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【日時】

第１日 平成28年９月29日（木）13：00～　群馬大学医学部刀城会館

第２日 平成28年９月30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】

群馬大学大学院保健学研究科指定大学院講義

【特別講演・同窓会推薦講演】

群馬大学医学部医学科１年生指定講義

第63回 北関東医学会総会のご案内 第63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28年10月22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28年10月22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 7 年 度 事 業 報 告 に つ い て

第２号議案　　平 成 2 7 年 度 会 計 決 算 報 告 に つ い て

第３号議案　　平 成 2 8 年 度 事 業 計 画 に つ い て

第４号議案　　平 成 2 8 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28年10月22日（土）18：00～

【場　所】 群馬大学医学部刀城会館

【会　費】 5,000円



【開　会】午後１時00分

【ポスター展示】11：30～16：50

【特別講演Ⅰ】13:05～13:45

座長　平井　宏和（群馬大院・医・脳神経再生医学）

赤外自由電子レーザーの神経変性疾患治療への応用

中村　和裕（群馬大院・保・生体情報検査科学）

【特別講演Ⅱ】13:45～14:25

座長　林　　朗子（群馬大・生調研・脳病態制御分野）

ステート・マーカーとしてのNIRS検査の臨床応用

菊地　千一郎（群馬大院・保・リハビリテーション学）

【一般演題 A（ポスター発表）】

セッション１　14:30～15:05

座長　石崎　泰樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）

１．A Role for BMP4 Signaling Pathway in

Mouse Neural Stem Cell Survival

Hanako Yamamoto，Masashi Kurachi，Masae

Naruse，Koji Shibasaki and Yasuki Ishizaki

(Department of Molecular and Cellular Neuro-

biology, Gunma University Graduate School of

Medicine)

２．多光子励起レーザー顕微鏡FVMPE-RSを用いた

in vivo imagingの実例

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・附属生物資

源センター）

３．海馬初代培養神経細胞発達における甲状腺ホル

モンの役割

矢島弘之、天野出月、高鶴裕介、宮崎航、鯉淵典

之（群馬大院・医・応用生理学）

４．神経炎症により神経細胞特異的NSEプロモータ

ー活性が神経細胞からグリア細胞へと可逆的に変

化する

澤田悠輔、今野歩、長岡潤、平井宏和（群馬大

院・医・脳神経再生医学）

５．Distribution and Clearance of Retained

Gadolinium in the Brain of a Mouse Model

A. Adhipatria P. Kartamihardja１,４,Takahito

Nakajima１, Satomi Kameo２，Hiroshi Koyama２

and Yoshito Tsushima１,３（１ Department of

Diagnostic Radiology and Nuclear Medicine,
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第１日　平成28年９月29日（木）

群馬大学医学部刀城会館

Gunma University Graduate School of

Medicine）(２ Department of Public Health,

Gunma University Graduate School of

Medicine）（３ GIAR Research Program for

Diagnostic and Molecular Imaging）（ ４

Department of Nuclear Medicine and Molecular

Imaging, Universitas Padjajaran, Indonesia）

６．プレーリーハタネズミのつがい形成に関する脳

領域における外傷性ストレスの影響

新井亜紀、三井真一（群馬大院・保・リハビリテ

ーション学）

７．Motopsin/PRSS12とSez-6遺伝子はそれぞれ

PC12細胞における神経突起を促進させる

茂原美穂、三井真一（群馬大院・保・リハビリテ

ーション学）

セッション２　15:10～15:45

座長　横尾　英明（群馬大院・医・病態病理学）

８．唾液分泌に重要な細胞膜タンパク質AQP5,

NKCC1, およびTMEM16Aの絶食による発現量の

変化

谷口明慧１,２、黒川潤１、本間実１、向後寛１、向後晶

子１、須佐岳人１,２、横尾聡２、松崎利行１（1 群馬大

院・医・生体構造学）（2 群馬大院・医・顎口腔科

学）

９．脂肪組織におけるALK7リガンド産生細胞及び

その誘導因子の同定

歩云、與五沢里美、奥西勝秀、泉哲郎（群馬大・

生調研・遺伝生化学分野）

10．LEOPARD症候群の多発性黒子の病態解明

茂木精一郎１、横山洋子１、荻野幸子１、大西浩史２、

石川治１

（１ 群馬大院・医・皮膚科学）（２ 群馬大院・

保・生体情報検査科学）

11．全身性強皮症の皮膚線維化・血管障害における

アぺリンの役割

横山洋子、荻野幸子、山田和哉、内山明彦、石川

治、茂木精一郎（群馬大院・医・皮膚科学）

12．Mechanisms of ATP-induced IL-6 Production

in Systemic Sclerosis Fibroblasts

Buddhini Perera，Akihiko Uchiyama，Kazuya

Yamada，Akihito Uehara, Osamu Ishikawa and

Sei-ichiro Motegi（Department of Dermatology,

Gunma University Graduate School of Medicine）

13．加圧光センサを用いた強皮症の末梢循環障害評

価装置

山越芳樹１、茂木精一郎２、石川治２（１ 群馬大学

理工学府　電子情報部門）（２ 群馬大院・医・皮

膚科学）

14．Non-invasive Quantitative Evaluation of

第63回北関東医学会総会プログラム
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Cerebral Blood Flow (CBF) Using Technetium

Labeled Ethyl Cysteinate Dimer (99mTc-ECD):

Performance of Aorta’s Region of Interest

(ROI)

Dang An Binh１，Hirotaka Shimada２，Takao

Kanzaki２，Arifudin Achmad１，

Takahito Nakajima１，Tetsuya Higuchi１,２ and

Yoshito Tsushima１ （１　Department of

Diagnostic Radiology and Nuclear Medicine,

Gunma University Graduate School of

Medicine）（２　Department of Radiology,

Gunma University Hospital）

セッション３　15:50～16:20

座長　富田　治芳（群馬大院・医・細菌学）

15．一酸化窒素ラジカルスカベンジャーであるPTIO

のチイルラジカルのスカベンジ作用について

永井聖也、輿石一郎（群馬大院・保・生体情報検

査科学）

16．プレーリーハタネズミのpair bondingは single

prolonged stress (SPS）によって破綻する

廣田湧、三井真一（群馬大院・保・リハビリテー

ション学）

17．鉄欠乏環境における尿路病原性大腸菌(UPEC)

の膀胱上皮細胞侵入とマイクロコロニー形成促進

機構

倉林久美子１、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）

18．眼内液由来の微量なDNAをもちいた次世代シ

ーケンサーによるヒトサイトメガロウイルス全ゲ

ノム解析の試み

細貝真弓１,２、中谷陽子２、高瀬博３、杉田直４、秋山

英雄１（１　群馬大医・附属病院・眼科）（２　群

馬大院・医・分子予防医学）（３　東京医科歯科大

学医学部附属病院　眼科）（４　理化学研究所　多

細胞システム形成研究センター）

19．Trypanosoma cruzi 感染細胞における宿主オー

トファジー標的認識について

植松亜美１、新城翔子１、瀬戸絵理２、鬼塚陽子１、

嶋田淳子１（１　群馬大院・保・生体情報検査科学）

（２　群馬大院・医・分子予防医学）

20．Trypanosoma cruzi 感染は飢餓誘導性のオート

ファジーを抑制する

新城翔子１、植松亜美１、瀬戸　絵理２、鬼塚陽子１、

嶋田淳子１（１　群馬大院・保・生体情報検査科学）

（２　群馬大院・医・分子予防医学）

【一般演題Ｂ（ポスター発表）】

セッション４　14:30～14:55

座長　 橋　綾子（群馬大医・附属病院・核医学科）

21．パラフィン包埋切片を用いた遺伝子変異とコピ

ー数変化の解析によるグリオーマの分子遺伝学的

分類

山田勢至１ ,２、Caterina Giannini１、Robert

Jenkins１、横尾英明２（１　Department of

Laboratory Medicine and Pathology, Mayo

Clinic）（２　群馬大院・医・病態病理学）

22．Evaluation of Diffusion Weighted MR

Imaging and 18F FDG PET for Monitoring

Triple Negative Breast Cancer Response to

Cisplatin Treatment

Nguyen Thu Huong，Hirofumi Hanaoka，

Takahito Nakajima and Yoshito Tsushima

（Department of Diagnostic Radiology and

Nuclear Medicine, Gunma University Graduate

School of Medicine）

23．90Y-Bevacizumab Radioimmunotherapy

(RIT) in Breast Cancer Xenograft: A

Preliminary Study

Ryan Yudistiro， Ayako Takahashi and

Yoshito Tsushima（Department of Diagnostic

Radiology and Nuclear Medicine, Gunma

University Graduate School of Medicine）

24．Detection of EGFR Positive Lung Squamous

Cell Carcinoma by Dynamic Fluorescence

Imaging

Xieyi Zhang，Mai Kim，Aiko Yamaguchi，

Takahito Nakajima and Yoshito Tsushima

（Department of Diagnostic Radiology and

Nuclear Medicine, Gunma University Graduate

School of Medicine）

25．多機能蛋白APE1の急性骨髄性白血病発症リス

クへの関与と治療標的としての可能性

笠原渉１、後藤七海１、齋藤貴之１、大圃真純１、松

井文香１、山田晴加１、井野瑠美１、北村裕也１、本

間和貴１、長嶋友海１、高橋範行１、笠松哲光１、清

水啓明２、石埼卓馬２、横濱章彦３、滝沢牧子２、小

磯博美２、三井健揮２、塚本憲史２、佐倉徹４、半田

寛２、野島美久２、村上博和１（１　群馬大院・保・

生体情報検査科学）（２　群馬大院・医・生体統御

内科学）（３　群馬大医・附属病院・輸血部）（４

済生会前橋病院）

セッション５　15:00～15:25

座長　高橋　昭久（群馬大・重粒子線医学研究セン

ター）

26．大気Micro-PIXE法を用いた多発性骨髄腫細胞内
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微量元素の動態解析

金井敬海１、笠松哲光１、栗田真彩１、村田圭祐１、

長嶋友海１、山田尚人１、喜多村茜１、佐藤隆博２、

江夏昌志２、神谷富裕２、長嶺竹明１、村上博和１

（１　群馬大院・保・生体情報検査科学）（２　国

立研究開発法人量子科学技術研究開発機構　高崎

量子応用研究所）

27．SIRPα欠損マウスにおけるクプリゾン感受性の

亢進

野津智美１、橋本美穂１、Ruwaida Elhanbaly２、

石川達也２、齋藤泰之３、小谷武徳３、村田陽二３、

深澤有吾２、的崎尚３、大西浩史１（１　群馬大院・

保・生体情報検査科学）（２　福井大学医学部医学

科　脳形態機能学）（３　神戸大学大学院医学研究

科　シグナル統合学分野）

28．Th1ケモカインのCXCL10-1447A/G多型は

ITPの重症度に関与する

松井文香１、齋藤貴之１、大圃真純１、笠原渉１、山

田晴加１、井野瑠美１、北村裕也１、本間和貴１、長

嶋友海１、高橋範行１、後藤七海１、笠松哲光１、清

水啓明２、石埼卓馬２、横濱章彦３、滝沢牧子２、小

磯博美２、三井健揮２、塚本憲史２、半田寛２、野島

美久２、村上博和１（１　群馬大院・保・生体情報

検査科学）（２　群馬大院・医・生体統御内科学）

（３　群馬大医・附属病院・輸血部）

29．IFN-γ +874T/A多型non-AA型は低リスク

MDSの予後不良因子となる

大圃真純１、齋藤貴之１、笠原渉１、松井文香１、山

田晴加１、井野瑠美１、北村裕也１、本間和貴１、長

嶋友海１、高橋範行１、後藤七海１、笠松哲光１、清

水啓明２、石埼卓馬２、横濱章彦３、滝沢牧子２、小

磯博美２、三井健揮２、塚本憲史２、佐倉徹４、半田

寛２、野島美久２、村上博和１（１　群馬大院・保・

生体情報検査科学）（２　群馬大院・医・生体統御

内科学）（３　群馬大医・附属病院・輸血部）（４

済生会前橋病院）

30．Th2ケモカインのCCL2-2518G/A GG(高産生)

型はMDSの発症リスクを増加させる

山田晴加１、齋藤貴之１、大圃真純１、笠原渉１、松

井文香１、井野瑠美１、北村裕也１、本間和貴１、長

嶋友海１、高橋範行１、後藤七海１、笠松哲光１、清

水啓明２、石埼卓馬２、横濱章彦３、滝沢牧子２、小

磯博美２、三井健揮２、塚本憲史２、佐倉徹４、半田

寛２、野島美久２、村上博和１（１　群馬大院・保・

生体情報検査科学）（２　群馬大院・医・生体統御

内科学）（３　群馬大医・附属病院・輸血部）（４

済生会前橋病院）

セッション６　15:30～15:55

座長　小山　　洋（群馬大院・医・公衆衛生学）

31． The Socio-economic Determinants of

Maternal Mortality Rate in Indonesia

Mayang Sari1,2， Satomi Kameo１ ， Chiho

Yamazaki１，Elsa Pudji Setiawati２，Irvan

Afriandi２ and Hiroshi Koyama１ （ １

Department of Public Health, Gunma

University Graduate School of Medicine）（２

Department of Public Health, Universitas

Padjadjaran, Indonesia）

32．Associated Factors of Stunting among

School-Age Children in Bandar Lampung,

Indonesia

Nurma Suri1,2，Chiho Yamazaki１，Satomi

Kameo１ ，Dewi M.D. Herawati２ ，Ardini

Raksanagara２ and Hiroshi Koyama１（１

Department of Public Health, Gunma

University Graduate School of Medicine）（２

Department of Public Health, Universitas

Padjadjaran, Indonesia）

33．母親の生活習慣や母体・出生要因が児の発育不

全に及ぼす影響

近藤泰之１,２、高橋篤１、津久井智３、亀尾聡美２、井

上顕２、小山洋２（１　群馬県渋川保健福祉事務所）

（２　群馬大院・医・公衆衛生学）（３　群馬県健

康福祉部保健予防課）

34．Determining Distribution of Health Care

Resources in Mongolia Using Lorenz Curve

and Gini Coefficient

Oyunchimeg Erdenee１，Sekar Ayu Paramita１,２

and  Hiroshi Koyama１（１　Department of

Public Health, Gunma University Graduate

School of Medicine）（２　Department of Public

Health, Universitas Padjadjaran, Indonesia）

35．Dees Equal Distribution of Health Care

Resources Matters?  The Analysis of

Distribution of Puskesmas with Health

Indicators in Indonesia 

Sekar Ayu Paramita１,２、Chiho Yamazaki１ and

Hiroshi Koyama１（１　Department of Public

Health, Gunma University Graduate School of

Medicine）（２　Department of Public Health,

Universitas Padjadjaran, Indonesia）

セッション７　16:00～16:25

座長　牛久保　美津子（群馬大院・保・看護学）

36．腱板大断裂ラットモデルにおける小円筋の代償

性肥大

一ノ瀬剛（群馬大院・医・整形外科学）

37．乗馬外傷の治療経験

大嶋清宏１,３、萩原周一１,３、村田将人１,３、青木誠１,３、
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金子稔１,３、中島潤１,３、澤田悠輔１,３、市川優美１,３、

一色雄太１,３、小和瀬桂子２、田村遵一２（１　群馬大

院・医・救急医学）（２　群馬大院・医・総合医療

学）（３　群馬大医・附属病院・救命救急センター）

38．BPSDで家族が困っている認知症高齢者へのケ

ア　―看護小規模多機能型居宅介護で対応した症

例―

鈴木峰子１、佐藤文美２、福田未来１、内田陽子１

（１　群馬大院・保・看護学）（２　認定NPO法人

じゃんけんぽん）

39．認知症サポーター活動に関する実態と今後の課

題　―群馬県内への調査結果より―

内田陽子１、井出成美２、桐生育恵１、松井理恵１、

亀ヶ谷忠彦１、吉田亨１、小山晶子１、上山真美１、

横山知行１、佐藤由美１（１　群馬大院・保・看護

学）（２　千葉大学大学院看護学研究科）

40．人工呼吸器離脱プロトコルを用い発声を可能に

したチームアプローチ　―難病病棟から在宅に移

行した症例―

小板橋梨香１、内田陽子１、河端裕美２、a橋陽子２

（１　群馬大院・保・看護学）（２　公益財団法人

脳血管研究所　美原記念病院）

セッション8 16:30～16:50

座長　村上　　徹（群馬大院・医・機能形態学）

41．リポタンパク質とポリフェノールとの相互作用

に関する研究

小泉美貴、輿石一郎（群馬大院・保・生体情報検

査科学）

42．S-ニトロ化合物の化学的特性に関する研究：

S‐ニトロソ化合物との比較検討

川島早耶香、輿石一郎（群馬大院・保・生体情報

検査科学）

43．蛍光ポストカラム誘導体化HPLCによるS‐ニ

トロソグルタチオン, 酸化型グルタチオンおよび

グルタチオンの同時定量法の開発

伊東亜里沙、輿石一郎（群馬大院・保・生体情報

検査科学）

44．生体内パーオキシナイトライト産生評価のため

のプローブとしてのサルチル酸の可能性について

瀧川雄太、輿石一郎（群馬大院・保・生体情報検

査科学）

【ポスター展示】8：50～16：50

【同窓会推薦講演】8:50～9:30

座長　横尾　英明（群馬大院・医・病態病理学）

動脈硬化症の新たなバイオマーカーの解析

木村　孝穂（群馬大院・医・臨床検査医学）

【特別講演Ⅲ】9:35～10:15
座長　 橋　昭久（群馬大・重粒子線医学研究ｾﾝﾀｰ）

定量的CT画像に向けた取り組み

取越　正己（群馬大・重粒子線医学研究センター）

【特別講演Ⅳ】10:15～10:55
座長　取越　正己（群馬大・重粒子線医学研究ｾﾝﾀｰ）

宇宙に生きる： 宇宙放射線の生物影響研究

a橋　昭久（群馬大・重粒子線医学研究センター）

【特別講演Ⅴ】11:00～11:40
座長　小湊　慶彦（群馬大院・医・法医学）

新しい癌治療シーズを探して

近松　一朗（群馬大院・医・耳鼻咽喉科・頭頸部

外科学）

【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　鯉淵　典之（群馬大院・医・応用生理学）

甲状腺ホルモンによる脳発達への影響

天野　出月（群馬大院・医・応用生理学）

座長　久田　剛志（群馬大医・附属病院・呼吸器・

アレルギー内科）

化学放射線同時療法を施行した局所進行非小細胞

肺癌における糖尿病合併の予後に関する検討

今井　久雄（群馬県立がんセンター）

座長　中野　隆史（群馬大院・医・腫瘍放射線学）

子宮頸癌に対する３次元画像誘導小線源治療

野田　真永（群馬大医・附属病院・放射線科）

座長　秋山　英雄（群馬大院・医・眼科学）

網膜剥離を伴う黄斑疾患の画像診断と分子細胞学

的解析

松本　英孝（群馬大院・医・眼科学）

【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）

XRCC1 Arg194Trp and XRCC1 Arg399 Gln

Polymorphisms Affect Clinical Features and

Prognosis of Myelodysplastic Syndromes

Batchimeg Norjmaa（ Department of

Laboratory Sciences, Gunma University

第２日　平成28年９月30日（金）

群馬大学医学部刀城会館
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しました。理化学研究所との共同研究では新たな迅

速解析方法を用いた一塩基多型の解析でエネルギー

代謝と関連が深いβアドレナリン受容体等の遺伝子

多型の集積が肥満やメタボリック症候群の指標の一

つであるウエスト・ヒップ比の増加と相関すること

を報告しています。培養細胞を用いた基礎的な研究

ではエネルギー代謝や脂質代謝と関連が深い甲状腺

ホルモン作用の調節機構について研究を進めていま

す。甲状腺ホルモンの標的臓器において甲状腺ホル

モン作用を調節している甲状腺ホルモン脱ヨード酵

素の生理的役割について解析を進め、３つの亜型が

ある甲状腺ホルモン脱ヨード酵素のうち２型（D2）

が血管内皮細胞、血管平滑筋細胞、骨芽細胞、骨格

筋細胞、褐色脂肪細胞において甲状腺ホルモン作用

を調節していることを明らかにしました。このよう

に臨床検査医学教室では新たな動脈硬化症のバイオ

マーカーを確立することを目的として培養細胞や遺

伝子改変動物を用いた実験からヒトを対象とした解

析まで幅広く研究を行っています。今回これらの研

究成果を紹介させて頂きます。

臨床検査医学教室では動脈硬化症の新たなバイオ

マーカーの解析を進めています。脂質マーカーの解

析では動脈硬化症と関連が強く悪玉コレステロール

と言われているLDLの亜分画で超悪玉と言われる

sdLDL濃度が高いほど頚動脈の内膜中膜複合体厚が

厚いこと、2型糖尿病やメタボリック症候群では血

中で脂質代謝に関わり動脈硬化症発症に大きく影響

するリポ蛋白リパーゼ（LPL）や脂肪細胞から分泌

され動脈硬化症と関連が強いとされるアディポネク

チンが高いほどレムナントリポ蛋白質の粒子サイズ

が小さくなることを報告してきました。また簡便な

血中LPL濃度測定によりヘパリンの前処置を必要と

する煩雑なLPL活性測定を代用できうることを報告

臨床検査医学

講師　木村　孝穂（平４卒）

動脈硬化症の新たな
バイオマーカーの解析

第63回北関東
医学会総会  同　窓　会　推　薦　講　演 同　窓　会　推　薦　講　演 

Graduate School of Health Sciences）

【ワークショップ】15:20～16:50

「群馬大学全体を統合した研究支援体制の強化」

座長　浅尾　高行（群馬大　未来先端研究機構・ビ

ッグデータ統合解析センター）

１．群馬大学の研究推進体制と未来先端研究機構に

ついて

和泉孝志、西山正彦（群馬大　未来先端研究機構）

２．群馬大学におけるオミクス解析体制

大日方英、浅尾高行（群馬大　未来先端研究機

構・ビッグデータ統合解析センター）

３．分析機器の全学共同利用促進に向けた取り組み

林史夫（群馬大　研究・産学連携推進機構　高度

研究推進・支援部門　機器分析センター）

４．群馬大学URA室の活動： 研究支援及び産学連

携支援の取り組み

早川晃一（群馬大　研究・産学連携推進機構

URA室）

【特別発言】

峯岸　　敬（群馬大学大学院医学系研究科長・学部長）
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1982年に群馬大学医学部を卒業しました。まだ

医師の初期臨床研修制度はありませんでしたので、

毎年卒業生100人前後の中で、市中病院で研修しよ

うという人は数名で、ほとんどの人がいずれかの大

学の教室すなわち医会(当時は医局)に入会するとい

う時代でした。救急科を志望しましたが、救急医学

はまだ新しい学問で、全国にも救急科教室のある大

学は少なく、群馬大学にもありませんでした。当時

の群馬大学では、救急医学の分野の多くをカバーし

ていたのが麻酔科学教室でしたので、藤田達士教授

の麻酔科学教室に入会しました。BLSが一般的にな

った現在では想像もできませんが、附属病院に入院

中の患者が心肺停止に陥ると、手術室の麻酔科医師

控室に内線で連絡が来て、麻酔科医師が蘇生道具を

持参して、心肺蘇生を開始するという時代でした。

当時の麻酔科学教室は、入会１年目は附属病院で

研修を行い、2年目から市中病院で勤務しました。

４または５年目に最低1年間は附属病院に戻り、

病棟やICUおよび外来を経験して、５または６年目

から再度市中病院で勤務するというのが一般的でし

た。群馬大学の麻酔科学教室は医会員も関連病院も

多かったので、附属病院での勤務は１年目の１年間

と４または５年目の１年間の計２年間だけで、あと

は市中病院勤務という医会員も少なくありませんで

した。私は４年目に附属病院に戻った際に、医会人

事の都合により6ヶ月間で市中病院に勤務すること

となりましたので、34年間の医師生活の中で大学

に勤務したのは、わずか１年６ヶ月間だけというこ

とになります。大学での勤務が最も少ない医会員の

１人であったと思われます。県内外の教室関連の市

中病院をいくつか回ってから1994年に前橋赤十字

病院に赴任した後に、医会の規則に従い一定の条件

を満たすことにより勤務先固定の権利を得てから

は、医会の集会や行事への参加も遠のきがちとなり、

大学や附属病院に行くこともめっきり少なくなって

しまいました。このような経歴により、教室や医会

員あるいは研究者というよりは、市中病院の勤務医

師の立場に軸足をおいた内容となることをお許しく

ださい。

2015年４月に前橋赤十字病院の院長に就任しま

した。院長になると出身科のことだけではなく、自

院で標榜する科全てのことを考えなければならなく

なります。当院は現在31科を標榜していますが、

27科で群馬大学の教室からの医師の派遣をお願い

しております。これをもってしても、いかに当院が

群馬大学に依存しているかがお解りになるかと思い

ます。実際、院長になってからは、30科前後の群

馬大学の教室の教授や医会長に色々な相談をさせて

いただく機会が多くあります。その際、教室によっ

て「群馬県の医療をどのようにしたら良いのか」の

考えに差があるように感じました。大学院大学なの

で国際的にも認められる研究も必要でしょう。群馬

県民に対して大学附属病院でなければ実施できない

高度な医療の提供も必要でしょう。県内唯一の医学

部ですので群馬県のへき地医療に対する対応も必要

でしょう。同様に群馬県内の市中病院への医師の派

遣に対する対応も必要でしょう。医会員が多く所属

していて、これらの命題が、同時に成り立つならば

問題はありませんが、医会員が不足気味で同時には

成り立たない場合には、優先順位を付ける必要が生

じます。研究か、高度医療か、へき地医療か、市中

病院への医師派遣か、いずれを優先すべきなのかを

決定しなければなりません。科の特性や医会員の人

数などが違うので当然といえば当然なのかもしれま

せんが、この優先順位を付ける基準が、教室や医会

で様々です。そのために、群馬大学医学部全体で

「群馬県の医療をどのようにしたら良いのか」の統

一した見解がないようにも思えるのかもしれませ

ん。

群馬大学医学部は群馬県唯一の医学部です。医学

部が県内に複数ある県の医学部より、群馬大学は群

馬県内の医療施策や市中病院に対して、より強大な

力を持っています。それと同時に、より大きな責任

もあるはずです。時には「教室のことだけで言えば

損失がる」あるいは「附属病院だけのことで言えば

損失がある」、しかし「群馬県全体の医療あるいは

市中病院のことで言えば良いことだ」というような

ことがあった場合に、その大いなる責任を果たせる

ような判断をしていただけることを、母校に望みた

いと思います。

ノブレス・オブリージュ

58母校に望む 母校に望む 

前橋赤十字病院

院長 中野　　実（昭57卒）
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女性医師シリーズ　 50

私は神経精神科で臨床研修を行わせていただい

たあと、現在は基礎研究を行っている“研究医”

です。研究医人口は減少しているご時世の中、ご

参考になるか心許ないですが、わたしの経歴・経

験を書き記したいと思います。

研究のはじまりは、大学院博士課程に入学した

時でした。進学の理由は、所謂、「博士号は足の

裏の米粒」、つまり「博士号は、取らないと気持

ち悪い」ということで、今思えば大変けしからん

ことです。研究という意味では無気力な研修医で

したので、当時の教授に言われるままに、生体調

節研究所の基礎研究の教室に配属されました（的

崎尚研究室）。自分が明確なビジョンを持たなか

ったことが災いして、精神科医でありながらマウ

スのマクロファージの解析を泣く泣くおこなうと

いう毎日でした。しかしやりたくない研究でも

（的崎先生、すみません）、“覚悟を決めて”頑張

ってみると、ささやかな成果が出てくるもので、

これからも研究を続けたいと考え、理研の加藤忠

史先生の教室に籍を置かせていただきました。実

験三昧でとにかく実験が楽しかった頃でしたが、

今よりも医局制度が強く、医局に帰ってくるよう

にとの当時の教授のお言葉を無視することも難し

い時代でした。それでも基礎研究にこだわる私に

対して、「そんなに研究が好きなら退路を絶て。

臨床には戻るな」との絶縁状（？）もいただき、

本来ならば平身低頭で教授に謝るべきところ、浅

はかにも基礎研究をする免罪符を得たとばかりに

考え、このころより臨床復帰は考えなくなりまし

た。そして米国 Johns Hopkins 大へ留学し、シ

ナプス研究というものにはじめて触れました。神

経細胞の繋ぎ目にあたるシナプスは神経回路の形

成に重要な役割を担い、我々の「心の座」と言っ

ても過言ではない微細構造です。大脳皮質の興奮

性シナプスの80％はスパインという小突起に形成

され、スパインは学習などの刺激に伴いその大き

さを変化させることでシナプス伝導効率を変化さ

せます。刺激プロトコールでスパインが劇的に膨

らんだり縮小することは本当に衝撃的で、以来、

このスパインに魅了されています。そして統合失

調症関連因子の機能低下でスパイン密度が大きく

低下すること（Hayashi-Takagi et al, Nat

Neurosci, 2010）、その下流分子を制御する化合

物はスパイン密度の低下や行動異常を部分的に予

防することを報告しました（Hayashi-Takagi et

al, PNAS, 2014）。このころは、研究者としての

根拠のない自惚れも生じた頃です。そんな時に学

会などで喜々として発表しても、「そのようなシ

ナプス変化と疾患との因果関係を示すことができ

るのか？」という批判的な疑問を次々に受けます。

たしかに、自分の研究も含めて、これまでの知見

は、統合失調症の病態とシナプスとの相関を示唆

する知見に過ぎませんでした。最先端の神経科学

の世界においても、シナプスの可塑性が脳の高次

機能の細胞基盤であると示唆しているものの、そ

のどれもが間接的な知見でした。そこで、徹底的

にマニアックな実験をやってみたいと考えまし

た。そのために増大もしくは新生したスパインだ

けを光操作依存的に破壊する人工遺伝子AS-

PaRac1 の作成に成功しました。これだけ書くと

簡単に聞こえるかもしれませんが、局在タグ、

Linker 配列、プロモーター配列など膨大な組み

合わせを試し、最終的には100種類以上の遺伝子

を作成しました。この AS-PaRac1 を用いると、

新規学習にともない増大・新生したスパインが脳

内にどのように分布しているかを可視化し青色光

で破壊することができ、実際に新規学習は青色光

で消去されることが分かりました。これは、神経

回路を光で改変し、シナプスと行動との因果律に

迫れる研究が世界で初めて可能になったことを意

味します（Hayashi-Takagi et al, Nature, 2015)。

今後は AS-PaRac1 を精神疾患研究への応用する

つもりです。私の研究室は、今年の４月よりスタ

ートしたばかりで、ラボの名前はLab of Medical

Neuroscienceです。これは、Neuroscienceを軸

足に置くが Medicine に貢献すること、すなわち、

私の研究室では臨床を意識したNeuroscienceを

行うという意思表明であります。このような研究

にご興味をもたれましたら、気楽にお声かけ下さ

い（hayashitakagi@gunma-u.ac.jp）。

最後になりますが、これまでの破天荒な行動に

もかかわらず、たくさんの先生方に多大な御恩を

賜ったことを実感いたします。とりわけ、臨床の

指導だけではなく、人としての成長を温かい目で

見守ってくださった福田正人先生に心より感謝申

しあげます。

シナプス研究に魅せられて

生体調節研究所　脳病態制御分野

教授　林（高木）朗子（平11卒）
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平成28年度の診療報酬改定で、骨・軟部腫瘍の

一部に対して重粒子線治療が保険適用となりまし

た。算定されるのは、「手術による根治的な治療法

が困難である限局性の骨・軟部腫瘍に対して根治的

な治療法として行った場合」です。これは、平成６

年の重粒子線治療の臨床試験開始、平成15年の先

進医療（当時は高度先進医療）開始とともに、国内

の重粒子線治療の歴史において大きな節目となりま

した。本号では、重粒子線治療を取り巻く最近の国

内状況について紹介したいと思います。

骨・軟部腫瘍とは、骨や軟部（筋肉・脂肪・神経

など）に発生する腫瘍ですが、その発生頻度は原発

性悪性骨腫瘍では人口100万人中４人、軟部肉腫で

は10万人中3.6人と推定されており、悪性の骨・軟

部腫瘍はいわゆる「希少がん」となります。治療の

第１選択は手術ですが、頭蓋底、頭頸部、脊椎・傍

脊椎、後腹膜、骨盤部などに発生した場合、解剖学

的理由で根治的切除が困難、もしくはQOLや機能

損失が大きいために切除が勧められないと判断され

ることがあります。肉腫は通常の放射線治療で用い

られるエックス線に対し抵抗性であることが多く、

切除非適応の場合、これまで有効な治療手段があり

ませんでした。昨年、国内の重粒子線治療４施設

（放射線医学総合研究所、兵庫県立粒子線医療セン

ター、群馬大学重粒子線医学センター、九州国際重

粒子線がん治療センター）で計764名の施設横断的

な骨軟部の腫瘍の治療データがとりまとめられ、厚

生労働省の先進医療会議に報告されました。重粒子

線治療を受けた部位は、頭蓋底、頭頸部、脊椎・傍

脊椎、後腹膜、骨盤部が多く、主な組織型は、脊索

腫、骨肉腫、軟骨肉腫、未分化多形肉腫などでした。

代表的疾患の５年生存率は、仙尾骨脊索腫が83％、

骨盤骨肉腫が39％、骨盤軟骨肉腫が43％でした。

比較すべき既存治療のシステマチック・レビューが

外部評価も含めて行われ、重粒子線治療の保険適用

が認められました。

骨・軟部腫瘍は良性から悪性まで様々で、小児か

ら高齢者まで、また体のあらゆる部位に発生するこ

とから、病気の診断や治療方針の決定に際しては、

まず大学病院やがんセンターなど、骨軟部腫瘍専門

医の診察を受けることが必要です。群馬大学では、

骨軟部腫瘍や放射線治療・重粒子線治療の専門医を

含むキャンサーボードを開催し、患者さんの病状や

治療方針等を共有・意見交換・確認する診療体制を

整備しました。また、小児の骨肉腫などに対しては、

小児がん診療チームや院内学級などの環境が整備さ

れた中で重粒子線治療が行える国内唯一の施設で

す。骨・軟部腫瘍は診療の集約化が必要で、県外や

国外の医療機関から紹介される場合も少なくありま

せん。当センターでは医療機関との連携を十分には

かり、切れ目なく治療に結びつくように取り組んで

います。様々な分野の専門家がそろう大学病院で治

療を提供出来ることは群馬大学の大きな利点であ

り、重粒子線治療を含む集学的治療が、患者さんに

とって安全で質の高いがん医療となるようにしてい

きたいと思います。

骨・軟部腫瘍以外の疾患は、引き続き先進医療に

て行われています。これまでは、各施設で定めた適

応疾患に対し治療が行われてきましたが、今年度か

らは日本放射線腫瘍学会の主導で規定された、統一

治療方針に基づく適応症に対して先進医療Ａとして

実施されています。主な適応疾患は、頭頸部腫瘍

（肉腫を除く非扁平上皮癌）、非小細胞肺癌、前立腺

癌、肝細胞癌、肝内胆管癌、膵臓癌、直腸癌術後再

発、子宮頸癌、などです。新たな施設基準としては、

キャンサーボードの設置に関する体制などが盛り込

まれ、治療に際しては学会作成の統一同意説明文書

を用い、治療の実施状況は学会データベースに登録

されることになりました。これにより、将来にわた

り評価可能な体制のもと、データの集積や透明化が

促進されることになりました。より重点的評価が必

要な適応症については、先進医療Ｂとして多施設共

同臨床試験を実施していきます。群馬大学は、「切

除不能、局所療法不適の肝細胞癌に対する重粒子線

治療」の申請医療機関となり、本年６月から症例登

録が可能となりました。他には、肺癌、膵臓癌、前

立腺癌、直腸癌術後再発に対しても、国内の重粒子

線治療施設と連携して準備を進めているところで

す。これら臨床試験では、費用対効果といった医療

経済学的評価も行われる予定です。Try everything!

大きな転機を迎えた重粒子線治療ですが、引き続き

宜しくお願い申し上げます。

重粒子線施設だより⑥

重粒子線治療、
一部保険適用へ

重粒子線医学センター

教授　大野　達也（平５卒）
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チェンマイ大学交換留学報告

遠藤　　梓（医学科６年)

チェンマイ大学交換留学に参加して

鮫島　　舞（医学科６年)

タイ医療を見学して

昨年度チェンマイ大学交換留学プログラムに参加

しましたのでここにご報告いたします。

２月上旬に私たち群馬大学５年生４名がタイのチ

ェンマイ大学で臨床実習をさせていただきました。

２週間で内科、産婦人科、救急、家庭医療と多くの

診療科を見学し、また現地の学生と共に実習や講義

に参加しました。

チェンマイ大学での実習で印象に残っているの

は、学生の実践的な知識の深さと英語力の高さ、そ

して何より親切で積極的に教えてくれる優しさで

す。チェンマイ大学の学生は、5、6年生の頃から

研修医と同様に当直も含め積極的に診療に参加する

実習を行っており、身体診察やカンファレンスを熱

心に行っていました。学生が最初に患者さんの異変

に気づいたという話も聞き、学生が真剣に患者さん

と向き合っている様子を実感しました。この環境を

培っているのは、熱心に指導してくださる先生方と

学生のモチベーションの高さ、そして学生が卒業直

後さらには卒業前からも現場の力として期待されて

いる状況だと思います。全ての回診が教育的であり、

疑問点はすぐに先生や友人に尋ねたり、課題として

後で学んだりと日々力がついていく実習でした。ま

た、タイでは医学を英語で学んでいます。講義はタ

イ語でしたがスライドは英語で作成されており、隣

の席の学生も積極的に英訳してくれるなど留学生に

とってありがたい環境でした。

その後２月下旬から１か月ほどチェンマイ大学の

学生４名が群馬大学で実習を行いました。回診やカ

ンファレンス、手術などできるかぎり彼らに説明し

ましたが、自分の至らなさを痛感する場面が多くあ

りました。留学生が充実した実習を行えるよう受け

入れの環境を整えることの大切さを感じ、また自分

自身も精進していきたいと思いました。

今回の留学プログラムで学んだこと、そして共に

学んだタイの友人、タイで指導してくださった先生

方は一生の宝だと思います。このような貴重な機会

をいただき、ご尽力くださった先生方をはじめ事務

の方々、同窓会の皆様に心から御礼申し上げます。

タイ王国チェンマイ大学との交換留学プログラム

に参加した際のご報告をいたします。今回、交換留

学プログラムに参加したことで、日本の医療と外国

の医療の違いを知ることができました。日本の医療

を見つめなおし、諸外国との協力の仕組みを考える

ことが日本の医療の発展につながるのではないかと

考えています。

チェンマイ大学では、内科病棟、産科病棟、救急

外来、家庭医療外来（特にタイマッサージ）を見

学・体験させていただきました。日本で見ることの

できない熱帯感染症の患者さんなど、私たちにとっ

てはとても珍しい症例を経験することができた一方

で、日本でもよく経験する症例も多く目にしました。

タイでは国民皆保険制度により病院受診料が無料で

あるため、日本ではクリニックにかかるような一般

的な疾患も含め、多くの患者さんが大学病院を受診

します。タイでは膨大な患者数に対応するため、医

学生もほとんど医師と同じように診察や検査を行っ

ていました。個人情報の保護など日本の方が進んで

いると感じることもありましたが、医学生の疾患に

対する知識、プライマリケアの技術、手技の経験な

ど非常に実践的であると感じる面も多々あり、学習

意欲など見習わなければいけないと感じました。

また、渡航前ワクチン接種や渡航先での感染症暴

露など旅行医学について学ぶ機会にもなりました。

このことをきっかけに臨床感染症に興味を持ち、感

染症を疑う患者さんへのアプローチや感染症への対

応について勉強を続けています。

チェンマイ大学の学生が群馬大学に実習に来た時

には一緒に各科を回りましたが、患者さんとのコミ

ュニケーションや治療の選択について意見を交わ

し、大変興味深い時間を過ごすことができました。

今後も関係を続け、日本の医療の発展に貢献してい

きたいと考えています。最後になりますが、このよ

うな機会を与えてくださった、コーディネーターの

久枝教授、刀城クラブのみなさまにお礼を申し上げ

ます。
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東條　里沙（医学科６年)

チェンマイ大学滞在記

吉田　泰徳（医学科６年)

チェンマイ大学交換留学を終えて

この都度タイのチェンマイ大学との交換留学に参

加させていただきましたので、ここにご報告させて

いただきます。ほぼ毎年、部活動の諸先輩方がこの

研修に参加されていて、有意義で楽しいプログラム

であると聞いていたので、５年生になり参加するの

を楽しみにしておりました。

しかし、忘れもしない出発の１月31日早朝、前

橋は10年振りの大雪に見舞われ、空港バスの発着

する前橋駅南口までたどり着けるかどうかが危ぶま

れたほどでした。幸いにも前々からタクシーを予約

していた遠藤さんに相乗りさせていただいて何とか

空港バスに乗り込み、羽田空港に到着、タイ航空機

も無事離陸してくれました。

さて、チェンマイ大学医学部での研修は驚きの連

続でした。内科３日間、産婦人科２日間、救急診療

科３日間、家庭医療２日間で回りました。内科では、

朝と夕方の病棟回診、４年生の英語での授業、朝の

英語でのカンファに参加し、無料診療の大学病院と

併設されている私立病院両方での外来を見学しまし

た。産婦人科では、搬送された妊婦さんの、ステー

ジ診断、合併症所見について学び、産婦人科学会も

傾聴させていただき、タイならでは（サラセミア等）

の知見について触れました。救急診療科では、日本

との疾患やコンサルト方法の違いに驚きました。救

急に搬送された患者さんの脳外科手術にそのまま参

加する機会があり、手術を見学させていただきまし

た。

タイの医療現場に触れ、タイの街を歩き、公衆衛

生的な面（食品管理、水質、喫煙状況、交通、啓蒙）

や文化的な面（食文化、宗教）など様々な要因が、

人々の健康に影響していることに気付かされまし

た。今回の経験から、経済的側面、文化的側面等、

色々な背景から、患者さんを総合的に診るよう意識

するようになりました。

最後になりますが、このような貴重な機会を与え

てくださいました、同窓会、後援会の皆様、大学の

諸先生方、その他支援してくださった多くの方々に

深く感謝致します。

この度、交換留学プログラムによりタイのチェン

マイ大学に留学してきましたのでここに報告しま

す。

チェンマイはタイの北部にあるタイ第二の都市で

あり、首都バンコクから飛行機で１時間ほど移動し

た場所にあります。チェンマイ大学病院は1,400床

もある大病院で、タイ北部の医療の中心的な役割を

担っています。二週間の留学期間中、内科、産婦人

科、救急科、家庭医療科をそれぞれ数日間実習しま

した。

見学をしていて自分が感心したことは、見ず知ら

ずの留学生に対して先生や学生が丁寧に英語で説明

をしてくれたことです。学生と一緒にレクチャーを

受けている際には、隣に座った学生が逐一英語に翻

訳してくれました。タイでは医学を英語で学んでお

り、教科書も英語のものを使うなど皆英語が得意で

した。またチェンマイの学生は向学心に溢れており、

先生も非常に面倒見が良く教育熱心でした。内科病

棟の教育回診では教授１人に対して学生が５～６人

で回診し、１つの症例に対して深くディスカッショ

ンを行っていることが印象的でした。

タイの医学部も日本と同様に６年制ですが、学生

の頃から日本では研修医が行うような手技、例えば

外傷の縫合や直腸診などを行っていました。教育内

容も診断基準を覚えるなど日本と比べて実践的なこ

とが重視されていました。６年生では昼間の実習に

加えて夜間の当直もあるそうです。その背景として、

卒業後は地方の病院へ行って即戦力として働かなけ

ればならないということが挙げられます。キャンパ

スの中には所々に机と椅子が置いてあり、そこでは

常に学生が必死に勉強を行っていました。

今回の留学を通してタイの医療を学び、日本の医

療を振り返るいい機会となりました。チェンマイで

得られた経験や交流をこれからも大切にしていきた

いと思います。最後に久枝先生、担当の学務の方々、

同窓会の方々には大変お世話になりました。この場

を借りてお礼申し上げます。
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チェンマイ大学留学思い出  Snap 

チェンマイ大学の先生方、他国の留学生と（平成28年２月５日　チェンマイ大学会議室）

北部少数民族の村観光
（平成28年１月31日　ドイ・プイ・トライバル・ヴィレッジ、モン族の村）

病院実習（平成28年２月10日　チェンマイ大学病院）
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このたび、平成28年７月24日（金）25日（土）の

２日間にわたり、前橋テルサにおいて日本アンドロ

ロジー学会第35回学術大会を主催いたしました。本

学会は、男性学として、男性不妊、男性機能、前立

腺などの男性学を泌尿器科、産婦人科、内分泌内科、

基礎とで横断的に議論することを目的としています。

２年前に群馬大学泌尿器科での担当が決定された後、

プログラムを練り、本番を迎えました。一般演題も

50題ほどをいただき、活発な議論をしていただきま

した。まず、基調講演を、群馬大学学大学院産婦人

科学の峯岸敬教授に生殖医療の現状と展望というタ

イトルでお話いただきました。現在、不妊症に悩む

カップルは多いのですが、男性側の要因が半数を占

めていると言われており、泌尿器科の果たす役割は

高いと考えております。われわれの教室では、男性

不妊症の原因の一つとされている精索静脈瘤に対す

る手術に関して温存すべき精巣動脈の造影を確実に

行うための新しい手術方法について群馬大学医学部

附属病院臨床試験部の指導の下に臨床試験を進めて

います。アンドロロジーの一分野に貢献できるよう

に引き続き取り組んでいきます。学会の半分は私ど

もの教室の専門である前立腺癌に関するテーマでプ

ログラムを構成しました。去勢抵抗性前立腺の診断

治療が現在のトピックであり、新規薬剤、ステロイ

ドホルモンの使用に際してのピットフォール、骨マ

ネージメントなど、実臨床に直結する内容でした。

２日間をとおして180名の医師、胚培養士の方々に参

加いただき、実りある学会とすることができました。

この場をお借りして御礼申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

日本アンドロロジー学会
第35回学術大会開催報告

泌尿器科学

教授 鈴木　和浩（昭63卒）

小児心身医学会は日本小児科学会の分科会の一つ

ですが、その地方会を本年３月13日（日）に群馬県

社会福祉総合センター８階大ホールで開催しまし

た。会員は小児科医、精神科医、看護師、臨床心理

士、児童福祉関係者、養護教諭など、小児の心身に

関わりのある多職種の専門家で、平成27年８月の会

員数は350名（全国は1500名）ほどです。当地方会

では小児の心身に関する諸問題を調査研究し、その

成果を発表し、互いに学び合うことを目的に、年１

回学術集会を開催しております。

今地方会ではテーマを「適応上の問題を呈してい

る子を育てるために」とし、一般演題５題と会長講

演、シンポジウムを行いました。講演では、子ども

が呈するさまざまな身体症状（心身症）や問題行動

学会報告（同窓会補助）

第７回日本小児心身医学会
関東甲信越地方会

みどりクリニック

院長　鈴木　基司（昭56卒）

を強化する因子として、その子の抱えている「不安」

を意識しながら医療や心理、教育系関係者が対応し

ていく必要性を確認しました。実際的には、その子

の適応だけを目標とすると周囲に余裕がなくなり本

人を追い込み、問題を遷延させ易い。抱えた不安を

できれば言葉で発信する力をその子に育てることを

目標として、役割を意識した連携態勢を創ることを

提案しました。不安の症状化、問題行動化ではなく、

言語化を、という趣旨です。

シンポジウムは「どのように繋がるか」をテーマ

に、繋がりにくい子を想定して、繋がる糸口、繋が

るための工夫、繋がりをその子の日常生活に返して

いく過程を浮き立たせたいと考えました。ただ、時

間不足もあり、ここは今ひとつ焦点が絞れない結果

となりました。

群馬の会員が少ない現状、かつ一開業医としては

過大な学会開催で、不安の余り周囲の皆さまにご支

援をお願いしました。また、刀城会より過分なご支

援をいただきましたが、おかげ様で250名ほどと、

例年の地方会を倍する参加を得ることができまし

た。ここに御礼とご報告とさせていただきます。

大会終了後に教室員一同で
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平成28年４月９日土曜日、愛媛県松山市道後プリ

ンスホテルにて第13回四国支部同門会が開催されま

した。四国４県持ち回りですが、一度神戸で開催さ

れましたので、松山市では３回目になります。中四

国、九州、三重、神戸の同窓生にも案内をしており

ます。

愛媛県を代表して宇和島市の42年卒の萩山正治先

生に御挨拶を頂きました。母校の不祥事を嘆かれ、

今回は残念ながら欠席でしたが柔道部後輩の飯野佑

一同窓会長に事情を聞くつもりであったとのことで

した。

出席者は地元愛媛から52年卒の愛媛大学教授 野元

正弘先生と50年卒の小生、香川から46年卒 高田博先

生、54年卒 石川浩先生、徳島から平成２年卒の川口

群馬大学医学部
四国支部同門会

木村　　誠（昭50卒)

隆先生、高知から44年卒 高知県医師会長の岡林弘毅

先生、同じく44年卒の川村武夫先生、54年卒 黒岩祥

男先生、神戸から44年卒の横山芳信先生、三重から

51年卒の平石友先生、大分から54年卒の早野良生先

生で、ご夫婦等のご参加６組で合計18名でした。

昨今、新規の同窓生が増えず、ご高齢の先生も増

えられ出席者が減少気味でジリ貧でしたが、川口隆

先生のお子様が群馬大学に入学されたとの報告があ

り一同から快哉の声が上がりました。どんな形でも

いいから続けようとの声が多く来年は香川の金比羅

さんで予定しているとのことでした。大分の中野眼

一先生から一度別府でもやったらどうかとお誘いが

あり次回検討することにしました。

飲み放題で痛飲したあと、ホテルのラウンジでも

飲み続けたため集合写真を撮り忘れてしまいまし

た。この場をお借りしてお詫び申し上げます。

翌日は道後ゴルフ倶楽部で親睦ゴルフを行いまし

たが前日から来松し奥道後ゴルフクラブで練習ラウ

ンドをこなしていた横山芳信先生が、76で回り栄え

あるベスグロ優勝を飾られました。

来年も4月第2週土曜日に香川県で開催される予定

ですので、興味のある方は是非ご参加ください。

親睦ゴルフにて（平成28年４月10日　道後ゴルフ倶楽部）

後列左より：川村、横山、黒岩、高田

前列左より：木村、平石、平石（英）、横山（敬）

支　部　だ　よ　り 支　部　だ　よ　り 
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平成28年６月18日（土）午後７時に北陸支部総

会がANAクラウンプラザ金沢にて同窓会刀城クラ

ブ幹事長の白倉賢二先生ご夫妻をお迎えして開催さ

れました。

まず北陸支部役員について、村本支部会長以下昨

年と同じ役員に決定しました。

次に早川康浩先生（昭61卒）に白山の四季の題

で講演をしていただきました。早川先生は何度も白

山を登っておられ、通常の道を通らず、道なき道を

登られたり、冬山にスキーで登られたり、相当無謀

な山登りしておられました。そのかいあって素晴ら

しい写真をとっておられ、参加者をうっとりさせて

平成28年度
刀城クラブ北陸支部総会報告

副支部長　竹内　真人（昭45卒)

北陸支部総会（平成28年６月18日　ANAクラウンプラザ金沢）
後列左より：佐原博之、生田敬定、大酢和喜夫、高尾昌明、宮下知治
中列左より：伊藤清吾、山内博正、早川康浩、佐原まゆみ
前列左より：白倉夫人、白倉賢二、村本卓郎、竹内真人、草島義徳

くれました。

その後、佐原博之先生（昭63卒）幹事の司会に

て、各自の自己紹介、近況報告にうつりました。

福井の伊藤清吾先生（昭48卒）からは、以前福

井支部で集まったおり、黒田友紀子先生（平17卒）

と知り合いになり、色々話し合っていたら、自分の

息子の嫁になっていたなど、おめでたい話もありま

した。

また、母校の同窓会幹事長の白倉賢二先生から群

馬大学の近況についての報告がありました。旧第二

外科問題についてこちらでは、情報も少なく心配し

たおりましたが、なかなか信頼回復が大変な状況を

うかがいました。

なごやかな歓談のあと、草島義徳先生（昭50卒）

の中締め、二次会へと移りました。

今回13名の出席でしたが、北陸支部には、50名

くらいの会員がおられ、今後若い会員の出席が増え

ることを期待しております。
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人生80年を越えたか、あるいは越えようとしてい

るクラスメートの実態はいかがなものであろうか。

平成28年６月４日午後６時から、前橋市内のホテ

ル「ラシーネ新前橋」で、わがクラス会が開催され

ました。これは卒後55年のクラス会のレポートであ

ります。

まず、瑞宝双光章に輝いた成田忠雄君に花束を持

っていただき、写真撮影から始まりました。次いで、

久し振りに北海道から令夫人を伴って参加した長倉

基君の乾杯の音頭により、会がスタートしました。

恒例の近況報告は順不同で行われましたが、要約

すると、次の２点に集約されました。

その１。出席者のクラスメート25名の約半数を占

める開業医の仲間の共通の悩みは後継者問題。一緒

にやっていたが、逃げてしまった。週に３日、あと

は子供に譲ったとか。次の世代には何かと遠慮勝ち

のように思えた。

一方、勤務医を続けてきた者は、施設の責任者で

昭和36年卒クラス会便り

小林　　功（昭36卒)

あったり、パート医を続けている。２名が医師廃業

を宣言していたが、さわやかな顔だった。

その２。寄る年波は争えず、体の不調を訴える発

言が多かった。曰く、難聴になった、腰や膝の痛み。

そう言えば、杖つき歩く者も数名いた。心筋梗塞で

無事生還した話。欠席者の中にも、脳梗塞で片麻痺

となったという情報が伝わる。

近況報告も途中まできて、物故者（留学生２名を

除く60名中16名）に黙祷を捧げるべきではないか、

との声が持ち上がった。司会者の不手際もなんのそ

の、皆の体調を考えて、約30秒に短縮して、黙祷を

行ったのであります。

全般的には、各人「後向き」の発言に終始しまし

たが、まだ発言内容は何とか筋は通っていました。

余力が残っていると言うべきか。

参加者の中で桐生温生君の発言は格段と声量があ

り、何故か印象に残ったのであります。60年安保反

対闘争では国会周辺に座り込んだり、前橋の市街を

プラカードをかかげて行進した私たちの世代であり

ます。医師偏在などにより医師不足が言われる時代、

何とかまだお役に立っているように思われました。

２年後の再会を約束して散会となりましたが、閉

会の後もホテルのロビーで暫く雑談に花が咲いたの

であります。

昭和36年卒クラス会（平成28年６月４日　ラシーネ新前橋）
後列左より：高野（介）、大竹、齋藤、高柳、釼持、佐藤（豊）、伊澤、石川
中列左より：萩原、小林（正）、富田、田原、竹村、青木、金井、田村（多）、桐生
前列左より：長倉、長倉夫人、伴、小林（功）、成田、田島、高野（玲）、田中、鈴木（玄）

クラス会だより クラス会だより  
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平成28年７月２日高崎駅に直結したホテルメト

ロポリタン高崎にて群馬大学医学部昭和48年卒ク

ラス会を開催しました。

まず集合写真を撮りました。前列左から：風間直

久、伊藤清吾、西松輝高、伊藤晃子（旧姓篠崎）、

高橋優四郎、岩田展明。後列左から：清水信三、鎌

田真彦、武井満、金子裕、大谷英祥、田中昌輝、鈴

昭和48年卒クラス会報告

金子　　裕（昭48卒)

昭和48年卒クラス会（平成28年7月2日　ホテルメトロポリタン高崎）

群馬大学医学部 目で見る40年の歩み（昭48卒）
（脳神経外科・川淵教授による臨床講義）

木則夫。

写真では13名ですが、後から来た野口哲郎くん

と氏家千恵子（旧姓吉田）さんが撮影を拒否してい

ますので、総勢15人でした。

平成26年11月前回福井でのおいしいカニを食し

た時の幹事、遠来の伊藤清吾くんの乾杯で始まりま

した。

卒後40数年様々な人生を経験し、皆、時代がつ

いていますが、フランス料理と飲物で語らい、ホッ

とした落ち着いた空間に、皆良い顔をしておりまし

た。

この時を共有でき感謝しております。一年後にま

た会えるようにできたらいいなと思っております。
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先日、二三会（にさんかい）の件で元医学部事務

の五十嵐忠夫氏、医学部同窓会長飯野佑一氏、同学

年の細野治氏と前橋で酒宴をもった。五十嵐氏とは

40年ぶりの再会であり、氏は80歳をこえられても

昔とちっとも変わらなく若々しく活動的生活を送っ

ていられる姿に驚かされた。この二三会の名簿と規

約をまだ大切に保管されていて一部いただいた。こ

の会を復活してみないかということで会合した。

今回、本紙をお借りして二三会を紹介してみたい。

1960年の日米安保条約改定を巡る反対闘争以来、

学生運動は当時凄まじいものがあった。わが群大は

その中でもおとなしい方であったように記憶してい

る。ノンポリ学生がもちろん無関心であったわけで

はないのだが。当時は、クラブ活動以外は酒を飲ん

だり麻雀をしたりで、“勉強は卒業してからでいい

のだ”とばかなことを信じていた頃であった（私だ

けかも）。その頃、昭和40年、41年度入学の学生

（これが二三会の始まり）は特に馬がよく合ったよ

うで、度々飲み会をやった。この連中が、どこでそ

うなったか記憶は定かでないが、学友会を学生運動

派から取り戻そうと言う話がでて、“無方針の方針”

という政策を掲げて選挙に勝利した。このときの学

友会執行委員長が現同窓会、刀城クラブ会長の飯野

氏で、氏も二三会員であった。その後、気のあった

連中が定期的に飲み会をやろうと、昭和45（1970）

年6月10日に作ったのがこの二三会であった。しか

し誰がこの会を命名したのかは定かでない。会員名

簿や7箇条の規約も作った。これはおそらく五十嵐

忠夫氏によるものだろう。その規約を紹介する。

（会の規約）

昭和四十四年度群馬大学医学部専門課程第二学年

並びに第三学年に関係ある者の会

第一条 本会は通称二三会と称する。

第二条 本会は毎年二回（春秋）総会を持ち、全

会員は必ずこれに出席をすること。

第三条　本会からの脱会は永久に認められない。

第四条 本会の事務局は、本学医学部学事係長五

十嵐忠夫氏の自宅に置き、同人を事務局長

として会員の住所変更等の事態の生じたと

きはただちに連絡しなければならない。

第五条 本会に入会を希望する者は事務局長に申

し出て総会の承認を得ること。

第六条 本会総会の開催は指名された幹事が行い、

幹事は会員の持ち回わりで行う。又前回の

幹事は総会で次期幹事を指名すること。

第七条 本会会員は総会の出席の有無にかかわら

ず会員会費を納入する事（以上原文通り）

どこかの組織みたいなところがあります。初代会

長には山添三郎氏(生化学教授)、事務局長に五十嵐

忠夫学事係長を選出、会員は澤田（寄生虫学教授）、

松本（生理学教授）、間藤（解剖学助教授）、相川

（同講師）の教官や事務、守衛の方たち、そしてわ

れわれ学生で構成された。その後3学年下級生も入

会してきて、会員総勢31名となった。今では名誉

教授の肩書きのある連中もいる。メンバー見る限り、

何の学術集会かと思われるであろう。

さて、この会が今まで何をしてきたのか。学友会

の“無方針の方針”ではないが、ただただ呑むだけ

だったようだ。思い出のエピソードはないこともな

い。学生結婚した私のために二三会が料亭でお祝い

会をしてくれた。このときの記念写真が47卒業記

念アルバムに私の知らないうちに大きく載せられて

しまった。

今の学生さんもわれわれ、昔も今もたいして変わ

りはないはずだが、私たちの頃は今のような安い居

酒屋がなかったにもかかわらず、飲むお金だけはよ

くあったものだと思う。このくだらなそうな会もま

た青春だったのだろう。

今後、群馬近住の方だけもよいですから、二三会

を開催しましょう。今秋はいかがでしよう。

われわれは、もう平均健康寿命の年頃ですが、い

つまでも少年の気持ちをもち元気に頑張りましょう。

二三会

真中記念クリニック

名誉院長　竹日　行男（昭47卒）

寄　稿



１昨年からこれまで、群馬大学医学部附属病院の

不祥事が新聞等で全国に報道され、群馬大学の名前

を出すのが憚られると感じておられる同窓生が多い

のではないかと思います。このような状況下、本年

10月、腫瘍放射線学が「日本癌治療学会」、来年４

月、病態総合外科学が「日本外科学会定期学術集会」

を相次いで主催することは、本学にとっての快挙で

あり、同窓生にとっても久々の明るいニュースと言

わざるを得ません。

日本癌治療学会は、日本癌学会と並ぶ癌研究診断
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治療を目的とした学会であり、本学第二外科藤森教

授が1973年の第11回大会を開催してから、実に43

年ぶりの本学主催となります。2014年に、本学出

身の竹之下教授（福島県立医大）が第52回大会を

主催しており、今回、中野教授が第54回大会を主

催することになります。

日本外科学会は、文字通り、日本の外科医の総元

締めの学会であり、今回、病態総合外科学が主催す

る日本外科学会定期学術集会は第117回の歴史を有

しています。これまでの本学の歴史のなかで、初め

て主催する学会であり、桑野教授を中心とする本学

外科学の快挙と言えます。

この２つの学会の規模は余りにも大きく、前橋、

高崎を含めても、群馬県内では開催できず、横浜市

で開催せざるを得ない点が心残りですが、同窓生一

同で応援し、成功裡に終わることを見守って行きた

いと思います。

この２つの学会の内容は以下の通りです。

“腫瘍放射線学と病態総合外科学、
超大型学会を相次いで主催”

静岡県立静岡がんセンター病理診断科

参与　中島　　孝（昭49卒）

会　　期：2016（平成28年）年10月20日（木）～22日（土）

タイトル：「成熟社会におけるがん医療のリノベーション」

会　　場：パシフィコ横浜

会 員 数：17,721名

参加人数：8,000名（予定）

中野教授から本学同窓会員へのご挨拶：

この学会の目的として、「成熟社会におけるがん

医療のリノベーション」のテーマのもとに、次の３

つのサブテーマを挙げさせていただきます。

まず、「生きがいに寄り添うがん診療」として、

死生観に寄り添うがん治療、がん治療の功罪、

EBMから価値重視のがん治療へ、がんサバイバー

の社会的価値の創生、がん難民、などを掲げ、がん

患者の生きがいを支えるためのがん診療のあり方を

考えたいと思います。

次に、「人にやさしい先端がん治療」として、機

能温存のがん治療、放射線治療、粒子線治療、縮小

手術、ロボット支援手術等、待機的がん治療、第4、

第5のがん治療、サイコオンコロジーの役割、がん

寄　稿

第54回日本癌治療学会学術集会
会長　中　野　隆　史

（群馬大学大学院医学系研究科腫瘍放射線学教授、群馬大学重粒子線医学研究センターセンター長）
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検査の低負担化などを掲げ、低侵襲、低負担の最先

端がん診断治療技術並びに、患者の身体的精神的介

護支援技術の現状を考えたいと思います。

最後に、「社会を支えるがん治療」では、国際戦

略のがん治療、人材育成とがん治療の均霑化とセン

ター化、地域に特色あるがん医療、人口過疎・過密

化とがん治療、ネット社会とクラウド時代のがん医

療情報の課題、医療経済とがん医療ツーリズムの可

能性、産官学連携などを掲げ、国際化社会ならびに

地域社会全体としてのがん医療の取り組みについて

考えてまいりますので、皆様、ご協力の程、よろし

くお願い申し上げます。

会　　期：2017（平成29年）年4月27日（木）～29日（土）

タイトル：「考える外科学」

会　　場：パシフィコ横浜

会 員 数：39,742名

参加人数：国内会員：約13,000名、

国外研究者：約100名

桑野教授から本学同窓会員へのご挨拶：

このたび、第117回日本外科学会定期学術集会会

頭を拝命し、2017年（平成29）年４月27日（木曜

日）～29日（土曜日）の３日間、横浜市のパシフ

ィコ横浜にて学術集会を開催させていただくことと

なりました。

まず、このたびの群馬大学における問題におきま

して多大なるご迷惑とご心配、そして我が国の外科

医療において多方面での様々な支障を来たしており

ますことに、衷心よりお詫び申し上げます。現在、

大学では外科全体を統合し外科診療センターのもと

に新体制で社会の信頼を回復すべく、全力で努力し

ているところでございます。

そのような状況のもとに今日は、特別企画として

第一に医療安全の観点から「医療の安心安全を確か

なものに（仮題）」および、「医療安全ガバナンスの

確立を目指した外科組織のあり方（仮題）」を中心

として、「新専門医制度」「女性外科医」「地域外科

医療」「若手外科医からの提言」などを揚げました。

また、本学術集会のメインテーマとしては「考え

る外科学」とさせていただき、通常の「総論」「各

論」の構成に加え、この「考える外科学」のセッシ

ョンを設けました。是非活発なご議論をいただき今

後の医学、外科学の将来を考える端緒としていただ

ければ幸いです。

皆様のご指導とご理解を賜われば幸いに存じま

す。

第117回日本外科学会定期学術集会
会頭　桑　野　博　行

（群馬大学大学院医学系研究科　病態総合外科学教授）
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公衆衛生学教室の鈴木庄亮名誉教授が創刊された

「シンプル衛生公衆衛生学」が、お陰さまで、30周

年を迎えました。現在、年間数万部が印刷されてい

ます。30年間なので、単純計算で百万人近い方々

がこの教科書で公衆衛生学を学んだことになりま

す。親子２代に亘ってこの教科書で勉強したという

便りも届けられています。

初版のはしがきで、鈴木先生は「精選された内容

を解りやすく平易に記述する」ことに努めたと記さ

れています。また、医学書として「良書を安く」提

供したいという思いから価格も低く抑える努力をさ

れたそうです。こうした配慮が功を奏し、「シンプ

ル」は医学部だけでなく多くの学部・学科で採用さ

れています。2002年からは、年度版として毎年統

計数値や法令等の更新・追加を行っており、最新情

報を満載した保健・医療関係者育成のためのスタン

ダードな教科書を目指して編集を行っています。

出版社の南江堂には、2015年６月20日に記念の

祝賀会を開催していただきました。1986年の初版

から鈴木先生とともに編集を務められてきた東北大

学医学部公衆衛生学の久道茂名誉教授をはじめ、歴

代の多くの執筆者が参集し、和やかな中にも教科書

作りへの熱い思いが感じられる有意義な会となりま

した。群馬大学医学部同窓会刀城クラブの会員とし

ては、鈴木先生および私の他、昭和56年卒の鈴木

基司みどりクリニック院長、昭和59年卒日本医科

大学川田智之教授、昭和60年卒群馬大学竹内一夫

教授、平成元年卒法務省矯正局桐生康生医療管理官

がこの「シンプル」の執筆にコントリビュートして

います。

鈴木庄亮名誉教授は群馬大学医学部37年卒で、

東京大学医学部の大学院博士課程で公衆衛生学を専

攻されました。その後、東京大学保健学科人類生態

学教室助教授、テキサス大学公衆衛生大学院客員助

教授を経て群馬大学医学部公衆衛生学教室の第３代

教授として母校に迎えられました。東京大学時代に

インドネシア健康生態学調査を開始され、現在でも

群馬大学とインドネシア・パジャジャラン大学との

交流の歴史として受け継がれています。「シンプル」

にはこうした鈴木庄亮先生の経験や経歴が随所に活

かされており、独特の薫りを感じさせる教科書とな

っています。

「健康は、個人の努力だけでは保ち得ない」これ

が公衆衛生学の基本だと考えます。健康の保持増進

のためには、コミュニティの努力が大切です。「シ

ンプル」の中でも、公衆衛生とは「コミュニティの

組織化された努力を通じてなされるアートでありサ

イエンスである」というウインスローの定義

（1920）が紹介されています。この社会には、さま

ざまな人たちによって構成される、大きさもさまざ

まで多種多様なコミュニティが存在しますが、それ

ぞれのコミュニティ内での成員相互の結びつき

（social cohesion）やそれに依拠したガバナンスが

あってはじめて組織化された努力がなされ得るので

はないかと思います。

「シンプル」の編集は、現在、私と東北大学の辻

一郎教授とで受け継いでいます。さまざまな学部で

採用され使用されている「シンプル」は、多職種の

保健・医療関係者間における共通理解事項としての

「公衆衛生学」を示すという役割を果たしていると

思います。多職種の方々が、コミュニティとしての

努力の大切さを共通認識として持ち、チーム保健・

医療を行っていくことが求められていると考えま

す。「シンプル」を通じて、共通理解事項としての

「公衆衛生学」をますます広く伝えていきたいと思

います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

公衆衛生学分野

教　授　小山　　洋（昭56卒）

「シンプル衛生公衆衛生学」
出版30周年のご報告

1986年12月15日　第１版発行
2016年３月10日　2016年度版発行
出版社：株式会社　南江堂

寄　稿
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街中のウォーキングや山歩きが健康管理のための

運動として人気です。運動用具屋さんの店先にも、

トレッキングシューズや小型のデイパック、速乾性

のウェアやカラフルなカッパなどが所狭しと並べら

れています。しかし一方で、初心者の山でのトラブ

ルや突然死など不幸なニュースも後を絶ちません。

こうした社会状況を背景に、刀城会会員齋藤繁氏

（群馬大学大学院医学系研究科麻酔神経科学分野教

授）とその元秘書飯野佐保子氏が本書をまとめられ

ました。執筆は群馬大学医学部附属病院の臨床分野

で活躍する、循環器内科、集中治療部、整形外科、

脳神経外科、消化器外科などの現役医師、あるいは

運動生理学を専門とする保健体育系大学教員が担当

しています。海外トレッキングを目指す読者も意識

して、熱帯感染症の大家である刀城会会員狩野繁之

氏もお得意のマラリヤについて執筆されています。

各章は、分担執筆者が専門とする臨床領域の最新

知見に基づいて、山歩きを真の健康管理に生かすた

めの秘訣を解説する形態で記述されています。一般

の運動指南書は、医療の専門家が直接執筆すること

が少ないため、医学的情報に関してはかなり大雑把

で、時には間違った記述さえ見られますが、本書で

はそのような懸念がありません。医学、保健学など

に関して基礎的な知識を持つ人にとって読み応えの

ある本に仕上がっています。スポーツ指導者やコメ

ディカル、その領域の学生などに教養書として利用

していただきたい本です。「山登り」というスポー

ツを主題としていますが、一般的な疾患のリハビリ

から、「登山」を利用した生活習慣病の回避、より

積極的な体力アップまで様々なレベルの健康管理に

役立てることができると思われます。本書の内容は、

読者自身の健康管理はもとより、読者から講義や講

話を聞く多くの市民の健康増進につながることと期

待されます。

集中治療部

診療教授　日野原　宏（平５卒）

「山歩きと健康管理の秘訣
チョッと気の利いた健康管理

のためのヒミツを伝授」
齋藤　　繁、飯野佐保子編

出版社　朝日印刷工業株式会社
初版発行日　2015/1/26
定価　本体900円+税
ISBN-978-4-901-47426-9

著者紹介

前列中央が鈴木庄亮名誉教授。その後ろが小立鉦彦南江堂社長。鈴木先生から左へ久道茂東北大学名誉教授、辻一郎東北大学教授、左端中

村一南江堂初版担当。中央から右へ著者、和唐正勝宇都宮大学名誉教授、山本正治新潟大学名誉教授（2015年６月20日帝国ホテル東京にて）。
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財 団 の ペ ー ジ  財 団 の ペ ー ジ  

群馬健康医学振興会

助成金のご報告

公益財団法人　群馬健康医学振興会

理事長　森川　昭廣（昭44卒)

平成28年度　群馬健康医学振興会助成金受給者

研究・事業題目
研究者勤務先　氏　名（五十音順）

１．医師補助業務トレーニング法の確立と実践
NPO法人　群馬がんアカデミー　

浅　尾　高　行

２．絨毛膜羊膜炎に関する共同研究
群馬大学大学院保健学研究科　生体情報検査科学講座　

安　部　由美子

３ ． 群馬県内における身体障害や高次脳機能障害例
に対する自動車運転再開支援システムの確立

前橋赤十字病院　リハビリテーション科　
大　竹　弘　哲

４．熱中症に関する観察研究
館林厚生病院　内科・循環器科　

清　水　岳　久

５ ． 群馬大学医学部附属病院および近隣病院におけ
る周術期のアナフィラキシー発生に関する後ろ
向きコホート研究

群馬大学医学部附属病院　麻酔科蘇生科　
高　澤　知　規

６ ． 出張型肝臓病教室、患者サロンの取り組み
　　 ―医師、看護師、管理栄養士、薬剤師が連携し
た教室の開催―
群馬大学医学部附属病院　肝疾患センター　

堀　口　昇　男

７ ． 膵管内乳頭状粘液性腫瘍（IPMN）の癌化マー
カーの開発
群馬大学大学院　肝胆膵外科学（病態総合外科学）　

渡　辺　　　亮

はじめに

野山もにわかに秋色をおび、虫の音がさわやかな

季節となりました。

さて、本振興会の事業の一つである研究助成金採

択者が決定いたしました。年々応募者も増加し、そ

のレベルも上昇しています。それゆえ、判定をして

くださる方々の御苦労も並大抵ではありませんが、

その公平性や透明性確保のためにご努力をいただい

ております。誌上ではありますが、心から御礼申し

上げます。研究者のみなさんは、冒頭に書きました

初秋のすがすがしさ、さわやかさを持った気鋭の研

究者の方々です。益々ご活躍ください。このページ

では、採択された方々と採択されたテーマについて

ご報告いたします。

平成28年度　研究助成金採択者とテーマについて

表はその一覧です。各々の研究はよく計画された

研究であり、またこれからのチーム医療を推進する

ための研究であったり、さらには以前から懸案であ

ったことを実現する有用な仕事でもあります。決し

て研究助成金としてはいまだ十分な額ではありませ

んが、少しでも実績を上げ、さらなる業績の伸びや

医療の効率化につながればと考えています。

今後の発展について

今後この方達の実績が来年の募集数や募集内容に

大きな影響を与え、一方で研究者の方々の優れた実

績になるよう、そして何らかの形で医学に貢献でき

るよう、楽しみにしています。私は以前に上司から

下記の言葉をいただきました。それが、“No job is

finished till the paperwork is done”でした。彼

の意図するところは、“すべての仕事は口頭だけで

はなく紙での仕事が終わらないと終了ではないよ！

“だったと思います。ぜひ、どこかの誌上に発表さ

れ、最後にこの研究は群馬健康医学振興会の援助に

よると書いていただけるようになることをお願いい

たします。

まだまだ本振興会の仕事は歩みを始めたばかりで

す。会員の皆様の温かいお気持ちで益々種々の事業

が発展することを祈っています。終わりになりまし

たが、本事業担当理事の白倉先生をはじめ審査委員

の方々のご努力に深謝いたします。
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群馬健康医学振興会の研究助成は公益事業の柱と

なるもので、公益財団として29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個人や団体が行う研究や

事業が対象になります。医師のみならず医学研究者、

学生、その他の医療・福祉関係職に応募資格があり

ます。たくさんの応募をお待ちしております。

平成29年度　群馬健康医学振興会助成金

公益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、歯科医師、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

学教育、啓蒙活動に対する援助を行い、先進医療の

向上と地域への普及を図りその成果を国内外に広

め、群馬県を中心とした健康的で豊かな地域社会を

実現するために県民の健康づくりのための研究助

成、書籍発刊、地域医療の振興、地域住民の医学知

識向上のための講師派遣の３事業を展開していま

す。

本財団の運営では医学部同窓会刀城クラブと密に

連携する伝統を守りつつ、３本の公益事業がバラン

スよく遂行され、その実績が県内をはじめ広く認知

され評価されたことが、公益財団法人の認定につな

がったことと考えられます。

言うまでもなく財団の設立意義は３事業の推進に

あります。公益法人化を機に刀城クラブ会報にて理

事長が従来の事業に加え健康全般への政策提言、県

民への教育活動、災害・事故への募金活動などさら

なる事業の拡大について語られております。

現在、多くの賛助会員のご支援を頂いております

が、事業拡大には財政基盤への更なる支援が必須で

す。刀城クラブ会員の皆様方の御理解・御支援をよ

ろしくお願いいたします。

群馬大学医学部同窓会有志の尽力により広く県民

の健康増進のために公益事業を推進する目的で昭和

54年12月に申請し設立された「財団法人群馬健康医

学振興会」が、医学部同窓会刀城クラブ会員の協力

と歴代の理事長の下に着実に歩みを進め、平成24年

４月法律改正に伴い財団法人から一般財団法人への

移行を経て平成27年4月に公益財団法人として認定さ

れ、法人の公益事業の更なる展開・発展の基盤が整

いました。

これまでの経過については刀城クラブ会報で森川

昭廣理事長から財団の現状と未来についてご紹介さ

れておりますが、財団の目的と意義を考えるにあた

りあらためて財団の事業を紹介いたします。

群馬健康医学振興会は地域住民の健康増進、地域

医療の振興、健康科学の進歩に必要な医学研究、医

公益財団法人　群馬健康医学振興会

常務理事　白倉　賢二（昭50卒)

群馬健康医学振興会
助成金のご案内

公益財団法人　群馬健康医学振興会
常務理事　鈴木　　忠（昭45卒)

群馬健康医学振興会の
３事業の意義

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件、総額200万円程度とする。

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28年10月１日より平成

29年１月末日までに郵送または、メールにて申請

する。（申請受理の確認をする。）

提出先：〒371-8511 前橋市昭和町3丁目39番22号

群馬大学医学部刀城会館内

公益財団法人群馬健康医学振興会事務局

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
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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）、小尾紀翔（６年）、
稲葉美夏（４年）、正古慧子（４年）、吉濱れい（４
年）、a橋慶一郎（３年）、成瀬豊（事務局）、須田
和花早（事務局）

編集委員

多くの同窓会員の皆様が、リオ五
輪での日本人の活躍に感動されたの

ではないでしょうか。このリオ五輪の開催直前に、群
大病院で起きた一連の医療事故に関する、学外有識者
でつくる医療事故調査委員会の最終報告書が提出され
ました。病院改革に向けた取り組みは粛々と進められ
ていますが、信頼を回復することは容易ではありませ
ん。今回のリオ五輪で悔しい思いをした選手が、４年
後の東京五輪での活躍を誓って４年間の練習計画を練
り上げているように、群馬大学も一時的な対応ではな
く継続的な病院改革、医学部改革、大学改革に取り組
む必要があります。更に、超高齢・人口減少社会への
対応など問題が山積している状況です。同窓会員の皆
様のご支援を賜りますよう何卒お願い申し上げます。
東京五輪が開催される４年後までには一定の成果が現
れることを切に願っています。

さて、本号には、学生からのチェンマイ大学交換留
学報告、２件の支部だより、２件のクラス会だよりに
加えまして、３件の寄稿文、１件の著書紹介が掲載さ
れています。原稿を作成いただきました皆様に感謝申
し上げます。また、10月22日（土）に開催されます
同窓会総会のご案内が掲載されています。年に1回開
催される定時総会は貴重な意見交換の場でございます
ので、同窓会員の皆様のご出席をお願い申し上げます。

（大山　良雄）

編集後記

第６回役員会（平成28年６月23日）
出席者　飯野会長　他24名

報告事項

１．法人のその後の活動について

２．北陸支部総会について

４．その他

協議事項

１．平成28年度一般会計収支予算書（案）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

第７回役員会（平成28年７月28日）
出席者　飯野会長　他24名

報告事項

１．法人のその後の活動について

２．刀城クラブ前橋支部総会・講演会・懇親会につ

いて

３．その他

協議事項

１．群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ「総会」及

び「教授の会」実施要項（案）について

２．平成28年度事業計画（案）について

３．同窓会・刀城クラブ会長候補者の推薦について

４．平成27年度地域医療貢献賞候補者の推薦につい

て

５．平成27年度収支決算書（案）について

６．学術集会補助金について

７．交換学生奨学補助金について

８．同窓会ホームページについて

９．会報編集状況について

10．その他

【就任】平成28年９月１日

村上　　孝（平４卒）埼玉医科大学医学部微生物

学教授

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38年卒　高嶋　　勇先生（平成24年１月２日逝去）
昭和26年卒　天貝　　信先生（平成25年７月逝去）
昭和56年卒　綿貫　健二先生（平成27年11月27日逝去）
昭和29年卒　山岸　三男先生（平成27年11月29日逝去）
昭和39年卒　星野　哲也先生（平成28年１月28日逝去）
昭和37年卒　佐藤　　仁先生（平成28年６月７日逝去）
昭和25年卒　五十嵐誠祐先生（平成28年６月10日逝去）
昭和33年卒　西形雄次郎先生（平成28年６月13日逝去）
昭和23年卒　桂　　保平先生（平成28年６月26日逝去）
昭和28年卒　矢野　　亨先生（平成28年６月28日逝去）
昭和25年卒　田中今朝昭先生（平成28年７月９日逝去）
昭和33年卒　加藤　友之先生（平成28年８月７日逝去）
昭和26年卒　高橋　和男先生（平成28年８月22日逝去）
昭和28年卒　穴原　正司先生（平成28年８月31日逝去）
名誉会員

平井　俊策先生（平成28年３月７日逝去）
三浦　光彦先生（平成28年３月15日逝去）

－お詫び－
前号（242号）「謹告」において、平井俊策先生

（名誉会員）の名前に誤りがございました。
再掲しお詫び申し上げます。

同窓会事務局からのお知らせ
『クラス会だより』『支部だより』の寄稿について

同総会報への『クラス会だより』『支部だより』の

寄稿を随時受付ておりますので、下記の要領で原稿、

写真を事務局にお送り下さい。

仕上がり頁：１頁（本文：800字～1200字程度、

集合写真：１枚）

メールにファイル添付の場合：

tojoclub@ml.gunma-u.ac.jp

郵送の場合：〒371-8511 前橋市昭和町3-39-22

群馬大学医学部同窓会事務局宛

学 人 事 外 学 人 事 外 


