校医、産業医をやり、県内でも

先生と共に健康医学振興の常務理事になり
（昭63−

ひどくなった公害の調査をやり、これをベースに医

平13）
、
会の事業として一般向けの啓発医学書シリー

学書院から「公害学入門」を出版した（昭48）。また

ズを提案し最初に実現させた。即ち上毛新聞社から

地元の上毛新聞のコラムに保健の寄稿をして県民の

の「主治医のアドバイス」の出版であった（昭63）。

健康教育に努力し続けた。高崎市医師会の理事を経

その後、先生が同窓会長になった1993（平５）年は

て会長に推され大活躍した。最後に地域医療への貢

医学部創立50周年に当たり、同窓会の活性化と同窓

献で日本医師会の最高優功賞に輝いた（平29）。

会館の増改築事業完遂の使命が課されており、会館

先生は地域医療と公衆衛生の実践にとどまらず、

建築常任委員会の総務委員長に副会長の土屋純先生

群馬の自然、山川草木に魅せられ、その美しさをカ

が、募金対策委員長には同じく副会長の伊藤漸先生

メラに収めて写真集を６冊出版している。

が就任し、大車輪で活動を始めた。

先生は、医師人生を全面開花して駆け抜けた大人

土屋委員長は大学や文部省との協議、同窓会員へ

物であった。ここに改めて会員と共にご冥福を祈る。

の組織的な募金勧誘を行い、伊藤委員長は、学術的
に高名な人脈を生かして、東京と大阪の医薬品協会
と交渉して多額の協賛金を集め、これを契機に多方
面の企業篤志家から協賛を得ることが出来、大変な
苦労を重ねたが、何と募金額は目標額を上回った。
この余剰資金を使って視聴覚教育の設備など、会館
機能の高度化をはかり、今日まで、学会、講演会、
式典、懇親会など多目的機能の会館の恩恵に浴して
いる。
先生は、同窓会・刀城クラブのツツジマークの原
作者でもあり、また刀城会館の入口にある定礎の揮
毫を残している。また群馬県医師会の上州三山のシ
ンボルマークも先生の応募作である。健康医学振興
− 10 −
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令和元年度パジャジャラン大学交換交流学生の歓迎会
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）

インドネシア・パジャジャラン大学医学部との学

ジャラン大学の学生さん達が顔に狸か猪のような野

生交換交流プログラムにおけるパジャジャラン大学

生動物のメイクを施し、ゆかいなダンスを披露して

代表学生４名（Nurulさん、Silviaさん、Namiraさん、

くれました。

Adeelaさん）が令和２年１月14日（火）から17日（金）

今回、パジャジャラン大学代表として選ばれた学

までの４日間、昭和キャンパス内外にて見学実習を

生たちは４人とも女子学生でした。２人はパジャ

行いました。

ジャラン大学がある西ジャワ州バンドン出身で、西

１月16日（木）には、刀城クラブ主催の歓迎会が

ジャワ州の代表的な民族であるスンダ人、１人は

石井ホールにて開催され、白倉同窓会長はじめ、小

ジャカルタの近郊都市デポック出身のジャワ人、も

山（徹）副会長、松崎幹事長、石崎医学部長、国際

う一人はスラウェシ島出身のブギス人でした。

交流委員会の鯉淵教授、さらには、この学生交換交

スラウェシ島は、ジャワ島の北にあるカリマンタ

流プログラムを創始された公衆衛生学名誉教授の鈴

ン島の東にあり、以前はセレベス島とよばれ、セレ

木庄亮先生、また、集合写真に示すように医学部生

ベス芋と呼ばれるタロイモが主食です。島の形が特

や外国人留学生たちも多数集まり、楽しい時を過ご

徴的で、アルファベットの「k」の字の上の部分を

しました。

右にねじ曲げたような、細い山の尾根だけが海面か

例年のことですが、パジャジャラン大学の学生さ

ら顔を出しているような島です。「k」の字の真ん

ん達は代表に選ばれると伝統舞踊を練習してきてく

中には標高3,478mの山もあります。スラウェシ島

れて、群馬大学にて披露してくれます。今回は、イ

では、今でも伝統的な暮らしが維持され、昔ながら

ンドネシアの一番東側の西パプア州に居住するパプ

の舟の形を模した伝統的な高床式住居に住んでいる

ワ族に伝わる森の動物に扮した踊りでした。パジャ

のだそうです。

令和元年度パジャジャラン大学歓迎会集合写真
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今回の実習では、医学部附属病院の麻酔科、循環

学会報告（同窓会補助）

器内科、核医学読影室の見学のほか、重粒子線医学

第53回日本側彎症学会
学術集会を開催して

研究センターも見学させて頂きました。各科・分野、
施設の方々に感謝いたします。
群馬大学からは１月18日（土）から医学部５年生
の廣神さん、宮本君、志賀野君、半田さんの４名が
パジャジャラン大学医学部およびハサン・サディキ
ン附属病院において、一週間、見学実習させていた
だきました。
このパジャジャラン大学医学部との学生交換交流
プログラムは1998年に開始され、以来、刀城クラブ
からは継続してご支援を頂いており、今回で21回目
になります。このプログラムをきっかけにパジャ
ジャラン大学の卒業生が何人も群馬大学大学院医学
系研究科に入学し、その卒業生達が多数パジャジャ
ラン大学において要職を占め、これまでの交流の実
績を物語っています。今後とも、ご支援のほどよろ
しくお願いいたします。

第257号

榛名荘病院群馬脊椎脊髄病センター
センター長 清水 敬親（昭57卒）
令和元年11月８日～９日に第53回日本側彎症学会
学術集会をビエント高崎において開催させていただ
きました。本学術集会開催にあたり群馬大学医学部
同窓会のご支援をいただきました事、ここに深く感
謝申し上げます。脊椎関連学会として我が国で最も
長い半世紀以上の歴史を持つ本学会は、側弯症をは
じめとする脊柱変形全般の研究・診療の中核となる
学会です。整形外科領域で最も治療難易度の高い疾
患群である脊柱変形は、有名な特発性側弯以外にも、
キアリ奇形・脳性麻痺・NF1・Marfan等々の他科
との連携なくしては治療が成り立たない疾患群の一
臨床症状でもあり、高齢化社会を迎えた現在では骨
粗鬆症をともなう高齢者脊柱変形も大問題となりつ
つあります。そこで『全脊椎を様々な角度から眺め
て見よう！

Look at the entire spine from various

angles! 』を大テーマに掲げ、従来とは異なる視点
から５つのシンポジウム（内、English symposium
２つ）を組みました。アメリカ・フランス・スイス・
ポーランドから世界的リーダーをお招きし、日本の
リーダー達との議論を若手に見聞きしてもらう事
で、彼らの心に何かがわき起こったのではないかと、
密かに期待しております。参加者総数は459名（194
白倉賢二同窓会長の名刺交換

演題）でした。群馬では症候群性・先天性を含む脊
柱変形全体を総合的に診療（保存～手術）してきた
施設は、残念ながら当センターのみでありました。
学会主催という好機を得て、全県的な脊柱変形治療
への意識・レベル向上に役立てばと願っております。
幸い母校整形外科では筑田教授のご指導の元で診療
協力体制が構築されつつあり、全身的高度治療が可
能になりつつあります。学術集会運営の大きな支え
となった脊椎班を主とする大学整形外科の活躍に期
待します。私事ながら、2019年は２学会を主催し市
中病院医師としてはオーバーワークの年でした。
やっと臨床生活に復帰できます。お待ちいただいた
患者さんのために『もうひと踏ん張り』と気合いを

白倉賢二同窓会長とパジャジャラン大学代表学生達

入れ直しております。
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

SST普及協会第24回学術集会
群馬大会の報告

第70回日本救急医学会関東地方会学術集会・
第57回救急隊員学術研究会

健康支援総合センター
昭和事業場産業医

浅見

前橋赤十字病院
院長 中野

隆康（昭56卒）

SST普及協会第24回学術集会群馬大会は、テーマ
を「メンタルプラスの時代へ、もっとモバイルな、
もっとカラフルなSSTを」とし、2019年12月７日
（土）
、８日（日）にかけて、前橋テルサ（群馬県前
橋市）を会場に開催いたしました。群馬大学医学部
同窓会のご支援にお礼申し上げます。
今 回 の 大 会 で は、 前 日 に「 被 災 当 事 者 支 援 の

実（昭57卒）

この度、第70回日本救急医学会関東地方会学術集
会および第57回救急隊員学術研究会を2020年１月18
日に前橋商工会議所とベイシア文化ホールを会場に
開催させていただきました。
日本救急医学会関東地方会は、会員数約1,200人
で、関東地方における救急医学の進歩・発展を図り、

SST」
、
「依存症者回復支援のSST」
、
「働く場での健

救急医学の普及に貢献することを目的として活動し

康対策―SSTを活用する取り組み―」
、
「学校の場で

ている日本救急医学会の関東地方の地方会です。

の発達障害者支援―SSTを活用する取り組み―」、
「回復支援と自分を語る場」の５つの研修会を行い
ました。これは初めての試みですが、講義１時間、
SSTによるワーク２時間で構成され、６割（アンケー
ト結果）の参加者が今後もぜひおこなってほしいと
回答しました。
SSTとは、social skills trainingの略で、対象とな
る人たちのソーシャルスキルを評価し、社会生活を
行う上で必要なスキルを学習し、適応力を高め、自
分に合った社会生活を実践していくことを目指して
います。全国を11支部に分け、支部活動を通じ普及

本学術集会の群馬県における開催は、2001年６月
に第51回日本救急医学会関東地方会学術集会を当院
が担当させていただいて以来19年ぶり２回目となり
ました。
今回の学会のテーマは「現場主義

Pre-Hospital

から社会復帰まで」として、病院前の救急現場に始
まり急性期医療、回復期医療、在宅医療、居宅介護、
社会復帰までの流れの中の救急医療および地域包括
ケアネットワークの中における救急医療を網羅し
て、医師のみならず、看護師、救急隊員をはじめと

に努めていますが、各支部でさまざまな事情を抱え

する消防職員、病院メディカルスタッフ、在宅医療・

ています。そこで大会では、支部交流会を行い、支

居宅介護関係者、さらには行政職員が参加して、関

部間の現状や課題を話し合い、今後の対応に向け協

東地方の救急医療を中心に発表・討論する学術集会

議しました。これも初めての試みでした。

となりました。

さらに今回の大会では、病気を抱える本人やその
人たちを支援するご家族から、
「当事者の声」とし
て発表していただきました。SSTが必要な人たちは
当事者の方々ですから、その人たちの思いを受け止
め、さらにどのようなSSTを提供していったらよい
か、とても意義深い機会となりました。
一般市民を対象とした市民公開講座では、
「居場
所が欲しい」
（岩波ジュニア新書）の著者である浅
見直輝氏に講演をいただきました。その中で、居場
所の無さ、気持ちを周りに伝える事ができない人た
ちの辛さ、そこに寄り添ってくれる人の存在がいか
に嬉しいか、などについてお話しいただきました。
大会には、会員190名、非会員63名、家族24名、
当事者15名、学生５名の297名が参加いたしました。

第70回日本救急医学会関東地方会学術集会では、
一般演題195題の発表のほか、特別講演２題、教育
講演４題、１つの指定演題、２つのシンポジウム、
４つのパネルディスカッションを企画しました。
第57回救急隊員学術研究会では、一般演題39題の
発表のほか、教育講演２題、１つのパネルディスカッ
ションを企画しました。
参加者総数は1,069名と盛会のうちに無事閉会す
ることができました。
今回の学術集会・研究会の開催にあたり、群馬大
学医学部同窓会から温かなご支援をいただき、この
ような大きな会を運営できたことを感謝しておりま
す。会を代表して心からお礼申し上げます。
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

「第24回群馬県内視鏡外科研究会 学術集会・
鏡視下手術セミナーへのご支援お礼」

第22回菅原・大西記念癌治療増感
シンポジウム in 奈良を開催して

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

第257号

重粒子線医学研究センター
教授 髙橋 昭久（特別会員）

令和２年１月25日（土）に刀城会館におきまして、
群馬大学大学院医学系研究科参加婦人科学 教授 岩
瀬 明先生を当番世話人として第24回群馬県内視鏡
外科研究会学術集会および鏡視下手術セミナーが開
催されました。
本研究会は、内視鏡外科手術に関する研究・教育
および健全かつ安全な手術の普及・発展を目的とし
て、平成９年に本県および近隣県の外科、泌尿器科、
産婦人科の医師を中心に設立されたもので、以来内
視鏡外科に関わる医師が診療科を超え横断的に学術
交流を行う貴重な場となっております。また鏡視下
手術セミナーは毎年、若手医師、医学生を対象に鏡
視下手術のトレーニングを行っております。本年の
セミナーには30名以上の若い医師、学生の皆様に御
参加いただき、鏡視下手術への関心の高さが実感で
きました。さらに本セミナーは日本内視鏡外科学会
の後援を頂き、日本内視鏡外科学会技術認定制度に
おける申請点数を取得可能なものとなっています。
本年度の学術集会では、特別講演として、東京大
学大学院医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻
産婦人科学講座、大須賀 穣教授をお招きし、「婦人
科内視鏡手術の現状と今後の展望」と題して婦人科
領域における内視鏡手術の最先端の知識を御講演頂
きました。また一般演題18題では、消化管、肝臓、
子宮・付属器、腎・前立腺、ヘルニアといった多彩
な分野における内視鏡外科手術関連の発表があり、
分野を超えた活発な討議がなされました。さらに今
回、主題演題では「新規内視鏡技術をより安全に導
入するために」をテーマに、内視鏡外科技術認定取
得のための取り組みや、各科での新規内視鏡外科手
技の導入に関してご発表頂きました。各領域でロ
ボット手術をはじめとした新しい内視鏡外科手技が
次々に導入されている中、いかにそうした新規技術
を安全・確実に導入していくかについて有意義な議
論がなされました。このような素晴らしい会を企画
頂いた当番世話人の岩瀬 明先生に心より感謝申し
上げます。またこの会の開催にあたりましては、群
馬大学医学部同窓会から様々なご支援を頂きまし
た。会を代表し深く御礼申し上げます。

令和２年２月８日から９日まで２日間、奈良県文
化会館にて、吉田由香里実行委員長のもと、第22回
菅原・大西記念癌治療増感シンポジウム in 奈良を
開催いたしました。このシンポジウムは、恩師の（故）
大西武雄先生が企画実行委員長として、従来の癌治
療増感のしくみを知り、新しい増感治療戦略を求め
て、異分野の様々な臨床医と基礎医学研究者とが集
まり、奈良の猿沢荘でスタートしました。その後も、
開催準備に携わらせていただき、門前の小僧であっ
た私にとって、このシンポジウムでお会いした先生
方とのつながりは宝ものでした。今回、恩師の名前
の入った記念のシンポジウムの大会長を仰せつか
り、格別な思いでした。私は、10年前に奈良医大か
ら群馬大に異動してきましたが、群馬大から奈良医
大放射線腫瘍医学講座に着任された長谷川正俊先生
がその伝統を引き継がれ、今回も代表世話人として
会場運営をお手伝いただき、奈良の地での開催をす
ることができました。
がんの生存率は多くの部位で上昇傾向にあるもの
の、克服しきれていない治療抵抗性がんも残存して
います。そこで、本シンポジウムのテーマとして「治
療抵抗性がんの克服をめざして」というタイトルで、
（故）大西武雄先生の最後の愛弟子であった森英一
朗先生（奈良医大）による「液-液相分離からみた
がん増感」、共同研究いただいている金ヶ﨑史朗先
生（国立国際医療研究センター研）による「ケモカ
イン誘導体による放射線治療後の免疫増強：併用療
法はなぜ必要か」の二つの特別講演、ランチョンセ
ミナー、「治療抵抗性を標的とした克服」「新たな治
療法の提言」
「免疫力による克服」の三つのセッショ
ンで指定口演９演題、口演とポスターによる一般37
演題の発表による活発なご議論を繰り広げていただ
きました。参加者は久しぶりに100名を超えること
ができました。
今となっては恩返しができなくても、恩送りがで
きたのは、同窓会からのご支援のお陰です。最後と
なりましたが、ここに厚く感謝申し上げます。
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地域医療貢献賞受賞のお礼と
沖縄県支部の祝賀会の報告
沖縄県支部会長

金城

忠雄（昭44卒）

前橋に空っ風の吹く厳しい季節到来と、白倉賢二
会長はじめ役員の皆様には数々の会議等ご多忙なこ
とお察し申し上げます。
今般、沖縄県支部から松岡政紀先生を「群馬大学

令和２年（2020年）４月20日

医学部同窓会 地域医療貢献賞」に推薦しましたと
ころ、受賞者に推挙していただき感謝申し上げます。
沖縄県支部では、早速、受賞祝賀会を令和元年11
月23日（土）勤労感謝の日に松岡政紀先生を囲んで
祝賀会を開きました。
沖縄県支部として、松岡政紀先生への地域医療貢
献賞受賞のお礼と沖縄県支部の祝賀会の報告を致し
ます。
沖縄県の地方紙「沖縄タイムス」の新聞報道もあ
りましたので、支部だよりとして、スナップ写真の
祝賀会と合わせてお送りいたします。
ありがとうございました。

大浜用克先生（元神
奈川県立こども医療
センター総長）挨拶
沖縄タイムス：松岡政紀
先生地域医療貢献賞受賞
報道

刀城クラブ盾と受賞表彰状
（多和田先生（田中）夫人、松岡政紀先生、新川唯彦先生）

松岡政紀先生地域医療貢献賞受賞祝賀会
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講演の後の忘年会では、出席者から各々近況報告

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

第257号

があり、以下にその一部を紹介します。小内先生：
｢ラグビーブームのおかげで、今になって学生時代

栄一（昭63卒）

にラグビー部だったと言えるようになった｣、鈴木
豊先生：｢学生時代は野球部だったが、今年は野球
部が東医体で優勝して美味しい酒を飲ませてもらっ

令和元年12月５日（木）午後７時よりプリオパレ

た｣といった、学生時代のクラブ活動にまつわる話

ス伊勢崎にて、恒例の支部総会と忘年会が開催され

や、ゴルフ・ウォーキング・筋トレ・ストレッチ、

ました。総会では毎年、同窓生による講演会を行っ

など趣味と健康維持を兼ねて行っている事などが話

ています。今回は群馬大学大学院医学系研究科内科

題になりました。一方、同級生の新井先生から誘わ

学講座腎臓・リウマチ内科学教授の廣村桂樹先生（平

れて初めて参加した伊勢崎市民病院内科の小林先

成元年卒）による「慢性腎臓病・糖尿病性腎臓病の

生：｢参加してみて楽しい会だというのがよく分か

診療アップデート」という講演でした。糖尿病に合

りました｣、これを受けて本多先生：｢初めての参加

併する腎障害が微量アルブミン尿の出現からはじま

は来づらい事もあるだろうが、１度出れば楽しさが

る古典的な糖尿病性腎症だけではないことから糖尿

分かると思う｣。さらに多くの参加者から｢小林先生

病性腎臓病（DKD）という概念が提唱された事や、

が参加すれば来年は市民病院の若い内科の先生が５

糖尿病の新薬（SGLT2阻害薬、腎機能改善薬のバ

人は参加するだろう｣という声が上がり、小林先生

ルドキソロンメチル）の臨床試験について分かり易

にプレッシャーをかけると共に、若い会員の新規参

く解説して頂きました。一方、特定機能病院再認定

加を皆が期待しておりました。ちなみに出席者は卒

など群大病院に明るい兆しが見えてきたという話に

後25年から58年で、卒後平均39年（平成卒は５人）、

皆がほっとするとともに、今後の母校の発展に期待

2011年開催時の卒後平均33年から高齢化しています

が寄せられました。

が皆元気です。

刀城クラブ伊勢崎佐波支部総会・忘年会（令和元年12月５日（木）プリオパレス伊勢崎）
後列左より：髙橋洋樹（Ｈ７）
、田中伸幸（Ｈ元）、佐藤浩二（Ｈ６）、吉川大輔（Ｓ55）、吉田寿春（Ｓ50）、
小内亨（Ｓ59）
、南部眞一（Ｓ59）、山本巧（Ｈ６）、長澤亨（Ｓ49）、大林民幸（Ｓ57）、
新井正明（Ｓ61）
、南雲一郎（Ｓ56）、小林裕幸（Ｓ61）、鈴木知明（Ｓ53）、塩島正之（Ｓ59）
、
岡本栄一（Ｓ63）
前列左より：草場輝雄（Ｓ47）
、諏訪邦彦（Ｓ47）、本多隆一（Ｓ44）、廣村桂樹（Ｈ元）、鈴木庄亮（Ｓ37）
、
荒井泰道（Ｓ46）
、鈴木豊（Ｓ47）（敬称略、数字は卒業年）
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昭和41年卒クラス会
幹事

牛島
木谷

義雄（昭41卒）
泰治（昭41卒）

今迄、私たちのクラス会は、高崎・東京で交互に
開いてきました。喜寿を過ぎ今迄とは違った所で行
うのも一考と思いました。いっそう遠い所で。大分
県の宇佐市で中野ご夫妻が病院を営んでいます。
「一
泊でクラス会を大分で行うのはどうか。耶馬渓の青
の洞門、宇佐神宮をコースに入れて。
」と中野君に
話したところ、賛同してくれ、更に福沢諭吉記念館、
大分県立歴史博物館を加えた案が送られてきました。
９月12日羽田から大分空港に飛びリムジンで湯布
院に着く。バスを降り三々五々、瀟洒な衣料品店、
土産屋、食堂などが軒を連ねる道を、話し、写真を
撮りながら、宿に向かいました。宿は湯布院の御三
家と言われる亀の井別荘。四組の夫婦には別々の棟
が宛がわれていました。美味しい夕食をいただきな
がら参加の13名が近況報告を行い、卒業して50年余
りの長くもあり短くもある思い出話などを話し聴き
入りました。あっという間に、予定された時間は過
ぎ、場所を変えて二次会を行いました。部屋には丸
いテーブルが置かれ、窓の外には柔らかい光りに照
らされた木々が浮かんでいました。話題は何時しか
人生談義、様々な思いが語られ大いに互いに勉強と
なった夜となりました。
次の日、
貸し切りバスに乗り耶馬渓に入りました。
上毛かるたを思い出しながらガイドさんの説明を聴
きました。山國川を沿って下ると川に面して約１キ
ロに亘り11の峰や岩が競い合う競秀峰が現れます。
かつて、この地は「鎖渡し」と呼ばれた難所で、見

令和２年（2020年）４月20日

かねた江戸時代の僧、禅海が鑿の鎚を振るい三十年
掛けて掘った隧道が青の洞門とのこと。小学校でこ
の洞門を習った思い出があります。洞門の中に入り、
はっきりと鑿の跡を見ることができました。ガイド
さんが、菊池寛の「恩讐の彼方に」の一節を情感込
めて語り、豊後追分の一を朗々と唄ってくれました。
中津市に入り、福沢諭吉記念館では「西洋事情」「学
問のすゝめ」の本を見、諭吉の有名な言葉を思い浮
かべました。土産用の特大一万円札が配られ皆笑顔
でいただきました。昼食は豊前海の鱧づくし。鱧の
身一寸に25筋ほど細かく包丁を入れ小骨を断つ技で
作られたしゃぶしゃぶ、寿司、天ぷらなどの鱧づく
し。バンドを緩めなくてはなりませんでした。
広大な敷地の中の博物館に入ると、正面に、大分
の仏教文化を特徴づける巨大な国宝：臼杵摩崖仏（複
製）が私達を迎えてくれました。館内には宇佐八幡
の展示コーナーもあり中野君が熱を込めて詳しく解
説してくれました。
次に最後の見学地、宇佐神宮に向かいました。宇
佐神宮は全国八幡様の総本宮であり神社として最も
多いのは八幡信仰にかかわる神社（八幡神社、八幡
宮、若宮神社などと呼ばれる）で七千八百十七社。
二位は伊勢信仰にかかわる神社で四千四百二十五社
とダントツです。神輿と神仏習合の発祥地としても
有名です。八幡信仰の権威である中野幡能氏は八幡
神の本体は応神天皇であり、其の上、応神天王が弥
勒菩薩として下生したという信仰が八幡神の地位向
上に貢献したと述べています。尚、中野幡能氏は中
野君の父上です。
予定通り大分空港に着き、健康とまたの再会を語
り合い飛行機に乗り込みました。東京に近づく頃、
雲海の上に富士が夕陽に照らされて紅く輝いていま
した。同級生と我が身の学生時代を思い出し、その
後の越しかたを振り返り、また、現状を知り、これ
からの生活を送るのに大変有益なクラス会でした。

昭和41年卒同窓会（令和元年９月12日 亀の井別荘）
後列左より：佐々木息女、佐々木同伴者
中列左より：中野眼一、冨澤滋、木谷泰治、城下尚、牛島義雄、貫井英明、大久保典義、新開紘子、石澤慶春、石黒早苗
前列左より：大久保育代、木谷美代子、貫井典子、中野由美子、佐々木昭子、佐藤英子
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参加者それぞれに学生時代の写真を持参してもら

平成元年卒同窓会報告
八木

第257号

い、それを披露しながら近況報告とともに昔の思い
出も話してもらいました。忘れかけていた出来事や

健（平元卒）

今では少し恥ずかしい写真姿に、皆で大いに盛り上

令和元年11月３日・４日の１泊２日の日程で平成

昔から良く通る志村君の声で一次会を締めてもら

元年卒同窓会が伊香保の秋森旅館にて行われまし

い、止む無く日帰りしなければならない数人を除い

た。
（卒業だけでなく入学が一緒の同級生にも参加

たほとんど全員が、ホテル内の別の会場に移動し、

していただきました。）卒後30年という節目でもあ

葊村君の音頭で２次会のスタートです。私は高知で

り、また平成と令和の元年つながりという記念すべ

とれた無農薬の柚子を人数分持参していたので、生

きタイミングで開催された同窓会には41名が参加し

搾り柚子酎ハイを作り乾杯しました。泊まりなので

てくれました。ちょうど１年前に群馬大学腎臓・リ

帰る時間を気にすることなく、日が替わる頃まで各

ウマチ内科学分野・廣村桂樹教授の就任祝いが高崎

テーブルで話が弾みました。私個人的には柚子搾り

のホテルで行われたので、今回は伊香保でゆっくり

に熱中してしまい、せっかくだからもう少し皆と話

温泉につかってという企画となりました。

をすれば良かったと反省しております。時澤（石綿）

がり笑いが絶えず、あっという間の２時間でした。

私は現在高知県に住んでいるので、群馬県太田市

さんのキュートな締めで２次会は終わり、その後は

に住む凌君が運転する車に芳賀君とともに乗せてい

部屋飲みする人々、ラーメンを食べに寒空のなか外

ただき、３人で太田から赤城山の裾野を通って伊香

に出かける人々など、それぞれの時間を過ごしまし

保に向かいました。20年以上ぶりに群馬を車で移動

た。

しましたが、新しい道路や橋が整備されていてびっ

翌朝は全員で顔をあわせる機会はありませんでし

くりしました。でも伊香保の街並みはほとんど昔の

たが、再会を誓いながら三々五々の帰宅となりまし

ままでしたし、榛名山から見る赤城山の景色はやは

た。今回参加できなかった方々も含めて、次回こそ

り雄大で感動的でした。

は「全員参加」を合言葉に企画したいと思います。

懐かしい面々とともに温泉でゆっくり温まってか

最後に、今回幹事としてすべてを取りまとめてくれ

ら皆で宴会場に向かい、関山君の乾杯の音頭ととも

た川島健司君に心から感謝したいと思います。
（次

に宴は始まりました。今回のもう一つの企画として、

回もよろしくお願いしますね！）

平成元年卒同窓会（令和元年11月３日・４日・伊香保 秋森旅館）
最後列左より：相原、竹部、鈴木（政）
、八木、片貝、岡野（孝）
、久保田、凌、廣村、中島、石渡、小野、志村、
伊藤
三列目左より：大渕、関山、砂長、大賀、小池、桑原、倉本、中野
二列目左より：桐生、斎藤（一）
、小川、高柳、瀬崎、斎藤（淳）
、藤巻、芳賀、大谷（義）
、森永
一列目左より：高野（野村）
、鈴木（幸）
、阿部（石川）
、渡邊（八木）
、川島（健）
、宇都木（須藤）
、佐原（小堀）
、
樋口（半場）
、時澤（石綿）
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應が強く、往復ハガキを送った所６名の方が出席可

米寿の集い

と言う回答があり、11月９日に東京「京王プラザホ

修一（昭32卒）

テル」で昭和32年卒有志の会と言う事で同級会を

昭和32年卒業の私達は、馬齢をかさねあっという

席者は４名になりましたが、１次会はホテル外の「い

松本

行った。所が直前になり体調不良という方が出て出

間に米寿を迎えることになりました。此間49名の同

かの墨」で行い２次会はホテルの45階の「オ－ロラ」

級生中26名が故人となり23名が生存していますが、

で行いました。美しい夜景をめでながら久しぶりの

その大半が目下闘病中の方が多く、前回東京で行っ

会合に話がはずみ超楽しい時間を過ごしました。来

た同級会が最後の同級会と言う約束でしたが、数名

年もという話が出た所で散会しました。

の方に電話した所、元気でいる内に逢いたいとの反

昭和32年卒有志の会・米寿の集い（令和元年11月9日・東京「京王プラザホテル」）
右より：古谷章二、須藤謙三郎、柿沢弘基、松本修一
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令和元年11月９日（土）磯部ガーデン（磯部温泉）

昭和39年卒同窓会報告
妙義の紅葉を見る会

に宿泊し、集合写真撮影の後に宴会を始めました。
黙祷を捧げた後、乾杯し歓談に続きました。石川県
から参加した村本君が持参した群馬大学学生歌

小林

二郎（昭39卒）

（ああ、建学の）の楽譜を見ながら皆で合唱（大多
数が歌えず）しました。数名で二次会の後比較的早

昭和33年４月入学、60人が６年間一緒に学生生活

く（高齢のため）散会就寝となりました。

を送りました。卒業後、時々同窓会を開催しました

11月10日（日）バスに乗り、妙義山麓を周遊（今

が、次第に参加人数が減少し、今回出席は14名でし

年は夏から暑さが続き、紅葉が遅れていました）次

た。本年２月は高橋君が亡くなり、10月には岡野君

いで世界遺産、富岡製糸場を見学した後、高崎駅の

も亡くなりました。

ホテルで賑やかに昼食をとり（昼食会の時は、高崎

最近の数年間は、毎年同窓会を開催しようという
事になっており、２年前は水上・谷川岳、昨年は、

在住の浅見君、木村君も参加）その後、高崎駅で解
散となりました。

箱根で紅葉の頃開催されました。箱根の時、来年は

来年は、同級生全員が傘寿（80才）以上になりま

地元群馬で妙義山の紅葉を見ようという事になりま

す。少しずつフレイルがはじまっております。来年

した。

は東京で開催する予定になっております。

昭和39年卒同窓会（令和元年11月９日・磯部ガーデン）
後列左より：古谷、根本、内田、徳江、福井、小林、佐藤
前列左より：吉野、相川、小原、品川、村本、東、福地
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いる、合唱団で歌っている。YO：世捨て人の心境、

湯田中温泉での47クラス会
中里

令和２年（2020年）４月20日

蝶の写真撮影、屋久島の縄文杉を見たい。TI：椎
間板ヘルニアになったが薬が効かない、カメラが趣

洋一（昭47卒）

台風、集中豪雨による千曲川氾濫からまだ癒えぬ

味。EO：小児科医から行政畑を歩いた、級友が横
浜に来たら歓待します。TK：現役の病院長、大学
からの医師派遣が少なくて困る。KS：医院開業中、

北信濃路の湯田中温泉において47クラス会が開催さ

腎を悪くしたが小康を得て、週２回のゴルフが楽し

れた。このたびは小布施町の新星病院で院長をして

み。TA：卒後は一貫して自衛隊で過ごした、平成

いた佐藤裕信君（現名誉院長）が幹事を引き受けて

30年春に瑞宝中綬章の叙勲を受けた。OH：来年５

くれ、信州の名湯、湯田中温泉よろずやでの開催と

月に仕事を辞める、医師をやめるのが嬉しい、ゴル

なった。洪水や北陸新幹線運休で佐藤君は開催でき

フでホールインワンをした。KM：34年前に開業、

るか思い煩った様であるが、2019年11月９日（土）

14年前に大病でオペを受けた、いまは息子への医院

に無事開催され、16名の懐かしい顔ぶれが揃った。

後継が悩み。HY：外科手術はやめて、緩和医療に

よろずやは寛政年間創業で二百年もつづく湯田中屈

シフトしている、週5.5日働き、週１回はテニス。

指の名湯である。源泉掛け流しの広々とした浴槽に

MO：現役の院長、辞めたいが続けている、主に老

つかれば、浮き世の憂さもしばし忘れ、若返った気

人相手の外来、楽しみはゴルフ。HS：週４回麻酔

分になることができた。夕食の宴でのメインイベン

をかけている、一昨年マチュピチュへ、今年はイス

トは各自の現況報告である。以下に全員の発言内容

ラエルへ旅行した。＞

をごく手短に採録する。＜TJ：自宅・医院の台風

記念撮影の後、場所を移しての二次会となった。

被害は軽微だった、いまでも現役で年150件の出産

久しぶりに出会ったせいか、よもやま話は留まると

を取り扱っている。TW：八戸へ旅行した、少し体

ころを知らず、座が盛り上がったままいつしか深夜

調を崩している。SH：同窓会東京支部長は辞めた、

を迎えていた。翌日は早朝からの朝風呂の後、膳に

いつ医師をやめるか考慮中。YN：病理医として働

信濃料理が並んだ朝食会場で話の続きをしばらく楽

いている、ある財団の理事に就任し、賛助会員を募

しんだ。来年の伊香保温泉での再会を約して、ゴル

集中。YT：目が弱り外科より内科的なことをして

フ組と帰宅組に分かれ、よろずやをあとにした。

昭和47年卒クラス会（令和元年11月９日、湯田中温泉よろずや、池谷俊郎君提供）
後列左より：細野、赤松、諏訪、宮石、重城、草場、渡辺、吉田、尾澤
前列左より：池谷、大浜、佐藤、竹日、大浜（西平）
、堀、中里
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昭和57年卒クラス会 イン
帝国ホテル東京
幹事

稲村

幹夫（昭57卒）

令和元年11月23日（土曜日、勤労感謝の日）我々
57卒のクラス会は卒後37年目、小雨まじりの東京で
開催いたしました。100人卒業中（６名物故会員）
参加者は25名（うち女性３名）でした。遠方は沖縄
から玉城修君も参加してくれました。今回はスライ
ドでプレゼンテーションをできるようにしました。
仕事、趣味、失敗談、自慢話なんでもOKとしました。
一部ですが発表メモをご紹介します。
心臓外科医の大林君は専門の心臓弁膜形成術の衝
撃映像を披露、彼の強い意思が感じられた。現役時
代ラグビーで鳴らした清水敬親君は同窓生で世界一
有名なドクターと自負、脊椎の整形外科ではそのテ
クニックは群を抜き国際的に評価され世界中からお
呼びのかかる人気医師、国際頸椎学会アジア太平洋
セクションを開催、学生時代のスライド写真も受け
た。私幹事の勝手な評価では今回のプレゼンのグラ
ンプリ。
通う奈良県立医大放射線科教授、長谷川君は前橋
から奈良県の事情の紹介。
我妻君は天体観測の趣味、そのすばらしい天体写
真、この世界の写真展で入賞するのは高評価の学会
誌にアクセプトされるより難と。
粕川町の名士、真下君は粕川町から見える東京の
景色には東京スカイツリーが望めると、また彼のご
自宅は重要文化財かと思しき旧家のお写真。
静岡市で小児科開業の佐野君、自作のクリニック
インテリア、園芸花の栽培、愛犬のサークル、自身

第257号

フルマラソンに出るなど多趣味で圧倒。
外科医の泉君はマラソンならぬ車で日本中を駆け
めぐり青森県の竜飛崎から一気に関東へ走るかと思
えば同窓会翌日は北九州から本州を北へ南へジグザ
ク群馬まで単独走行の走り屋。
片平君はドクターもしているミュージシャンで医
師会でのライブ風景など紹介。
群大保健学研究科で研究する安部君は
Endocrinology学会参加、南アフリカ喜望峰到達写
真など現役研究者の面目躍如。
松浦君は趣味の日本百名城をめぐる旅、約半分達
成と。
県立がんセンター院長の鹿沼君は引き締まる院長
業、まだ謝罪会見はしてないよ。
兵庫県立がんセンター・緩和ケアセンター長の池
垣君は西明石より参加。
銚子市立病院院長の篠崎君は財政難な地方病院の
経営苦労話、人材不足で心臓外科医の樋口君、外科
医の泉君が非常勤医師でサポートしているありがた
きや同級生。
ここに一部しかご紹介できませんでしたが院長に
なった先生たちは特にたいへんな苦労をされている
ことが分かりました。他に自分たちの子供たちの婚
活の話も出て父母としての苦労も見られました。
写真や動画を交えて様々な話題２時間半ほどで全
員がプレゼンするとちょうどいい人数であったかと
思いました。なぜか勉学や仕事より個人の趣味や生
活の話のほうがよく記憶に残るのは私の仕事に関す
る関心の薄さなのかそういう年齢なのかと思います
がともあれ同窓生が活躍し楽しそうなのは素晴らし
いです。同窓生は気兼ねなく話せる良き友でこれか
らも親睦を深めたいと思いました。
次回は群大臨床試験部教授の中村哲也君の幹事で
前橋か温泉地などで開催予定です。

昭和57年卒同窓会（令和元年11月23日 帝国ホテル東京）
後列左より：鹿沼、大場、小原、樋口、篠崎、清水（敬）
、林（星）
、松浦、町田、佐野、池垣
中列左より：片平、泉、大林、真下、長谷川
前列左より：黒川、秋月、安部、中村、稲村、宮坂、玉城、李、我妻
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医学部代表者及び
新任教授との懇談会報告

年10月１日に赴任されました。今回は残念ながらご

刀城クラブ幹事長

ら2019年４月１日に群馬大学に赴任されました。附

松﨑

都合が合わずご欠席となりました。佐伯浩司教授は
九州大学大学院

利行（平９卒）

消化器・総合外科（第二外科）か

属病院が特定機能病院として再承認された日、また
「令和」の新元号が発表された日である2019年４月

刀城クラブ主催「令和元年度医学部代表者及び新

１日に着任できたことを光栄に思うと述べられまし

任教授との懇談会」が2020年２月６日（木）18時30

た。食道外科が専門で群馬大学の発展のために頑張

分から附属病院内レストラン

りたいとのご挨拶をいただきました。

チネマで開催されま

した。令和元年度の新任教授は、大学院医学系研究

平塚学長は残念ながら所用によりご欠席となりま

科生体防御学分野、神谷亘教授、大学院医学系研究

した。代わって峯岸理事・副学長からは大学の現状

科総合外科学講座

が述べられ、新任の先生方の力で素晴らしい医学系

消化管外科学分野、佐伯浩司教

授です。大学からは峯岸敬副学長・理事（教育担当）、

研究科・医学部を作ってほしいとのご挨拶がありま

石﨑泰樹医学系研究科長・医学部長、田村遵一医学

した。田村病院長からは附属病院の現状と目標が述

部附属病院長・理事（病院担当）
、松﨑利行教務部

べられ、新任の先生方にもご協力をいただきたいと

会長・同窓会幹事長、同窓会からは白倉賢二会長、

のご挨拶がありました。白倉会長からは群馬大学、

饗場庄一顧問、森川昭廣顧問、飯野佑一顧問、小山

医学系研究科・医学部の発展のために大いに力を発

徹也副会長（学術奨学金担当）、鯉淵典之副会長（広

揮していただきたい、同窓会としても最大限のバッ

報担当）
、大山良雄副会長（会報・名簿編集担当）、

クアップをしたいとのご挨拶があり、終始和やかな

小山洋教授、成瀬豊同窓会事務長、小林時雄公益財

うちにお開きとなりました。２人の新任教授の益々

団群馬健康医学振興会事務局長が参加しました。

のご活躍をお祈りいたします。

神谷亘教授は大阪大学

微生物病研究所から2019

医学部代表者及び新任教授との懇談会（令和２年２月６日
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心かららしい。28才で土牛の号を画家でない父から

寄 稿

日本画家

第257号

与えられているのも珍しい。

と ぎゅう

奥村土牛について
竹越

画号（雅号）としての読みは「とぎゅう」である。
1962（昭和37）年

省一（昭31卒）

梅沢浜夫（細菌）、平櫛田中（彫

刻）らと73才で文化勲章受章。
土牛は1889（明治22）年に生まれ、1990（平成２）
年に101才脳梗塞で天寿を全うしている。

石井ホールで使用していただきたく医学部へ土牛
の画（泰山木）を寄付しました。お役に立てば幸い

土牛の生き方は私達医療関係者に種々の示唆を与
えるものと思います。

です。

今回石井ホールに寄付した作品は奥村土牛の眞筆
です（土牛の作品には偽物が多いので鑑定書が付け

昂然と泰山木の花に立つ

高浜虚子

てある）。

僭越ですが土牛について一寸触れさせていただき
ます。

補記
①

S.34年土牛夫妻は妻の郷里徳島からの帰途、鳴

土牛は84才で日本経済新聞の「私の履歴書」の中

門に立ち寄った。船上から渦潮を見た土牛は、妻に

で「私はこれから死ぬまで、初心を忘れず拙くとも

帯を掴んでもらい写生を何十枚も描いたとのこと

生きた絵が描きたい」「芸術に完成はあり得ない。

だ。これにより再興44回院展に鳴門として出品した。

要はどこまで大きく未完成で終わるかである」と述

②

べている。

美『絵皿の響き、奥村土牛・素描と俳句』マガジン

京橋で出版社を営んでいた父金次郎が、幼少時体

土牛は俳句も作っていた。（奥村土牛、奥村明

ハウス・1993）

が弱かった（小学校高等科を１年で中退）息子の義

土牛の俳句会には、小倉遊亀、花柳章太郎、酒井

三（土牛）に「土牛」の号を与えたが、唐代の寒山

三良らがいた。

詩にある『土牛、石田を耕す』と、息子がうし年で

③ 「モットーは自分を知って素直に精進して行く

牛のようにゆっくりとしっかりと歩み続けよとの親

より道はない。1956年（昭和31年）67才真は新なり。」
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になられたが、終戦後、昭和21年に教職追放となっ

寄 稿

ご存知ですか、前橋医専初代校長、
石原忍先生のその後
中島

孝（昭49卒）

た。これは、教授になる前に、陸軍軍医として、少
将にまで上り詰めた経歴を持つことによると思われ
る。この期間には森林太郎（森鴎外）からドイツ語
を学ぶようにとの助言もあり、ドイツ留学も経験し
ている。
私の疑問はすぐに解けた。彼と河津町を結びつけ

「眼科医石原忍先生の功績を知ることができる展

たのは、彼の教えを受けた東京大学医学部眼科学教

示会が伊豆河津町の図書館で行われている」との

室の卒業生による「一新会」が発足し、河津町の谷

ローカルニュースが、３月４日の夕方、静岡朝日テ

津に別荘「一新荘」を建て、彼に寄贈したことによ

「石原忍先生」と言えば、前橋
レビで放送された。

る。このことに最も尽力したのが河津町谷津出身で、

医学専門学校の初代校長で、今でも使われている色

後の東大眼科学教授、萩原朗先生であり、今回石原

盲検査法を開発した眼科医であることは、多くの先

先生と一緒に写真展示されていた。これは昭和８年

生がご存知のはず。しかし、私は、石原先生が前橋

のことなので、彼が前橋に来られる前に、すでに河

から、伊豆の片田舎で、今では「河津桜」で有名で

津町は馴染みの場所であったと思われる。当時、前

すが、過ごされていたことは知らなかった。

橋から河津町まではどれくらいの時間がかかったの

そこで、石原先生が、
「なぜ河津町で過ごされた

だろうか？

のか」という疑問を解くべく、展示会終了前の 6 日

前橋を離れた彼は、昭和21年４月、「一新荘」に

に河津町に行ってみた。三島、正確には長泉町から

移り住み、「河津眼科医院」を開業しました。医院

伊豆縦貫道を通り、さらに天城峠を超えると、河津

の名前に「河津」を使ったのは村の名を世間に広げ

町だ。河津桜祭りはすでに終了し、葉桜になってい

ようという気持ちからでした。先生は、既に世界的

たが、目的の図書館は、河津桜の原木の近く、河津

に有名な先生だったので、日本全国から患者さんが

町の中心にあった。この図書館は、彼が昭和21年に

集まったとのことです。

「河津眼科医院」を開業してから、東京にある自宅

石原先生は、63歳で前橋医専初代校長になり、66

を売り、そのお金で、村の文化の向上を願い、昭和

歳で開業し、昭和31年には紫綬褒章、昭和36年には

24年に「河津文化の家」として作った施設であった。

文化功労者として表彰され、83歳（昭和38年１月３

図書館に入ると、正面の入り口近くに、テレビでみ

日）で亡くなりました。名誉町民として、河津町主

た彼の業績展示コーナーがあった（写真）。

催で葬儀が行われ、「河津のシュバイツアー」「伊豆

彼は東京大学医学部眼科学教授、医学部長を歴任

の聖医」と呼ばれ、惜しまれました。

してから、昭和17年に前橋医学専門学校の初代校長
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財 団 の ペ ー ジ
しやすい敷居の低い研究助成です。群馬大学をはじ

財団の研究助成の現状

め県内の大学、医療施設等で働く方々が助成を受け
ています。助成対象の研究分野はバラエティに富み、

公益財団法人群馬健康医学振興会
理事長 鈴木 忠（昭45卒）

その内容は毎号の刀城クラブ会報の紙面で紹介して

日ごろより同窓会刀城クラブの皆様方には当財団

恭芳名誉教授のご遺族のご寄付を基金に研究助成の

に対してご支援・ご協力を賜り感謝申し上げます。

一環として行っています。応募要件が厳しい助成で

役員一同、財団の事業活性化のために取り組んでい

すが、令和元年度は１名に50万円を助成し、令和２

るところです。

年度の募集では３名の応募がありました。今後、選

おります。ぜひ、財団の活動を知るうえでご一読い
ただければ幸いです。また、海外留学助成は故黒梅

財団事業の３つの柱の１つである研究助成と海外
留学助成は順調に推移し、令和元年度は総額230万

考委員会による審査等の所定の手続きを経て６月に
は令和２年度助成対象者が決定される予定です。

円を計上することができました。６名の若手研究者

財団は広く県民の健康増進のために公益的事業を

に研究助成を行い、現在、令和２年度の研究助成に

推進する目的で設立され、事業を展開しています。

向けて応募者を募集しており（応募締め切り令和２

事業の運営費は財団の事業にご賛同いただきました

年２月末日）
、25名の応募がありました。財団の助

方々の賛助会費・ご寄付と「医師賠償責任保険の委

成金額は１件あたり30万円で一般的な研究助成金に

託契約集金事務」の収益で賄われています。事業の

比較すれば少額であるかもしれませんが、本助成の

発展継続には賛助会員・会費の拡大が必須です。刀

特徴は保健医療・福祉分野で活動されている研究実

城クラブ会員の皆様方には今後とも一層のご理解と

績の少ない若手の方々・大学院生等にとっても応募

ご協力をお願いいたします。
事会で検討の結果「心臓と血管の病気」をテーマとし

循環器病対策の書籍発刊

て取り上げることが決まりました。このテーマを選
択した背景には、心疾患は我が国死亡率の第２位で

公益財団法人群馬健康医学振興会
常務理事
（業務担当）
中里 洋一（昭47卒）

あり、脳血管疾患と合わせた循環器病は2018年の死
亡原因の23.2％であり悪性新生物の死因に匹敵する
頻度を占めていることがあります。さらに平成28年

令和２年度を迎え新たな気持ちで群馬健康医学振

に介護が必要となった原因のトップは循環器病であ

興会の活動を推進したいと決意しております。本振

り、21.2%を占めています。このような現状に対処

興会活動の３つの柱は、研究助成・海外留学助成、

するため、国は2018年に「健康寿命の延伸等を図る

講演会への講師派遣、健康保健に関する書籍出版で

ための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策

あり、最近では学術研究会開催の募金活動と資金助

に関する基本法」を成立させ、この法律は2019年12

成および医師賠償責任保険の委託契約がこれに加わ

月１日に施行されました。この法律に基づいて政府

り、事業が多角化してまいりました。

は今年夏を目処に循環器病対策推進基本計画を立案

この中で今年最も重点的に取り組む事業が書籍の

しようとしています。この計画立案に大きな役割を

出版です。本振興会では1988年より「健康医学ガイ

果たすのが永井良三自治医大学長が会長を務める循

ド」をシリーズで発刊してきた実績があります。こ

環器病対策推進協議会です。協議会は本年１月より

れは県民の健康増進に貢献することを目的とした平

既に３回の会合を行い議論を深めています。群馬健

易な内容の解説書、啓蒙書であり、その６冊目とし

康医学振興会は鈴木理事長と大島常務理事が循環器

て平成29年８月に「肥満と疾患―どこまで解明され

病の専門家でありますので、この社会の流れを先取

たか―」が刊行されました。令和２年度はいよいよ

りする形で循環器病対策をテーマとした健康医学ガ

シリーズ７冊目に取りかかる年であり、昨年度の理

イドシリーズ第７巻を発刊したいと考えています。
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で新シリーズを出版、平成29年には『健康医学ガイ

令和２年度ご挨拶

ド６

肥満と疾患』を発刊しました。本年は
『健康医

学ガイド７』の発刊に向けた準備を進めていきます。

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）

こうした公益目的の事業継続のためには安定した
運営資金の確保が必要であり、医師賠償責任保険の
委託契約集金事務費、個人あるいは法人の賛助会員

県民の健康増進に寄与することを目的とする公益

会費、寄付金などがこれに充てられています。それ

財団法人群馬健康医学振興会は、昨年設立後満40年

ぞれが貴重な財源ですが、群馬健康医学振興会をよ

を迎えることができました。本年、令和２年度も引

り多くの皆様に知っていただくことも含め、賛助会

き続きご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

員数の増加を図ることが特に重要と考えています。

当振興会の事業の内、研究助成事業としては県内

そのために今後も群馬大学同門会支部の会合などに

医療従事者に対する研究費の助成、海外留学者への

参加して協力を呼び掛け、当振興会の認知度を高め

助成金支給、医学、医療、福祉に関する学術集会、

ていく所存です。

研究会、セミナー等への助成などがあり、平成31年

群馬県内で研修を受ける医師数が減少している

（令和元年）度は26名の応募者中６名の研究者に合

中、群馬県を研修の場として選択してくれた医師あ

計180万円を助成、３名の留学生中１名に海外留学

るいは医療従事者の指導、研究活動をサポートする

助成金50万円を支給しました。また、書籍発刊事業

ために皆様のご協力を宜しくお願いいたします。な

として平成元年に『健康医学ガイド１

お、賛助会員会費や寄付金は個人の場合税制上の優

主治医のア

ドバイス』を発刊して以降、概ね５年に１冊の割合

遇措置を受けることができます。

財団のページ
（研究助成報告書）
研究テーマ『放射線治療時の口腔・咽頭・
喉頭部における粘膜炎発症線量の解析』
（平成29年度助成）

研究テーマ『全身性強皮症患者のピア・
サポートを支援する取り組み』
（平成30年度助成）

群馬大学重粒子線医学推進機構
助教

武者

群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学

篤（平18卒）

准教授

【報告書】目的：頭頸部放射線治療時の口腔粘膜炎発症
と照射線量との関係を解明する。方法：2015-2016年に
群馬大学医学部附属病院で頭頸部癌に対し強度変調放
射線治療を施行した36名を対象とした、部位は上・中・
下咽頭、鼻・副鼻腔、口腔等と多岐にわたり、粘膜炎
検討部位は舌とした。口腔粘膜線量モデルとしてMIM
Maestro ver.6.0.2（MIM Software Inc.USA）にて３次
元モデルを作成し舌への線量を検討した。粘膜炎は
CTCAE version 4.0とRTOG grading systemにて評価
した。結果：粘膜炎発症部位と高線量部位はほぼ一致
していた。最大線量と粘膜炎発症の関係を解析すると、
CTCAEでは70.3 Gy、RTOGでは70.1 Gyがgrade2以上
の舌の粘膜炎発症のcut off値であった。今後の展望：
頭頸部放射線治療時の口腔粘膜炎の発症部位や程度を
予測することが可能となり、これまで以上に頭頸部放
射線治療時のQOL向上の提案を行いたい。本研究内容
は（Int J Oral Maxillofac Surg. 2020 Jan;49(1):44-50.）に
報告した。

茂木精一郎（平11卒）

【報告書】
「ピア・サポート」とは、
「同じような苦しみを
持っている人同士による支えあいの相互行為」であり、
同じ病気をもった仲間（ピア）が出会い、理解と共感が
生まれて、心理的・社会的な支えあいにつながる取り組
みです。全身性強皮症は、全身の組織の硬化と血管障害
を呈する自己免疫性疾患であり、様々な合併症を呈しま
す。診療中に患者さんから
「同じ病気の人と会ってみたい」
という要望を多くいただいたため、院内患者会を設立し
ました。自己免疫性疾患や神経性疾患を患っている患者
さんにもピア・サポーターとして参加していただきました。
本研究助成によって、強皮症患者さんのためのパンフレ
ットを新たに作成しました。病気の説明や生活指導、リ
ハビリについて分かりやすく解説しました。ニュースレタ
ーも作成しました。
「ピア・サポート」によって生じる「人
の役に立つ喜び」が患者さんの苦しみや悩みを和らげる
と考えており、このような取り組みを今後も継続していき
たいと考えております。
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緒方

前号掲載の群馬大学医学部附属病院の
現況についてお詫び
2019年12月15日発行の「群馬大学医学部刀城クラ
ブ会報 第256号」において掲載した「群馬大学医
学部附属病院の現況（医学部附属病院長 田村遵
一）
」について、ご遺族をはじめ寄稿をご覧いただ
いた方から不適切な内容であるとのご指摘をいただ
きました。
この寄稿は、附属病院の意識・風土の改革が求め
られることやガバナンスに欠けていたことを強く反
省し、安心安全な病院として再生するために実施し
てきた改善・改革の状況を、群馬大学医学部同窓会
会員の皆様にご報告するために掲載させていただい
たものです。
しかし、病院長として本意を伝えるためには不適
切な表現もあり、これをお読みいただいた方に不快
な思いを抱かせてしまいました。
大変申し訳ありませんでした。
この寄稿につきましては取り消しをさせていただ
き、深くお詫び申し上げます。
2020年２月28日
群馬大学医学部附属病院長
田 村 遵 一

杏一（平14卒）医学部附属病院消化管外科
講師
令和２年２月１日
小和瀬桂子（平７卒）大学院医学系研究科総合医
療学 准教授

学

謹

詫

正会員

昭和43年卒
昭和60年卒
昭和26年卒
昭和51年卒
昭和35年卒
昭和33年卒
昭和25年卒

名誉会員

び

前号256号の第62回東医体夏季競技報告において、
剣道部欄成績の誤りを、次の通り訂正しご迷惑をお
掛けしましたこと深くお詫び申し上げます。
剣道部 男子団体 ３位
女子団体 準優勝
男子個人 黄田允伸（３年）３位
女子個人 塚田蓉子（６年）準優勝

学

内

人

事

【昇 任】
令和元年10月１日
天野 出月（平19卒）大学院医学系研究科応用生
理学 講師
小澤 厚志（平８卒）大学院保健学研究科 准教
授
令和２年１月１日
宗田
真（平11卒）大学院医学系研究科消化管
外科学 准教授

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。

第11回役員会（令和元年12月19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．医学部代表者及び新任教授との懇談会について
３．令和元年度退任教授記念送別会について
４．その他
協議事項
１．パジャジャラン大学交換交流学生歓迎会について
２．会報編集状況について
３．その他

外

【昇 任】
平成31年２月１日
根岸 一明（平12卒）シドニー大学（オーストラ
リア）内科学 教授

役員会だより

お

第257号

田中
湯本
功刀
高橋
新部
中村
神代

照彦先生（平成31年４月12日逝去）
誠先生（平成31年２月８日逝去）
健吾先生（令和元年８月17日逝去）
均先生（令和元年11月18日逝去）
英男先生（令和２年１月23日逝去）
篤先生（令和２年２月４日逝去）
秀斉先生（令和２年３月17日逝去）

村田 和彦先生（令和２年２月10日逝去）

編集後記
令和２年度最初の会報をお届けいたします。毎年
４月号では退任教授記念送別会が会報の中心となり
ます。会報第69号（昭和45年）に伊東俊夫先生と石
原恵三先生の退任祝賀会について掲載されて以降、
退任教授がいらっしゃる年には毎年掲載されてきま
した。今回、新型コロナウイルス感染症により初め
て祝賀会が中止となりましたが、会報に掲載の石川
治先生、白尾智明先生、渡邊秀臣先生への会長によ
る「退任教授に送る言葉」を通して、皆様と共に、
先生方のご退任をお祝いしたいと思います。
例年３月～４月の昭和キャンパスは白木蓮に続い
て桜が満開になり、華やかで活気ある季節となりま
すが、今年は静かなキャンパスとなっております。
新学期の講義開始は延期となり、学生は自宅待機期
間とされているためです。３月には卒業式・謝恩会
ともに中止となり、
令和元年度卒業生は、
パンデミッ
ク拡大中に巣立っていくことに不安もあったと思い
ますが、このようなときこそ、同窓のネットワーク
をどうぞご利用下さい。会報編集委員（学生委員）
では、高橋慶一郎さんが卒業されました。学生時代
を通じて会報編集にご活躍いただきご苦労様でした。
このパンデミックの収束まで、皆様がご健勝であ
りますことを切に願っております。 （安部由美子）

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）
、板垣由宇也（６年）
、
大玉浩嗣（５年）
、
佐藤聖佳（５年）
、
大津圭吾（３年）
、
中里優理（３年）
、
中島拓海（２年）
、
成瀬豊（事務局）
、
清水ちとせ（事務局）
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