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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
長い受験戦争から開放されて、のんびりとした気分
を味わっていることと存じます。群馬大学医学部は
1943年に開校され77年の歴史を持ちます。その間に
大きな発展を遂げて参りました。皆様も母校の伝統
を誇りに、さらなる発展を目指して医学の道に励ん
で頂きたいと思います。
　群馬大学医学部医学科同窓会は刀城クラブと言い
ます。1953年に当時の先輩達の間で同窓会設立の機
運が高まり、刀城クラブが創設されました。刀城ク
ラブの刀は利根川、城は赤城山から名付けられたと
されておりますが、さらに刀は刀圭という薬を調合
する匙を意味する言葉から由来し、城は仲間が集結
する城郭を表します。命名の由来は当時の先輩達が
若き医師、そして学生が抱く母校へ愛と誇りを象徴
しております。
　刀城クラブの目的は、会員の親睦、連携を図り、
群馬大学の発展に寄与し、もって医学の進歩に貢献
するというものです。皆さんは入学と同時に刀城ク
ラブの会員となります。刀城クラブは学生の皆さん
には学園祭や運動部、文化部への活動支援、国際交

医学部同窓会・刀城クラブ
会長　白倉　賢二（昭50卒）

新入生の皆さん、
入学おめでとうございます

流への支援、同窓会表彰などの活動を行っておりま
す。卒業生の皆様には、国内各地におかれた支部会
活動、学会・研究会へ助成、地域貢献賞、広報活動
などを行っております。特に重要なのは大学に代わ
り会員名簿を編集し、卒業生の動向を把握すること
です。群馬大学を卒業した医師は、家族やご自身の
ためだけで無く、同時に地域社会や国の財産でもあ
ります。同窓会活動は地域社会に貢献することを目
的としております。
　群馬は直近の都道府県知名度ランキングで下から
３番目で、毎年近隣の栃木、茨城、埼玉とともに最
下位グループを形成しております。前橋は落ち着い
た町で、市内を流れる広瀬川は水量が豊富で，河畔
の散策路の緑が美しく、大正時代の詩人萩原朔太郎
の詩碑が建てられて、前橋が「水と緑と詩（ウタ）
の街」と称される所以となっております。市内各地
に近代生糸産業発祥の歴史が刻まれ、昭和キャンパ
スの西側駐車場は明治の蚕業試験場跡地を国から払
い下げられたものです。県外から来られた学生さん
もきっと前橋が好きになるものと思っております。
　今年は残念ながら新型コロナウイルス感染症の蔓
延で、入学式が中止されました。授業開始も４月下
旬以降にずれ込む見込みになっております。大学に
入学した直後の数か月間はその後の学生生活に大き
な影響を及ぼすものと思っております。皆さんは規
則正しいい生活を身に着け、これからの６年間を医
学生らしく立派に、そして楽しく過ごしていただき
たいと思っております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年４月

入学おめでとうございます

群馬大学昭和地区全景（平成30年６月撮影）
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　学友会執行委員長を務めさせていただいておりま
す。医学科４年の有馬大樹と申します。
　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
例年この時期に行われていたオリエンテーションな
どの行事を開催する事ができない状況にあるため
に、皆さんにお会いすることができず誠に残念です
が、この紙面を通して皆さんにご挨拶できることを
喜ばしく思います。
　さて、新入生の皆さんはこれから医学生として学
生生活を始めることになります。この学生生活では
もちろん医学を修めるということは重要なことです
が、その傍らで様々なことに挑戦することもできま
す。部活動やサークルに打ち込むこともできます。
MD-PhDコースで研究室に入り浸るのもいいでしょ
う。興味のある分野の学会や勉強会に参加すること
もできます。ぜひ広い視野を持ち、自分のやりたい
こと・楽しめることを探し、群馬大学での学生生活
を豊かなものにしてください。

　学友会に関しても少しここで説明させていただき
ます。学友会は群馬大学医学部医学科の全学生加盟
による学生自治会であり、その執行委員は大学と学
生との “橋渡し” の役割を持ちます。例えば、年２
回行われる懇談会では、先生方や職員の方々と、カ
リキュラムや大学施設など学生生活全般について意
見交換を行います。懇談会では事前に、学生の皆さ
んの意見を集約するためのアンケートを実施し、そ
れをもとに大学側へ伝える学生の “総意” をまとめ
ます。学生生活で不安に思っていること、不便に思
っていることをぜひアンケートに書いてみてくださ
い。アンケート以外にも、ネット目安箱を設置して
いるのでそちらを活用したり、近くにいる執行委員
に声をかけたりしてみてください。また、学友会は
全日本医学生自治会連合に加盟しており、執行委員
の数名は全国的な医学生の自治活動・医学生の学生
生活の向上にも取り組んでいます。これらの活動に
興味を持った皆さんはぜひ執行委員として一緒に活
動しましょう。
　最後になりましたが、同窓会の皆様には様々な場
面でご支援いただき、大変感謝しております。そし
て我々学友会がこのように活動を継続することがで
きるのは、教授の先生方をはじめとする教職員の皆
様、大学関係者の皆様が学生の声に耳を傾けてくだ
さっているからに違いありません。今後も温かいご
支援・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

　学友会執行委員長

　有馬　大樹（医学科４年）

 ようこそ、群馬大学へ

入学おめでとうございます

群馬大学キャッチコピー
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公
　
　
　
　
示

群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ会長立候補及び会長適任者の推薦受付について

　令和２年10月 24日をもって、白倉賢二会長が任期満了となりますので、群馬大学医学部同窓会・
刀城クラブ細則第７条第１号の規定に基づき、会長の選出を行う。
　つきましては、同細則第11条に基づき、同窓会・刀城クラブ会長の立候補者及び適任者推薦を下
記により受付いたします。

記
受付期間：令和２年６月５日（金）〜６月30日（火）
　　　　（立候補届及び推薦書の請求は、同窓会事務局へ申し出てください。）
提出先：医学部同窓会・刀城クラブ　総務委員会（同窓会事務局）

令和２年５月21日　群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ　総務委員会
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腫瘍放射線学
　教授　大野　達也（平５卒）

新部英男先生を偲ぶ

追　悼

　群馬大学医学部放射線医学教室第３代教授の新部
英男先生が令和２年１月23日にご逝去されました。
恩師である新部英男先生のご冥福を心よりお祈り申
し上げます。
　新部先生は、昭和35年に群馬大学医学部を卒業後、
国立栃木病院のインターンを経て、群馬大学病理学
教室の大学院に入学しました。放射線治療を見据え
て病理学を志したのではなく、大好きな野球や師に
恵まれた場所が病理学教室であったそうです。しか
し、医学生時代から病理学の研鑽を積まれたことは、
後に腫瘍学に根ざした放射線治療法を開発する際の
大きな礎になったと思われます。昭和40年に大学院
修了後、新部先生は初代教授の戸部龍夫先生に請わ
れて放射線医学教室に入局しました。早速、放射線
病理研究室を立ち上げると、組織構築と放射線感受
性、腫瘍母地効果、腫瘍免疫などの研究に力を入れ
ました。昭和47年には、照射後の間期死を指標にす
れば、腫瘍細胞の本質的な放射線感受性の差異がわ
かることを発表しました。この理論は、当時の国内
外の学術会議では認めてもらえず、大変悔しい思い
をされたそうです。今では、間期死の形態学的特徴
はアポトーシスとしてよく知られています。発表時
期もアポトーシスを提唱したKerr氏と同じ1972年
のことでした。
　医学研究の成果を臨床の場で一人一人の患者に還
元するべく、新部先生はほぼ全臓器の悪性腫瘍に対
し、がんの個性に応じた放射線治療法を開発しまし
た。例えば、肺癌では病理組織学的分類に基づき治
療方針を個別化し、悪性リンパ腫では臓器別の治療
方針を提唱しました。また、乳癌や前立腺癌では一
回線量を増やした線量分割法を確立し、全身照射の
移動式治療台やピンポイント照射を行う定位放射線
治療装置の機器開発も行いました。こうした臨床腫
瘍学、放射線生物学、放射線物理学に立脚した学問
体系は、「臨床腫瘍学‐放射線病理学的立場から」、「放

射線腫瘍学」（いずれも講談社）の教科書にまとめ
られました。平成３年に群馬大学医学部放射線医学
教室の教授に就任し、平成12年に大学を退官される
まで一貫した方針のもとに治療が行われた結果、群
馬大学で根治的放射線治療を受けた患者さんの５年
生存率は65%でした。まだ全国的に放射線治療の認
知度が低く、姑息的治療の一部とみなされることの
多かった時代ですが、群馬大学ならびに関連病院で
は、放射線にはがんを治す力があることを医療ス
タッフと患者さんに理解して頂けたのではないかと
思います。そのような中、昭和58年には体調を崩さ
れ、一時は死をも覚悟するほどであったと聞きます。
幸いなことに、新部先生が育てた先生方がこの窮地
を支えたことで、教室としては大きく成長できたと
新部先生は回顧されています。
　新部先生は野球をこよなく愛し、私を含め多くの
学生をご指導されました。群馬大学準硬式野球部の
監督、部長としては、医学部の東日本医科学生体育
大会のみならず、全学のインカレである全日本大学
選抜準硬式野球大会でも見事に優勝されました。ま
た、関東地区大学準硬式野球連盟会長、全日本大学
準硬式野球連盟副会長等を歴任し、学生野球の指導
者としても多大なる社会貢献を果たされました。先
生が野球で指導された「周りを思いやる心」は、医
療現場における多職種協働の大切さを学ぶことにも
繋がっています。
　「がんを病むことはその人の人生にとって大きな
痛手であり、悲しみでもありましょうが、がんを病
んだからこそ体験することに、人の優しさ、生きる
喜びなど、その後の人生を豊かにするものを会得さ
れる方が多いのです。がんを経験されてかどがとれ、
心の大きくなった患者さんと日々の外来でお付き合
いできるのは、私に取っても楽しいことで世の煩わ
しさを忘れさせてくれます。医師にとって、がんを
治すことは単なる手段にすぎず、目的ではありませ
ん。真の目的は、患者さんがより豊かな人生を送る
ためのお手伝いをすることにあります。ときには、
がんと共存したままでも患者さんが素晴らしい、意
義ある人生を過ごしておられれば、よい治療ができ
たといえるでしょう。」これは、新部先生のお言葉
です。当時の教室のモットーは「信頼と責任」でし
た。新部先生から学んだ多くのことを次代に引き継
げるよう、自身の務めを果たしたいと思います。
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群馬大学名誉教授
日高病院糖尿病科

　　　伴野　祥一（昭50卒）

村田和彦先生を偲ぶ

追　悼

　2020年２月10日に第４代群馬大学医学部第二内科
（現循環器内科）教授　村田和彦先生がご逝去され
ました。享年90歳でした。
　1973年（昭和48年）に鴫谷亮一教授の時代、助教
授として赴任され、翌年、その後任として教授に就
任され、1995年（平成７年）まで21年間教授をお務
めになりました。この間257人（新たな入局者は205
人）が在局し、OBを含めると第二内科だけでも300
人余がお世話になりました。また、1990年（平成2年）
４月１日〜1994年（同６年）３月31日の間、14代群
馬大学医学部長としてご尽力頂きました。医学部長
当時は、ご自宅でも深夜までお仕事をされる毎日
だったとのことです。退官後は隠遁生活の如きでし
た。推して知るべしです。
　赴任後、１年弱で鴫谷教授が任期を多く残され転
出されたため、孤軍奮闘、大変ご苦労をされたよう
です。赴任当時の第二内科は、循環器の研究室が「２
研（高血圧）」「３研（生理学的手技）」、「６研（観
血的手技）」に分かれており、赴任前（東大第三内科）
は、循環器が「エレクトロ」という１つの研究室で
あった先生にとっては難しい舵取りであったのでは
ないかと推察されます。また、当時、神経内科（５
研）も一緒で、気苦労もあったかと思います。
　「ベクトル心電図」は先生のテーマの１つで、「ベ
クトル心電図研究会」の世話人をされておられまし
た。この研究会は、その後他の研究会と一緒になっ
て今の「心臓病学会」と発展しています。先生の在
任中、循環器分野での、検査・治療ともに格段の進
歩を遂げています。降圧薬、冠動脈疾患検査・治療
手技しかりです。心エコーなど、先生の赴任当時は、
大きな水の入った袋をぶら下げた起重機のような大
掛かりな装置で、今は想像だにできません。
　弁当を食べながらあるいは時に触れての先生との
会話の中で印象に残った言葉を思い起こしながら、
私なりの解釈を加えて追悼文としたいと思います。
・「学会発表をしたら、必ず論文にしなければなら
ない。そうでなければ何もしないことと同じだ。学
会発表だけでは後には何も残らない。論文は日本語
であっても零ではない」。これは、常に強調されて

いた言葉です。
・「人に教えることは、自分も勉強することである」
と、学生や研修医に教える事を推奨されていました。
２倍３倍勉強しないと人には教えられません。　
・「群馬県人は群馬に引きこもっており、もっと外
を見て来る必要がある」と、若い人たちを、国立循
環器センター、虎ノ門病院、自治医科大学、朝日生
命成人病研究所、国立がんセンター等々に派遣され
ました。これら施設は、高血圧、虚血性心疾患、糖
尿病、脂質異常症、ガンなどの分野では第一線の所
でした。未だ、メタボリック症候群や生活習慣病と
いう言葉がなかった時代です。先生の先見の明で
あったかと思います。
・「トップを目指す人間は必要だが、皆が皆そうで
ある必要はない。」誤解を招きそうですが、「地に足
をつけて診療する事が大切であり、背伸びばかりで
は、足を掬われかねない」との警告でもあったかと
も思います。
・「頑張る必要はない」とよく言われましたが、「頑
張っている状態が普通でなければいけない」という
ことのようでした。
　お別れの会も村田先生らしく質素でした。ご長男
の挨拶の後、参列者が白いカーネーションを捧げて
閉会となりました。以下は、20年以上、村田先生の
主治医を務められた高山嘉朗君の報告です。「その
道の専門家が、ライフワークとする疾患に、罹患す
るという不思議なめぐりあわせには驚かされます。
先生は発作性心房細動から固定性心房細動を経験さ
れました。更に大動脈弁狭窄症が徐々に進展し、昨
年には心不全を併発するようになりました。年末に
心不全で入院した際、両側に中等度の胸水が貯留し
ているにも関わらず、酸素のチューブを長くしても
らい淡々とN Eng J Medを読まれていたことが、私
にとりましては大きな驚きでした。先生には、いつ
も通りの習慣の継続にすぎないのかもしれません
が、今日よりも明日、明日よりも明後日と、一歩で
も少しずつ向上前進するための努力を苦痛なく継続
している習慣の凄さを感じました。更に、教授を務
められていたころより、私たちに指導していたこと
を自ら実践して病理解剖を申し出ておられた事には
最高の臨床医としてのお姿を感じました。」
　「『エライなー！』と言うと、褒められたと勘違い
するやつがいる」との言。本当は「叱って」いる場
合も多かったようです。思い返すと、私もどちらで
あったか分からないことが多々あります。天国から
今の我々をどんな目で見ておられるのでしょうか
……。ご冥福をお祈り致します。合掌。
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　　刀城クラブ会報第256号（令和元年12月発行）
に掲載された私の寄稿「群馬大学医学部附属病院の
現況」においては、不適切な表現が多々みられ、患
者さんやご遺族をはじめ、お読みになられる方々の
お気持ちへの配慮が著しく不足したものとなってし
まいました。多くの方々に不快な思いを抱かせてし
まい本当に申し訳なく存じております。病院長の本
意を伝えるには不適切な寄稿をいたしましたことを
重ねて深くお詫び申し上げます。
　改めて医療事故の概要と現在の取り組み状況につ
いてご報告いたします。
　2014年６月に腹腔鏡下肝切除術による医療事故が
判明し、事故判明後すぐに設置された腹腔鏡下肝切
除術事故調査委員会により検証が行われ、2015年２
月に報告書が提出されましたが、この報告書におい
て不適切な追記等があり、また、委員会の構成や運
営のあり方も問題があるとされました。
　このため、2015年７月に第三者のみからなる「医
学部附属病院医療事故調査委員会（委員長：上田裕
一先生）」において、主に診療内容及び医療安全の
観点からご審議いただき、2016年７月に最終報告書
をいただきました。
　 ＜http://www.gunma-u.ac.jp/outline/hospital/
g7901＞
　なお、個別事例の医学的評価については、日本外
科学会にお引き受けいただき、調査対象となった執
刀医による死亡例を含めて、50例もの早期死亡例に
ついて迅速に検証していただき、報告をいただきま
した。
　内容は特に当該執刀医が手がけた手術例では、カ
ルテ記載状況に関して「患者の身体所見、評価、診
療方針の変更などの記載はほとんど認められなかっ
た」、「手術操作や手順が中心で、手術所見や手術中
の出血等に関する記載はほとんどなかった」など、
手術のリスクの説明やご本人、ご家族とのやりとり
などの記載がなく、また手術後の管理、合併症に対
する考え方や処置などが不明であることや、手術の
適応や術式の選択の根拠、プロセスなどもよく分か
らないというものでした。「インフォームド・コン
セントの段階から、術後管理までの一連の医療行為
が適切になされていない状態で、そのような医療行
為が長年にわたって漫然と行われていた病院自体に
大きな問題がある」とのご指摘と受け止めています。
　また、2015年４月に「医学部附属病院改革委員会
（委員長：木村　孟先生）」において、主に病院の組
織体制及び職員の意識改革の観点からご審議をいた
だき、2016年８月に「群馬大学医学部附属病院にお

群馬大学医学部
附属病院の現況（改定版）

　　医学部附属病院　病院長

田村　遵一（昭57卒）

ける医療の質保証体制の今後の改善に向けて」とし
てご提言をいただきました。
　 ＜http://www.gunma-u.ac.jp/outline/hospital/
g6896＞
　ご提言の内容は、「群馬大学独特のヒエラルキー
が構築され、当該診療科では、医師が真の意味での
患者本位の医療を提供する視点を備えるに至ってい
なかった」ことを背景として「診療体制」、「医療の
質保証・安全管理体制」、「ガバナンス」、「意識（風
土）や文化」の各項目毎の課題をご指摘いただくと
ともに、改善に向けた取り組みについてご提言をい
ただきました。
　「病院改革委員会」では、病院の体制について多
くの提言をいただきました。
　また、「医療事故調査委員会」ではこれに加えて、
医療安全体制の整備、職員の意識向上、患者参加の
促進等について細やかにご提言をいただきました。
これらの報告書については群馬大学HPにアップさ
れていますので、病院職員全員に是非とも目を通し
ていただきたいと思います。現在のところ、提言を
いただいた項目は患者さんからのご意見等もいただ
きながら病院職員の努力の積み重ねによって、概ね
実行できていると考えておりますが、安全文化の醸
成や職員の意識向上などについてのゴールはなく、
継続的に取り組んでいくことが重要と思います。
2018年６月には、今般の医療事故のご遺族の方々に
も委員としてご協力をいただき「患者参加型医療推
進委員会」を設置し、患者さんやそのご家族の立場
からのご意見、ご提言もいただく取り組みも始まっ
ています。この委員会からのご提案によって、当院
が腹腔鏡下切除術等における一連の医療事故の反省
と教訓を受け継ぎ、風化させない、忘れないための
象徴として、また、医療事故を防止するため、恒久
的に医療の質向上および医療安全に取り組むことを
誓うものとして、「誓いの碑」を当院の敷地内に設
置する予定です。本年６月には設置できる見込みで
すので、同窓会の皆様にもぜひご覧頂けますようお
願い申し上げます。
　前回の拙稿に対しては多くの厳しいご意見をいた
だいた中で次のようなお言葉をいただきましたの
で、稿を終えるにあたりそのまま引用させていただ
きます。
「群大病院は、地域の基幹病院として、高度医療や
先進医療を始めとする高い医療技術を持ち、地域の
開業医が自分の所では手に負えない患者を群大病院
ならと紹介してくる病院です。患者は、そんな群大
病院に希望と信頼を持って治療にやって来るので
す。言い換えればここで医療に従事する人達は、群
大病院と言う名の下に高い資質と技術を暗黙のうち
に期待されているという事です。それだけ、高い知
識と技術、その上に医療安全に対する思いが必要だ
という事です。」
　このお言葉を改めて胸に刻み、群馬大学病院の改
善・改革に努めてまいります。同窓会の皆様におか
れましても、今後ともご支援のほど何卒よろしくお
願い申し上げます。
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　群馬手術手技研修センターの実務を担当しており

ます地域医療研究・教育センターの石井範洋と申し

ます。群馬手術手技研修センターはご献体を用いた

手術手技研修を通して、医療の質と安全性の向上性

を図り、国民福祉への貢献を目指すことを目的に

2019年４月１日に設置されました。調憲センター長

の下、運営委員会を組織し、各診療科ならびにご献

体の管理を行っていただく機能形態学と連携し、事

務的な窓口は地域医療研究・教育センターが担い、

運営を行っております。ご献体を用いた手術手技研

修施設は県内初であり、大学のみならず、群馬県内

の医師に広く利用できるようにして参りたいと思い

ます。

　手術手技研修は篤志献体を用いて行うため、ご遺

体に対しては常に敬意を払うことを忘れてはなりま

せん。そのため、まずは学内に手術手技研修の実施

内容が教育および研究を目的とし、ご献体を用いて

行うことが倫理的に認められるものであるかについ

て審査する倫理委員会「手術手技研修プログラム専

門委員会」を設置していただきました。この委員会

は手術手技研修センターとは独立して実施計画の妥

当性を審査し、研修の実施には同委員会の承認を得

ることが必要となります。また、実際の研修を行う

前には副センター長ならびに機能形態学講座教授の

群馬手術手技研修
センターの活動

　　群馬手術手技研修センター
　　地域医療研究・教育センター

石井　範洋

岩﨑広英先生よりご献体に対する倫理上・法律上の

注意点に関する講習の受講が必須となっておりま

す。そして研修に参加した講座の実施責任者の先生

は原則として解剖献体慰霊祭に出席することとして

おります。

　このような体制を整え、昨年11月に第１回の手術

手技研修として、外科診療センターよりシニアレジ

デントを対象とした外科専門医に必要な基本手術手

技研修の申請があり、上述の倫理委員会で承認を得

たのち開催に至りました。外科シニアレジデント７

名および指導者16名の計23名が参加し研修を受けて

いただきました。研修実施後のアンケートでは、シ

ニアレジデント参加者全員が手術手技の修練として

大変有用であるとの回答で、生体に近い状態で手術

手技を学ぶことは大変有意義なものであると再認識

しました。また、有意義な研修が可能であったのも、

ご献体の固定や管理にご尽力頂いている機能形態学

講座の皆様のご協力のおかげかと思います。手術手

技研修はその後２回開催し、腹腔鏡を用いた鏡視下

手術の研修もスタートさせております。令和元年度

は計３回の手術手技研修を開催し、計49名が参加し

ました。

　手術手技研修センターはまだ新しい組織であり、

実際の研修も始まったばかりではありますが、今後

外科医療の質と安全性の向上に大きな役割を果たす

ものと考えております。故人のご献体の精神に敬意

を払い、引き続き群馬県の外科系医師の手術手技の

向上ならびに外科医療の発展に貢献できるように尽

力して参りたいと思います。
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パジャジャラン大学交換留学実習報告パジャジャラン大学交換留学実習報告

インドネシアでの学び
志賀野　航生（医学科６年）

　この度私はインドネシアのパジャジャラン大学交
換留学プログラムに参加させていただきましたの
で、ここに報告させていただきます。
　私たちが主に実習させていただいたHasan…
Sadikin…Hospitalはバンドンという都市にあり、市
内で最大の総合病院です。病院実習は5日間と短い
期間でしたが、小児科、脳神経外科、循環器内科、
内分泌内科、放射線科、婦人科などの各診療科やプ
ライマリケアを担う施設であるPUSUKESMASの
見学を通してインドネシアの医療の実態や日本との
違いを知ることができ、大変貴重な経験をさせてい
ただくことがきました。また、実習の他に現地での
観光やウェルカムパーティーでは手厚くおもてなし
いただき、インドネシア人の親切な心に感動すると
ともに群馬大学とパジャジャラン大学の絆の深さを
強く実感しました。
　本プログラムを通じて、インドネシアの学生の優

秀さには大変驚きました。彼女たちは非常に勉強熱
心であり、私たちより２、３個学年が下であるにも
関わらず医学的知識が豊富で、何よりも英語力には
大きな差を感じました。彼女たちはプレゼンテー
ション力や表現力にも長けていて、自分に足りない
能力を多く備えており大きな刺激を受けました。彼
女たちが英語で医学を学んでいること、カリキュラ
ム上プレゼンテーションをする機会が豊富であると
いった教育の違いはあるものの、本プログラムで感
じた彼女たちとの様々な面での差を埋めていけるよ
う今後さらに精進していかなければならないと強く
感じました。また、本プログラムを通じて彼女たち
のようなかけがえのない友人と出会えたことは私の
一生の財産となることでしょう。
　最後になりましたが、本プログラムに参加するに
あたりご支援を賜りました群馬大学医学部同窓会の
皆様、鈴木庄亮名誉教授、小山洋教授を始め公衆衛
生学教室の皆様、お世話になりました全ての方々に
深く感謝申し上げます。誠にありがとうございまし
た。

パジャジャラン大学
　　　　交換留学に参加して

廣神　佑香（医学科６年）
　2020年１月、寒さ厳しい日本を飛び立ちインドネ
シアの首都ジャカルタに降り立ちました。空港を出
るやいなや、道路いっぱいの車、その間を通り抜け
ていくたくさんのバイク、道路に並ぶ屋台に驚き、
刺激的な日々が始まりました。
　私たちが主に実習をさせていただいたハサン・サ
ジキン病院は、ジャカルタから東南に約200km離れ
たバンドン市に位置する西ジャワ州最大の病院で
す。熱帯気候ゆえ、各診療科が外廊下でつながる開
放的な構造をしており、院内には芝生や草花が綺麗
に手入れされているのが印象的でした。外来棟は診
察を待つ人々でごった返し、地べたに座る人々の姿、
救急病棟では通路にもストレッチャーが並ぶ光景が
日常的であることに衝撃を受けました。依然として
ASEANの国々と比しても高い罹患率である結核や
エイズなどの感染症のみならず、近年は糖尿病や心
疾患、脳卒中などの生活習慣病の増加も課題となっ
ています。各地域に設置され保健所と診療所の役割
を果たすPuskesmasにおけるヘルスプロモーション

活動の担う役割も大きく、食生活や禁煙の指導など
教育活動にも注力し、疾病予防に努めていることを
知りました。
　インドネシアにおける医療だけではなく、学生と
の交流や博物館への訪問などを通じて文化や宗教に
ついても学ぶことができました。最も興味深く感じ
たのは、多民族国家であるインドネシアでは公用語
としてのインドネシア語に加えて各々地域ごとの母
語を持っていることです。言語のみならず自身の文
化に誇りをもち、お互いを尊重しあう姿から、相違
点を認めることが相互理解の第一歩になるのではな
いかと感じました。
　脈々と続く本プログラムに参加し、医学を学ぶ学
生と出会い、日本以外の国における医療や文化を深
く学ぶことのできたこの10日間はかけがえのない経
験となりました。
最後にこのような貴重な機会をくださいました同窓
会・後援会の方々、鈴木庄亮名誉教授、小山洋教授
をはじめとする公衆衛生学教室の先生方、本プログ
ラムにご協力いただきました全ての方々に深く感謝
申し上げます。
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インドネシア交換留学体験記
宮本　敏弘（医学科6年）

　海外での医療を学び、そこで得た知識を日本での
医療に活かしたい、との思いから私は2020年1月18
日〜１月27日にかけて、パジャジャラン大学との交
換留学プログラムに参加させていただいた。インド
ネシアでの経験は、私にとって刺激的であると共に
学びの多いものとなった。
　日本を出発し、インドネシアの首都であるジャカ
ルタに到着すると、そこは冬の日本とは全く異なり
汗が滲むほど暑く湿度が高かった。ジャカルタから
約200km離れたパジャジャラン大学があるバンドン
へと移動し、実習を行なった。
　パジャジャラン大学の附属病院であるハサンサジ
キン病院では、循環器科・小児科・脳神経外科・産
婦人科・放射線科・外科・内科にて、院外では研究
室・プスケスマスにて実習をさせていただいた。
　病院は５階建てほどの建物が広い敷地内にいくつ
も建てられていてそれらが渡り廊下で連絡されてい
た。建物の間にはそれぞれ整備の行き届いた綺麗な
中庭があり安らぎを感じることができるようになっ
ていた。設備や医療水準の面では、想像以上に充実
していると感じた。
　プスケスマスは診療所と保健所が合わさったよう
な役割を果たしている。診療所としての役割として、

医師・歯科医師・看護師・薬剤師・助産師・検査技
師などが配置されており、ここで初期診療を受け、
必要と判断されればハサンサジキン病院のような高
度の医療が受けられる病院に紹介されるというよう
に、初期診療の中心的役割を担っている。保健所と
しての役割として、地域住民の健康教育・疾病の予
防活動などをそれぞれの地域と密接して行なってい
るという点が興味深かった。また、インドネシアで
は、収入に応じた保険料を支払っていれば薬代も含
めて無料で診療を受けることができるという保険制
度になっているが、２次医療機関を受診するために
はまずプスケスマスを受診しなければならないた
め、建物の外まで患者が並んでいた。
　実習以外では、インドネシアの医学生との交流が
印象に残った。彼らは普段から英語で医学を学んで
いるため英語が堪能であると同時に、授業ではプレ
ゼンテーションやディスカッションが重要視されて
いるためそれらが上手だった。また、彼らが医療に
対して高い志を持って勉強していることを体感し、
良い刺激を受けた。彼らとは帰国後も連絡を取り
合っており、海外で高い志を持って医療に従事する
仲間を持つことができたこともこの交換留学プログ
ラムに参加して得た収穫であると感じている。
　最後に、このような貴重な機会を与えてくださっ
た公衆衛生学教室の先生方、支援してくださった
方々に深く感謝申し上げます。

インドネシア交換留学を通して
半田　恵実（医学科６年）

　はじめに、本プログラムにおいてご支援賜りまし
た、刀城クラブの皆様、鈴木庄亮名誉教授、小山洋
教授ならびに公衆衛生学教室の皆様、多くの大学関
係者の皆様に深く感謝申し上げます。
　私は、学術的な内容を英語で討論・発信できるよ
うになりたい、インドネシアの文化を直に感じてみ
たいと思い、このプログラムへの参加を志願致しま
した。
　日本滞在中は、群馬大学病院内の見学、討論会等
を行いました。パジャジャラン大学の学生たちはよ
く質問し、インドネシアではこのようにしている、
と説明してくれました。両国の違いを知り、自分の
国についても改めて考えさせられました。空き時間
の会話も楽しく、初めて会う国も宗教も異なる学生
たちと絆を深められたことがとても嬉しかったで
す。
　インドネシア滞在中は、Hasan…Sadikin病院、プ
ライマリ・ケア専門医療機関であるPusukesmas、
老健施設等での実習を行い、歴史博物館や文化体験
施設も訪れました。

　医療機関の見学では、地域ごとの活動やその支援、
プライマリケア病院の設置などを通して、必要な医
療を必要な人に届け、地域の子育て・健康を支援す
る工夫された制度を学びました。日本では終息した
疾患がみられる一方で、高齢者支援の必要性も高ま
りつつあり、日本の制度にも注目していると伺いま
した。それぞれの国の違いから学ぶことで生かされ
ていく制度や技術があることを感じました。
　老健施設を訪れた際には日本の思い出を楽しそう
に語って下さる方や、かつての日本の支援にお礼を
言って下さる方にお会いしました。個人の交流から、
国同士の交流がその方々にとって忘れがたいものと
なっていることを感じました。
　また、インドネシアは日本以上に多彩な文化圏を
持ち、現地語も姿形も異なる人々が共に暮らしてい
る国でした。宗教の違い、変遷などについても学ぶ
機会があり、とても貴重な体験でした。
　本プログラムを通し、私は多くの貴重な体験をす
ることができました。実際に参加し、現地の方々と
交流することでしか得られないものばかりでした。
このプログラムに参加できたことを本当に嬉しく思
います。皆様に沢山のご協力を賜りましたこと改め
て感謝申し上げます。
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パジャジャラン大学交換留学思い出 Snap

▲�パジャジャラン大学にて

▲�脳神経外科教室にて

▲�本プログラムに参加した学生たちとwelcome�partyにて

▲�老人ホーム訪問

▲西ジャワの伝統芸能に触れる
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大分・福岡合同支部会の報告

　　　　　　　大分支部長
中野　眼一（昭41卒）

支　部　だ　よ　り支　部　だ　よ　り

大分・福岡合同支部会（令和２年１月18日　中津市・筑紫亭）
後列左より：早野、伊東、杉山、中村

前列左より：壬生、大橋、中野（眼）、中野（由）

ら大分での思い出が語られた。大橋先生は医学部長、
理事、副学長を歴任され多くの業績をのこされ、東
京に帰られる。壬生先生は九大外科から保健学科の
教授を歴任され、現在クリニックを開業している。
杉山先生は、九大ARO次世代医療センター教授と
して再生医療の基礎的研究で画期的な業績をあげら
れ、これが認められ他大学に移動される模様。早野
先生は麻酔医として県立病院で活躍されていたが、
現在、民間病院に移動された。数少ない産婦人科医
の伊東先生は、第一線を退かれご子息に任され、悠々
自適の生活。大分で最も若い中村先生は、日田済生
会病院で麻酔医として腕を磨いている。中野由美子
は、小児科医の少ない当地において、地域の小児医
療にささやかながら貢献し、2年前に退職した。小
生は24年間の大学生活から一変、開業医として再出
発し、県内では最高齢の外科医として診療に従事し
ている。前橋から遠く離れた九州でも同窓生はそれ
ぞれに活躍しているが、大学の受験制度が変わり九
州からの同窓生が少ないのが淋しい気がする。ほろ
酔い気分で帰路につき、来年の再開を約束して解散
した。

　令和２年１月18日、長らく休会していた大分・福
岡合同支部会が福岡に近い中津市の和食の老舗筑紫
亭で開催された。今回の支部会は大橋京一先生の送
別会を兼ねての支部会であったが、大分支部から総
勢６名の参加と福岡から壬生隆一先生と杉山大介先
生が参加してくださり会が盛りあがった。ご都合で
坂田則行先生（福岡大・病理）岡田悦子先生（産業
医大・皮膚科）の両先生が欠席されたのが残念でし
た。福岡支部の同窓生のうち大学以外の先生方の連
絡先をよく承知しておらず連絡がとれず失礼しまし
た。ここに深くお詫び申し上げたい。
　名物鱧料理を楽しみながら宴も酣になったところ
で近況を話して頂いた。先ずは大分大学で15年間、
臨床薬理学の教授として教鞭をとられた大橋先生か
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　2020年２月１日（土）に高崎芸術劇場１階　シア

ターカフェ＆レストランにて開催され、前回2010年

の開催から久方ぶりの再会となりました。６名の同

級生が教授に就任しており、そのお祝いも兼ねての

会でした。新型コロナ感染症のニュースが報道され

始め、家族内に受験生をもつ者も多いため、不安な

中での開催となりましたが、47名もの参加がありま

した。当日の高崎は快晴であり、群馬を離れ遠方か

らの参加者には、赤城おろしの風があの頃とは違っ

て冷たくも心地よくさえ感じられたことでしょう。

会に先立ち、闘病の末に亡くなった富沢君のご冥福

を祈り黙とうを捧げました。登坂君の発声にて会が

始まり、外見上かなり変化のある旧友も散見された

平成５年卒　同窓会（2020年２月１日　高崎芸術劇場１階シアターカフェ＆レストラン）
４列左より：登坂　鈴木（秀）　前野　本村　松村　北本　広井　鈴木（光）　村松　蘇原　尼崎
３列左より：松本　武市　古池　原沢　茂原　有沢　梅田　松井　尾形　林　高柳　宮下　
２列左より：梶山　砂長　小林（寧）　関口　小林（光）　荻原　武田　酒井　市場　菅野　奥富　斎藤（和）
１列左より：紅露　大谷　大野　橋本　天野　清水　西郡　児玉　山田　石川　桑子
（撮影後到着　足立）（敬称略、旧姓表示）

平成５年卒同窓会のご報告
松本　雄（平５卒）

ため、会場内では「お前誰？」との会話も一部で聞

かれましたが、一瞬にして打ち解けていました。６

名の教授（天野博雄：岩手医科大学…皮膚科学、大

野達也：群馬大学…腫瘍放射線学、児玉桂一：国際

医療福祉大学…臨床医学研究センター、清水公裕：

信州大学…呼吸器外科学、西郡秀和：福島県立医科

大学…ふくしま子ども・女性医療支援センター…発達

環境医学分野、橋本貢士：獨協医科大学埼玉医療セ

ンター…糖尿病内分泌・血液内科学）からは卒後の

仕事ぶりを伺い、その努力と業績を同級生として誇

りに感じた次第です。次期開催での再会と健康を誓

い、一次会では小林（寧）君の音頭で締めとしまし

た。その後、三次会までの参加者は12名でしたが、

あの頃朝まで飲んでいたような同じ顔ぶれでした

ね。また、途中トイレに駆け込んでいた顔ぶれも同

じ……やはり変わりません。支えあい切磋琢磨した、

かけがえのない友の健康と活躍を切に願いつつ、ま

た近いうちにお会いしましょう。
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財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ
令和２年度事業計画・
収支予算のご報告

講師派遣のご案内

公益財団法人群馬健康医学振興会
理事長　鈴木　忠（昭45卒）

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）

　群馬健康医学振興会に対する同窓会刀城クラブの
皆様方をはじめ多くの関係する皆様方のご理解とご
支援・ご協力に感謝申し上げます。おかげさまで県
民の健康づくりのための研究助成、書籍発刊および
地域住民の医学知識向上のための講師派遣の３事業
と学術講演会・研修会の開催助成等の事業も順調に
推移し、令和２年度も同事業を継続展開いたします。
令和２年度の事業計画・収支予算が３月２６日開催の
理事会で承認されました。事業計画については令和
２年度事業計画書をご参照ください。収支予算書に
ついては提示しておりませんが、前年度と同様の内容
としました。財団事業の運営は賛助会員会費および
寄付金と医師賠償責任保険の委託契約集金事務費
よってまかなわれております。残念ながら賛助会員数
は前年度に比し減少しています。事業計画の１つとし
て賛助会員の拡充を掲げております。刀城クラブ会員
の皆様方には医師賠償責任保険ならびに賛助会員と
してこれまで多大なご協力を頂いておりますが、財団
の事業が広く県民の期待にこたえて継続・展開するに
は賛助会員・賛同者の継続的ご支援と新たな賛助会
員の確保・拡充が必須です。皆様方には今後ともよ
り一層のご支援のほどよろしくお願いいたします。

　群馬健康医学振興会では県民の健康づくりに役立
つ講演会に対して、講師派遣のお手伝いをしていま
す（表）。最近の新型コロナウイルス感染症では緊
急事態宣言まで出されて、人々の健康で豊かな生活
がいちじるしく脅かされる事態となっています。私
達は自分の健康を維持しながら生き生きと活動して
天寿を全うするために、生涯にわたって健康の問題
について学び続ける必要があります。人体の構造や
機能を知り、病気について正しい知識を持ち、医療
や介護について最新の情報を入手する上で、講演会
や講習会を通して専門家から直接教えてもらうこと
はとても有益です。しかし、主催者にとっての大き
な悩みは、会のテーマにふさわしい講師を探し出し、
講演を依頼することの困難さにあるのではないで
しょうか。また、地域住民が主催する会では、講師
への謝礼や旅費などの経費捻出も大きな問題になる
と思われます。そこで、群馬健康医学振興会では県
民の健康づくりに係わる様々な講習会、講演会に対

して、最適な講師を探して紹介すること、および講
師派遣に係わる経費の一部を支援すること、を重要
な年度事業として継続して取り組んできました。幸
い群馬大学医学部には医学・医療・保健の様々な領
域の専門家が在籍しています。主催者には会の目的
や開催概要をお伺いして、それに最もふさわしい講
師を紹介し、派遣させていただきます。詳細につい
てはどうか振興会事務局へお問い合わせください。

公益財団法人群馬健康医学振興会　令和２年度事業計画書
（令和２年４月１日〜令和３年３月31日）

　地域住民の幸福と生活の質の向上のためには、生涯を通
じて健康であることが何よりも重要である。
　群馬県民が生まれて育った土地で、家族と共に健康で生き
生きした生活を送るためには、医学の発展と県民自らの健康生
活への知識の向上、生活環境の整備、地域の保健、医療、福
祉など健康向上のための施策と共に、地域の医療、保健、福
祉関係者の連携と地域住民への啓蒙活動が求められている。
　本会は、設立の趣旨に則り県民の健康増進を図るため、
発足以来の事業方針を踏襲し健康と医学の関連を科学的に
解明し、医学・医療・保健・福祉活動を通じた県民の健康
づくりの推進運動に寄与するため次の事業を行う。
１．…社会医療福祉活動及び健康医学教育の振興、地域住民
の医療啓蒙を目的とした書籍の編集出版。

２．…地域医療の向上を目的とした医療関係職等が中心と
なって行う研究、事業に対する研究助成金の募集及び
交付並びに海外留学に対する助成。

３．…全国及び近隣地域で行われる市町村、社会福祉法人、
民間団体等、県民及び近隣の住民が主体となって行う
健康づくりを目的とした医学、医療、福祉に関する公
開講座、セミナー、研究会、学術集会、学会、ワーク
ショップその他の地域の保健医療福祉活動に対する指
導、講師派遣、コンサルティング、募金活動等の支援
及び本財団法人との共催事業の開催。

４．…関東地方、県レベルで行われる教育機関、スポーツ競
技団体等が主催するスポーツ競技会、地域住民が参加
する交流会、健康増進を目的とした事業への協力、帯
同ドクター、トレーナー、看護師、栄養士等の医療支
援スタッフの派遣。

５．…地域で行われる健康診断、メディカルチェック事業等
に対する医療専門職の派遣、コンサルティング活動。

６．賛助会員の拡充
７．医師賠償責任保険の委託契約集金事務の拡充
８．その他、目的を達するために必要な事業

表：最近における講演会等への講師派遣実績
開催年月日 主催者 派遣講師 講演タイトル
2016年10月18日 明寿大学同窓

会
群馬大学医学
系研究科内科
学教授　倉林
　正彦

心不全（規則
正 し い 生 活
を）

2017年11月16日 若宮地区老人
クラブ連合会

群馬大学保健
学研究科リハ
ビリテーショ
ン医学准教授
　山路雄彦

リハビリテー
ションの実際

2018年２月16日 前橋市城南地
区地域づくり
協議会

群馬大学保健
学研究科看護
学教授　内田
　陽子

さわやか健康
ライフを求め
て 〜 排 尿 ケ
アーを中心と
して〜

2019年２月19日 前橋市城南地
区地域づくり
協議会

群馬大学保健
学研究科看護
学教授　岡　
美智代

森林浴による
ストレス解消
と健康づくり
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財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

学会・研修会への助成

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公益財団法人として研究助
成事業、書籍発刊事業、講師派遣事業などの公益的
事業を展開しています。このうち研究助成は①医学
研究、調査及び教育に対する助成、②学会・研修会
等に対する助成等ですが、本号では学会・研修会等
に対する研究助成の現状・実績を紹介します。
　研究助成対象は、県民の健康増進を目的とした医
学、医療、福祉に関するセミナー、研究会、学術集
会、学会、公開講座、ワークショップ等の主催者か
ら申請を受けた企画のうち、当振興会の基準をもと
に選考しています。なお、当振興会が公募する寄附
金は個人のばあいは所得控除又は税額控除、法人の
場合は損金に算入することができます。また、寄付
金の５％相当額は事務経費として当振興会に帰属し
ます。

　これまで第117回日本外科学会定期学術集会（桑
野博行会頭；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（村上
正巳大会長；2017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（鯉淵典
之大会長；2019年）、第10回国際頸椎学会‐アジア
太平洋部門（清水敬親会長；2019年）、第８回、第
９回手術基本手技講習会（調憲会長；2018、2019年）
など多くの学術集会、講習会などに助成金を交付し
てきました。
　COVID-19の影響で今後の学術集会開催には不確
定な部分もありますが、2020年においても第14回日
本慢性看護学会学術集会（岡美智代群馬大学保健学
研究科教授）、第７回日本予防理学療法学術大会及
び第３回栄養嚥下部門研究会・産業理学療法部門研
究会（吉田剛高崎健康福祉大学保健医療学部教授）、
第38回内分泌代謝学サマーセミナー（鯉淵典之大群
馬大学医学系研究科教授）への助成が決定していま
す。
　研究助成制度の詳細についてはホームページ
(tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/zaidan)を御参照
ください。先生方の積極的な活用を宜しくお願い致
します。

『DWIBS法による去勢抵抗性前立腺癌
に対するゾーフィゴの治療効果判定方
法の確立』（平成30年度助成）

【報告書】ゾーフィゴⓇは世界初のα線を用いた癌治療薬
である。骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌に対する治
療薬として日本では2016年に製造販売承認が取得された。
治療効果判定として骨型ALPなどの血液検査値での評価
が行われているが、画像での客観的評価方法は確立され
ていない。DWIBS法とはMRI技術の応用である拡散強調
像を全身に対して用いる撮影法であり、理論的には転移
性骨腫瘍の検出に特に優れると予想され、診断のための
みならず治療効果判定にも有用と推測される。
　本研究では、複数の施設にご協力いただき２年間でゾ
ーフィゴ治療例11例を含むのべ106例に対してDWIBS法
での撮影を行った。DWIBS法で検出された腫瘍体積値
(tDV)は骨型ALPと強い相関を認めた。今後更に臨床経過
の追跡を行い、治療による各指標の変化と予後との関係
について検討を進める予定である。

財団のページ（研究助成報告書）財団のページ（研究助成報告書）
研究テーマ『CT透視に用いる再利用可
能で安価なマーカーの開発』

（平成30年度助成）

【報告書】近年CTガイド下IVRは広く普及してきている
が、正確で安全な手技を実施するためには位置決め用
の体表マーカーが必須である。従来、体表マーカーは
カテーテルを切断し自作してきたが、耐久性や衛生面
に問題があった。本研究では、シリコーンゴムを主原
料とした比較的安価な体表マーカーを作成した。新た
なマーカーは、格子状… (大きさ20×15.3cm、格子間隔
15mm、厚み3mmΦ)とし、適度なCT値を持たせるため
にシリコーンゴムに10％のバリウムを練り込んだもの
で作成した。新たなマーカーの視認性評価を行ったと
ころ、従来の自作マーカーと同等の視認性を確認する
ことができた。新たなマーカーは、柔軟で耐久性の強
い素材のため、体表への密着度が高く再利用も可能で
あり、汚染時には洗浄も可能である。

群馬大学医学部附属病院 放射線部
診療放射線技師　関　優子

群馬大学医学部附属病院　放射線部
助教　熊坂 創真（平23卒）
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旭日双光章　小島　　章（昭43卒）
瑞宝双光章　相原　芳昭（昭43卒）

第１回役員会（令和２年１月23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．パジャジャラン大学交流学生歓迎会について
３．その他
協議事項
１．平成元年度卒業生に対する記念品について
２．卒業時同窓会表彰学生の選考について
３．学術集会補助金について
４．会報編集状況について
５．ホームページの改定について
６．群馬大学と同窓会連合会との懇談会について
７．その他

第２回役員会（令和２年２月27日）
出席者　白倉会長　他17名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．医学部代表者及び新任教授との懇談会について
３．退任教授記念送別会について
４．その他
　１）故　矢島…祥子先生（平11卒）の事件について
協議事項
１．令和２年度新入生歓迎行事について
２．刀城クラブホームページ改定の進捗状況につい
て
３．会報編集状況について
４．その他
　１）新型コロナウイルス対応について
　２）会員のメールアドレスについて

第３回役員会（令和２年３月26日）
出席者　白倉会長　他17名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．令和２年度新入生オリエンテーションについて
３．その他
協議事項
１．学術集会補助金について
２．刀城クラブホームページ改定について
３．会報編集状況について
３．その他
　１）令和２年度刀城クラブ役員会等予定表について
　２）その他

　前号257号の卒業おめでとうございます(令和元年
度卒業生名簿)において、沼田友理様の出身校に誤
りを次の通り訂正し深くお詫び申し上げます。
正　東京医科歯科大学

【昇　任】令和２年４月１日
　高澤　知規（平８卒）…医学部附属病院集中治療部

准教授
　　　　　令和２年４月１日
　大山　善昭（平14卒）…医学部附属病院臨床試験部

准教授

【昇　任】令和２年４月１日
　池田　将樹（昭62卒）…埼玉医科大学保健医療学部

共通教育部門　教授

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

正会員
昭和61年卒　佐竹　賢治先生（令和２年２月４日逝去）
昭和33年卒　梨本　　剛先生（令和２年３月10日逝去）
昭和25年卒　神代　秀斉先生（令和２年３月17日逝去）
昭和30年卒　八木　秀明先生（令和２年４月27日逝去）

　最近は新型コロナによる自粛で自
宅で過ごすことが多くなっています。

先日父が、髪を切りたいが床屋に行くのは不安だとい
うことで、私が散髪することとなりました。思いの外
見た目は整ってしまい今後も私が切ることになったの
ですが、当然のように理容師のような巧さはないため
定期的に理容師に通う方を勧めようと思います。それ
でも、自分でやってみることで普段人に頼っているこ
との価値を改めて感じることができ楽しかったです。
　今年はベートーヴェン生誕250周年です。偉大な作
曲家の折角の記念すべき年ですが、新型コロナによる
影響からなかなか外で音楽を楽しめていません。そん
なベートーヴェンの名言である「Durch…Leiden…
Freude…（苦悩を突き抜けて歓喜にいたれ）」という言
葉には、「苦悩」の先にこそ “本当” の「歓喜」がある
という解釈があります。自宅待機の時間が続き「苦悩」
を感じることもありますが、「歓喜」を目指して自分の
できることをやれとベートーヴェンの音楽に背中を押
してもらっています。　　　　　　　　…（板垣由宇也）

編集後記

役員会だより
学 人 事内学 人 事内

お　 詫 　び

学 人 事外学 人 事外

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）

編集委員




