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【日時】

第１日 平成26年９月25日（木）13：00～　群馬大学医学部刀城会館

第２日 平成26年９月26日（金） 8：50～　群馬大学医学部刀城会館

【特別講演】

日本内科学会認定総合内科専門医認定更新２単位

【特別講演・同窓会推薦講演・ワークショップ】

日本医師会生涯教育講座指定公開講座

【特別講演・ワークショップ】

群馬大学大学院医学系研究科指定大学院講義

【特別講演Ⅰ・Ⅱ】

群馬大学大学院保健学研究科指定大学院講義

【特別講演・同窓会推薦講演・ワークショップ】

群馬大学医学部医学科１年生指定講義

第61回 北関東医学会総会のご案内 第61回 北関東医学会総会のご案内 

同窓会総会と教授の会のご案内  同窓会総会と教授の会のご案内  

教授の会
【日　時】 平成26年10月18日（土）16：00～

【場　所】 群馬大学医学部刀城会館

【次　第】

同窓会長挨拶

１．近況報告について

２．その他

総　会
【日　時】 平成26年10月18日（土）17：00～

【場　所】 群馬大学医学部刀城会館

【議　題】

第１号議案　　平成 2 5年度事業報告について

第２号議案　　平成 2 5年度会計決算報告について

第３号議案　　平成 2 6年度事業計画について

第４号議案　　平成 2 6年度会計予算について

その他

１）地域医療貢献賞の表彰

２）推薦講演者への感謝状授与

３）その他

懇親会
「総会」及び「教授の会」による合同懇親会

【日　時】 平成25年10月18日（土）18：00～

【場　所】 群馬大学医学部刀城会館

【会　費】 5,000円



群馬大学医学部刀城クラブ会報第235号 平成26年(2014年)９月10日　

－ 3 －

第61回北関東医学会総会プログラム

【開会】 午後１時00分

【ポスター展示】 11：30～17：55

【一般演題Ａ（ポスター発表）】

セッション１　13:05～13:40

座長　石崎　泰樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）

１．神経興奮を調節する特殊なアストロサイトサブ

タイプとTRPV4チャネル

水野早紀、石崎泰樹、柴崎貢志（群馬大院・

医・分子細胞生物学）

２．サイトメガロウイルス角膜内皮炎の in vitro感染

モデルの確立と感染様式の検討

細貝真弓１, ２、井上照基１, ３、島伸行４、中谷陽子１、

松島千賀１、秋山英雄２、岸章治２、磯村寛樹１（１

群馬大院・医・分子予防医学）（２ 群馬大医・附

属病院・眼科）（３ 群馬大院・医・病態制御内科

学）（４東京大学大学院医学系研究科眼科学）

３．群馬大学における多光子励起レーザー顕微鏡の

運用実例

高鶴裕介１、金子涼輔２、鯉淵典之１（１ 群馬大

院・医・応用生理学）（２ 群馬大院・生物資源セ

ンター）

４．オリゴデンドロサイト前駆細胞の生存・増殖は

脳微小血管内皮細胞由来のエクソソームにより促

進される

倉知正１、飯島圭哉２、好本裕平２、三國雅彦３、石

崎泰樹１（１ 群馬大院・医・分子細胞生物学）（２

群馬大院・医・脳神経外科学）（３ 群馬大院・

医・神経精神医学）

５．小脳のオリゴデンドロサイト分化におけるＦＧ

Ｆ－２の作用

成瀬雅衣、柴崎貢志、横山就一、倉知正、石崎泰

樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）

６．Effects of Sodium Selenite Supplementation

on the Formation of Preβ-high-density

Lipoprotein in Human Primary Hepatocytes

Mirasari Putri１、Chiho Yamazaki１、Mas Rizky

A.A. Syamsunarno２、Irma Melyani Puspitasari１, ３、

Rizky Abdulah３、Satomi Kameo１、Tatsuya

Iso２、Masahiko Kurabayashi２ and Hiroshi

Koyama１（１ Department of Public Health,

Gunma University Graduate School of

Medicine）（２ Department of Medicine and

Biological Science, Gunma University Graduate

School of Medicine）（３ Department of

Pharmacology and Clinical Pharmacy, Faculty

of Pharmacy, Universitas Padjadjaran,

Indonesia）

７． Impact of Nutritional Education on

Knowledge and Attitude of Iodine Deficiency

Disorders of Posyandu Cadres in Malang

District, East Java Province, Indonesia

Lilik Handayani１, ２、Chiho Yamazaki１、Satomi

Kameo１ and Hiroshi Koyama１（１ Department

of Public Health, Gunma University Graduate

School of Medicine）（２ Department of Public

Health, Faculty of Medicine, Universitas

Padjadjaran, Indonesia）

セッション２　13:45～14:15

座長　伊藤　一人（群馬大院・医・泌尿器科学）

８．上顎骨に発生したjuvenile trabecular ossifying

fibromaの１例における病理組織学的検討

関麻衣１, ２、佐野孝昭２、清水進一２、平戸純子３、

横尾聡１、小山徹也２（１ 群馬大院・医・顎口腔科

学）（２ 群馬大院・医・病理診断学）（３ 群馬大

医・附属病院・病理部）

９．発見が遅れたために重篤化した全身麻酔後顎関

節脱臼の１例

小杉謙介、神戸智幸、武者篤、高山優、牧口貴哉、

宮崎英隆、横尾聡（群馬大院・医・顎口腔科学）

10．群馬大学における保険認可後の乳房再建治療戦

略～一次二期再建の増加に伴って～

牧口貴哉１、堀口淳２、高他大輔２、長岡りん２、佐

藤亜矢子２、藤井孝明３、時庭英彰２、樋口徹２、内

田紗弥香２、坪井美樹２、桑野博行３、横尾聡１、竹

吉泉２（１ 群馬大院・医・顎口腔科学）（２ 群馬

大院・医・臓器病態外科学）（３ 群馬大院・医・

病態総合外科学）

11．Factors Influencing Private Practitioners’

Willingness to Report Tuberculosis Cases

Anneke Rosma１, ２、Chiho Yamazaki１、Satomi

Kameo１ and Hiroshi Koyama１（１ Department

of Public Health, Gunma University Graduate

School of Medicine）（２ Department of Public

Health, Universitas Padjadjaran, Indonesia)

12．腱板修復術は変形性肩関節症の進行を防げる

か？

佐々木毅志１、山本敦史１、設楽仁１、一ノ瀬剛１、

第１日　平成26年９月25日（木）

群馬大学医学部刀城会館
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下山大輔１、小林勉２、大澤敏久３、高岸憲二１（１

群馬大院・医・整形外科学）（２ 高崎健康福祉大

学）（３国立病院機構高崎総合医療センター）

13．呼称課題におけるオノマトペヒントの有効性に

ついての検討

高城壮登１、山崎恒夫２（１ 群馬大医・附属病院・

リハビリテーション部）（２ 群馬大院・保・リハ

ビリテーション学）

セッション３　14:20～14:50

座長　村上　　徹（群馬大院・医・機能形態学）

14．Influencing Factors to Participation of

Posyandu for Improving Nutritional Status of

Children Under-Five in Aceh Utara District,

Aceh Province, Indonesia

Cut Nazri１ , ２、Chiho Yamazaki１、Satomi

Kameo１、Dewi MDH２、Nanan Sekarwana２

and Hiroshi Koyama１（１ Department of

Public Health, Gunma University Graduate

School of Medicine）（２ Faculty of Medicine,

Universitas Padjadjaran, Indonesia)

15．Trimethylamine-N-oxide（TMAO）感知応答

システムTor系による腸管出血性大腸菌O157のホ

スホマイシン耐性誘導

倉林久美子１、平川裕子３、谷本弘一３、富田治芳２, ３、

平川秀忠１（１ 群馬大・先端科学者育成ユニット）

（２ 群馬大院・医・細菌学）（３ 群馬大院・附属

薬剤耐性菌実験施設）

16．Exophilin8 遺伝子改変マウスを用いたインス

リン分泌制御機構の解析

范福順、松永耕一、泉哲郎（群馬大・生調研・遺

伝生化学分野）

17．リン酸化特異的HORMAD1抗体の作製と対合

不全により誘導されるリン酸化の同定

向後寛、菊池悠佳、山口亮、向後晶子、澤井信彦、

松崎利行（群馬大院・医・生体構造学）

18．アぺリンによる強皮症の皮膚線維化の制御機構

横山洋子、茂木精一郎、石川治（群馬大院・医・

皮膚科学）

19．皮膚虚血再灌流障害におけるMFG-E8の役割

内山明彦、山田和哉、荻野幸子、横山洋子、竹内

裕子、石川治、茂木精一郎（群馬大院・医・皮膚

科学）

【一般演題Ｂ（ポスター発表）】

セッション４　13:05～13:30

座長　横尾　英明（群馬大院・医・病態病理学）

20．口腔扁平上皮癌の予後予測における18F-FDGお

よび18F-FAMTPETの有用性

金舞１、樋口徹也２、有坂有紀子３、福島康宏３、宮

崎英隆１、対馬義人２、横尾聡１（１ 群馬大院・

医・顎口腔科学）（２ 群馬大院・医・放射線診断

核医学）（３群馬大医・附属病院・放射線部）

21．口腔癌に対する放射線薬物療法中に発症した頭

蓋内合併症の２例

清水崇寛、高山優、武者篤、牧口貴哉、宮崎英隆、

横尾聡（群馬大院・医・顎口腔科学）

22．Protection of Sodium Selenite Supple-

mentation on Normal Human Esophageal

Cells（CHEK-1）in Radiotherapy

Irma M. Puspitasari１, ２、Chiho Yamazaki１、

Rizky Abdulah２、Mirasari Putri１、Satomi

Kameo１、Takashi Nakano３ and Hiroshi

Koyama１（１ Department of Public Health,

Gunma University Graduate School of

Medicine）（２ Department of Pharmacology

and Clinical Phamacy, Faculty of Pharmacy,

Universitas Padjadjaran, Indonesia）（３

Department of Radiation Oncology, Gunma

University Graduate School of Medicine)

23．頭頸部重粒子線治療における口腔粘膜炎発症線

量の解析

武者篤１, ２、島田博文１、白井克幸１、齋藤淳一１、

横尾聡２、近松一朗４、鈴木義行３、大野達也１、中

野隆史１, ３（１ 群馬大・重粒子線医学研究センター）

（２ 群馬大院・医・顎口腔科学）（３ 群馬大院・

医・腫瘍放射線学）（４ 群馬大院・医・耳鼻咽喉

科・頭頸部外科学）

24．Ablation Rate and Thyroglobulin Decrease

after Low-dose 131I in Differentiated Thyroid

Carcinoma Post-total Thyroidectomy

Duong Duc Binh１ 、 Tetsuya Higuchi１ 、

Arifudin Achmad１、Takahito Nakajima２、

Ayako Taketomi-Takahashi１ and Yoshito

Tsushima１（１ Department of Diagnostic

Radiology and Nuclear Medicine, Gunma

University Graduate School of Medicine）（２

Department of Molecular Imaging, Gunma

University Graduate School of Medicine）

セッション　5 13:35～14:10

座長　牛久保美津子（群馬大院・保・看護学）

25．造血幹細胞移植患者に対する口腔ケアの有用性

高山優、武者篤、栗田美子、藤村季子、横尾聡

（群馬大院・医・顎口腔科学）

26．口腔腫瘍切除再建後のICU管理
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伊藤佑里子（群馬大院・医・顎口腔科学）

27．口腔癌に対するS-1隔日投与法による有害事象

軽減効果に関する検討

小川将、高山優、小板橋敦、宮崎英隆、横尾聡

（群馬大院・医・顎口腔科学）

28．把持物品の種類によるリーチ動作時の運動制御

の変化

書上大輝１, ２、山崎恒夫１、李範爽１（１ 群馬大院・

保・リハビリテーション学）（２ 群馬大医・附属

病院・リハビリテーション部）

29．緊急入院した筋萎縮性側索硬化症者が転院する

までの過程の分析

市川幸恵１、牛久保美津子２、中川裕３、猪熊綾子１、

冨田千恵子１（１ 群馬大医・附属病院・患者支援

センター）（２ 群馬大院・保・看護学）（３ 群馬

大医・附属病院・看護部）

30．先天性中枢性低換気症候群における呼吸管理と

発達予後について

緒方朋実１、村松一洋１、苛原香２、小沢浩３、荒川

浩一１（１ 群馬大院・医・小児科学）（２ 島田療

育センター小児科）（３ 島田療育センターはちお

うじ）

31．看護職交替・非交替勤務者の唾液中メラトニン

測定と分泌の変動比較

鬼塚陽子、根岸好男、加藤千津子、林邦彦、嶋田

淳子（群馬大院・保・生体情報検査科学）

セッション６　14:15～14:55

座長　富田　治芳（群馬大院・医・細菌学）

32．神経幹細胞分化に伴う転写活性依存的な遺伝子

座核内空間配置変換のメカニズム

伊藤謙治、魚崎祐一、野口東美、荒川浩一、滝沢

琢己（群馬大院・医・小児科学）

33．ニューロンにおける遺伝子座核内配置への

LaminB1発現の影響

野口東美、伊藤謙治、魚崎祐一、荒川浩一、滝沢

琢己（群馬大院・医・小児科学）

34．低pH環境下でのヒト気道上皮細胞におけるム

チン産生増強機構の解明

オロソー　ソロンゴ、滝沢琢己、荒川浩一（群馬

大院・医・小児科学）

35．ラット白質梗塞に対する脳微小血管内皮細胞移

植時のオリゴデンドロサイト系譜細胞の動態解析

飯島圭哉１、倉知正２、好本裕平１、三國雅彦３、石

崎泰樹２（１ 群馬大院・医・脳神経外科学）（２

群馬大院・医・分子細胞生物学）（３ 群馬大院・

医・神経精神医学）

36．悪性リンパ腫におけるR-CHOP療法によるT細

胞サブセットの変動―第２報―

永井清絵、長嶋友海、木村恵、黒田裕子、後藤七

海、笠松哲光、湊雄介、小磯博美、半田寛、齋藤

貴之、村上博和（群馬大院・保・生体情報検査科

学）

37．骨髄異形成症候群におけるIL-10 -592遺伝子多

型解析

中重友理香、廣田悠里、笠松哲光、後藤七海、黒

田裕子、木村恵、永井清絵、新田恭浩、金子文香、

須田いつみ、増田裕太、高橋範行、井上まどか、

ノルジマー　バトチメグ、湊雄介、半田寛、齋藤

貴之、村上博和（群馬大院・保・生体情報検査科

学）

38．子宮筋腫と子宮内膜症に関連する一塩基多型

（SNP）の検討

冨吉賢作１、北原慈和２、岸裕司３、峯岸敬２、林邦

彦１、嶋田淳子１（１ 群馬大院・保・生体情報検査

科学）（２ 群馬大医・附属病院・産科婦人科）（３

群馬大医・附属病院・周産母子センター）

39．特発性血小板減少性紫斑病におけるPARP1

Va1762A1a遺伝子多型解析

新田恭浩、齋藤貴之、後藤七海、ノルジマー　バ

トチメグ、高橋範行、増田裕太、須田いつみ、金

子文香、木村恵、黒田裕子、永井清絵、笠松哲光、

湊雄介、半田寛、村上博和（群馬大院・保・生体

情報検査科学）

【特別講演Ⅰ】 15:00～15:40

座長　牛久保美津子（群馬大院・保・看護学）

東日本大震災被災地における子どもの健康課題―

被災地学校訪問から―

佐光恵子（群馬大院・保・看護学）

【特別講演Ⅱ】 15:45～16:25

座長　佐藤　由美（群馬大院・保・看護学）

癒し技法としてのタッチの看護への活用

近藤浩子（群馬大院・保・看護学）

【特別講演Ⅲ】 16:30～17:10

座長　石崎　泰樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）

Olig2と脳腫瘍の病理診断

横尾　英明（群馬大院・医・病態病理学）

【特別講演Ⅳ】 17:15～17:55

座長　好本　裕平（群馬大院・医・脳神経外科学）

難治性神経疾患克服を目指して

池田佳生（群馬大院・医・脳神経内科学）
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【ポスター展示】 8：50～16：00

【同窓会推薦講演Ⅰ】 8:50～9:30

座長　鯉淵　典之（群馬大院・医・応用生理学）

学校や職場におけるメンタルヘルスの理論と応用

竹内一夫（群馬大・大学教育・学生支援機構・健

康支援総合センター）

【同窓会推薦講演Ⅱ】 9:30～10:10

座長　依藤　　宏（群馬大院・医・機能形態学）

人体解剖とCTの統合による先駆的医学教育

村上徹（群馬大院・医・機能形態学）

【ワークショップ】 10:15～11:45

ふぞろいの遺伝子たち

座長　岩脇　隆夫（群馬大・先端科学者育成ユニット）

平川　秀忠（群馬大・先端科学者育成ユニット）

１．ふぞろいの遺伝子たち：プレリュード

平川秀忠（群馬大・先端科学者育成ユニット）

２．DNAメチル化酵素 DNMT

河野大輔（群馬大・先端科学者育成ユニット）

３．自閉症関連遺伝子CAPS2

定方哲史（群馬大・先端科学者育成ユニット）

４．群馬大学で名付けられた遺伝子，IRE1

岩脇隆夫（群馬大・先端科学者育成ユニット）

５．腎臓における水チャネル

松崎利行（群馬大院・医・生体構造学）

【評議員会･総会】 12:10～13:15

群馬大学医学部刀城会館

【奨励賞受賞講演】 13:30～14:50

座長　高岸　憲二（群馬大院・医・整形外科学）

脊椎脊髄病に伴う慢性疼痛および神経障害の病態

解明

飯塚陽一（群馬大院・医・整形外科学）

座長　秋山　英雄（群馬大医・附属病院・眼科）

硝子体の成分解析と画像診断

板倉宏高（前橋赤十字病院眼科）

座長　石川　　治（群馬大院・医・皮膚科学）

分泌蛋白質MFG-E8による皮膚創傷治癒の制御

内山明彦（群馬大院・医・皮膚科学）

座長　佐藤　哲郎（群馬大医・附属病院・内分泌糖

尿病内科）

原発性アルドステロン症における病態と原因解明

中島康代（群馬大医・附属病院・医療人能力開発

センター）

【優秀論文賞受賞講演】 14:55～15:15

座長　石崎　泰樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）

脊髄小脳変性症―ミクログリア動態に対する運動

効果の検討―

須藤奈々（群馬大院・医・神経生理学）

【特別講演Ⅴ】 15:20～16:00

座長　徳永　文稔（群馬大・生調研・分子細胞制御

分野）

受精と胚発生における膜トラフィックの新たな生

理機能

佐藤健（群馬大・生調研・細胞構造分野）

第２日　平成26年９月26日（金）

群馬大学医学部刀城会館

改修前の基礎講義棟ロビー
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群馬大学は、文部科学省　大学教育・学生支援推

進事業【テーマＡ】大学教育推進プログラムの「人

体解剖とCTの統合による先駆的医学教育」に平成

21～23年度まで取り組み、その後もこれを継続し

ている。この取り組みは、人体解剖実習に画像診断

学の学習を組み合わせ、先鋭化する先進医療に対応

できる解剖学教育を行おうとするものである。遺体

はCT撮影後に固定・保存する。CT画像を学生に

配布し、解剖実習中に実物とそのCT画像とを比べ

ながら学習させる。これにより人体構造の立体的理

解と画像診断力の早期向上を図る。画像診断学の授

業、ソフトウエア取り扱いの講習、画像と遺体とを

比較検討する課題などを適宜実施する。平成21年度

は実習時の画像参照にパソコンを用いたが、平成22

～23年度にはOsiriXを入れたiPod touchを各学生

に貸与した。また、平成24年度から iPadを導入し

た。各年度ごとに各種調査・測定をとりまとめた。

学生からはこの取り組みについて高評価を得てお

り、４年生のシナリオチュートリアルでは学生の読

影力の向上がみられた。このような取り組みは国内

外に前例なく、本学の成果が解剖学教育の改善に広

く役立つものと期待している。

群馬大学大学院医学系研究科
機能形態学

准教授　村上　　徹（昭62卒）

人体解剖とＣＴの統合による
先駆的医学教育

1 9 8 0～9 0年代にかけて確立されたEBM

（Evidence-Based Medicine）の流れはメンタルヘ

ルス領域にも浸透し、精神保健疫学（Psychiatric

Epidemiology）を促進することとなった。大規模

集団に対して多段階スクリーニングを用いる精密な

疫学的方法論が米国を中心に進められた。例えばテ

キサス大学のRobertsらは、数万人規模の地域住民

を対象に質問紙と訓練された面接者による構造化面

接とを組み合わせた2段階スクリーニングを行うこ

とにより、うつ状態や自殺のリスクにおける交差文

化的な差異を疫学的に明らかにして来た。

残念なことにわが国においてはこうした

community-baseの大規模な精神保健調査を実施す

ることが困難であった。ただし産業分野においては、

1990年代に導入された米国労働安全研究所

（NIOSH）の職場ストレスモデルによる質問紙調査

が普及し、その簡易版が来年より改正施行される労

働安全衛生法においても推奨されるなど、一定の成

果が得られている。

一方、産業現場と同様に集団のメンタルヘルス把

握のニーズの高い学校保健領域においては、種々の

方法が試されているもののいまだに確立されたスク

リーニングプログラムは普及していない。

現在、メンタルヘルス調査の全般的な潮流として、

より複雑なモデルに基づく詳細な情報の収集を目指

す方向と、むしろ可能な限り簡便化することにより

反復された情報の収集を目指す方向の二つが見られ

る。

今回、私自身が関与してきた上記2つの分野の精

神保健疫学調査について紹介する。いずれもメンタ

ルヘルスの好悪の判断にうつ状態評価尺度を用いて

おり、自殺予防の大目標が設定されている。一つは

産業保健分野において群馬県下で1998年から現在

まで複数回実施されてきたNIOSHモデルの職場スト

レス調査結果であり、もう一つは学校保健分野にお

ける簡便なスクリーニングプログラムの実用化に向

けて進められている最新調査の経過報告である。

群馬大学健康支援総合センター

教授　竹内　一夫（昭60卒）

学校や職場における
メンタルヘルスの理論と応用

第61回北関東
医学会総会  同　窓　会　推　薦　講　演 同　窓　会　推　薦　講　演 

iPad上のCT画像と比較しながら解剖を進める
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水 
芭 
蕉 

女性医師シリーズ　 42

水芭蕉を読むと、女性の先輩後輩の皆様が色々

な困難に直面しながらも医師として歩んで来られ

た様子がうかがわれます。今回、原稿依頼を頂き、

私に何か書けるかなとだいぶ悩んでしまいまし

た。今も、女性は男性以上に周囲の状況によって

働き方が変わってしまうということが多いように

思います。そこで、これからの若い先生の参考に

なればと、私のこれまでの働き方を書いてみたい

と思います。

卒業と同時に眼科に入りました。今とは違い、

70％は母校に残る時代でしたので、ほぼすべて

の診療科に同級生がいるという状況でした。眼科

を選んだのは、直接病変が見られるのでわかりや

すいのではないかと思ったこと、手術をやってみ

たいという気持ちが強かったからでした。当時の

教授は元帥と呼ばれていた清水弘一先生でした。

眼科は女性がほとんどおらず、３年先輩の先生一

人しか大学にはいらっしゃらない状況でしたから

（産休中の先生が一人いましたが）、女性の入局は

敬遠されているのではないかと噂されていまし

た。でも、教授室に「眼科に入りたいです」とお

願いに行くと、清水先生が笑顔で迎えて下さいま

した。

最初の２年間は研修医として、その後１年は医

員として附属病院で働きました。眼科の診療は、

専門的な手技を身につけないとできません。眼表

面や眼内の所見がとれるようになるには、眩しが

る患者さんをひたすら診察させてもらうほかあり

ません。何とか一人で患者さんの所見をとり、上

医診察で指導を受けます。秋には当直や関連病院

での外来業務も行うようになりました。忙しい毎

日でしたが、眼科診療の基礎を身につけた充実し

た時期でした。また、３年間大学にいたおかげか、

白内障手術以外の手術もさせて頂く機会に恵まれ

ました。研究グループは眼循環の臨床研究をして

いるところに所属し、学会発表を経験しました。

研修医の終わりに外科医である夫と結婚しました

が、お互い医師同士でしたので特に生活のリズム

を変えることはありませんでした。

４年目に関連病院に一人医長として勤めること

になりました。週２回先輩医師が手術の指導を兼

ねて一緒に診療してくれましたが、手術の準備や

人間ドックの眼底写真判定、病院での会議など全

て一人でやらねばなりません。スタッフとのコミ

ュニケーションの大切さもこの時に学んだように

思います。関連病院での２年目に３カ月半のお休

みを頂き長女を出産しました。産休や育休期間の

取り決めがなく、その時々の状況で決まる感じで

した。しかも、教室員の数に余裕がなく、育休を

十分にとることはできませんでした。復帰後は、

朝、７時半に子供を義母に託して出勤する日々で

した。乳飲み子ですので、哺乳瓶を受け入れてく

れなければ預けられません。復帰の１か月前から

哺乳瓶に慣れさせるようにしましたが、なんだか

切ない気持ちになりました。

６年目に大学に戻りました。夫や義父母、時に

は実母の協力が得られ、子供が健康であったので、

以前と変わらぬペースで外来診療、手術、当直と

忙しい日々を送りました。外科系の女性医師の場

合、出産・子育ての時期と手術を習得する時期が

重なることが問題になるように思います。私の場

合は、家族から全面的な支援を受けたことで、男

性医師と同様に様々な手術を経験できました。子

供と一緒にいる時間があまり取れなかったです

が、眠るときは一緒に過ごしましたから、時間的

には十分だと自分に言い聞かせておりました。次

女妊娠６カ月以降、当直を免除して頂いたことは

有難かったです。

その後、弱視・斜視外来を指導されていた非常

勤講師の先生から、斜視診療を専門としてやって

みないかとお誘いを頂きました。網膜硝子体疾患

で有名な大学で他分野を専門とする決断をするの

は迷いもありましたが、もともと興味がありまし

たし、「緊急手術がある分野ではないから、子育

てと両立しやすいのではないかしら」というお言

葉にも動かされ、斜視診療を専門とすることにな

りました。その後三女出産を経て、岸教授はじめ

職場の皆様と家族の支えで、学位を取得すること

もできました。

専門外来を持つようになって10数年が経ちま

した。斜視診療では治療によって、整容的改善や

複視の消失が得られたとき、患者さんやご家族が

大変喜んで下さいます。患者さんの嬉しそうな顔

を見るときに、本当にやりがいを感じます。今後

は、自分が身につけた知識と技術を若い先生に伝

えることにも力を注ごうと思っています。

眼科医として

附属病院眼科

池田　史子（平４卒）
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平成26年３月８日（土）に前橋テルサにおいて、

第57回日本リハビリテーション医学会関東地方会、

専門医・認定臨床医生涯教育研修会を開催させてい

ただきました。開催にあたり、群馬大学同窓会より

多大な支援を賜り、この場を借りて厚く御礼申し上

げます。

今回の学術集会は、県内外から多数のリハビリテ

ーションに関わる先生方にご参加いただきました。

プログラムは一般演題20題と、教育講演２題からな

り、一般演題においては、様々な分野からの発表に

関して活発な議論がなされ、非常に充実した内容と

なりました。教育講演は、中馬孝容先生（滋賀県立

成人病センターリハビリテーションセンター医療部

長）に「パーキンソン病のリハビリテーション」に

ついて、好本裕平先生（群馬大学大学院医学系研究

科脳神経外科学分野教授）に「脳卒中の診断と治療」

について、実際の臨床経験に基づいた最新の内容で

ご講演を賜り、大変貴重なお話を拝聴できました。

リハビリテーション医学会の関東地方会は、関東

地方のみでなく甲信越も含まれるため、交通の便の

問題もあり、最近は担当幹事の所属に関わらず東京

で開催されることが多いのが現状です。しかしなが

ら、今回医局員総出で演題を発表し、その後前橋で

打ち上げを行い、宿泊もされた都内の大学の医局も

あり、地方で開催を行うことで地域振興にも一役買

うことができるのではないかと感じました。

今回、地方会を無事に盛会のうちに終えることが

でき、参加していただいた同門の先生方をはじめ、

会の準備・運営に関わっていただいた関係者の方々

にはこの場を借りて御礼申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

第57回日本リハビリテーション医学会

関東地方会開催報告

附属病院リハビリテーション部

副部長 和田　直樹（平７卒） 前橋テルサを会場に、平成26年7月25日（金）、26

日（土）において開催されました、SST普及協会第

20回全国経験交流ワークショップin前橋につき報告

します。

SSTという言葉に会員の先生方には馴染みがない

かもしれませんが、本邦では社会生活技能訓練と主

に訳され、対人技術の向上の一技法として、精神保

健医療福祉関係者を中心に広まり、協会の会員数は

本年６月末現在個人会員1931名、賛助会員220名と

なっています。さらに矯正施設、教育現場でもSST

が活用され始めています。

このような状況を捉え、今回の大会では、「出会い、

広がり、そして社会へ」を大会テーマに、学校や企

業の場での活用、アルコール依存症、ひきこもり、

発達障害などを抱える人たちへの支援方法、などの

観点からSSTの有用性、可能性を検討しました。さ

らに高齢者の孤立や孤独などの社会問題に、協会と

してどう取り組んでいくか、群馬県ふれあいいきい

きサロン推進連絡会会長鈴森仁氏から高齢者サロン

活動の取り組みを紹介していただき、課題を参加者

で共有しました。

参加者は、会員205名、非会員113名、家族９名、

当事者６名の333名で、各分科会の「ゲートキーパー

養成研修」「ひきこもり支援者養成研修」「モジュー

ルの学習原理、７つの学習過程を学ぶ」「医療観察法

対象者とSST」「就労支援とSST」「学校の場でのSST」

「家族支援とSST」「発達障害者の理解と対応」「当事

者と家族に聞くSST」「うつ病をもつ人のための

SST－リワークプログラムから－」にそれぞれ30～

40名が参加し、熱心に研修が行われました。

当協会は本年１月１日付で一般社団法人化され、

丹羽真一先生（福島県立医科大学会津医療センター

精神医学講座　特任教授）が新会長になられ、大会

１日目に「SSTのこれから」と題し会長講演が行わ

れました。２日目には市民公開講座があり、後藤雅

博大会長（南浜病院院長）の講演の後、お笑いコン

ビ松本ハウスのコント、公演が行われ、300名を越す

人たちでにぎわいました。

群馬大学医学部同総会のご支援に感謝します。

学会報告（同窓会補助）

SST普及協会第20回全国経験交流
ワークショップin前橋の報告

群馬県こころの健康センター

所長 浅見　隆康（昭56卒）
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琉球大学医学部皮膚科学教室教授

上里　博 先生を訪ねて
稲葉　　遥（医学科５年）
岩崎　竜也（医学科５年）
伊藤　大貴（医学科３年）

今年３月に沖縄の３名の先生方にインタビューを

させていただきました。今回はお二人目の上里博先

生（琉球大学医学部皮膚科学教室教授）のインタビ

ューを紹介させていただきます。

学生：今日（2014年３月３日）はよろしくお願いし

ます。沖縄はとても暖かくびっくりしました。

先生：朝は25℃だったかな。今日は雨が降って天気

も悪くて皆さんには申し訳ない。

学生：確かに少し残念ですね。では、先生の大学時

代のお話をお聞かせいただけますか。

先生：僕が大学に入ったのは混乱していた時代で、

1972年には沖縄が本土へ復帰して米国の統治から日

本の統治になった。1971年、日本に着いた最初は電

車の乗り方もわからなかったし、沖縄と比べてまる

っきり風景が違いました。泊埠頭から鹿児島に米国

民政府のパスポートを持って船で１泊２日かけて移

動し、そして西鹿児島駅から品川駅まで急行列車で

移動をして、そこから前橋まで鈍行で行った。群馬

にたどり着くのには３日以上はかかったかな。

1971年に僕は群馬大学に入学しました。４月の桜吹

雪の中の入学式でしたね。桜の花びらが春風に舞い

踊っていて、とても幻想的で、僕は日本にいるのだ

と感激しました。その時代は教養のキャンパスが日

吉から今の荒牧に移転した直後で、荒牧の、あまり

建物がない広い田んぼの中に教養部がありました。

学生：受験するだけで３日以上かかるんですね。

先生：いや、本土での受験はなかったんだよ。祖国

復帰前の沖縄には国費・自費学生制度というのがあ

って、琉球政府と米国民政府が沖縄の医療を改善す

るために作った制度だった。当時は医療だけでなく、

教育や工学部の分野の人たちもいた。特に沖縄には

医学部がなかったので、医師が極端に少なく、沖縄

全体が医師過疎地で医師養成が急務だったと思う

（図14頁：慰霊碑）。医学学生は当初50名、僕らの時

は100名が沖縄での選抜試験を乗り越えて、そのあ

沖縄編２

上里先生の研究室にて
（左から、伊藤大貴、稲葉遥、上里博先生、岩崎竜也）
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と本土の大学医学部に２人から３人振り分けられて

いたんだ（1953年から日本政府援助による国費留学

制度があり、1980年に廃止されるまで、沖縄の国費

留学生（医学生以外も含む）は962名であった）。

学生：各地への配置は自分で決められるんですか？

先生：選抜試験の成績によりだいたい希望は聞いて

くれた。自分の成績がだいたいどれくらいか手応え

でわかるんだよね。そうすると、ひょっとしたら希

望聞いてくれるかなと思うとこに、どこの大学を希

望します、という感じでね。僕は関東の中に群馬県

があるなんて知らなかったから、「関東を希望します」

といったんだよね。関東には東京医科歯科とか千葉

大とかあるじゃない？当時は筑波大はなかったしね。

まぁ、希望がかなって群馬大学になったんだけど、

群大に入学してとてもよかったよ。友達にもたくさ

ん恵まれたしね。52卒の同級生が受験する前の１月

頃には合格がわかっていた。そして、本土に行くた

めにはパスポートが必要で、パスポートを支給され

て種痘のワクチンを受けてから、パスポートをもっ

て鹿児島に上陸した（図12、13頁：パスポート）。

パスポートがないと逮捕されちゃうんだよね。当時

は学生運動も盛んで、群大医学部の先輩（当時の中

核派）も泊港に無許可で上陸したことがあって逮捕

されていたんだよね。皆さんは同じ国内だから今日

来るときに那覇空港でパスポートのチェックで止め

られるとかなかったでしょ？当時の僕らはだいたい

２時間くらい港の沖で待って、そこでパスポートの

査証を受けて上陸していたんだよ。当時は無許可で

日本から沖縄に上陸してはいけないという法律があ

って、それが普通だったんだよ。誰かが作った理不

尽な法律はある意味、非常に怖いことがあるのね。

学生：気軽に沖縄に帰ることができなかったんです

ね。

先生：特に思想犯や犯罪者リストに載っていなけれ

ば自由に戻れるんだけど、それとは僕は違うけど簡

単には沖縄に帰れなかった。なんせ家からの仕送り

はほとんどない学生だったしね。飛行機になんて乗

ったことないし。帰郷の最初は夜行列車だったけど、

船の方が楽かもしれないと思ってね、２泊３日で。

泊港から晴海埠頭までね。でも、乗った船が湾口内

はいいけど沖に出ると揺れて、やっぱり汽車の方が

いいとなって、お金がかかるから夏休みにだけ帰る

しかなかった。友達は休みごとに帰っていてね。沖

縄に帰れないある夏休み、友達に誘われて静岡の友

達の実家で過ごしたことがあった。今考えるとひど

い、失礼なことをしたもんで、自分の家のように過

ごしたね。群馬からから持ってきた汚れた服を差し

出して「洗濯して！」、と友人のお母さんに渡してね、

礼儀を知らないし、社会通念も知らないしね。後で

知ったんだけど、その友達のお父さんは沖縄戦で沖

縄阿嘉島にあった海軍の特攻艇のお一人だったと聞

かされましたね。そのお父さんは沖縄では辛い思い

出がたくさんあったんだ。

学生：先生は学生時代何か部活に入られていたんで

すか？

先生：バレーボールクラブに少し入っていたんだけ

ど、先輩後輩の関係がいやでね。まぁ本質はずぼら

な性格かもしれない。早朝に起きて練習したりとか、

根がずぼらだから長続きしなかったんだよね。だか

ら普段は、僕は友達とワイワイ騒ぐだけ。

学生：何か大学時代思い出に残っていることは？

先生：海のきれいな沖縄出身なのに泳げないんだよ

ね。教養の体育の時間に水泳があって３メートルも

泳げないんだよね。それに同情した友達、河村君

（昭52卒 河村文夫氏：済生会宇都宮病院副院長〈麻

酔科〉）に、夏休みに誘われて、敷島のプールに連れ

ていかれてねぇ、彼の特訓で結局５メートルくらい

泳げたかな。まぁ実際はプールに浸かる感じだった

んだけど。

学生：小さい頃に海にはいかれなかったのですか？

先生：僕の父と沖縄戦で海軍従軍看護婦だった母も

「金槌」で、海は危ないとこだって教えられていたん

だよね。子供だけで海に行ったら死んでしまう可能

性もあるからね。僕は子供の頃に溺れた記憶もあっ

て、そのトラウマがあったのかな。沖縄の当時はプ

ールなんてのもないしね。また、自転車にも乗った

ことがなくて生まれて初めて買った手にした自転車

に乗れないもんだから約１時間かかって、日吉から

荒牧近くの川端町の寮まで嬉しくて、愛おしくてチ

ャリンチャリンとベルを鳴らしながら引きずって寮

まで歩いたね。でも、自転車は乗ってこそ能力を発

揮するんだけどね。自転車にうまく乗れないから、

最初はよく転んでいたよ。小さい頃の教育ってとて

も大事だね。60歳過ぎても泳げないんだから。幼小

時～高校や医学部に入った頃の教育ってとても重要

なんだよね。今こんなふうに皆さんからインタビュ

ー受けてるけどね、当時の学生の僕はまったくいい

かげんなもんだった。

学生：先生は一人暮らしをされていたんですか？そ

れとも寮に？

先生：最初は寮に入っていた。養心寮ではなくて５、

６名くらいの学生を相手にした個人の寮で、区切っ

た部屋があってね。食事はなくて、それまで食事を

自分で全く作らなかったから、結局インスタントラ

ーメンばっかりだった。学生生活は褒められた学生

じゃなかったなあ。友達も僕のことをそういうんだ

よね、数名以外は。学生の頃の話をされると逃げ出

したくなるね。また、沖縄出身ということで医学進

学過程のクラスの副議長なるものに選ばれてしまっ

て、それをやっていてね。当時授業料が月1000円だ

ったんだけど、３倍くらい値上げするって言うんで、

クラス討論会を開いたんだよ。それで、僕らは学生

だし発言権がないし我々の意見を反映するにはどう

すれがいいかという話になったんだよね。今考える

ととても短絡的だったんだけど、数名で考えて試験

をボイコットしようとなったんだよ。クラスの討論
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会で僕のやったことは変な議事の進め方でね、「賛成

者はいるか」って皆に聞かないんだよね、「反対者は

いるか～」って聞くんだよね。人の意見に反対する

ってとても勇気がいるから、誰も反対意見がなくて

ね。じゃあボイコットしようってなったんだけど、

蓋をあけたら真面目にボイコットしたのは３人（昭

53卒 末武教行君、石川正人君そして私）だけだった

んだよ。まぁみんな卒業したいし、何のために医学

部に入ったのかというのを皆ちゃんとわきまえてい

たんだよね。それはひどい議事進行のやり方でね。

今回のインタビュー受ける前はとっても気が重かっ

た。学生の頃のひどかったことをみんなに公表しな

ければいけないのかと。でも、あまりそのことをボ

ロクソに言う友達はいなかったけどね。それで、こ

れのせいで留年しちゃんだよね、建前は。本音は勉

強しなかったからなんだけどね。それからは、ずー

っと真面目に勉強しなきゃいけないっていう状況に

追い込まれてね、今のように、教授になってしまっ

た。僕は、生え抜きの学生ではなかったし、教授に

なるだろうと見込まれてそれで教授になれたという

経緯でもないから、今の医局員の状況をよく理解で

きるんですよ。眼を見張るような医局員もいれば、

サボりたいとか、実験したくないとか、勉強はいい

や、専門医を取得するだけでいい、バイトしてお金

稼ぎたいとか、とかね。それで、現在の医局員の願い

や進路は大体把握できる。昔のことを、全てネガティ

ブに考えなくていいと思いはじめているんですよ。

学生：留年の経験も生きて、今があるんですね。

先生：いやいや、そうではないですよ。留年はしな

いほうがいい。留年を勧めているのではないのよ。

あんまりインタビィアの皆さんに僕の個人的なこと

は話したくなかった。せっかく沖縄まで来た皆さん

の期待を裏切ることになり、みんなにがっかりされ

るんじゃないかと思ってね。

学生：群大の頃の授業で何か印象に残っていること

はありますか。

先生：僕はご高名な群大の先生方の授業を受け、と

ても幸せでしたね。数ある講義のなかでも特に印象

に残った先生方には、基礎の先生で解剖学の柴崎晋

先生、病理の大根田玄寿先生、臨床では第一内科の

小林節雄先生・小林功先生、第三内科の前川正先生、

神経内科の平井俊策放先生、眼科の清水弘一先生、

放射線科の新部英男先生・平敷淳子先生、皮膚科の

石川英一先生・齋藤義雄先生・服部暎先生などがお

られましたよ。例えば、大根田先生の講義のなかで、

「10～20年後には今の知識の1/10ほどが残り、ほと

んどが刷新されるであろう。諸君は教科書を書き換

えることをしなければいけない」というのがとても

印象的でしたね。大根田先生の熱意がとても僕ら医

学生に伝わりました。また、小林先生は今でいうベ

ッドサイトテーチングを桐生厚生病院でマンツウマ

ンで私に臨床の何たるかを教えてくれました。平井

先生の講義では講義内容を黒板にチョークで書くの

ではなく、今行っているようにプリントにして僕ら

に講義内容を伝えようとしていました。講義の準備

は大変だったと思いますが、当時の僕らは、恥ずか

しいことにそれに思いを馳せることをしませんでし

た。新部先生は放射線治療の講義で、酸素効果につ

いて腫瘍は低酸素状態になったら増殖するんだと話

をされていましたね。時代を先取りした新部先生の

発想だったと思います。今でいうHIF-1(hypoxia-

inducible factor-1)が関与するということだったので

はないかと思いますが。。。平敷先生は友人の末武君

（昭53卒 末武教行君：恵愛堂病院〈小児科〉）と私に

X線読影を個人的に教えていただいたことを覚えて

います。僕を教えて下さった先生方にはただただ頭

琉球列島米国民政府（United States Civil Administration of the Ryukyu Islands: USCAR）から発行された私のパスポート
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が下がるばかりです。僕に医学の何たるかを教えて

くださった先生方のことを思うと、現在の僕がやっ

ていることは、恥じ入るばかりなような気がします

よ。

学生：琉球大学の特色は何がありますか。

先生：沖縄は無医村が多いでしょ、離島が多くて。

住民の健康をカバーするのに離島巡回診療というの

があるんだよね。皮膚科はだいたい整形外科と一緒

でね。僕の巡回診療時は顕微鏡と住民に配る軟膏や

薬を持って、看護師・薬剤師・事務の人とチームを

組んで診療をするんだよね。小さい島を転々と船で

廻って、公民館に住民をあらかじめ呼んでね。同じ

ようなことをパキスタンやエクアドル・ペルーでも

行っているんだよ。先週も医局員の一人は北海道大

学獣医学部の先生（加藤大智先生）と一緒にエクア

ドルに３週間行って診療をしてきたんだ。まだ琉大

皮膚科は南米での診療を継続しているのね。アンデ

スやアマゾンの方に行って診察して医療を提供する

という、沖縄でやってきたことをただ海外でやって

いるだけなんだけどね。そこでは診療以外に、基礎

の先生が中心になって、媒介するリーシュマニア原

虫を採取して、どの地域にどんな種類のリーシュマ

ニア原虫がどれくらいの頻度で感染しているかを調

べたりしているんだよね。９・11の３年後に僕はパ

キスタンに行ってね、普通に銃を持ってスンニ派と

シーア派が市街戦をしてて怖かったね。実際、街中

で銃撃戦があって住民の人が店にワッと入って来て

避難していたよ。同じ国民が殺し合いをすることは

非常に悲しいことで、戦争はないようにしたいね。

今の中近東の状況を思うととても心が痛い。住民が

沢山殺されているからね。琉大では歯科口腔外科が

ラオスの方で口蓋裂の医療を提供したという歴史が

今も続いている。その他、東南アジアやアフリカで

マラリアなどの感染症を駆逐する医療保健教育を保

健学科の先生（琉大医学部卒 小林潤教授）がやって

いたりと、海外で一生懸命働いてる先生が琉大には

いるんだよね。

学生：海外で活躍される先生方がけっこういらっし

ゃるんですね。

先生：琉大医学部の謳い文句だからね、「南に開かれ

た大学」って。まぁ、どこの大学も個性をアピール

するために、そうなんだろうけどね。

ところで、僕を含め、人は自分の足元を見ない傾

向があるから皆さんあんまり母校を評価してない部

分もあるかもしれないけど、外からみると母校の群

馬大学医学部はとてもいいですよ、レベルが非常に

高いし。石川治教授が病院長の時に病院をリニュー

アルしたでしょ。アメニティも考慮されているし、

使い勝手がいいよね。琉大も築30年くらい経つから

そろそろ改築の準備をしなきゃね。10年後くらいに

は琉大医学部も新しくなるのかな。群大は随分建物

も大きく広くて、中で迷子になってしまうくらいだ

よね。重粒子線治療センターも新しくできてね、沖

縄でも沖縄県を中心に重粒子をって話があるんだけ

ど、どうなるのかなあ（インタビュー後、琉大医学

部および附属病院は返還予定の西普天間基地跡地へ

７～10年後に移転するとの内定が発表されました。

重粒子施設に関しては今だ不明のようです）。

学生：最後に群馬大学の学生へメッセージをいただ

けますか。

先生：遠い群馬からはるばる辺境の沖縄に来られた

今回のインタビィアの皆様は、はつらつとしていて

積極的で前向きな姿勢に感動しました。彼らと話を

していて、今後の群馬大学医学部の未来も明るいも
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糸満にある「沖縄戦殉職医療人」の慰霊碑とその横にある小さな「ひめゆりの塔」（ ）

のと確信いたしました。母校の発展を心から願って

おります。また、このインタビューを企画された刀

城会会報編集委員の先生方にも感謝いたしておりま

す。ところで、琉大医学部は以前と異なり、医学生

に授業の出欠を厳しくしたり、講義内容をプリント

して配布したりしています。医学生の中には講義で

使用したパワーポイントをコピーさせてくれないか

などと要求する強者もいます。現在は、医学生が教

員を評価し、教員は試験で学生を評価するなどお互

いが疑心暗鬼になっているような、医学生と教員の

関係が混乱している時代になったような気がします。

個々人の考えも多岐にわたるとは思いますが、誰に

責任があるのかを問うのではなく、お互いが責任を

共有し、両者が利害関係に陥らないような信頼関係

を構築することも大事ではないかと思っております。

勿論、現在のありようは時代の趨勢かもしれません

が、今一度、医学部の原点に立ち返り、医学として

の学問・医学教育の在り方などを模索する必要があ

るのかもしれないと愚考しております。定年まじか

の私から母校の群馬大学医学部在学中の若い医学生

に伝えたい事、期待する事のひとつでもあります。

ところで、琉球大学医学部皮膚科は、2014年３月現

在、他病院に出向している医局員を含めると医局員

総数は38名（大学内医師/大学院生と技官秘書：23

名と３名、学外出向医師：12名）です。沖縄県の皮

膚科医がさらに沖縄県民の医療の一端を担い、沖縄

から様々な皮膚科に関する情報を発信できればと心

から願っています。話は変わりますが、もし、皆様

に時間の余裕がありましたら、従軍米兵の沖縄戦当

時の出来事が書かれています本や沖縄の教師（仲宗

根政善氏）の本を読んでいただければ過去の沖縄、

あるいは日本の将来を考える一助になるかと思い、

下記に紹介したしました。

a デール マハリッジ（著）／藤井留美（訳）：日

本兵を殺した父-ピュリツァー賞作家が見た沖縄戦

と元兵士たち-、原書房、東京、2013.

s ジェームス・H. ハラス（著）／猿渡青児

（訳）：沖縄　シュガーローフの戦い―米海兵隊地

獄の７日間、光人社、東京、2007.

d 仲宗根政善：ひめゆりの塔をめぐる人々の手記、

角川ソフィア文庫、東京、1995.

……………………………………………………………

上里博先生は穏やかな口調で、ご自身の過去を振

り返りながら、話をしていただきました。インタビ

ュー後琉球大学の構内を案内していただき、講堂や

皮膚科病棟・研究室の見学をさせていただきました。

また、夕食もご一緒させていただき、インタビュー

とは別に色々とお話をさせていただきました。お忙

しい中にも関わらず、快くインタビューを引き受け

ていただき感謝いたします。次号では沖縄の３人目

の石内勝吾先生（琉大脳外科学教授 60卒）のインタ

ビューを紹介させていただきます。

d

d
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この度、平成26年４月１日付で、スキルラボ部

門の助教に着任致しました。今回は、着任のご挨拶

とともに、最近のスキルラボセンターについてご紹

介させていただきます。どうぞよろしくお願い致し

ます。

私は臓器病態外科学教室に所属しており、専門は

消化器外科です。これまでは学生や研修医に対する

糸結びや縫合と言った外科手技実習や、内視鏡シミ

ュレータを用いた実習などでスキルラボセンターを

利用させていただく「利用者」の１人でした。週に

１回はスキルラボセンターに出入りしており、スキ

ルラボセンターの中のことは比較的良く知っている

つもりでおりました。そんな私が、スキルラボセン

ターのスタッフとなり一番驚いたのが、何と言って

もシミュレータの種類の多さです。現在スキルラボ

センターが所有するシミュレータは80種類にも及

びます。３月に導入された手術支援ロボット「ダヴ

ィンチ」のシミュレータである「ダヴィンチトレー

ナーSi」や、救命救急講習には欠かせない高性能模

擬患者シミュレータである「シムマン」、内視鏡手

術シミュレータ「LapVR」など大型のシミュレー

タから、採血・静脈穿刺、縫合、気道確保、導尿、

吸引と言った基本手技トレーニングのためのシミュ

レータに至るまで、その種類は多岐にわたります。

また、カテーテルを用いた血管内治療のシミュレー

タ「VIST-C」や中耳の手術トレーニングが3Dでで

きる「VOXEL-MAN｣、分娩シミュレータ「ソフィ

ー」・「SIM-ONE」、歯科治療のシミュレータ「デ

ントシム」と言った、それぞれの診療科に特化した

シミュレータも多く設置されており、スキルラボセ

ンターで練習できない臨床手技はないのではないか

という錯覚すら覚えます。

現在スキルラボセンターは、新しくできた東棟２

階の第１スキルラボセンターと、共用施設棟（旧西

病棟）５階の第２スキルラボセンターの２ヶ所に分

かれております。第１スキルラボセンターは広いス

ペースを活用し、比較的大人数の講習会で使用され

ることの多いシミュレータを中心にして設置されて

おり、第２スキルラボセンターは比較的スペースを

とらない少人数の実習や、個人の手技習得を目的と

したシミュレータが設置されています。センターが

２ヶ所に分かれているのはやや不便を感じますが、

つい先日、アメニティモール２階から東棟２階をつ

なぐ渡り廊下も開通し、第１スキルラボセンターへ

のアクセスが良くなっただけでなく、第１・第２スキ

ルラボセンター間の距離も、ぐっと近くなりました。

利用実績の面から見てみますと、スキルラボセン

ターが開設した平成21年度の年間利用者数は2385

人でしたが、その後徐々に増加し、平成25年度に

は6819人、さらに今年度は４月から６月までの３

ヶ月間で既に4471人に達しています。この背景と

しては、シミュレータの充実や院内でのシミュレー

ション教育の普及に加え、前任の坂入先生が取り組

んで来られた「院外利用者のための制度の整備」が

整ったこともあげられます。最近では、群馬大学医

学部附属病院以外の施設の皆様にも、新人研修など

病院単位の研修や講習会のほか、少人数での手技ト

レーニングなどに利用していただいているようで

す。多くの方に使っていただいてこその設備ですの

で、学外の皆様にもさらに幅広く御利用いただきた

いと考えています。何かございましたらお気軽にお

問い合わせいただければと思っています。ホームペ

ージ（http://mec.dept.showa.gunma-u.ac.jp/slc/）

も随時更新し、スタッフ一同さらなる環境改善に向

けて取り組んでおります。当院スキルラボセンター

が、院内のみならず群馬県内のひとりでも多くの医

療従事者の方々のスキルアップの一助となれば幸い

です。

医療人能力開発センター便り
～スキルラボ部門～

医療人能力開発センター　スキルラボ部門

助教 田中　和美（平16卒）

医療人能力開発センターだより⑩ 医療人能力開発センターだより⑩ 

ダヴィンチ手術・トレーニング用シミュレータ
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群馬大学医学部創立70年を迎えて、刀城クラブ

会員は6,000名を超えましたが、そのうち1,500名

は前橋支部の会員ということになるそうです。今年

度の前橋支部総会で山田邦子先生が新支部長に就任

されました。山田邦子新支部長のもと、第２回刀城

クラブ前橋支部学術講演会・会員懇親会が平成26

年７月17日に開催されました。

会場は前回の刀城会館から群大附属病院内のアメ

ニティーモール２階講義室となりました。前回同様

に『群大基礎医学教室の活躍を紹介する』というコ

ンセプトのもとに白倉賢二先生が座長を務められ、

分子細胞生物学教授・石h泰樹先生に『群馬大学大

学院の現状と展望』という演題でご講演いただきま

した。

講演に先立ち、山田邦子先生がご挨拶され、母校

群大医学部を更に盛り上げて同窓会の活性化を図る

役目を引き受けたいとお話しされました。刀城クラ

ブ会長　飯野佑一先生よりご挨拶をいただき、地域

支部としての前橋支部の重要性を述べられ、励まし

のお言葉をいただきました。

石h泰樹先生はご講演の中で、『群馬大学大学院

医学系研究科は、医の科学、倫理。技能を探求し、

世界の医学界をリードする教育・研究・医療拠点を

構築することを目標としている。基礎と臨床を癒合

させた大講座単位で構成されている。大学院教育研

究支援センターのこと。医学部学生が早期より大学

院教育を受けることができるＭＤ－ＰｈＤコース』

などについてお話しされました。

小林功先生（群馬大学名誉教授）が過去の制度と

の関連性などについて質問され、大学院医学系研究

科長・医学部長の和泉孝志先生が大学院制度の変遷

歴史についてご説明されました。

講演会の後の懇親会で、昨年度まで前橋支部長を

勤められた大竹誼長先生が、できることならもう一

度群馬大学医学部に入学しMD-PhDコースで学びた

い、とおっしゃっておりました。小林功先生と大竹

誼長先生は同級生だそうです。

懇親会はアメニティーホール１階『チネマ』で行

われました。公演会場から懇親会会場までの誘導を

第２回刀城クラブ前橋支部

学術講演会・会員懇親会

前橋支部　込谷　淳一（昭57卒)

支　部　だ　よ　り 支　部　だ　よ　り 

前橋支部懇親会（平成26年７月17日　附属病院アメニティモール１階レストランチネマ）
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クラス会だより クラス会だより  

ようやく春らしくなってきた４月13日、我々41

会のクラス会が、東京支部の熊谷紀元君のご尽力の

おかげで皇居まん前の、パレスホテルで挙行された。

以前のような、教授就任祝や学長就任祝のような

３、40人の参加とはいかなかったが、前回クラス

会の際に次回は久し振りに東京ででも…となってい

41会クラス会報告

井田　仁一（昭41卒)

たので、地元の熊谷君の設定で実現した。

皇居の桜も大半が散った後でやや淋しかったが、

卒業45年以上経って、久し振りにクラス会に顔を

出してくれた友も数人いた。本当になつかしい顔会

わせになり、再開の喜びにひたることのできたクラ

ス会であった。中でも本当にご苦労さまだったのは、

滝澤博君で、都内での会だからと言え、車椅子での

参加は頭の下る思いであった。各々の近況やら、地

元の連中から学校の近況 etc の話でもち切りにな

り、２時間位の予定が３時間近くまで盛況に過ごせ、

またの再会を誓って、一次会は幕となった。

41会クラス会（平成26年４月13日　東京 パレスホテル）
後列左より：清水、山口、小菅、熊谷、石田、齋藤（宏）、佐藤（俶）、

牛島、川尻、宮下、野口、石黒、加瀬、木谷
前列左より：佐藤（英）、佐々木、井田、大久保、滝澤、渡辺、石澤

ネクタイ着用した学友会の学生さんたちがしてくれ

ました。同窓の先生方、留学生、学生さんたちが歓

談し楽しい時間となりました。最高学年は大川章先

生（昭30卒）が出席されました。

最後に、母校の近くで父の後を継ぎ開業したとい

うことでお手伝いすることになった私ですが、山田

邦子先生の『母校は実家である。母校の群馬大学医

学部を盛り上げたい』というお言葉に、大変感銘を

受けました。 前橋支部講演会（アメニティ講義室）
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昭和37年卒クラス会（平成26年５月17日　新潟県湯沢温泉　ホテル双葉）
後列左より：戸神重昭、豊泉清、牧元弘之、中山康夫、中沢正夫、土屋幸彦、丸山甫
中列左より：斉藤脩司、滝澤幸男、渡部岩吉、岡本敏男、関口利和、矢島英夫、柴山勝太郎
前列左より：池延シヅヱ、青山美子、牧元弘之夫人、飯島協子、佐藤佳子、町田裕一、小林敏男

平成26年５月17日（土）に新潟県湯沢温泉のホ

テル双葉で、昭和37年（1962年）卒業（医学部８

回生）のクラス会が開催された。私どもの同級会は

８回の８に因んで八生医（やおい）会と呼んでいる。

私どもは昭和37年３月に62名が卒業したが、現

在までに16名が他界している。平成24年５月19日

に横浜中華街で同級会を催した際には物故会員が

13名だったが、それから現在までの僅か２年間に

新たに３名の訃報が届いた。

このたびの同級会は私と戸神重昭君が組んで幹事

を担当した。46名の出席対象者に案内状を郵送し

たところ、20名が出席した。私ども同級生の年齢

は今年喜寿（77歳）を迎える者が最も若い。あと

数人で50％に届く出席率は、年齢を考えれば予想

を遥かに上回る好成績だと、返信葉書を整理しなが

ら手応えを感じた。案内状で夫人同伴歓迎と強調し

たが、牧元弘之君ご夫妻の一組だけだった。

逝去した同級生の冥福を祈って黙祷を奉げてから

宴会を始めた。近況が詳細に書いてある欠席者の返

信葉書を出席者全員に回覧した。体調不良、入院中、

療養中など、欠席の理由は圧倒的に健康上の問題だ

った。医師と雖もやはり生身の人間だから年齢は争

えず、病には勝てない。

酒が回るにつれて一人ずつマイクを持って近況報

告を行った。健康に恵まれて趣味のスポーツやボラ

ンティア活動に今でも情熱を傾けている同級生の話

に耳を傾けた。同級会に出席できる仲間には、若者

を凌ぐ元気者も大勢おり、心強い限りである。

二次会は幹事の部屋に集まり、夜を徹して懐旧談

に耽り、未来の夢やロマンも熱っぽく語り合った。

翌朝は希望者だけでロープウェイに乗って山の上に

ある「アルプの里」という散策コースを訪れた。

次回の同級会の幹事を牧元弘之、柴山勝太郎の両

君にお願いした。今回を超える高い出席率を期待し

ながら今から再会を楽しみにしている。

昭和37年卒クラス会報告

豊泉　　清（昭37卒)
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わがクラス会は平成26年６月21日（土曜）、午後

６時から、アニバーサリーコート ラシーネ新前橋

で開催された。２年振りの顔合わせである。出席者

22名、欠席者19名、返事なし５名、物故者14名。

会計は田島女史。企画はすべて女性軍である。

まず、写真撮影の後、しばらく見なかった伴が顔

と名前が一致しないと言いながら、乾杯の音頭をと

る。その後、恒例の近況報告に入ったが、要約する

と次のような内容であった。

（１）自らの老化の問題

物忘れがひどい、手術（白内障から大腸がんまで）

を経験した、杖をつく状態になった、心筋梗塞や脳

梗塞をやった、においがわからない、病気の巣窟で

す、どこまで生きられるかなど、あわれな現状であ

った。

（２）後継ぎ問題

開業医の立場から、子供が後を継いだ、しかし、

子供の意見を聞き、子供をたてている、週２回か３

回診療している、４年前に診療は辞めたなど、次の

世代に入ったことが、認識されたのである。

（３）趣味など

まだ山登りしている、ローマやスイスなどからの

石をあつめている、外国旅行は無理な体になった、

俳句や短歌をやっているなどに加えて、同窓会から

釼持が「地域医療貢献賞」を貰ったとの発言には拍

手が起こった。

また、「戦後70年間、日本は平和だった。こんな

日本に住めて感謝している。今は思い出にふける毎

日です」という老精神科医の発言に参加者一同、し

んみりとしてしまったのである。そうだ、半世紀以

上前は安保闘争時代だった。国会周辺の座り込みに

も、わがクラスのほぼ全員が参加したのである。

午後８時をまわって、中締めの言葉を成田にお願

いしたが、何故か万歳の音頭で散会となった。しか

し、興奮冷めやらぬ一行は、ホテルのロビーで、

10時近くまで談笑。遠方から参加したメンバーは

ホテルに宿泊した。

クラス会は顔を見せるだけでよい。かつて共有し

た思い出と現在の自分の置かれた位置を確認して家

路に帰っていくのである。総括すれば、そこにはあ

と２年経つと全員が80歳（傘壽）を越すという現

実があったのである。

卒後半世紀の現実

小林　　功（昭36卒)

昭和36年卒クラス会（平成26年６月21日　アニバーサリーコート ラシーネ新前橋）
後列左より：鈴木（玄）、高柳、田原、金井、田村（多）、伊澤、佐藤（豊）
中列左より：大竹、小泉、萩原、富田、荻野、青木、小林（功）
前列左より：伴、釼持、石川、成田、小林（正）、高野（玲）、田島、高野（介）
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「鳴呼　悠遠の古より　変わらぬ色の織りなせる

三山のふもと清流に…」（以下略す）、この養心寮寮

歌は歌い継がれているだろうか。作詞・作曲者は第

一回生で琴の名手の佐藤嘉門先生である。いまもふ

と口ずさむと、歌に寄り添って、70年前のことが

想いだされる。

「醫」の帽章と赤線の巻かれた戦闘帽を想像して

ほしい。それが吾ら医学生の制帽であり、これに満

足していた学生はいなかったと思うが、戦時下であ

り、軍医養成を目的の１つとしていた時代故にやむ

を得なかったのかもしれない。侘しき帽子は別とし

て、常に医学の研鑽努力を惜しむことはなかった。

図書の農村への疎開も始まり、基礎講義の合間に

勤労奉仕にも駆り出され、数日間ではあったが大胡

や、尾瀬への入口である片品村にも稲刈りに出かけ

た。片品村での作業後、共同風呂で疲れを癒してい

るところへ数名の村娘が裸で入ってきたので、私た

ちは早速湯船をあとにしたが、Ｋ君は娘たちの裸身

で男子の生理現象を生じたために、立ち上がれなか

ったと述懐していたものであった。

解剖学の講義が始まり、多少絵心のあった私に、

解剖図描きの至上命令で、夜遅くまで絵筆を走らせ、

帰寮となると、死体の並ぶ解剖実習室、死体保存室

の廊下を通るのだが、薄暗い廊下を小走りに通り抜

け、暗い桑畑の残る夜道を躓きつつ寮に戻ったこと

もままあった。

軍事教練もあり、攻撃や、行軍もあったが、真剣

味には程遠いものであった。

寮に新しい下駄箱が入ったときに、その側面に赤

インクで「Militarism打破」と大書したのはＭ君であ

り、まさにいい度胸であった。文字が消去されたか

どうか記憶にない。そのころ私たちの角の部屋の近

辺には、明らかに特高（特別高等警察）とみられる

男が監視していることがあった。そんなときには大

声で軍歌を歌い、彼の姿はいつの間にか消えていた。

懐かしい教授たちのエピソードを述べる紙面の余

裕はないので残念ながら割愛する。

一学年終了時には、５、６名がまことに名誉（？）

その昔私たちは
－埴生の宿－

聖マリアンナ医大客員教授

川田　　繁（昭24卒）

寄 稿 養心療シリー養心療シリーズ養心療シリーズ

1954（昭29）年頃、養心寮食堂。医学部１回生
（事務局資料）

1959（昭34）年、銭湯（当時入浴料は寮生特別料金10
円）に出かける寮生（裏門にて） （事務局資料）



群馬大学医学部刀城クラブ会報第235号 平成26年(2014年)９月10日　

－ 21 －

の退寮を命ぜられ、机や寝具をリヤカーに積んで一

時路頭に迷ったものである。

学徒軍事教練の名目で高崎歩兵連隊で３日間の訓

練があり、野砲を分解しての運搬で、車輪を担いだ

私はよろめいて倒れたのだが、担当の兵隊が「これ

が担げねえのか」と私の頭を蹴った。腹のたった私

は訓練を放棄し、近くの松林で木漏れ日を浴びてい

た。とんできたのは配属将校で、隊列に戻れの連呼、

やむを得ず戻ったが、夜間点呼では、この兵隊に腹

を小突かれた。この仇敵の兵隊とは、戦後間もなく、

軍の解体で帰郷するときに偶然出会った。あのとき

の彼の困惑の表情はいまも覚えている。

「報国隊歌」の募集があったのはいつであったか。

これに応募し一位に当選し、作曲は山田耕筰氏であ

ったが、発表会の前に終戦となり、幻の詩となった

（医事新報平成５・１・２）。

８月４日の空襲時には、それぞれ顕微鏡を持ち出

して防空壕に退避したのはＯ、Ｉ、Ｕと私で、小出

街道を逃げ惑う人々が艦載機の銃撃で倒れる姿を目

撃した。戦い済んで夜が明けて、吾らは無事に家や

寮の安否を尋ねて去っていった。解剖学秘書のＩ嬢

に出会い、無事を確かめたが、煤を含んだ黒い雨が

両人の腕に落ちていた。前橋全土が焦土と化したこ

の空襲で、学生に一名の負傷者も出なかったことは

奇跡に近い。

息の詰まるような生活圧迫から開放されて、各学

年の代表たちが石原校長宅を訪れたのは、多分学生

の自治を求めてのことと思うが、会談後校長に丁寧

に送りだされたことは鮮明な記憶として残っている。

澎湃として起こる文化運動に私たちは演劇部を創

り、「愛と死との戯れ」「どん底」「桜の園」などの

大作に挑んだ。舞台装置を担当したのは現在写真家

としても名のある一回生の新宅喜治先生である。私

は商業演劇にも関係した。講堂ではよくダンスパー

ティが行われ、一度だけ運動会も催された。

現在の威風堂々たる広大な建物、そこから生まれ

る冠たる学術研究結果を誇りに思う。かつての木造

の校舎も、いわば私たちの埴生の宿であった。
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私が群大医学部専門課程に合格し養心寮に入った

のは昭和27年４月で、25年６月からの朝鮮戦争特

需で疲弊した日本経済もやや潤ってきた。27年春

頃からコッペパンが自由に買えるようになり、食糧

難も少し改善したが米は相変わらず配給で、入院に

は米穀通帳や寝具も必要とされ、空襲による住宅難

は続いていた。NHK朝ドラ“梅ちゃん先生”で、

ヒロインの梅子がインターン病院を決める条件とし

て「職員食堂の定食がおいしいところ」とまじめに

述べていたのはちょうどこの頃のことである。

当時群大では、寮の運営は学生に任せられていた

ものの管理は大学本部の厚生課であり、養心寮は２

～３人の相部屋でドアに錠はなく木製のベッドに畳

一枚がしかれ、トイレは共同くみ取り式、風呂もな

く、電話は一回線のみだった。調理は薪と炭火で冷

蔵庫（氷式）さえ無かった。

どういう風の吹きまわしだったのか、私は入寮２

年目から寮生の食事一切を取り仕切る食料委員を引

受けることになってしまった。そこで寮関係者の

様々の要望の内から①賄い職員専用の連絡や買出し

用自転車の大学公費での購入②寮生の補食、お茶の

湯わかし用に火災防止の立場からも食堂にかぎり電

熱器１ヶの使用を認めて欲しいの２件にしぼり大学

に要望した。この時の厚生課長は、本省から赴任し

たばかりの正木さんという役人にはめずらしいイガ

グリ頭にメガネをかけ眼光のするどい学者タイプの

方であった。私も臨床実習前でまだイガグリ頭で、

イガグリ頭の２人が話し合い、提案に対して案外す

んなりとOKの返事が得られた。

次は自分たちの努力で空腹を満たすのみでなく、

まだ国民病と云われた結核などの疾病に対する抵抗

力をつけ、勉強の効率化をはかるためにも食事の質

を上げることだったが、１日の食費は朝15円、昼

15円、夕30円で増額は不可能、寮生は学部（医、

工、教）、アルバイトの種類（家庭教師、入試模擬

テスト、競輪関係、売血etc）、生活習慣、食事の時

間帯から嗜好までてんでんばらばらであった。こん

な実情で工夫の余地は少ないとはいえそれなりにや

りがいもあった。バランスのとれた栄養と安全（食

中毒、赤痢などの防止）を柱とし、賄職員の協力を

得て旬の食材を利用しメリハリをつけることでかな

りの効果が得られ、事故もなく２年間の食料委員と

しての責任をはたすことができた。そして“食べる

は易く作るは難し”“理論と実行の乖離”を身をも

って実感した。この間、最も悩まされたのは予算が

不足気味となる月末と月初めの献立で、今でも夢を

みる。ピンチヒッターの時に出番が多くなるのは、

カレー、天ぷら、サラダだった。いずれも予算に応

じて具を適宜変えることができ、しかもいわゆる

“のび”があるため赤字解消の打出の小槌的な存在

だった。カレーは野菜たっぷり肉はこま切れで昔か

らの家庭の味だったが、時にはハヤシライスも出せ

るようになりめずらしいと喜ばれた。漢方に詳しい

東大の丁宗鉄教授（現日本薬科大学長）によると

“カレーに基本的含まれる成分には、脳血流を増加

させる作用がある”とのことで、頭脳を使う人の食

事としておすすめの一品であり、学生寮で頻繁に使

用したのは良かったことだったと60年以上もたっ

た昨今私は満足している。天ぷらもどんな材料でも

おいしいし、季節感も味わえる。戦後間もない当時、

外国人は“すし”などの生の日本食は不潔だとして、

一流ホテル、専門店においてすら、天ぷらとすき焼

きしか口にしなかったのである。自家製マヨネーズ

を用いた野菜サラダは、食べごたえあるもののいた

み易いので利用できる時期や気温に注意が必要だっ

た。マーガリンで作ったホワイトソースはまだめず

らしく、魚肉にかけたりしたものが注目された。サ

ンマが大漁で安い時は、焼いたり、干物、フライ、

かば焼にと目先を変えていただいた。しかしながら、

うなぎのかば焼き、魚の刺身はついぞ縁がなかった。

振り返ってみると、戦後の混乱と貧困の時に、寮生

たちは復員した人も新制高校を出たばかりの人も学部

年齢差を超えて粗衣粗食に堪え切磋琢磨していた。

前橋市竹越耳鼻咽喉科医院

竹越　省一（昭31卒)

夢にみる60年前の
養心寮食事

寄 稿 養心療シリー養心療シリーズ養心療シリーズ
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平成25年度に動物実験施設を改修、増築すると

ともに、平成26年４月に名称を「生物資源センタ

ー」に変更しました。その経過と現在の活動状況を

紹介させていただきます。

改修を行った動物実験施設の建物は、昭和56年

に竣工したもので老朽化が指摘されておりました。

また、平成10年以前では、飼育する実験動物もイ

ヌやウサギなど中型動物が主体でした。しかし、平

成10年頃から遺伝子改変マウスの飼育数が増加す

るに伴い、施設内でマウスを飼育できる環境の整備

に努めてきました。すなわち、遺伝子改変動物は、

世界各地の研究室から導入するだけでなく、供給も

行うことから、病原体微生物の汚染防止など常に一

定の基準を保持する厳密な飼育が要求されます。さ

らに、遺伝子改変マウスの飼育数が平成20年頃に

約16,000匹となり、それ以上の飼育スペースが確

保できないことから、学内の研究者から改修や拡充

のニーズが高まっていました。

今回、学長の高田先生や医学系研究科長の和泉先

生をはじめ多くの方（事務方を含む）のご尽力があ

り、改修と拡充を達成しました。具体的には、生物

資源センター1号館（旧動物実験施設；鉄筋７階、

床面積4,081m2）では、マウス飼育エリアの拡張に

加え、マーモセット（霊長類）、ウサギ、イヌ、ミ

ニブタ、ラットなどが飼育可能です。また、旧基幹

棟を改修し、生物資源センター２号館（鉄筋２階、

床面積898m2）としました。２号館では、マウス、

ラットが飼育されています（写真参照）。生物資源

センター全体では、約26,000匹の遺伝子改変マウ

スが飼育可能になりました。それから、１号館、２

号館ともにヘパフィルター対応の空調方式でクリー

ンな環境に留意しながら、温度、湿度をコントロー

ルしています。

生物資源センター（旧動物実験施設）で作製や飼

育された遺伝子改変動物は、国内の大学や研究所だ

けでなく、アメリカ合衆国、英国、ドイツ、ハンガ

リーなどの欧米諸国、中華人民共和国、大韓民国、

台湾、香港などアジア諸国の研究室へ提供されてお

り、遺伝子改変動物の授受を通して盛んに共同研究

が行われるようになっています。自分の話になりま

すが、今年7月にマグデブルグ大学（ドイツ国）を

訪問した際に動物実験施設を案内して頂きました。

そこで群馬大学で生まれた遺伝子改変動物の子孫が

繁殖されているのを目の当たりにし、とても感激し

ました。生物資源センターでは、このような動物飼

育のサポートは元より、研究者が安心して動物実験

ができるように、大上准教授、金子助教、柿沼技官

が中心になって、マウス凍結胚や凍結精子の作製、

動物実験計画書への対応、研究者への教育訓練など

を行っています。このような下支えが、群馬大学の

研究発展に寄与していると自負しています。

医学研究には、疾患モデル動物を使った病態生理

や分子病態の研究、薬剤の治療効果や副作用の研究

など、動物実験が不可欠です。群馬大学における研

究が益々発展し、多くの成果が出るように生物資源

センター全体で貢献したいと念じております。

生物資源センター
（旧動物実験施設）の紹介

生物資源センター長　柳川右千夫
（特別会員）

生物資源センター２号館の内観生物資源センター２号館の外観
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財 団 の ペ ー ジ  財 団 の ペ ー ジ  

一般財団法人群馬健康医学振興会の研究助成は、

財団の公益事業の柱になるもので、27年度はこの

活動をさらに強化することになっております。この

助成金は地域の健康増進のために行われる研究、事

業が対象で医師のみならず医師以外の研究者、大学

院生、地域の医療職などに交付されます。たくさん

のご応募をお待ちしております。

平成27年度　群馬健康医学振興会助成金

一般財団法人群馬健康医学振興会は地域の保健・

医療・福祉の向上のため，以下の助成を行う。

１．対象

群馬県内または近郊、その他の地域に勤務する医

師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、療法士、保健

師、社会福祉士、その他の保健、医療および福祉関

連職、教員、団体等が年度内に行う研究または事業

であって、以下の群馬健康医学振興会の設立の趣旨

に則った活動であること。

１）健康医学調査・研究活動

２）健康医学普及・社会貢献活動

３）健康医学国際交流・研究活動

４）医学系学生の健康医学実習

５）その他、保健・医療・福祉の向上に貢献する活動

２．件数及び助成金

５～10件、総額150万円程度とする。

３．申込方法

応募希望者は、応募用紙を財団のホームページか

らダウンロードの上、平成26年10月１日より平成

27年１月末日までに郵送または、メールにて申請

する。

提出先：〒371-8511前橋市昭和町３丁目39番22号

一般財団法人　群馬健康医学振興会

ホームページ：http://tojowww.dept.med.

gunma-u.ac.jp/ zaidan/index.html

メールアドレス：gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp

一般財団法人群馬健康医学振興会
平成26年度賛助会員ご賛同者の報告

平成26年度、新たに以下の個人及び法人の方々に、

一般財団法人群馬健康医学振興会の賛助会員の趣旨

にご賛同いただきました。

ご協力有り難うございます。

賛助会員によるご寄附は、県民の健康増進の活動

を支援することを目的とした健康づくり事業に、活

用させていただく所存です。

当振興会は、現在、公益財団法人の認定に向けて

準備を進めております。

これからも、公益事業の拡大に努め、県民の期待

に応えられる健康づくり事業に貢献させていただ

き、当振興会の充実した発展の寄与に努力いたした

いと念じております。

今後も、法人の事業にご理解をいただき、永く多

くの方々に引き続き賛助会員へのご賛同が得られま

すよう重ねてお願い申し上げます。

賛助会員ご賛同者の一覧

平成26年５月～同年８月　お申込み順（敬称略）

【個人会員】

田中嘉親（伊勢崎福島病院院長）、山崎學（サンピ

エール病院理事長）、小和瀬貴律（群馬整肢療護園

園長）、蜂谷裕夫（蜂谷病院理事長）、宮真人（昭48

卒）、佐藤和徳（第一病院院長）

【法人会員】

株式会社Klar、吾妻広域町村圏振興整備組合立中之

条病院（関谷務院長）、医療法人積心会富沢病院（富

澤政信理事長）、医療法人石井会石井病院（新井正明

院長）、医療法人大和会西毛病院（武田滋利院長）、

医療法人角田病院（角田祥之院長）、医療法人社団三

思会東邦病院（佐野潔院長）、公益社団法人群馬リハ

ビリテーション病院（眞塩清院長）、医療法人社団

三思会くすの木病院（高木均院長）、一般財団法人

榛名荘（濱名敏白理事長）、医療法人社団善衆会善

衆会病院（木村雅史院長）、館林厚生病院（宮城修

院長）、社会福祉法人希望の家（野田真一郎理事長）、

医療法人社団ほたか会ほたか病院（小林功理事長）、

医療法人社団大原会大原病院（大原葉子理事長）、

社会福祉法人榛桐会はんな・さわらび療育園（金子

広司園長）、伊勢崎市民病院（小林幹男院長）

一般財団法人群馬健康医学振興会
常務理事（研究助成金担当）

白倉　賢二（昭50卒)

群馬健康医学振興会
助成金のご案内
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財 団 の ペ ー ジ  財 団 の ペ ー ジ  

一般財団法人群馬健康医学振興会

理事長　森川　昭廣（昭44卒)

し、規則また規則で動きが悪くなります。また、財団

の活用にも水を差すようなことにもなりかねません。

さらに、一般財団では全ての事業が課税対象とな

ります。当財団のように公益性が高く、多くの市民

や団体からの浄財で運営されている場合、課税その

ものが全体のその活動を妨げかねません。

公益法人について

今、日本は民間の活力を高めてゆくことが求めら

れています。新しい公益法人制度もその一環で、税

制面からも民間の公益活動を支えてゆくため、公益

社団法人・公益財団法人について、公益目的事業か

ら生じる収益を非課税にするとともに、特定公益増

進法人と位置づけ、税制のもとで寄附優遇の対象と

する措置を講じることになりました。具体的には収

益事業のみ課税され、公益目的事業については非課

税であり、利子配当についても非課税になります。

さらに寄附金税制についても大幅な優遇措置が認め

られました。金銭寄附については現在以下のように

なります。

１．所得税　寄附をした個人は確定申告すれば（寄

附金－2000円、課税所得の40％を上限）を所得

控除できます。

２．個人住民税寄附金控除は、寄附金から2000円

を控除した額の４％(都道府県民)と６％（市町村

民税）を納付すべき税額から控除できます。

３．法人の特定公益増進法人に対する寄附の場合

従来の一般寄附金の損金算入限度枠とは別枠で

「（資本金×0.25％+課税所得×５％)÷２）」を限

度として損金算入が認められます。

４．相続人による寄附や現物財産寄附　これらにつ

いても改正が行われ、公益法人の活動を活発化す

るように定められました。

以上のことから本法人は平成27年を目標に財団

事業の拡大とともに財団の公益化により、本法人の

所期の目標を達成するべく着実に一歩一歩進んでゆ

きたいと考えています。皆様のご理解、ご協力を賜

りますようよろしくご理解をお願いいたします。

はじめに

すでに、刀城会報には同窓会の皆様のご理解で財

団のページをいただき、本財団の現状と未来につい

て報告してまいりました。おかげ様をもちまして基

本となる事業の遂行、賛助会員の増加等着実に一歩

一歩、歩みを進めています。当法人の現在の主幹事

業は利潤を追求するような事業は少なく、研究助成、

講師派遣、健康に関する一般向けの本の刊行などが

主なもので、ほとんどが公益性のある事業としてみ

なされ順調に推移しています。それでは、本法人は

なぜ公益法人を目指すのでしょうか？以下に現在私

どもが考えていることをお示ししてご理解をいただ

ければと思います。

一般財団法人について

一般財団法人は、一般社団・財団法人法に基づい

て一定の要件を満たしていれば、事業目的に公益性

がなくても設立できる法人です。機関は理事、監事、

評議員から成ります。しかし、市民からみれば、名

前からして公益性あるものと誤認しやすいし、そこ

につけこむ商法も現れる可能性があります。また、

法人の規律は厖大で一部には重装備すぎるのではな

いかという意見もあります。一般社団・財団法人法

は全文で344条あり、種々のことについて細かく規

定されています。さらに、一般社団・財団法人法は

法省令に委任することが多く理解が難しいことがし

ばしばあります。いうなれば、軽快にサイクリング

をしたいのに与えられた自転車はタイヤが太く、フ

レームもがっちりしていて、重量も重いというのに

似ています。本財団のように社会に有益かつ利益を

求めない事業がほとんどで、かつ浄財を出し合って

活発に事業を行う非営利団体には向いていません

今、なぜ一般財団法人から
公益法人を目指すか？
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【お詫び】前234号において、今井育一先生（昭43卒）
の卒年に誤りがありましたので、訂正しお
詫び申し上げます。

第６回役員会（平成26年６月19日）
出席者 飯野会長　他18名　学友会１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．平成26年度一般会計収支予算書（案）について

２．群馬大学WHO協力センター指定記念シンポジ

ウム・祝賀会開催（寄附金）趣意書について

３．会報編集状況について

４．その他

第７回役員会（平成26年７月24日）
出席者 飯野会長　他20名　学友会２名

報告事項

１．法人のその後の活動について

２．財政基盤強化協賛金について

３．その他

協議事項

１．平成25年度地域医療貢献賞について

２．平成25年度一般会計収支決算書（案）について

３．交換学生奨学補助金について

４．学術集会補助金について

５．会報編集状況について

６．その他

【昇任】平成26年７月１日

柿崎　　暁（平２卒）器官代謝制御学講座病態制

御内科学講師

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

正会員
昭和26年卒　神宮真一郎先生（平成25年12月31日逝去）
昭和28年卒　木村　　弘先生（平成26年１月17日逝去）
昭和25年卒　田島　昭三先生（平成26年６月16日逝去）
昭和38年卒　増田　正晴先生（平成26年６月14日逝去）
昭和28年卒　荒木　康雄先生（平成26年７月20日逝去）
昭和30年卒　阿部　楫郎先生（平成26年８月８日逝去）
昭和31年卒　和田　武久先生（平成26年８月17日逝去）
昭和57年卒　齋藤　　憲先生（平成26年８月28日逝去）

「ブラジルで蝶が羽ばたくと、
テキサスでトルネードがおきる
か？」との題名で講演され、有名

になったバタフライ効果のお話からすると、つい蝶
やカモメが羽ばたき、カメが水に飛び込む様なスロ
ーモーション映像が脳裏をよぎりますが、大きな渦
に発展する微細な要素が様々に立て続いたのでしょ
うか、例年にもましてたくさんの台風が上陸し、大
変蒸し暑い夏を経て、ようやく新涼のころとなりま
した。同窓の先生方のご健勝を祈りつつ、会報235
号をお届けいたします。
このたびは大先輩でいらっしゃる川田先生、竹越

先生より、往時の養心寮と医学生の熱気を伝えるご
寄稿を頂戴し、掲載方法は編集委員会にご一任いた
だきましたので、今号では「養心寮シリーズ」のコ
ーナーを設けさせていただきました。涼やかなよい
季節になるので読書に精励せよとの、父から子へ宛
てた漢詩が「新涼」の語源であるとか。同窓の先輩
方の熱気に負けぬよう、若輩も医道に励まねばと思
うこの頃です。 （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）、星野綾美
（平13卒）、岩崎竜也（５年）、稲葉遥（５年）、小尾紀
翔（４年）、成瀬豊（事務局）、須田和花早（事務局）

編集委員

同窓会財政基盤強化ご賛同者一覧 
（平成26年５月20日～同年７月30日までのご賛同者） 
同窓会財政基盤強化ご賛同者一覧 
（平成26年５月20日～同年７月30日までのご賛同者） 

金　子　賢　義
菅　野　倍　志
秋　山　　　仁
飯　島　俊　秀
小　林　剛　一
雪　竹　靖　衛
雪　竹　幸　代
持　田　　　学
最　上　建　治
鈴　木　仁　一
加　久　裕　士
鈴　木　　　豊
塚　越　秀　男

ご芳名（敬称略）卒　年

昭29卒
昭49卒
昭58卒
昭46卒
昭46卒
昭46卒
昭46卒
平元卒
昭43卒
昭57卒
昭23卒
昭47卒
昭60卒

平成26年８月１日

小和瀬桂子（平７卒）社会環境医療学講座総合医

療学講師

【昇任】平成26年７月１日

杉山　大介（平８卒）九州大学先端医療イノベー

ションセンター特任教授

【就任】平成26年８月１日

鈴木　義行（平７卒）福島県立医科大学医学部放

射線腫瘍学講座教授

旭日双光章 江原　洋一　先生（昭38卒）

人 人 事 事 内 内 学 学 

学 人 事 外 学 人 事 外 

叙　勲 叙　勲 


