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　刀城クラブは、70 年にわたる活動の歴史と 6000 人以上の会員を擁する団体に成りました。医学部同窓会

としての社会的責任を果たし、会員の権利を守るためには法人化が必要です。同窓会法人化は 2020 年総会

で承認されました。法人化に当たっては、一般社団法人とし、同窓会の伝統を守り、活動を継承することを

基本とし、現行の刀城クラブ会則を一般法人法の規定に沿って修正し、刀城クラブ定款（案）を作成しました。

従来の会則と異なるのは以下の点です。

1.  　会員の種別について、準会員を廃止し、他大学を卒業した助教以上の教員で入会希望者を特別

会員に含めました。さらに新しく賛助会員制度を設けました。

2.  　最高意思決定機関である総会については、6000 人以上の正会員が参加する総会を成立させるこ

とは事実上困難であり、幹事による代議員制としました。幹事約 200 名を一般法人法上の社員・

代議員とし、社員が議決権を持つ代議員制としました。

3.  　一般法人法上で幹事は社員・代議員、会長は代表理事、副会長、幹事長は理事としました。現

行の幹事、会長、幹事長、副会長の呼称は継承します。

4.  　新たに会長、副会長、幹事長、その他の理事で構成する理事会を設けて、理事会は現行の役

員会の決定事項を整理、承認し総会に諮ることにします。

5.  　この定款に掲載されない事項については、刀城クラブ細則（改定）、表彰・補助金制度規約、プ

ライバシーポリシー（新しく制定）、ホームページ運用規定（新しく制定）によって規定し、従来の

同窓会の活動を継承します。

医学部同窓会・刀城クラブ

会長　白倉　賢二（昭50卒）

一般社団法人群馬大学医学部医学科同窓会・刀城クラブ定款（案）の
意見募集について

　定款（案）の意見募集について、会員から広く意見を聴取し、よりよい定款作成を目指すものであります。
　刀城クラブホームページのトップページに、パブリックコメントのバナーより投稿を受け付けております。
皆様からのご意見をお待ちしております。（意見提出期限令和 3 年 5 月 31日）

法人化に当たり法人化に当たり
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　令和 3 年 3 月に 5 名の教授が定年を迎えます。石
崎泰樹教授、倉林正彦教授、小山洋教授、田村遵一
教授、柳川右千夫教授です。先生方におかれまして
は、無事に定年を迎えられましたことを心よりお祝い申
し上げ、群馬大学へのご貢献に感謝し、益々のご活躍
をお祈りいたします。本来であれば盛大に送別会を催
し、会員とともにお祝いの辞を申し上げるべきところで
すが、コロナ禍により開催できませんでした。ここに、
先生方のご功績をたたえ、ご尽力に対して心より感謝
申し上げるとともに、5 名の教授のご略歴とご功績の一
端を紹介させていただきます。
　分子細胞生物学講座・分子細胞生物学分野、石崎
泰樹教授は昭和 56 年、東京大学医学部を卒業され昭
和 60 年に東京大学大学院医学系研究科を修了し、医
学博士を取得されました。昭和 60 年に岡崎国立共同
研究機構生理学研究所特別協力研究員、日本学術振
興会特別研究員、昭和 62 年には東京医科歯科大学
歯学部助手に就かれました。平成 3 年から平成 6 年ま
で University College London に客員研究員として留
学されました。平成 9 年に神戸大学医学部助教授、平
成 13 年に群馬大学医学部助教授として本学教員にな
り、平成 16 年に群馬大学大学院医学系研究科教授に
就任されました。平成 29 年に群馬大学医学部長・大
学院医学系研究科長に就任され本年定年を迎えられま
した。退任後は群馬大学長として大学にさらに貢献し
ていただく予定になっております。
　研究テーマは神経系前駆細胞の生存・増殖・分化
調節機構及び神経系細胞と血管細胞の相互作用です。
学会活動は日本生化学会（評議員、代議員）、日本神
経化学会（評議員）、日本生理学会（評議員）、日本
神経科学学会、日本薬理学会、国際神経化学会、北
米神経科学学会で活動されました。その間に、第 52

回日本神経化学会大会組織委員長（2009 年）、日本
生化学会関東支部例会世話人代表（2012 年）、第 58
回日本神経化学会大会プログラム委員長（2015 年）、
第 11 回全国医学部国際交流協議会大会長（2020）を
務められました。
　内科学講座・循環器内科学分野、倉林正彦教授は
昭和 56 年東京大学医学部を卒業後、東京大学医学
部付属病院で研修し、昭和 58 年に東京大学医学部第
三内科に入局されました。昭和 63 年に助手に就任し、
平成 2 年には University of Southern California に留
学しました。平成 9 年に群馬大学医学部第二内科講師、
平成 11 年同助教授、平成 12 年に群馬大学医学部内
科学第二講座教授、平成 15 年に講座再編成で現職
の大学院医学系研究科循環器内科学教授となられまし
た。平成 20 年には医学部附属病院病院長補佐、平成
23 年に大学院医学系研究科研究科長補佐、平成 27
年に附属病院内科診療センター長、平成 29 年に大学
院医学系研究科内科学講座主任、平成 30 年附属病
院顧問になられ定年を迎えられました。
　研究テーマは心不全の病態生理の解明とバイオマー
カーの探索、動脈硬化および心腎連関の臨床と研究で
業績をあげられました。学会活動は日本内科学会（評
議員、大学チェアマン）、日本循環器学会（評議員）、
日本心臓病学会（評議員）、日本心不全学会（理事）、
国際心臓研究学会（理事）、日本分子臨床医学会（理事）、
日本心臓核医学会（理事）、日本高血圧学会（評議員）、
日本脈管学会（監事）、日本不整脈学会、日本心臓リ
ハビリテーション学会、日本腫瘍循環器学会、日本臨
床生理学会、American Heart Association などで活
躍され、第 53 回河口湖心臓討論会（2019 年）を主催
されました。受賞歴は 1990 年日本循環器学会 Young 
Investigators Award 最優秀賞、1992 年 AHA カリ
フォルニア地区 Senior Investigators Award、1993 年
American Heart Association Basic Science Lous N. 
Katz Award、1996 年日本心臓財団分子心臓研究会
研究助成、1996 年興和生命科学振興財団研究助成、
1998 年武田科学振興財団研究助成、1999 年ベルツ賞、
2016 年 AMED-CREST 研究、2017 年上原記念生命
科学財団研究助成などを受賞されております。
　公衆衛生学講座・公衆衛生学分野、小山洋教授は
昭和 56 年、群馬大学医学部を卒業し、昭和 63 年に

退任教授に贈る言葉

令和２年度
退任教授に贈る

医学部同窓会・刀城クラブ
会長　白倉　賢二（昭50卒）
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医学博士（群馬大学）を取得されております。昭和 62
年に長崎大学医学部助手（公衆衛生学）、昭和 63 年、
群馬大学医学部助手（公衆衛生学）、平成元年、東北
大学医学部講師（衛生学）、平成 4 年、東北大学医学
部助教授（衛生学）、平成 10 年には群馬大学医学部
保健学科教授（地域看護学）に就任し、平成 14 年よ
り群馬大学医学部医学科公衆衛生学講座教授を兼務
し、平成 15 年に群馬大学大学院医学系研究科公衆
衛生学分野教授に就任されました。平成 15 年、社会
貢献推進委員会委員長、平成 18 年、医学部入試部
会長、平成 25 年、疫学研究倫理診査委員会委員長、
令和元年には医学図書館長に就任されております。
　研究テーマは、インドネシア西ジャワ山村における
健康生態学調査、血清中セレンの分別分析と健康影
響との関連、セレン補充による放射線療法時の副作用
低減作用、うつ関連要因の調査（学校保健 , 産業保健
分野におけるうつ対策）、国際保健：日本とインドネシ
ア、モンゴルにおける医療保険制度・健康格差の比較
などです。学会活動等では日本公衆衛生学会、日本
衛生学会、日本産業衛生学会、日本微量元素学会で
活動され、日本疫学会評議員を務められました。主催
学会は 2011 年チョクトーク（生体と金属・化学物質に
関する研究会）、2011 年日本産業衛生学会関東地方会、
2017 年日本産業衛生学会関東地方会を主催されまし
た。平成 9 年日本衛生学会奨励賞、平成 16 年群馬県
知事表彰、平成 23 年パジャジャラン大学医学部貢献

賞、平成 26 年厚生労働大臣表彰を受けられております。
社会活動では環境庁健康リスク初期評価委員会委員、
環境庁重金属評価作業小委員会委員、ぐんま健康・
栄養計画策定委員、群馬県保健医療対策協議会、群
馬県がん対策推進協議会委員、群馬県がん対策推進
計画策定部会長、群馬県健康づくり財団理事、群馬県
自殺防止対策会議委員、群馬県糖尿病対策推進協議
会、群馬県開発審査会委員、群馬県地方労働審議会
委員、日本小児血液・がん学会研究診査委員会外部
委員などで活躍されました。
　総合医療学講座・総合医療学分野、田村遵一教授
は昭和 57 年に群馬大学医学部を卒業し、群馬大学医
学部附属病院で研修されました。昭和 60 年、群馬大
学助手（医学部附属病院草津分院内科）、昭和 62 年
に二之沢草津病院内科医長に就任し、昭和 63 年に
は米国国立研究所（NIH）に留学されております。平
成 2 年に群馬大学助手（第三内科：現血液内科）、平
成 8 年同講師を経て平成 11 年、群馬大学教授（医学
部附属病院総合診療部）に就任されました。平成 19
年には病院長補佐、平成 19 年、附属病院患者支援セ
ンター長、医学部教務委員長、平成 23 年に副医学部
長、附属病院臨床研修センター長、平成 27 年に群馬
大学理事（病院担当）・医学部附属病院長に就任され
ております。その間、腹腔鏡手術事件後の困難な時期
に、病院機能の整備、改変を断行し、高度先進医療、
特定機能病院再認定に尽力された功績は高く評価され

昭和キャンパス内の桜



第261号 令和3年（2021年）4月20日群馬大学医学部刀城クラブ会報

ー 4 ー ー 5 ー

ております。
　遺伝発達行動学講座・遺伝発達行動学分野、柳川
右千夫教授は昭和 57 年に新潟大学医学部医学科を卒
業され、昭和 63 年に新潟大学大学院医学研究科博
士課程を修了し医学博士の学位を取得されました。昭
和 63 年、日本学術振興会特別研究員、平成元年、
九州大学生体防御医学研究所遺伝学部門助手に就任
し、平成 3 年には Beckman Research Institute City 
of Hope, Department of Biochemical Genetics に
Visiting investigatorとして留学されております。平成
6 年に東北大学加齢医学研究所遺伝子情報研究分野
助手、平成 10 年には岡崎国立共同研究機構生理学研
究所神経化学部門助教授を経て平成 16 年に群馬大学
大学院医学系研究科遺伝発達行動学分野教授に就任
されました。平成 19 年には動物実験施設長（生物資
源センター長）、平成 21 年、入試委員長、平成 29 年、
教務委員長（大学院博士課程）を務められております。
　研究のご専門は神経科学、抑制性神経伝達物質、
GABA の生理学的役割に着目して、遺伝学、生化学、
分子生物学、発生工学などの手法を用いて研究を行
い、GABA 合成酵素であるグルタミン酸脱炭酸酵素の

遺伝子欠損マウス、遺伝子欠損ラットを用いて GABA
が脳機能に果たす役割について調べています。また、
GAD67-GFPノックインマウスなど GABAニューロンを
標的とした遺伝子改変動物を作成し、GABA ニューロ
ンの機能や構造の解明に従事しております。学会活動
は日本神経科学会、日本神経化学学会、日本生化学会、
日本生理学会、日本ゲノム編集学会、日本生物学的精
神医学会、北関東医学会、 Society for Neuroscience 

（北米神経科学学会）で活動され、2011 年、生理学研
究所組換え DNA 実験安全委員会外部委員、2012 年
ナショナルバイオリソースプロジェクト「ラット」運営委
員を勤められました。受賞歴では 2007 年ブレインサイ
エンス振興財団研究助成、2009 年武田科学振興財団
特定研究助成などを受賞されております。
　5 名の教授の群馬大学医学部に対するご貢献には目
を見張るものがあります。5 人が退任されますことは大
変残念ではありますが、新しい人生の門出としてお祝
い申し上げたいと存じます。先生方のご健勝と今後益々
のご活躍をお祈りいたしますとともに、これまでのご尽
力に心より感謝申し上げまして贈る言葉といたします。

退任される小山洋教授、田村遵一教授、白倉同窓会長、石崎泰樹教授、柳川右千夫教授、倉林正彦教授（左から）
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　2000 年秋、医学部医学科分子病態学講座初代教
授の小宮義璋先生に招かれて、助教授として群大に
着任いたしました（2001 年 3 月末まで神戸大学助
教授併任）。1981 年 3 月に東京大学医学部医学科を
卒業、同年 4 月に東京大学医学部附属脳研究施設生
化学教室（脳研生化学）で大学院医学系研究科の大
学院生として研究を始めました。その時講師だった
のが、小宮先生でした。私は神経系の細胞骨格に
結合しているカルシウム依存性プロテアーゼを発
見し、それを 1982 年 8 月にオーストラリアのパー
スで開催された国際生化学会で発表しましたが、そ
の当時小宮先生はオーストラリアに在外研究員とし
て滞在中で、シドニーとパースを結ぶ The Indian 
Pacifi c Train の車中で開催されたサテライトシン
ポジウム（そのシンポジウムで Stanley Prusiner 博
士がクロイツフェルト＝ヤコブ病の原因となる感染
性因子としてプリオンというタンパク質を発見した
と発表しましたが、シンポジウムの参加者で彼の発
表をまともに取り上げた人はいなかったように記憶
しています）及びパースでの学会でご一緒し、大変
お世話になりました。群大で小宮研の助教授だった
田代朋子先生は私の大学院在籍当時東大脳研生化学
の助手で、小宮研の初代助手の五十嵐道弘先生は
1983 年 4 月に大学院生として脳研生化学に入って
こられた後輩です。五十嵐先生は、田代先生が青山
学院大学理工学部に教授として転出された後に助教
授に昇任、ほどなく新潟大学医学部教授として転出
され、2000 年秋には小宮研は教授 1 人に助手 1 人

（倉知正助手）という状況で学生実習ができないと
いうことで、1985 年に大学院を修了後、生理学研
究所、東京医科歯科大学、ロンドン大学ユニヴァー
シティカレッジを経て、神戸大学医学部衛生学教室
の助教授だった私に小宮先生が「群大に来ないか？」
と声を掛けてくださいました。群大には大学の同級
生だった倉林正彦先生が旧第２内科の教授になって
おられましたし、神戸時代の上司だった佐藤茂秋先
生のご同級の小澤瀞司先生が旧第２生理学講座の教

群馬大学医学部での20年
医学系研究科長
分子細胞生物学

教授　石崎　泰樹（特別会員）

授、恩師の江橋節郎先生の研究室ご出身で謂わば兄
弟子に当たる小濱一弘先生が薬理学講座の教授、家
内が国立がんセンターの病理部でお世話になった中
島孝先生が第一病理学の教授としておられ、全く知
り合いがいなかった神戸大に比べて、とても安心で
きる環境に感じられました。
　2004 年に小宮先生が定年退職された後、教授に
昇進させていただき、教室名も分子病態学から分子
細胞機能学を経て分子細胞生物学に変えることに
しました。学部教育では、分子病態学として実際に
は生化学の内容を生化学教室（和泉孝志教授、南嶋
洋司教授）と分担し、糖代謝、アミノ酸代謝、ヌク
レオチド代謝の教育を担当しました。研究は、ロン
ドン留学時代に開始した神経系前駆細胞の生存・増
殖・分化調節機構の解明を継続し、群大赴任以降に
神経系細胞と血管細胞の相互作用の解明に着手しま
した。前者ではニューロン前駆細胞もグリア細胞に
分化しうることを明らかにし、小脳におけるアスト
ロサイト前駆細胞を同定、その生存に必要な因子も
明らかにしました。後者は脳神経外科学教室（斉藤
延人教授、好本裕平教授）との共同研究で、大脳白
質梗塞に対して血管内皮細胞移植が劇的な回復促進
効果を持つことを明らかにしました。iPS 細胞から
分化させた血管内皮細胞も同様の効果を持つことも
明らかにしており、大脳白質梗塞に対する治療戦略
構築のブレイクスルーになるのではないかと期待し
ています。
　助教授時代から医科学専攻（博士課程）教務委員
会の委員として、また 2009 年度以降は委員長とし
て、基礎研究医及び研究マインドを持つ医療人の育
成を目指し、課程制大学院教育の実質化及び MD-
PhD 制度の充実化を進めました。また若手研究者
の活躍促進のためにテニュアトラック制度を導入
しました。2017 年度から医学部長・医学系研究科
長を拝命し、男女共同参画推進のために医学系研究
科に男女共同参画推進委員会（現ダイバーシティ推
進委員会）を設立すると共に、学生の国際交流活性
化のために医学部に学生国際交流委員会を設立し
ました。
　本年 4 月以降は医学部を離れ、学長として大学本
部で働くことになりますが、今後も昭和キャンパス
において教育研究活動の活性化、ダイバーシティ推
進、グローバル化が進展することを願っておりま
す。そのためには助力を惜しまない覚悟でおります
ので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

退任あいさつ
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　私は新潟大学に入学し、学生時代はラグビー部に
所属しました。毎年 6 月頃に群馬大学 / 弘前大学 /
新潟大学の三校定期戦があり、群馬大学と新潟大学
では実力が拮抗し勝ったり負けたりでした。しかし、
自分の責任で勝てなかった試合が時々頭に浮かびま
す。3 年次の定期戦で試合終盤にグラバーキック（ゴ
ロのキックパス）を取り損ね、インゴールノッコン

（落球）し、引き分けで終了しました。試合後に肩
の痛みに気付き肩鎖関節脱臼と診断され、まさしく
泣きっ面に蜂でした。5 年次の東医体群大戦では、
優勢の試合でタックルを外され、決勝のトライを献
上してしまい、いまだに忸怩たる思いが残っていま
す。しかしながら、試合が終われば、同級生の清水
敬親さん（現在、榛名荘病院）をはじめ群大ラグビー
部の方々と親しく交流できたのは楽しく掛け替えの
ない思い出です。また、そのおかげで、大学の枠を
越えたより広い世界があることを知りました。部活
動などに携わっている学生諸君には、対外試合で全
力を尽くすのはもちろんのこと、試合後も他大学の
学生や関係者との交流にも積極性を出し、視野を広
げる機会にしてください。
　大学を卒業後、新潟大学精神科に入局しました。
入局ガイダンスの際に、「2 年間の研修後は、生理
学や生化学の基礎研究するのが良い。基礎研究を経
験することで臨床能力が向上します。」と教えてい
ただきました。この教えが、2 年後の大学院進学と
基礎研究志向につながりました。また、精神科の臨
床現場では、てんかん重責発作や不安症に GABA
受容体に作用するディアゼパム（商品名、ホリゾン、
セルシン）が効くことを体験し、10 年後の GABA
研究に結び付きました。大学院（新潟大学脳研究所
神経化学部門、佐武明教授）では、「電位依存性 Na
チャネルの構造と機能」というテーマをいただきま
した。佐武先生の土俵の上ではありましたが、計画
立案・実験・論文執筆をすることで、雪深い新潟か
ら世界に発信できることを知り、研究の醍醐味を学

半生を振り返るー多くの
方に教えられ支えられて
遺伝発達行動学
教授　柳川　右千夫（特別会員）

びました。大学院修了後は、九州大学生体防御医学
研究所遺伝学部門（笹月健彦教授）、アメリカ合衆
国 City of Hope 研究所遺伝生化学部門（吉田昭部
長）、東北大学加齢医学研究所遺伝子情報研究分野

（田村眞理教授）、生理学研究所神経化学部門（小幡
邦彦教授）でご指導を受けました。それぞれの場所
で 3 〜 5 年実験させていただき、多くの研究者と交
流できたのは貴重な財産となりました。若手の卒業
生には、武者修行をお勧めします。特に海外留学は、
文化や価値観が異なる外国人と友達になること、い
ろいろな土地を訪れたり歴史を知ることで人間とし
ての幅を広げる良い機会になるでしょう。
　2004 年に遺伝発達行動学分野（旧名：行動医学
研究施設、行動生理学教室）に赴任しました。平
尾武久初代教授、城所良明 2 代目教授という神経
科学領域に大きな足跡を残された先生方の後任で
したので、身が引き締まる思いでした。医学部教
育では、2 年次の「基礎遺伝学」、「動物実験学」を
担当しました。学生にできるだけ授業に参加して
もらおうと考え、練習問題を多く出し、個々の学
生に問いかけました。最初の方は、「わかりません。」
という瞬時の答えが返ってきました。しかし、授
業に慣れるに従って、質問に対して考える学生が
多くなり、私の方が勉強になるような回答も多々
ありました。真摯に対応した学生諸君をリスペク
トしています。研究の方では、1994 年に開始した
神経伝達物質 GABA の生理学的役割の研究を継続
しました。GABA 合成酵素のノックアウトマウス、
ノックアウトラットを用いて、GABA 欠損状態に
おける発生時の形態異常や成熟後の行動障害など
について明らかにすることができました。研究に
参加していただいた教室の教員、大学院生、MD-
PhD コースの学生、技術補佐員、秘書の方々、学
内および学外（海外を含む）の共同研究者に大変
感謝しております。管理運営の面では、生物資源
センター長（旧名、動物実験施設長）を務める間、
センターの改修と拡充をしました。大上厚志准教
授を筆頭にセンタースタッフの献身的な協力に頭
が下がります。
　群馬大学の教職員をはじめ多くの支えがあり、充
実した時を過ごすことができました。お世話になっ
た方々への感謝の気持ちでいっぱいです。群馬大学
および医学部同窓会の益々の発展をお祈りして、私
の退任のご挨拶といたします。

退任あいさつ
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　群馬大学医学部を昭和 56（1981）年 3 月に卒業
し、そのまま 4 月に公衆衛生学教室の助手として採
用されました。公衆衛生の道に進んでちょうど 40
年です。初仕事は永田助教授による公衆衛生学講義
のお手伝いでした。講義資料は先々代の辻達彦教授
が書かれた「基礎公衆衛生学（朝倉書店 1968 年）」
からの引用で、公衆衛生の定義の紹介です。今か
ら 100 年前の 1920 年に Winslow という米国イェー
ル大学教授が「Public Health とは、組織化された
community の努力で健康増進等の活動を行ってい
くための Science and Art である」と定義していま
す（Science, 1920）。今、改めて私が歩んできた日々
を振り返ると、この定義の意味について考え続けた
40 年間でした。
　最初の研究課題は、1983 年から 84 年にかけて実
施されたインドネシア西ジャワ州山村での健康生態
学調査（代表：鈴木庄亮教授）です。人びとの健康
が環境との関わりの中でどのように成立しているの
か、バンドン郊外のタヌー集落で 8 ヶ月間、健康調査
や聞き取り調査を行いました。現地で生活しながら
調査する参与的観察法です。その集落では、母親た
ちが月１回集会所に集まり、竿秤で赤ちゃん達の体
重を測定し、成長の度合いを健康手帳に書き込みま
す。共同の畑で豆を栽培し、椰子砂糖で固めてお菓
子を作り子ども達に配ります。そうした村人達の保
健活動をみることができ、私には Winslow のいう
コミュニティ、それも組織化されたコミュニティの
大切さが理解できました。
　その後もインドネシア各地で調査を行う機会に
恵まれ、1988 年には南スマトラ州の国内移住地ア
イルサレで、人びとが新たにつくる生活世界の形
成過程に関する研究（代表：染谷先生・伊藤先生）
に加えて頂きました。新開拓地における保健活動
は未整備で生活環境も整っておらず、人々は大変苦
労して暮らしている様子を見てきました。一軒一
軒、家々を訪ね歩く家庭訪問調査で乳児死亡率の
推定を行いました。家族何人で暮らしているのか。
１年間でお亡くなりになった方はいるのか。誕生

これまで公衆衛生について
考えてきた事
公衆衛生学

教授　小山　洋（昭56卒）

日を一度も迎えることなく亡くなった赤ちゃんは
いるのか。そして村役場でその１年間の新生児の
出生数を確認しました。計算してみると乳児死亡
率は 200（出生 1,000 対）を超えるのです。現在の
日本の約 100 倍です。
　この移住地では安全な水が確保されていなかった
のです。開拓地に縦横に掘られた水路は海水まじり
の河川水が潮の干満とともに上下し、水浴び用とし
ても生活雑廃水の下水道としても使われます。地面
を掘ると湧き出る水は硫酸酸性の井戸水です。飲用
水としてはドラム缶に貯められた雨水だけが頼りで
すが、乾期になれば雨は降りません。そうした生活
環境の中で母親一人の努力だけでは、赤ちゃんの生
命は守りきれないのです。健康は、個人の努力だけ
では保ち得ないということを実感してきました。
　その後、長崎大学医学部公衆衛生学教室（竹本泰
一郎教授）、東北大学医学部衛生学教室（佐藤洋教授）
を経て、平成 10（1998）年に保健学科教授として
群馬大学に戻り、平成 14（2002）年から医学部公
衆衛生学教授となりました。改めて、母校の後輩た
ちに公衆衛生学の講義を行うこととなり、Winslow
の定義を中心に、コミュニティの大切さをインドネ
シアでの体験も交えながら話してきました。
　「健康は、個人の努力だけでは保ち得ない。」この
認識が公衆衛生の原点だと思います。健康の保持増
進のためには個人の努力だけでなく、コミュニティ
としての努力が必要なのです。そしてそのコミュニ
ティとしての努力をさらに大きなコミュニティ、市
町村や県（州）、そして国が支えていくという考え
方が大切だと思います。また、地球規模での健康問
題に対しても国際的なコミュニティがしっかりと組
織化され、対処していくことが大事だと考えます。
一国のみでの健康はあり得ないのです。そして、こ
うした認識をみんなが自覚していく必要がありま
す。地域においても国際社会においても、その地域
の、そして国際社会の総ての一人一人が「みんなで
健康」ということの大切さをしっかりと心に刻むこ
とから公衆衛生は始まるのだと思います。
　医師法第１条には、医師は医療と保健指導を掌る
ことにより公衆衛生の向上及び増進に寄与するとあ
ります。群馬大学の医学生の皆さんには Winslow
の公衆衛生の定義をよく理解し、コミュニティを大
切にし、コミュニティの中での保健医療活動にどの
ように寄与するのか、考え、そして実践し続けても
らいたいと願っています。

退任あいさつ
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　平成 9 年４月に第二内科講師として赴任し、平
成 12 年 5 月、永井良三先生の後任として内科学第
二講座教授を拝命後、今日まで群馬大学医学部同
窓会の皆様には大変お世話になりました。村上元
孝教授の元で、第二内科が講座、診療科として活
動が開始され、66 年が経ち、現在、第二内科の同
門会員数は 534 名に上ります。この紙面を借りて、
私の教授としての 21 年間を振り返ってみたいと思
います。教授に就任当時、第二内科は、循環器内
科、呼吸器内科、糖尿病・内分泌内科の３診療科
を担当しておりましたが、平成 16 年から開始され
た医師臨床研修必修化により、糖尿病・内分泌内
科は外来部門だけを残し、循環器内科、呼吸器内
科の担当診療科とし、病棟体制も循環器、呼吸器
のチーム制にしました。平成 14 年から前橋赤十字
病院及び伊勢崎市民病院に循環器内科医を新規に
派遣しました。以後、高度先進医療と地域医療の
中核を担う教室として、救急対応、カテーテル治療、
アブレーション治療、ICD や CRT デバイス治療な
どを積極的に行って、人材の育成とともに群馬県
の医療の向上に努めてまいりました。平成 26 年 11
月に公表された肝臓手術問題は、大変大きな転機
となりました。特定機能病院資格停止を受け、安
全文化の醸成や患者参加型医療の推進を目指す抜
本的改革が行われました。平成 27 年４月から内科
診療センターが設立され、内科サブスペシャリティ
の専門性を高めつつ、全人的診療を行うという理
念のもと、内科学講座も再編成され、旧第一内科
と旧第二内科の呼吸器グループが統合し、呼吸器
内科・アレルギー内科が病院診療科としても大学
院講座としても独立いたしました。また、十分な
インフォームドコンセントや適切なカルテ記載、
侵襲的検査や治療に対する病院を上げての監視体
制の強化などが行われる一方で、労働時間の低減
を目指すことが要求される時代となり、緊急疾患、
重症疾患の多い循環器内科をいかに魅力ある診療

科にするかに教室員一同で苦心して取り組んで参
りました。
　このように、21 年間の在任期間は決して平坦な
ものではありませんでしたが、常に一貫してモッ
トーとしてきたことは、若い人の能力を最大限伸ば
すことです。そのためには各人に、自分が興味を持っ
ている分野、チャレンジしたい方向に気づき、目標
に向かうモチベーションを持ってもらうことを基本
方針としてまいりました。高みを求める教室の雰囲
気を作ること、そしてその道を切り開くチャンスを
与えるという、自由で公平な教室づくりは、恩師、
矢崎義雄先生（現、東京医大理事長および日本心臓
血圧研究振興会附属榊原記念病院理事長）と永井良
三先生（現、自治医科大学学長）のご指導に倣った
もので、研修医時代、医員時代から矢崎先生と永井
先生の元で臨床に研究に打ち込めた時代をいつも手
本としていました。
　この 21 年間に第二内科・同門会に 120 名が入会
してくれました。そして、97 名が医学博士の学位
を取得しました。若い人は循環器学会、心臓病学会、
心不全学会、不整脈学会、心臓核医学会、心電学会、
呼吸器学会をはじめとするさまざまな学会で学会
賞、YIA、海外留学助成などで表彰を受けました。
また、学会での座長やシンポジストとして活躍され
る人も多数おられます。こうした活躍を見ますと、
自由闊達を旨とする方針に誤りはなかったと思い
ます。
　これからはますます診療は専門分化していきま
すが、若い医師の皆様には、安心で安全な医療とと
もに創造する医学、医療を是非、目指してしていた
だきたいと思います。科学の進歩は益々加速すると
思います。今日の医学は明日の医学とはかぎりませ
ん。いつも真理を探求する心を持っていただきたい
と思います。一方で、医学の発展の歴史を見ますと、
Serendipity （思いがけない幸運）は重要です。思わ
ぬ偶然を見逃さないマインドを身につけるためバ
イアスのない柔軟な頭脳でどうぞ探求していって
下さい。
　生まれ育った故郷で、永井前教授と良き同門の先
生方と 23 年間の長きにわたり、好きな研究、臨床、
教育の仕事を存分にさせていただき、群馬大学の皆
様に心より御礼申し上げます。誠にありがとうござ
いました。

在任２１年間を振り返って

循環器内科学
教授　倉林　正彦（特別会員）

退任あいさつ
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　令和 3 年 3 月をもって退任するにあたってご挨拶

申し上げます。

　思えば昭和 50 年 4 月に入学、同窓会に入会して

以来 46 年、外部病院での臨床修練と米国留学の 2

年間を除くと 40 年間以上群馬大学にお世話になり

ました。入学して学生のうちはもちろん、医師に

なってからも若いうちは、同窓会はほとんど意識し

てはおりませんでしたが、同窓会報は時々拝見して

おりました。米津、田所、饗庭、中野、箕輪各会長

のお名前は何となく覚えていました。あとは教授の

退官祝賀会に出席するくらいでしたが、私の恩師で

あります故、土屋純先生が会長に就任するにあたっ

て、同窓会を手伝うように言われ、平成 10 年度か

ら、会報編集委員会に配属され、中里洋一副会長の

もと、福田利夫先生らと一緒に編集作業に従事しま

した。

　平成 11 年の 10 月に私は新設の総合診療部を任

されることとなり、それまでの第三内科から移籍し

て新しい部署を立ち上げることとなりました。当時

は最若手教授で、鈴木守医学部長や小林功病院長か

ら「一所懸命働きなさい」とご下命を受け、医学教

育改革や群馬大学医師会設立等、いろいろな課題に

取り組んできました。翌平成 12 年度からは土屋会

長のもと同窓会幹事長に推薦されました。それまで

は昭和 41 年卒の田村勝先生が務められていたので、

一気に若輩者の幹事長となり 4 年間務めたあと、土

屋会長の後任となった山中英壽、森川昭廣、飯野佑

一各会長の副会長として 12 年間お世話になりまし

た。

　平成 26 年に医学部附属病院での医療事故が大々

的に社会問題となり、翌平成 27 年度から私は全学

の理事（病院担当）・病院長として事故の事後処理

や病院の再生に取り組んできました。かなり大変な

業務で、同窓会役員会への出席もほとんどできずに

役員から解放していただきました。そのような経過

で、飯野会長から白倉会長時代にかけては、ほとん

ど同窓会に貢献することができませんでした。群馬

大学医学部同窓生、あるいは在学生にとって、同窓

会刀城クラブは心の拠り所です。非常に大切なこと

はわかっていてしっかり貢献できなかったことは

残念であり、また申し訳なく存じております。

　幹事長を務めていた頃は同窓会にもある程度貢

献し、またたくさんの先輩方に可愛がっていただ

き、とても幸せな時間でした。土屋会長のもとで副

会長を務められた久保洋先生を始め、大先輩方にい

ろいろ教えていただき、またいい意味でのご期待を

いただき、本当に充実した期間でした。会長とご一

緒して他県の支部総会に出席させていただいたの

も良い経験でした。活字でしかお目にかかったこと

のないような大先輩と親しくお話しさせていただ

いたのも良い思い出です。

　しかし、その後医学部・附属病院でいろいろな役

目をいただき、忙しすぎてどれもこれも中途半端

に終わってしまったような感じがします。教育で

は教務委員を 7 年、その後教務委員長を 4 年務め、

OSCE の導入やチュートリアル教育の整備など、結

構頑張ったつもりですが、本当に効果があったのか

どうかわかりません。臨床研修センター長も 4 年

間務め、ぐんまレジデント・サポート協議会を立ち

上げました。これによって群馬県全体で良い医師を

育成しよう、という機運は盛り上げたつもりでした

が、その直後に医療事故問題が起こって研修医が激

減してしまいました。令和 3 年度はようやく上向き

になってきた感じもありますので、評価は今後の問

題となります。一緒に頑張ってくれた後輩の群馬大

学での将来の活躍を期待しつつ群馬大学を卒業し、

外部から静かに見守りたいと思っております。長い

間ありがとうございました。

群馬大学とともに40年
医学部附属病院長
総合医療学

教授　田村　遵一（昭57卒）

退任あいさつ
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　卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。今
年も新型コロナウイルス感染症により昨年に続き謝
恩会を中止せざるを得なくなりました。本来であれ
ば謝恩会でお会いし、ご家族とお会いしてお祝いを
申し上げ、皆さんの卒業の喜びを分かち合うのです
が、残念に思っております。この新型コロナウイル
ス感染症の診断、治療の体制は確立されておらず、
医療側はその対応にこの 1 年で一定の成果を上げて
いると思いますが、社会の対応はいまだに右往左往
といった状態です。私たちは今まで教科書でしか知
ることのできなかったパンデミックを体験し、今後
はこの経験を医療者として生かしていく必要があり
ます。
　大学の使命は医学生である皆さんの医師としての
価値観を育むことです。卒業した皆さんは大学で育
まれた広い価値観をもってこれからはそれぞれの分
野に別れて活動することになります。その先々の分
野では、その分野独特の物の考え方があります。私
の場合は整形外科医で、整形外科には他の診療科に
見られない整形外科的な物の考え方があります。大
学で学んだ広い価値観から、限られた分野に進むこ
とは、専門性を意味します。その分野の独特な考え
方は変わっても、医療はヒューマニズムであるとい
う根本は変わりません。
　皆さんが行く先々の分野で、若手の医師は先ずは
先輩医師から指導を受けて医療を行い、そして徐々
に独り立ちをする。すなわち決断しなければならな
い立場になり、ゆくゆくは後輩医師達を指導してゆ
く立場になります。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。そして医師は、自分達が行った医療が
最良のものだったかを常に検証していく必要があり
ます。経験主義に陥ることなく、常に冷徹に自分の
決断の結果を検証していくことが大切です。
　研究とは仮説を科学的に証明することです。医学

研究は、まずは自分の診療行為の結果を検証するこ
とから始まります。先ずは決まりきった事象を独自
のメソッドをもって科学的に証明するのが医学研究
の入門です。臨床家の臨床研究は科学的な物の考え
方を身に着けるためのもので、研究は医療行為の一
部です。研究は仮説、方法・材料、結果、そして考
察のすみ分けをはっきりさせて行います。研究者の
能力は、独創的な仮説を打ち立てる能力です。立派
な教授になる人は、いかに独創的なアイデアを打ち
立て、それを証明するメソッドを持つ、あるいは研
究者に提供出来るかによって決まります。
　医学部同窓会の目的は、会員の親睦と連携を図り、
大学を支援し、もって医学の進歩に貢献するという
ものです。刀城クラブは前橋での活動のほかに日本
国内、群馬県内各地に支部を置き、支部ごとに講演
会や親睦会などが開催されて、皆様の連携を深める
活動が行われております。同窓会は卒業生が大学の
近況を知り、卒業生の大学への要望を伝える窓口の
役割も担っております。最も重要なことは、卒業生
の卒後の活動の状況を大学の代わりに同窓会が把握
することです。文科省による大学評価の指標の一つ
に、卒業生の状況を把握していることがあります。
会員名簿の編集は 3 年ごとに行われていますが、こ
の名簿の編集は同窓会の重要な使命になっておりま
す。同窓会活動の最近のトレンドは大学支援です。
大学を支援し、会員の皆様の権利を保護するために
同窓会の法人化に取り組んでおります。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。大学の評価が上が
れば卒業生全体の評価も高くなります。皆さん一人
ひとりが卒業後に立派な仕事をすることが大学を支
援することになります。大学が発展することは我々
同窓会員、あるいは群馬大学教職員、そして地域の
皆様の発展に繋がります。これからの刀城クラブは
大学を支援する活動を強めて参ります。具体的には
組織の法人化、国際交流の活性化、ホームページの
充実による広報活動の充実を図ってまいります。
　卒業生の皆さんは、がんばって立派な医師、研究
者になってください。皆さんが人を思い遣る人間、
気骨のある人間、医師として今後益々発展されます
ことを願っております。

令和２年度
ご卒業おめでとうございます

医学部同窓会・刀城クラブ
会長　白倉 　賢二（昭50卒）

卒業おめでとう
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　この度、群馬大学重粒子線医学推進機構重粒子線
医学センター教授に令和 3 年 2 月 1 日付けで就任い
たしました。刀城クラブの皆様のご高配によりご挨
拶を申し上げる機会をいただき大変感謝しておりま
す。
　私の生まれは埼玉県ですが、中学、高校は東京都
の海城学園で過ごし、群馬大学に入学後はほとんど
群馬県で過ごしてまいりました。大学時代は弓道部
に所属し、別にうまくはなかったのですがかなりの
時間を昭和キャンパスの片隅にある弓道場で過ごし
ました。放射線科に進んだきっかけは学生実習でし
た。あまり熱心な学生とは言えず、特に何科に進も
うということもなく漫然とポリクリを回っていた時
のことです。ちょうど放射線科の中野隆史先生が教
授に就任されたばかりで熱心に学生を勧誘されてい
たのですが、ひょんなことから「お前ら、世界をみ
てこい」と春休みにボストンのマサチューセッツ総
合病院に見学にいく機会を与えていただきました。
当時特に放射線治療に興味があったわけではなかっ
たのですが、放射線腫瘍医が腫瘍外科医、腫瘍内科
医とともに治療方針を決定していく様子を見て放射
線治療に興味を持ちました。そして、新しいことが
始まる予感のようなものを感じ入局を決めました。
実際に私が医師になった頃から放射線治療は IT 技
術の進歩とともに目まぐるしく進歩しました。2 次
元のフィルムに線を引いて範囲を決定し電卓で照射
線量を計算した時代から、CT などの 3 次元画像を
利用した複雑で精密な治療ができるようになり、新
しい照射技術が次々と生まれました。新しい技術を
導入する過程では、知識や技術の習得、多職種の協
力が不可欠であり、さらに付加価値を与える研究的
視点が重要になります。このような経験を多く積め
たことは大変幸運であったと思います。特に群馬
大学ではこの間に重粒子線治療が導入されました。
2010 年 3 月に治療が開始され、現在まで先進医療

ならびに一部は保険診療によるがん治療を行ってい
ます。大学病院としては国内初の重粒子線治療施設
であり、群馬県との共同事業として進められていま
す。この導入にも関わることができ、夢のようなプ
ロジェクトがたくさんの人の協力を得て実際に形に
なっていく様を体験することができました。
　群馬大学の重粒子線治療は 10 年を超え、重粒子
線医学センター前任の大野達也教授を初めとする皆
さんの力で順調に実績を重ねています。しかしなが
ら時間の経過とともに、機器の発展的な更新や治療
人数の増加に合わせた体制の見直しなど課題も生じ
ており、一つ一つ取り組んでいきたいと思います。
多施設共同研究などによる重粒子線治療の質の高い
エビデンス集積、治療の高度化・標準化に関する研
究の推進はもちろんですが、群馬大学の特色を生か
した集学的重粒子線治療の開発研究、大学院教育や
人材育成が重要と考えています。そもそも重粒子線
治療を含めた放射線治療は、放射線腫瘍医だけでは
成立しない、チーム医療が特に求められる分野です。
医学物理士、放射線技師、看護師などさまざまメディ
カルスタッフの協働が安全な治療に必須であり、診
断を含めた全身のがん治療の専門医、緩和ケアチー
ムなどたくさんの専門家の協力なくして患者さんに
価値のある医療を提供することはできません。院内
外の皆さんと協力して質の高い医療を提供し、さら
に日本では十分でない放射線治療関連の人材を育成
する体制の充実に力を注ぎたいと思います。新型コ
ロナウイルス感染症拡大を契機に社会の変化は加速
しており、新しい、多様なアプローチによる変化が
求められています。新しいことを期待して放射線科
に入局した私にとって今までの放射線治療の進化は
期待を裏切らないものでしたが、更なる新しい展開
に貢献できるよう、若手が新しいことに挑戦し続け
られるような環境づくりをしたいと思います。群馬
県は地域の先生の放射線治療へのご理解も深く、日
本でも人口あたりの放射線治療専門医の人数が最多
であるなど放射線治療では有数の県です。築き上げ
てこられた先輩方のご尽力に感謝し、この土壌を生
かすべく母校の発展のために微力ながら頑張りたい
と思います。群馬大学医学部同窓会の先生方におか
れましては引き続きご指導、ご支援のほどよろしく
お願い申し上げます。

着任のご挨拶
重粒子線医学センター

教授　河村　英将（平15卒）

新任教授紹介
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　令和２年 9 月、群馬県医師会長の須藤英仁先生か
ら、日本医師会最高優功賞を受賞したとの祝電を頂
いた。直ぐに県医師会に電話して受賞を確認した。

「日本医師会最高優功賞」は、⑴日本医師会長退任
者又は在任 6 年以上日本医師会役員。⑵「医学、医
術の発展又は社会福祉の向上に貢献し、特に功績顕
著なる功労者」（県医師会長推薦）と記されている。
私は、「脳神経疾患の研究・臨床に貢献著しい功労者」
としての受賞であった。
　脳神経疾患の研究については群馬大学病理学教室
の先輩、同僚の御指導と協力であり、臨床について
群馬大学脳神経内科、脳神経外科の先輩や医局員に
御協力頂いたことに尽きる。
　私はインターンと国家試験の後に群馬大学病理学
教室に入局させて頂いた。この教室では川合貞郎先
生や石田陽一先生から神経病理を学び、大根田亥寿
先生、松山研二先生から組織化学、ことに脳出血の
原因となる動脈病変の成り立ちを研究指導して頂い
た。また、約 8 年間の病理学教室での剖検例はそれ
ぞれ忘れることの出来ない症例であり、勉強させて
頂いた。
　特に大根田亥寿先生の病理学会での会長講演は、

「脳出血の原因である動脈病変の成り立ち」であっ
たが、大学病院ではなかなか脳出血の解剖例は少な
かった。この時、脳出血例を数多く剖検されておら
れたのが美原博先生（前美原記念病院院長）であり、
共同で多くの研究をさせて頂いた。私は美原先生の
診療所で約 3 年間脳神経疾患の臨床も学ばせて頂い
た。
　昭和 39 年 9 月に生家の本町で内科・神経科とし
て開院したが、近くに開院されていた先輩の岸昌男
先生には大変お世話になった。
　昭和 56 年 2 月に日本脳卒中学会が群馬大学病理
学教室の主催で前橋市で開催され、群馬県や前橋市
から多大の協力費を頂き、多くの人々に脳卒中の予
防と治療について最新の知見を知って頂いた。
　昭和 40 年頃は脳卒中に倒れた患者さんは安静が
最も大切な治療法であり、病に倒れた人を移動して

病室にまで運ぶには医師の指示が必要であった。往
診先では患者さんの血圧測定、意識障害の程度、神
経症状の有無、脳脊髄液の検査、眼底検査などを行
い、患者さんの平素の生活歴、家族歴を介護する家
人からお聴きした。このため往診には約 2 時間程の
時間を必要とした。往診先で病状や予後について理
解して頂くためには大きなメモ用紙を用意して図と
説明文を記入して、往診時に同席した家族に渡し、
不在であった家人にも間違いなく病状を伝えられる
ようにした。病状と予後を理解して頂くことが最悪
の状態に陥った時、剖検をお願いするのに役立った
と思う。脳血管撮影、CT 検査と急性期治療のため
に脳血管障害患者さんやご家族に入院治療の必要性
を理解してもらい病院を計画した。
　私達は昭和 55 年（1980 年）には脳出血の原因と
なる動脈病変の解明を目的として研究所を設立し、
翌年昭和 56 年 12 月に附属病院（病床数 54 床）が
発足した。研究所には大根田亥寿所長以下 6 名の研
究員が属し、最初の業績集第 1 巻を発刊できたのは
5 年後のことであった。現在では毎年業績集を発刊
出来るようになり、今年は第 20 集を各大学や病院
にお届けすることが出来た。この第 20 集では、岡
本幸市所長の神経病理学的研究論文がこの雑誌で最
も多く引用された論文となり、東海林幹夫・瓦林毅
研究員のアルツハイマー病の診断と発症予防の研究
は多くの学者の注目を集めている。甘利雅邦（副院
長）の臨床的研究と診療は当病院の脳神経内科を支
えているものであり、脳神経外科の内藤功（副院長）
の脳血管疾患に対する血管内治療は最新の研究の先
端として高く評価されている。島田晴彦（副院長）・
館野勝彦（整形外科長）等は脊髄脊椎病変の最新の
治療に取り組み、脳神経内科・脳神経外科と共に医
学会に発表され、多くの患者さんの要望に応えてい
る。佐藤圭司院長の骨粗鬆症の研究と治療は超高齢
社会を支え、さらにリハビリテーション専門医とし
て地域の人々の健康を守っている。
　今回の日本医師会最高優功賞は、共同研究の医師
と共に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の努力
と、看護師、薬剤部、画像検査部の協力の賜

たまもの

であり、
職員全体の力であったと思っている。
　今回の受賞にあたり、私自身がどれだけ社会に
役立つ研究と診療をしてきたのかについては曖昧
であるが、受賞日にはマスクをしたまま日本医師
会の壇上に登った時に、少しよろける 89 歳となっ
ていた。

日本医師会「最高優功
賞」をいただいて

老年病研究所附属病院
理事長　高玉　真光（昭36院修）
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　令和 2 年秋の叙勲で瑞宝小綬章を授章いたしまし
た。多くの業績を積まれた先生方がおられる中での授
章で恐縮しております。
　群馬大学医学部第一外科（中村卓次教授）に入局し
て以来、50 年近い医師生活の中で社会福祉・医療を
行う済生会勤務が 30 年となります。
　公的医療機関として日本赤十字社、済生会があげら
れますが災害派遣、輸血事業などで知られる日本赤十
字社に比べ済生会組織や事業についての理解は高くな
いと思います。済生会は平成 23 年（2011 年）5 月 30
日天皇皇后両陛下をお迎えして創立 100 周年記念式
典を行い今年で創立 110 年になります。済生会は済生
勅語により設立されましたが、その経緯をご紹介した
いと思います。
　明治天皇は天皇のお言葉である勅語、詔書（詔勅）
を国民に向けて発していますが、明治 23 年（1890 年）
教育勅語では国民の果たすべき道徳、忠誠心を学ぶ
ことを求め、明治 41 年（1908 年）日露戦争後の社会
の混乱に際して国民に勤勉と自助の心、道徳の基準を
示した戊辰詔書とともに明治期の二大詔勅として知られ
ています。
　在位最晩年に天皇自ら発せられた勅語が済生勅語
です。国立公文書館に「施薬救療ノ勅語」として正文
が保存されている済生勅語は明治 44 年（1911 年）2
月11 日桂太郎総理大臣にご下賜金 150 万円とともに
明治天皇より賜った勅語で「わが国は世界の大勢に対
応して、国運の伸長を急務としてきた。経済情勢はよ
うやく改まったが、国民の中に頼るべきところもなく、
困窮して医薬品を手に入れることができず天寿を全う
できない者があるとすれば、それは私が最も心を痛め
るところである。こうした人々に対し無償で医薬を提供
することによって命を救う「済生」の活動を広く展開し
ていきたい。」とのお考えを示されました。
　お考えの背景には飛鳥時代推古天皇の摂政であっ
た聖徳太子が難波の四天王寺に「施薬院」「療治院」
などを設けて貧しいもの、病めるものの救済を行って
以来、救療済生の精神は歴代の皇室に伝統として受け
継がれており、済生勅語はこうした流れの中で発せら
れたことになります。数年前にも京都市内平安京で平
安前期（9 世紀）の貧しい人々の救済施設「施薬院」「悲
田院」の名を記した木簡や死亡した収容者名や全国か

ら集めた薬の原料荷札などの木簡が出土しており広く
活動していたことが報道されました。
　済生会の原点は「済生勅語」に凝縮されており「済生」
とは命を助けるという意味で済生会の使命としてはその
一点に尽き、施薬救療（無償で治療すること）は理念
として現在に引き継がれています。
　済生勅語が発せられた当時は、日露戦争に勝利し
て好景気が到来し国民生活は一変し大儲けする人が増
える一方、低所得層は貧困化し生活格差が高まり、国
民の間には不満が鬱積し社会主義思想が急速に広が
り、この状況に明治天皇は心を痛めておられたそうで
す。こうした社会背景を受けて明治天皇は生活困窮者
に対して医療面を中心とした支援を行う団体の創設を
命じました。
　明治天皇からの済生勅語を受けて桂太郎総理大臣
は全国の官民から寄附金を募って、明治 44 年 5 月 30
日天皇陛下からいただいたという意味の「恩賜財団済
生会」が創立され、初代総裁に伏見宮貞愛親王殿下
を推戴しました。山縣有朋、井上馨、徳川家達、渋
沢栄一など明治の重鎮が役員に名を連ね、医務主管
には北里柴三郎が任ぜられ、大正 4 年（1915 年）開
院した芝病院（現在の東京都済生会中央病院）病院長
に就任しました。渋沢栄一は済生会の寄附金募集世話
人、顧問、評議員となり恩賜財団設立に尽力しています。
寄付金の総額は最終的には 2400 万円（当時の国家予
算 5 億円）と巨額の寄付が寄せられました。
　大正元年（1912 年）8 月東京深川、本所に 2 診療所
を開設以降、全国に診療所を設け貧困所帯に無料の
特別診療券を配布して受診をうながし、スラム街を回っ
て巡回診療による診察、衛生指導を行いました。大正
2 年（1913 年）横浜に神奈川県病院が済生会初の病院
として開設され全国に活動を広げ、現在は 40 都道府県
で 81 病院を運営しており6 万 5 千人の職員が医療福祉
を提供するわが国最大の社会福祉法人です。
　皇室ゆかりの組織として発足当初から総裁に皇室を
推戴し、現在は六代総裁秋篠宮皇嗣殿下を推戴してお
ります。
　コロナ禍による社会の混乱が強まる中、生活困窮者
への共助、公助の必要性は高まっており、一層のご支
援と一日も早くコロナ感染が終息することを願っており
ます。

参考資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 1. 恩賜財団済生会 100 年記念誌
 2. 恩賜財団済生会ホームページ
 3. 済生会物語　堀賢次　
 4. 済中物語（東京都済生会中央病院 100 周年記念誌）

叙勲のご挨拶

済生会前橋病院
名誉院長　西田　保二（昭49卒）
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　はじめに、コロナ感染が世界的に蔓延している現在、
多くの国民が自粛を余儀なくされ、また病院ではコロ
ナ治療に人的資材的労力を取られ通常医療が逼迫して
いる状態が続いています。このような状態から脱却し
て日々前向きに暮らせる日常が早期に戻ることを切に
願っております。また、同窓会各位のご健勝をお祈りし
ております。
　私は 1986 年群馬大学医学部を卒業し、外科学第二
教室に入局しました。関連病院で外科研修、麻酔科
研修などを行い、卒後 10 年目に群馬大学に戻り、そ
の後 21 年間教官として群馬大学に勤務しました。そ
の間、1998 年から1999 年にかけて米国ノースウエス
タン大学ルーリー癌センターに留学の機会を与えていた
だきました。留学中は Father of Tamoxifenと呼ばれ
ている Craig Jordan 教授にお世話になり、乳がん細
胞における内分泌療法耐性のメカニズムに関する研究
を行いました。2017 年より現在の国際医療福祉大学医
学部乳腺外科学を担当しております。本学医学部の特
徴は１学年 140人のうち 20人は海外からの留学生であ
り、最初の 2 年間は授業がすべて英語で行われていま
す。7人が 1 グループとなり、グループ内に 1 人の留学
生 1、2 人の帰国子女が入り、支え合いながら勉強して
います。4 年生と5 年生には参加型の臨床実習を行い、
6 年生では 4 週間以上の海外実習が必修となっていま
す。本学は全て医学系の学部から成り立っており、6 つ
のキャンパスに 11 学部 26 学科があり、在学生は約 1
万人に及びます。本院となる国際医療福祉大学成田病
院が 2020 年春に開設され、附属病院は合計 6 つとなっ
ております。現在私は成田病院で臨床を行いながら、
成田キャンパスで医学部の講義、赤坂キャンパスで大
学院の講義を行っています。2 週に 1 日は栃木県の那
須塩原市にある国際医療福祉大学病院に外来診療に
行っています。
　群馬大学を離れたので、群馬県以外の病院で患者さ
んを診察させてもらうことが増えました。主に栃木県

や千葉県で診療をしていますが、群馬県の医療レベル
が高いことを改めて痛感させられます。これは群馬大
学医学部を中心とした関連施設の指導体制が優れてい
ることが理由として考えられます。群馬県の医療機関
には群馬大学出身の医師が多く、日頃の診療を常に見
守られているため、いい加減なことができないという環
境が良いように作用しているのだと思います。また、私
は専門が乳腺外科ということもあり、女性を相手にす
ることが多くあります。群馬県は「かかあ殿下と空っ風」
と言われるように、群馬の女性は情に厚く、小さいこと
にこだわらない人が多いらしいです。患者さんの温か
い言葉にこちらが逆に元気をもらうことが多々ありまし
た。大学での研究が思うように行かず、留学や新たな
勤務地で苦労した時も、担当させて頂いた患者さんの
温かい記憶が元気の源となりました。群馬県の患者さ
んが医師を温かい目で育てていただけることが良いか
たちで群馬県の医療を支えているのかもしれません。
　私は学生時代サッカー部に属し、ほとんどの学生生
活がサッカー部と一緒にありました。サッカー部の元
部長で前第一内科教授の森昌朋先生（昭 47 卒）から
は「学生時代はサッカーのことだけ考えていればよい、
卒業してからが勝負、10 年間は睡眠時間 3 時間で臨
床や研究に専念するように」と言われていました。お
陰様で学生時代はサッカーに専念し、多くの仲間に恵
まれ、優秀とは言えない成績で無事卒業できました。
聞くところによると他大学と比較して群馬大学は今でも
運動部の比率が高いようですので安心しています。学
生時代に体力をつけて、一生付き合っていける仲間を
見つけてほしいと思います。どんな優秀な人間であって
も、家庭問題や人間問題で悩むことがあると思います。
解決する能力、助言を頂ける先輩、同級生、後輩は学
生時代から卒後教育期間を通して築かれてゆくもので
す。同門の結束を維持していただき、日々の困難を乗
り越えて行っていただきたい。
　群馬大学には学生時代、卒後研修を通じて人間力
ある医師または医学者を育ててほしい。知識や技術だ
けではない、困難にぶち当たった時に何とか解決する
すべを見つけだす能力または見つけ出すまで耐え抜く
忍耐力を備えることである。群大病院はすでに多くの
困難を克服し、地域の基幹病院として、立派に機能し
ています。群馬大学が高度の医療技術を持ち、かつ高
い人間力を持った集団となり、地域の希望と期待に応
えられるように望んでいます。

人間力のある医師が
育つことを望む

国際医療福祉大学医学部乳腺外科学
主任教授　堀口　淳（昭61卒）

母校に望む 75
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　この度第 34 回日本神経救急学会学術集会を、メ
インテーマ「脳卒中救急を極める」、サブテーマ「脳
循法施行を見据えて」として、11 月 7 日会場に人
が集まり実施する従来の方式ではなく、Web 方式
で開催させていただきました。神経救急とは聞き慣
れない用語かもしれませんが、アメリカとヨーロッ
パでは neurointensivist として集中治療のなかで確
立しています。日本でも「二次性脳障害の防止」を
目的として、急速に広がりを持つ分野として注目さ
れています。
　当初は 6 月 13 日に G メッセ群馬を会場に開催す
る予定でした。しかし、COVID-19 第一波の影響を
受け、学会開催を 11 月 7 日に延期しました。しかし、
夏季の第二波が収束するまもなく第三波の拡大を受
け、Web 開催に切り替えました。
　当初の延期に伴い本来の脳卒中・循環器病対策基
本法（脳循法）関連以外に特別講演で COVID-19 関
連 3 演題を追加し、特別講演 7 題、一般演題 36 題
を 2 つのチャンネルを使用して実施しました。
　脳循法関連の特別講演 3 題、COVID-19 関連 2 題
を終え、掉尾を飾る特別講演は、日本脳卒中学会
で日本脳卒中学会版 COVID-19 対応脳卒中プロト
コル（日本脳卒中学会版 Protected Code Stroke : 
JSS-PCS）編纂の責任者である杏林大学脳卒中医学
平野照之教授に JSS-PCS についてご講演いただき
ました。
　本学会は、大会長に大幅に権限を委譲していた
だいていたので、COVID-19 の拡大による会期の延
長、学会内容の変更など臨機応変に対応することが
できました。また、当院スタッフ、学会事務局、学
会運営会社など皆様の心強いご協力があり、成功裡
に Web 開催を終了し、ウイズコロナ時代の学会開
催の 1 形式を実践できました。
　最後に、本学会の開催にあたり群馬大学医学部同
窓会より心強いご支援をいただき、安心して学会を
運営できました。心より感謝申し上げます。

第34回日本神経救急学
会学術集会開催報告
公益財団法人脳血管研究所附属　
美原記念病院

副院長　谷崎　義生（昭50卒）

学会報告（同窓会補助）

　この度、日本放射線影響学会第 63 回大会を、
2020 年 10 月 15 日から 17 日にかけて WEB 開催さ
せていただきました。
　日本放射線影響学会は、1954 年のビキニ環礁水
爆実験・第五福竜丸事件を契機に、放射線による人
体や環境への影響問題を研究するため、1959 年に
物理、化学、生物、そして、放射線治療などの医学、
など放射線に関係する多分野の専門家が議論する場
として設立された、約 60 年の歴史を持つ学会です。
　今回、2011 年の福島第一原子力発電所の大事故
による放射線災害から 10 年目の節目の年、という
ことで福島での開催が決定した経緯から、「放射線
の生物影響について社会に正しい情報を適切に提供
し福島への偏見・風評を払拭するには、放射線の研
究者が福島で一堂に会し議論することに大きな意義
がある」、との想いが強く、福島県内で開催を模索
したものの、7 月以降のコロナ感染の再拡大（いわ
ゆる第 2 波）を受け、断腸の思いで WEB 開催に変
更いたしました。
　WEB 開催に変更を決めたのが 7 月末で、間に合
わないのではないか、とも心配しましたが、皆様の
御支援・御協力をいただきまして、何とか無事に終
了することができました。改めて、福島第一原子力
発電所の大事故を振り返り、我々放射線の研究者が
すべきこと、を再確認できたと思います。参加者も
400 名を越え、コロナ禍にも関わらず例年を上回る
参加者数となり、大変有難く思っております。
　本大会の開催にあたり、群馬大学医学部同窓会、
および、同窓の皆様方から、多くのご支援をいただ
きましたこと心より御礼申し上げます。
　福島第一原発事故は、風評被害だけでなく、福島
第一原発敷地内に貯まるトリチウム水、中間貯蔵施
設に貯まる放射性物質の最終処分問題、など、未だ
現在進行形であり、先の見通せない状況が続いてお
ります。引き続き、福島、被災地・被災者に対する
御支援の程、よろしくお願い致します。

日本放射線影響学会
第63回大会のご報告

福島県立医科大学 放射線腫瘍学
主任教授

鈴木　義行（平7卒）

学会報告（同窓会補助）
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　2020 年度日本手術医学会教育セミナーの会長を
拝命し、刀城会のご支援のもと、前橋市内で無事に
開催させて頂きました。その概要を御報告させて頂
きます。
　群馬大学大学院医学系研究科脳神経発達統御学講
座麻酔神経科学分野では、これまで、手術麻酔・集
中治療医学・疼痛学・ペインクリニック・環境医学
などに関して臨床的および基礎的研究を続けて参り
ました。手術医学や周術期診療は、そうしたプロジェ
クトのなかで重要な位置を占めており、現在までに
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、2020 年度
日本手術医学会教育セミナーの当番開催校を拝命致
しました。この会は、本邦に於いて手術医学の臨床
ならびに基礎研究に従事する医師ならびにメディカ
ルスタッフにとって、学術交流の中核となるもので
あり、学術集会や教育セミナー各回の講演者には、
国内外から著名研究者を招聘しております。2020
年度の開催日は 11 月 28 日とし、会場は群馬県前橋
市群馬大学昭和キャンパス内の刀城会館とさせてい
ただきました。参加人数は 79 名となり、8 タイト
ルの教育講演等の聴講に、前橋市内はもとより、全
国で手術室業務に従事する医師やメディカルスタッ
フの方々にご来訪頂きました。新型コロナウィルス
感染症の第三波到来と言われる中ではありました
が、有意義な情報交換の場を提供できたと考えてお
ります。
　さて、日本手術医学会教育セミナーは、学会員
からの労務提供、開催地機関からの各種開催支援・
会場提供、参加者からの会費ならびに関係団体・
企業からのご寄付等で運営されて参りました。今
回、2020 年度の開催にあたりましても、手術医学
の臨床ならびに医学研究の重要性をご理解頂いて
いる各方面からご支援頂き、群馬大学医学部同窓
会 刀城会からも格別のご支援を頂きました。本誌
面におきましても刀城会の皆様方に厚く御礼申し
上げます。

麻酔神経科学
教授　齋藤　繁（昭61卒）

学会報告（同窓会補助）

2020年度「日本手術医学会
教育セミナー 前橋」への
ご支援お礼

　本研究会は、癌治療に関わる基礎医学研究者から
内科、外科、放射線科などの臨床医まで幅広い分野
の医師が一同に会して、より良い癌治療を目指し
て癌の病態や治療について討論を行う研究会です。
我々としては、総合外科学講座前任の桑野博行先生
が平成 24 年に第 21 回の会の当番世話人を務められ
ており思いの深い会です。
　今回のテーマは「がん研究の一隅を照らす」とい
たしました。天台宗の開祖の最澄の言葉に「一隅を
照らす。これ即ち、国宝なり。」というものがござ
います。国全体を明るくする力はなくとも、人知
れず努力をして社会の一隅を照らす人は、国の宝と
すべきであるということだろうと思います。がんの
病態は研究すればするほど複雑で簡単ではありませ
ん。しかしながら、ほんの片隅の事象のように思わ
れても、深く追求することでがん病態の本質に近づ
くことができるのではないか、そのような研究を大
切にしたいと常日頃から考えており、この言葉を
テーマとして選びました。
　当初、令和 2 年 6 月 24 – 25 日の日程で、前橋テ
ルサにて開催を予定しておりましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、令和 3 年 1 月 14 –
15 日に延期をし、場所も高崎 G メッセに変更をし
て準備を進めて参りました。しかしながら、第 2 波、
第 3 波と続く、新型コロナウイルス感染症の拡大状
況を鑑み、参加者の健康を第一に考え、現地開催を
断念し「紙上開催」に変更といたしました。158 題
の演題を抄録集としてまとめて発行し参加予定の先
生方に配布いたしました。今回、研究会を現地開催
することができず残念ではありますが、登録いただ
いた演題はどれも素晴らしい内容であり、次回以降
の研究会でさらに発展した内容として拝聴できるこ
とを楽しみにしています。
　本会の準備にあたり、刀城クラブ及び同窓会の皆
様より暖かいご支援を賜りましたこと心より感謝申
し上げます。今後、ますますの同窓会の発展を心よ
り祈念いたします。

第29回日本癌病態治療研
究会の紙上開催を行って

総合外科学講座　肝胆膵外科学
教授　調　憲（特別会員）

学会報告（同窓会補助）
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　この度 2021 年 2 月 26 日（金）、27 日（土）に第
27 回日本乳腺疾患研究会を開催させて頂きました。
当初は東京都千代田区の一橋講堂におきまして開催
を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染
の収束する見込みが立たないため対面での開催は断
念し、完全オンラインでの対応となりました。
　本研究会は良性乳腺疾患研究会として始まりまし
たが、現在では良性疾患はもとより乳腺疾患のすべ
てを対象としております。乳腺疾患の良性、悪性の
診断から治療および乳房再建まで幅広く討論する場
となっております。今回のメインテーマは「外科手
術と Oncology の融和を目指して」と致しました。
乳腺疾患の手術は良性、悪性を問わず美容的な配慮
をすることは重要です。特に悪性疾患では整容性と
ともに根治性を損ねないことに留意しなければなり
ません。メインテーマに関連した特別演題では、乳
腺疾患手術において根治性を保ちながら整容性を維
持する工夫や乳房再建手術についての発表をして頂
きました。また、日常診療で経験された症例報告お
よび乳腺に関連した基礎研究や臨床研究も広く発表
して頂きました。一般演題の他に、大学院生・医学
生セッションでは学生の発表も企画し、教育講演、
イブニングセミナー、ランチョンセミナーはライブ
発信での討論も行われました。オンラインの開催と
はなりましたが、事前登録には 62 人の参加者があ
り、実りある研究会になったものと思われます。一
般演題発表は 3 月 31 日までオンデマンドで視聴が
可能であり、オンラインで質問を受け付けて、演者
に対応して頂きました。
　今回の研究会開催に当たり群馬大学医学部同窓会
からは温かいご支援を頂き有難うございました。同
門会のご支援は、日本乳癌学会関東地方会、日本乳
癌基礎研究会に引き続き 3 回目となります。同門会
会員の皆様に心より感謝申し上げます。また、群馬
大学総合外科学調憲教授には乳腺・内分泌外科のご
協力を頂きまして有難うございました。

第27回日本乳腺疾患研究
会の報告

国際医療福祉大学医学部　
乳腺外科学

主任教授　堀口　淳（昭61卒）

学会報告（同窓会補助）

　令和 3 年 1 月 16 日（土）に、「第 25 回群馬県内
視鏡外科研究会学術集会」を当番世話人として開催
させていただきました。第 25 回という四半世紀の
節目の会におきまして、伝統ある本研究会を主催さ
せていただきまして、代表世話人の調 憲先生をは
じめとした関係各位に心より御礼申し上げます。
　本会は、COVID-19 感染拡大を鑑みまして、例年
行われてきました鏡視下手術セミナーを中止し、学
術集会のみ完全オンラインにて開催しました。オン
ライン開催に際しては、浅尾高行教授をはじめとし
た、本学先端医療開発センターより多大なるお力添
えを賜りました。この場をお借りして、深謝申し上
げます。
　本会のテーマは、「内視鏡外科学 ―安全性と可能
性の追求―」といたしました。“安全性”は、内視
鏡手術を行う上で最大限重視すべき点であることは
言うまでもありませんが、その一方で、“可能性”
を求めた努力を怠ると外科学の進歩は望めません。
内視鏡外科技術が進歩した今だからこそ、内視鏡外
科についてより深い議論ができればという思いを込
め、テーマを決めさせていただきました。
　まず一般演題として 6 題、主題演題として 3 題、
さまざまな領域から先進的なご発表をいただきまし
た。その後、特別講演として、北里大学北里研究所
病院 病院長・日本内視鏡外科学会名誉理事長 渡邊
昌彦先生にご講演を賜りました。渡邊先生は、内視
鏡外科の黎明期から、輝かしく発展を遂げた今日に
至るまで、長きに渡り、本邦の内視鏡外科を牽引し
てこられました。「これから内視鏡外科医を目指す
人へ」とのタイトルで、外科に関わるすべての方に
とって魅力溢れるご講演が拝聴できました。本研究
会が、群馬県内視鏡外科のさらなる発展に寄与でき
れば幸いに存じます。
　最後になりますが、本研究会の開催にあたり、刀
城クラブの皆様より多大なるご支援を賜り、心より
御礼申し上げます。同窓会の益々の発展を祈念いた
します。

第25回群馬県内視鏡外
科研究会を開催して

消化管外科学
教授　佐伯　浩司（特別会員）

学会報告（同窓会補助）



第261号令和3年（2021年）4月20日 群馬大学医学部刀城クラブ会報

ー 20 ー

ながら多様な手段を用いて、科学的知見に基づいた知
識の伝達に取り組むことを計画しています。このような
社会背景にあって循環器病に関する正しい知識の普及
啓発のために循環器病をテーマとする健康医学ガイド
7 を刊行することは時宣にかなったものと考えられます。
現在、健康医学ガイド 7「循環器病」の令和４年度発
刊にむけて企画・刊行委員会および編集委員会が設置
され作業を開始しております。インターネット利用により
何時でも何処でも簡単に情報を得られる現代ですが、
書籍で得られる知識はまた別の価値と役割があるはず
です。
　さて懸案となっていました財団のロゴが決定しまし
た。令和 2 年度より当財団職員となられた稲見氏が考
案されたもので、コンセプトは群馬県の自然景観のシ
ンボルである利根川の流れと上毛三山のイメージと群
馬健康医学振興会（GFMHS）の英語名を融合させた
もので、財団の公益目的3事業を3色で表現しています。
ロゴにより皆様方にとって財団の存在と活動を身近に
感じていただければと思っております。
　おわりに、コロナ禍のなか刀城クラブの皆様方にお
かれては健康に留意されてご活躍されますことを祈念い
たします。

財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

　新年度がスタートし、日に日に春を実感する日 と々な
りましたが、1 年余にわたる新型コロナウイルス感染症
流行は未だに収束に遠く、感染脅威のなかで刀城クラ
ブの皆様方は日々最前線で奮闘されていることと存じ
ます。このような状況下、当財団に対しては変わらず日
ごろより皆様方のご理解とご支援・ご協力を頂き誠に
感謝申し上げます。財団は昨年 6 月より新役員のもと
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、学術
講演会・研修会の開催助成等の事業を進めております。
コロナ禍の影響で講師派遣事業は一時中止せざるを得
ない状況にありますが、他の事業については前年度と
同様に実績を重ねております。書籍発刊はこれまで県
民の健康増進を目的とする書籍「健康医学ガイド」1 か
ら 6 まで刊行してきましたが、次のシリーズとしてテー
マは循環器病とすることが決定されました。循環器病
は死因の第 2 位であり、国民の関心も高く、国では平
成 30 年 12 月に「健康寿命の延伸等を図るための脳卒
中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基
本法」を制定し、令和 2 年 10 月には「循環器病対策
推進基本計画」が策定され、この基本計画では国民
に対して循環器病に関する正しい知識の普及啓発の必
要が説かれており、国は企業・団体・自治体と連携し

　この度、公益財団法人群馬健康医学振興会の監事
に指名されました。同振興会が平成元年に発行された
健康医学ガイド「主治医のアドバイス」で『心筋梗塞』、
平成 13 年の「続・主治医のアドバイス」で『胸痛』に
ついて担当し、また刀城クラブ会報等により振興会の
事業内容についてある程度は承知していましたが、監
事として、財団の事業内容全般について勉強し、その
責を果たしたいと考えておりますので、どうぞ宜しくお
願い申し上げます。
　略歴につきまして、昭和 49 年に群馬大学を卒業し、

群馬大学第二内科に入局。群馬大学附属病院では石
澤慶春先生や鈴木忠先生に、国立高崎病院では土屋
幸彦先生、竹内秀夫先生に研修指導を受け、大変勉
強になりました。その後、館林厚生病院・公立藤岡総
合病院・国立高崎病院に勤務し、昭和 55 年に群馬大
学に戻りましたが、昭和 57 年 10 月国立高崎病院に救
命救急センターが併設され、循環器科領域を担当する
ことになり転出。翌年に群馬大学から同級生の佐々木
豊志医師が赴任し、相談しながら対応してまいりまし
た。高崎病院は高崎市および高崎市医師会（牧元弘
之会長・釜萢敏副会長）の御支援により平成 21 年に
新病院が竣工、国立病院機構高崎総合医療センター
に改称、病院機能の充実が図られました。平成 24 年
同センターを退職しましたが、多くの方々に支えていた
だいたことに心より感謝申し上げます。微力であります
が、諸先輩が築いてこられた財団の健全な運営に寄与
できるように努力したします。皆様方のご指導を宜しく
お願い申し上げます。

令和４年度書籍発刊に
向けて

監事就任のご挨拶

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
監事　金澤　紀雄（昭49卒）

《 新ロゴマーク 》 《コンセプト》
　群馬健康医学振興会（GFMHS）のアルファ
ベットをベースとし群馬県の自然景観のシン
ボルである利根川の流れと上毛三山をイメー
ジし当財団公益目的事業 3 項目
①研究助成事業、②書籍発刊事業、③講師派
遣事業を 3 色で表現した
　このロゴマークにより広く県民の健康増進
のための公益的事業を推進することを目的と
する当財団が今後も県下の保健・医療及び福
祉等に寄与する姿勢を表現するものである
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財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

　本年 6 月に公益財団法人群馬健康医学振興会の評
議員にご選任いただきました。本振興会は「県民の健
康増進に係る公益事業推進」を目的に設立されました。
これまで、多くの事業で大きな成果を挙げられてきた
本財団に評議員として参画する機会をいただいたこと
に感謝申し上げます。
　私は昭和 54 年に群馬大学卒業後整形外科に入局し
ました。群馬大学医学部附属病院、群馬中央総合病
院や国立高崎病院（名称が現在変わっています）等に
勤務し、昭和 63 年から約 2 年間、デトロイトにある
米国ミシガン癌財団研究所でポスドクとしてがんの転
移の基礎研究をしました。帰国後は、整形外科学教

　令和 2 年度より、群馬健康医学振興会の評議員をさ

せていただくことになりました宮久保眼科院長宮久保

純子です。

　私は昭和 53 年に群馬大学眼科学教室に入局し、現

在は前橋市荒牧町で眼科診療所の院長をしておりま

す。宮久保眼科は平成 5 年に宮久保寛とともに開業し

ましたが、一般外来診療のほか、主に白内障手術や

涙目の治療として涙道内視鏡による手術を行ってきまし

た。群馬健康医学振興会は昭和 54 年にスタートした

とのことで、眼科医としてスタートしての年月とほぼ同

じ年月を、多くの先生方に支えられて活動し、発展さ

室に戻り、基礎研究を続けながら、骨軟部腫瘍の臨
床では PET の有用性、患肢温存術の骨再建について
研究をしました。平成 17 年にチーム医療教育の充実し
た保健学科に異動し、平成 25 年保健学研究科長を
務めていた時に群馬大学が多職種連携教育の WHO 
Collaborating Centre に認定されました。医療安全の
基本である多職種連携マインドの育成は医学科教育に
も取り入れられています。県医師会理事として平成 30
年 6 月からは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、令和元年から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、WHO や厚生労働省と連携しながら医療安全文
化の醸成を考えています。本年 3 月群馬大学退任後は
鈴木忠理事長の後任で高崎健康福祉大学・保健医療
学部長を務めています。本振興会の更なる発展に少し
でも寄与できればと思っております。皆様のご指導をど
うぞよろしくお願い申し上げます。

れてきたことを思うと感慨深いです。

　当振興会はスタート以来、年に 6 名〜 8 名の若い先

生方の研究の助成や県内の健康医学講演会への講師

派遣、県民に向けて概ね 5 年に一度の医療情報や医

学の進歩についての書籍発行事業を行い、平成 30 年

からは海外留学などの助成も始めました。県民の健康

増進に向けてのこうした数々の事業が、群馬大学医学

部同窓会会員が当振興会の賛助会員となり、その年会

費と医師賠償責任保険の事務手数料によって賄われて

いることを誇りに思います。

　当会は理事長と理事、監事が理事会で年度の事業・

決算などについて話し合い、事業を分担執行し、評議

員会が評議員、理事、監事の選任と事業・決算などの

承認を行うという仕組みになっています。この評議員を

務めさせていただくことになり、任期の 4 年間、微力

ながらもお手伝いできたらと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。

評議員就任のご挨拶

評議員就任のご挨拶

公益財団法人群馬健康医学振興会
評議員　渡邊　秀臣（昭54卒）

公益財団法人群馬健康医学振興会
評議員　宮久保　純子（昭53卒）
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　岡邨　興一（平 13 卒） 医学部附属病院整形外科　
講師

【昇　任】
平成 31 年 4 月 1 日
　西郡　秀和（平 5 卒） 福島県立医科大学ふくしま

子ども・女性医療センター
発達環境医学分野　教授

令和 2 年 9 月 1 日
　前嶋　明人（平 6 卒） 埼玉医科大学総合医療セン

ター腎・高血圧内科　教授
　宮崎　将也（平13卒） 埼玉医科大学総合医療セ

ンター画像診断科核医学科　
教授

令和 3 年 4 月 1 日
　洲鎌　秀永（平 3 卒） 国際医療福祉大学基礎医学

研究センター　教授

役員会だより

第8回役員会 （令和2年11月 26日）

出席者　白倉会長　他 16 名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．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２年度退任教授記念送別会について
３．学術集会補助金について
４．会報編集状況について
５．その他

第9回役員会 （令和2年12月17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．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

第1回役員会 （令和 3年1月 28日）

出席者　白倉会長　他 18 名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．その他
協議事項
１．令和 2 年度卒業生に対する記念品について
２．学術集会補助金について
３．会報編集状況について
４．その他

【昇　任】
令和 2 年 10 月 1 日
　長嶋　和明（平７卒） 医学部附属病院脳神経内科　

講師
令和 2 年 12 月 1 日
　松村　　望（平 18 卒） 大学院医学系研究科病態

病理学分野　講師
令和 3 年 1 月 1 日
　飯塚　陽一（平 11 卒） 大学院医学系研究科整形

外科学分野　准教授
令和 3 年 2 月 1 日
　河村　英将（平 15 卒） 重粒子線医学研究センター　

教授

今年の春は駆け足で訪れ、桜もここ
ろなしか早く満開を迎えました。桜

は盛りの夏に次の春に咲く花芽をつけ、花芽は親木に
守られて冬を迎えます。冬に気温が 3℃から10℃の低
温にさらされることおよそ 60 日、花芽は休眠から覚め
て成長しはじめます。寒さは花芽の休眠打破に不可
欠なのだそうです。最初の 1 輪が咲き始めると、先に
咲いた花も全部の花が咲くまでがんばっているために、
全木満開を迎える桜花。本会報を彩る先輩方に支えら
れ、わたしたち次の世代、そしてこの春もまた同窓に
加わる後輩たちによって、今後もさらなる発展を迎える
母校でありますように。 （星野　綾美）

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）、大玉浩嗣（6 年）、佐藤
聖佳（6 年）、中里優理（4 年）、大津圭吾（3 年）、中
島拓海（3 年）、成瀬豊（事務局）、清水ちとせ（事務局）

編集委員

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37年卒 助川勇四郎先生（令和元年 8 月23日逝去）
昭和32年卒 池田　力雄先生（令和 2 年 6 月 6 日逝去）
昭和41年卒 川尻　敦夫先生（令和 2 年 6 月20日逝去）
昭和26年卒 有坂　篤行先生（令和 3 年 1 月28日逝去）
昭和35年卒 富岡　　進先生（令和 3 年 2 月 2 日逝去）
昭和49年卒 菅野　倍志先生（令和 3 年 2 月 6 日逝去）
昭和34年卒 青木　國幸先生（令和 3 年 2 月22日逝去）
昭和37年卒 川島柳太郎先生（令和 3 年 2 月28日逝去）

受賞
　日本医師会「最高優功賞」
　　　　　高玉　真光（昭36院）

学学 内内 人人 事事

学学 外外 人人 事事




