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群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ「総会」及び「全国支部長・支部代表者会議」実施要項

全国支部長・支部代表者会議
【日 時】 平成29年10月21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．支部の在り方について
２．その他

総 会
【日 時】 平成29年10月21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28年度事業報告について
第２号議案
平成28年度会計決算報告について
第３号議案
平成29年度事業計画について
第４号議案
平成29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
「全国支部長・支部代表者会議」
による合同懇親会
【日 時】 平成29年10月21日（土）18：00〜
【場 所】 群馬大学医学部刀城会館
【会 費】 5,000円

第64回北
第6
北関東医学会総会のご案内
【日時】
第１日 平成29年９月21日（木）13：00〜 群馬大学医学部刀城会館
第２日 平成29年９月22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
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第64回北関東医学会総会プログラム
第１日 平成29年９月21日（木）
群馬大学医学部刀城会館
【開 会】午後１時00分
【ポスター展示】11：30〜16：15
【特別講演Ⅰ】13：05〜13：45
座長 吉田
亨（群馬大院・保・看護学）
認知症になっても住み慣れた地域で生活するために
内田 陽子（群馬大院・保・看護学）
【特別講演Ⅱ】13：45〜14：25
座長 久田 剛志（群馬大医・附属病院・呼吸器ア
レルギー内科）
職業・環境要因の喘息に与える影響
―コンニャク喘息からレドックスまで―
土橋 邦生（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 14：30〜14：50
座長 牛久保 美津子（群馬大院・保・看護学）
１．質問票を用いた中学生の抑うつ状態調査
久保斐嵩１、手代木秀太１、中野匡人１、小川勇之助２、
山崎千穂１、亀尾聡美１、小山洋１（１ 群馬大院・
医・公衆衛生学）
（２ 群馬大学教育学部）
２．Characterizing the Pattern of Community
Participation in Mongolia
Oyunchimeg Erdenee, Chiho Yamazaki, Satomi
Kameo and Hiroshi Koyama（Department of
Public Health, Gunma University Graduate School
of Medicine）
３．大学病院勤務３〜４年目の看護師における訪問
看護に対する関心の変化
大塚衣里子１、牛久保美津子２、大谷忠広１、塚越
（２
聖子１（１ 群馬大医・附属病院・看護部）
群馬大院・保・看護学）
４．共鳴型マッサージ手浴の効果を示した認知症高
齢者の一事例
小池彩乃１、内田陽子１、齊田綾子２（１ 群馬大院・
保・看護学）
（２ 公立七日市病院）
セッション２ 14：55〜15：15
座長 小山
洋（群馬大院・医・公衆衛生学）
５．重度アルツハイマー型認知症高齢者が住み慣れ
た地域で生活していくための看護
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―老人看護CNS実習による介入効果の一事例―
田島玲子１、佐藤文美２、内田陽子１（１ 群馬大院・
保・看護学）
（２ NPO法人じゃんけんぽん）
６．褥瘡を予防できる新たな治療法を目指して：褥
瘡モデルマウスを用いた検討
茂木精一郎、関口明子、山崎咲保里、藤原千紗子、
石川治（群馬大院・医・皮膚科学）
７．口腔腫瘍切除再建術における術後せん妄につい
ての臨床的検討
栗原淳１、清水崇寛１、小川将２、境野才紀２、日野
原宏３、牧口貴哉４、横尾聡１, ２
（１ 群馬大院・医・口腔顎顔面外科学・形成外科学）
（２ 群馬大医・附属病院・歯科口腔・顎顔面外科）
（３ 群馬大医・附属病院・集中治療部）
（４ 群
馬大医・附属病院・形成外科）
８．広範囲（３歯以上）に進展した歯根嚢胞に対す
る治療戦略
山口高広（群馬大医・附属病院・歯科口腔・顎顔
面外科）
セッション３ 15：20〜15：45
座長 村上
徹（群馬大院・医・機能形態学）
９． 上 唇 に 生 じ たmammary analogue secretory
carcinomaの一例
小川将，池嘉子，清水崇寛，横尾聡（群馬大院・医・
口腔顎顔面外科学・形成外科学）
10．口腔扁平上皮癌における頸部リンパ節転移およ
び予後予測因子としての生検検体における簇出の
評価
関麻衣１，２、佐野孝昭２、小山徹也２、横尾聡１（１
群馬大院・医・口腔顎顔面外科学・形成外科学）
（２ 群馬大院・医・病理診断学）
11．PD-1 および PD-L1 遺伝子多型は多発性骨髄腫
の髄外病変の合併および重症度に関与する
金井敬海１、笠松哲光１、粟田真彩１、村田圭祐１、
井野瑠美１、北村裕也１、本間和貴１、後藤七海１、
滝沢牧子２、横濱章彦３、半田寛２、齋藤貴之１、村
（２
上博和１（１ 群馬大院・保・生体情報検査科学）
群馬大医・附属病院・血液内科）
（３ 群馬大医・
附属病院・輸血部）
12．Th1サイトカイン多型は骨髄異形成症候群の重
症度に関与する
高橋佳子１、齋藤貴之１、小島裕里１、黒岩希美１、
相馬佳奈１、茂木美佑奈１、簗島由樹１、井野瑠美１、
北村裕也１、中村瑠里１、松田美弥子１、高橋範行１、
後藤七海１、笠松哲光１、半田寛２、村上博和１（１
群馬大院・保・生体情報検査科学）
（２ 群馬大医・
附属病院・血液内科）
13．PARP1 V762A多型は骨髄異形成症候群の白血
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病化と関連する
後藤七海１、齋藤貴之１、粟田真彩１、石原領１、大
圃真純１、金井敬海１、村上有希１、村田圭祐１、渡
辺早貴１、井野瑠美１、北村裕也１、本間和貴１、高
橋範行１、笠松哲光１、半田寛２、村上博和１（１
群馬大院・保・生体情報検査科学）
（２ 群馬大医・
附属病院・血液内科）
セッション４ 15：50〜16：15
座長 柴崎 貢志（群馬大院・医・分子細胞生物学）
14．Epithelioid glioblastomaとその前駆病変におけ
る分子遺伝学的解析
中島希１、信澤純人１、中田聡１，２、山﨑達弥１、松
村望１、平戸純子３、横尾英明１（１ 群馬大院・医・
病態病理学）
（２ 群馬大医・附属病院・脳神経外科）
（３ 群馬大医・附属病院・病理部）
15．成人小脳 high grade glioma におけるhistone
H3 K27M 変異の検討
中田聡１，２、信澤純人１、大澤匡２、堀口桂志２、平
好本裕平２、
横尾英明１（１ 群馬大院・医・
戸純子３、
病態病理学）
（２ 群馬大医・附属病院・脳神経外科）
（３ 群馬大医・附属病院・病理部）
16．Can18FEDG PET Predict 131I Radioiodine
Therapeutic Response in Metastatic Differentiated
Thyroid Carcinoma?
Xieyi Zhang １，Tetsuya Higuchi １，Arifudin
Hiroyasu Tomonaga１，
Aiko Yamaguchi２，
Achmad１，
Thu Huong Nguyen １，Anu Bhattara １，Ayako
Takahashi １ and Yoshito Tsushima １ , ３
（１ Department of Diagnostic Radiology
and Nuclear Medicine, Gunma University
Graduate School of Medicine）
（２ Department
of Bioimaging Information Analysis, Gunma
University Graduate School of Medicine）
（３
Research Program for Diagnostic and Molecular
Imaging Division of Integrated Oncology
Research, Gunma University Initiative for
Advanced Research (GIAR）
17．Positron Emission Tomography Imaging
of VEGF with 64Cu-labeled Bevacizumab in
Endometriosis Mouse Model
Tumejargal Amartuvshin １, ２，Hirofumi Hanaoka １
and Yoshito Tsushima1（１ Department of
Diagnostic Radiology and Nuclear Medicine,
Gunma University Graduate School of Medicine）
（２ Department of Obstetrics and Gynecology,
MNUMS, Mongolia）
18．がん細胞の鉄依存性細胞死を誘導する酸化脂質
の生成と拡がり
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神徳亮介１，２、久保田知里１、好本裕平２、鳥居征司１
（１ 群馬大・生調研・分泌制御分野）
（２ 群馬
大院・医・脳神経外科学）
【一般演題Ｂ（ポスター発表）
】
セッション５ 14：30〜14：55
座長 高橋 綾子（群馬大医・附属病院・核医学科）
19．スピンプローブ法によるフェロトーシス誘導細
胞内ラジカル産生評価
瀧川雄太１、鳥居征司２、輿石一郎１（１ 群馬大院・
保・生体情報検査科学）
（２ 群馬大・生調研・分
泌制御分野）
20．硫化水素―グルタチオン系による細胞内ラジカ
ルスカベンジ作用について
永井聖也、川島早耶香、輿石一郎（群馬大院・保・
生体情報検査科学）
21．グルコース感知受容体の分子実体の解明：CaSR
ノックアウト細胞を用いた検討
中川祐子１、ヨハン メディナ２、藤谷与士夫１、小
（２ クイーンズラ
島至１（１ 群馬大・生調研）
ンド大学）
22．インスリンによる新奇脂肪蓄積機構の解明
歩云、奥西勝秀、泉哲郎（群馬大・生調研・遺伝
生化学分野）
23．Mechanism Underlying Clearance of Circulating
FABP4
Suman Shrestha １，Tatsuya Iso ２，Hirofumi
Hiroaki Sunaga ２，Aiko Yamaguchi １，
Hanaoka １，
Yoshito Tsushima １ and Masahiko Kurabayashi ２
（１ Department of Diagnostic Radiology and
Nuclear Medicine, Gunma University Graduate
S c h o o l o f M e d i c i n e）（２ D e p a r t m e n t o f
Cardiovascular Medicine, Gunma University
Graduate School of Medicine）
セッション６ 15：00〜15：20
座長 横尾 英明（群馬大院・医・病態病理学）
24．卵母細胞のmeiotic silencing of unsynapsed
chromatinに必要なマウスHORMAD2のリン酸化
と減数分裂における対合不全チェックの分子機構
向後寛、向後晶子、松崎利行（群馬大院・医・生
体構造学）
25．脳微小血管内皮細胞由来の細胞外小胞表面に存
在するフィブロネクチンはオリゴデンドロサイト
前駆細胞への小胞取り込みに関与する
大澤祥１，２、倉知正２、山本華子２、好本裕平１、石崎
（２
泰樹２（１ 群馬大院・医・脳神経外科学）
群馬大院・医・分子細胞生物学）
26．アデノ随伴ウイルスベクターを用いた神経細胞
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特異的NSEプロモーターの解析
篠原洋一郎１, ２、今野歩１、大谷理了１、平井宏和１
（１ 群馬大院・医・脳神経再生医学）
（２ 群馬
大院・医・眼科学）
27．Quantitative Analysis of Different Chemical
Structures of Retained Gadolinium in the Brain of
Mouse
A. Adhipatria P. Kartamihardja1, Hirofumi
Hanaoka1, Satomi Kameo2, Hiroshi Koyama2
and Yoshito Tsushima1（１ Department of
Diagnostic Radiology and Nuclear Medicine,
Gunma University Graduate School of Medicine）
（２ Department of Public Health, Gunma
University Graduate School of Medicin）
セッション７ 15：25〜15：45
座長 富田 治芳（群馬大院・医・細菌学）
28．全身性強皮症に伴うレイノー現象・手指潰瘍に
対するB型ボツリヌス毒素局所注入療法の効果・
安全性について：ランダム化容量比較試験による
検討
関口明子１、茂木精一郎１、上原顕仁１、藤原千紗子１、
中村哲也２、
石川治１（１ 群馬大院・医・
伊達佑生２、
皮膚科学）
（２ 群馬大医・附属病院・臨床試験部）
29． 全 身 性 強 皮 症 の 線 維 化 に お け る 分 泌 蛋 白 質
MFG-E 8 の病態的意義の解明
藤原千紗子、茂木精一郎、上原顕仁、横山洋子、
関口明子、荻野幸子、鳥居良子、細井真理、石川
治（群馬大院・医・皮膚科学）
30．サイトメガロウイルス陽性続発緑内障の隅角組
織におけるウイルスDNA検出と病理組織学的検討
細貝真弓１、中谷陽子１、濱中輝彦２、高瀬博３、横
尾英明４、秋山英雄１（１ 群馬大医・附属病院・
眼科）
（２ 日本赤十字社医療センター 眼科）
（３
東京医科歯科大学医学部附属病院 眼科）
（４ 群
馬大院・医・病態病理学）
31． 尿 路 病 原 性 大 腸 菌（Uropathogenic E. coli:
UPEC）の膀胱上皮細胞内マイクロコロニー形成
と運動性におけるペリプラズム局在蛋白TolBの機
能解析
平川秀忠、倉林久美子、富田治芳（群馬大院・医・
細菌学）
セッション８ 15：50〜16：10
座長 齋藤 貴之（群馬大院・保・ 生体情報検査科学）
32．Rab27エフェクター Munc13-4 のアレルギー反
応における役割の解明
星野圭司、奥西勝秀、泉哲郎（群馬大・生調研・
遺伝生化学分野）
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33．末梢血CD69陽性B細胞はrecombinant human
erythropoietinの投与によって減少する
粟 田 真 彩 １、 横 濱 章 彦 ２、 金 井 敬 海 １、 村 田
圭 祐 １、 石 原 領 １、 村 上 有 希 １、 渡 辺 早 貴 １、
高 橋 範 行 １、 後 藤 七 海 １、 笠 松 哲 光 １、 滝 沢
牧 子 ３、 半 田 寛 ３、 齋 藤 貴 之 １、 村 上 博 和 １
（１ 群馬大院・保・生体情報検査科学）
（２ 群
馬大医・附属病院・輸血部）
（３ 群馬大医・附属
病院・血液内科）
34．Th1サイトカインTNF-α-857C/Tは特発性血小
板減少性紫斑病の発症リスクに関与する
簗島由樹１、齋藤貴之１、小島裕里１、黒岩希美１、
相馬佳奈１、茂木美佑奈１、高橋佳子１、井野瑠美１、
北村裕也１、本間和貴１、高橋範行１、後藤七海１、
笠松哲光１、半田寛２、村上博和１（１ 群馬大院・
保・生体情報検査科学）
（２ 群馬大医・附属病院・
血液内科）
35．慢性免疫性血小板減少症における免疫チェック
ポイント遺伝子多型解析
村田圭祐１、笠松哲光１、井野瑠美１、粟田真彩１、
金井敬海１、大圃真純１、中村瑠里１、松田美弥子１、
高橋範行１、後藤七海１、滝沢牧子３、横濱章彦３、
（１ 群馬大院・
半田寛２、齋藤貴之１、村上博和１、
保・生体情報検査科学）
（２ 群馬大医・附属病院・
血液内科）
（３ 群馬大医・附属病院・輸血部）

第２日 平成29年９月22日（金）
群馬大学医学部刀城会館
【ポスター展示】 8：50〜16：05
【同窓会推薦講演】 8：50〜9：30
座長 桑野 博行（群馬大院・医・消化管外科学）
３DCTを用いた肺区域解剖の研究とその解析結果を
利用した胸腔鏡下解剖学的区域切除術の開発
清水 公裕（群馬大医・附属病院・呼吸器外科）
【特別講演Ⅲ】 9：30〜10：10
座長 小湊 慶彦（群馬大院・医・法医学 ）
研究支援組織としてのClinical Biobankと先端医療開
発センターとの連携
浅尾 高行（群馬大学未来先端研究機構 ビッグデ
ータ統合解析センター）
【ワークショップ】10：10〜11：40
「群馬大学の熱帯病研究」
座長 嶋田 淳子（群馬大院・保・生体情報検査科学）
久枝
一（群馬大院・医・国際寄生虫病学）
群馬から世界へ広がるマラリア対策研究
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狩野 繁之（国立研究開発法人国立国際医療研究セ
ンター研究所 熱帯医学・マラリア研究部）
化学的な視点によるマラリア原虫エノラーゼの研究
奥
浩之（群馬大院・理工学府・分子科学部門）
寄生虫による病気、寄生虫がいなくなったことによ
る病気
久枝
一（群馬大院・医・国際寄生虫病学）
クルーズトリパノソーマ感染による宿主オートファ
ジー抑制機構の解析
鬼塚 陽子（群馬大院・保・生体情報検査科学）
【特別発言】
鈴木
守（群馬大学第10代学長・名誉教授）

第247号

座長 山田 正信（群馬大院・医・内分泌代謝内科学）
下垂体腫瘍を中心とした内分泌腫瘍の発症機構の解明
堀口 和彦（群馬大医・附属病院・内分泌糖尿病内科）
【優秀論文賞受賞講演】14：15〜14：35
座長 横尾 英明（群馬大院・医・病態病理学）
Serum Apolipoprotein M Levels are Correlated with
Biomarkers of Coagulation
K e n s u k e Y o s h i d a（D e p a r t m e n t o f C l i n i c a l
Laboratory Medicine, Gunma University Graduate
School of Medicine）

【評議員会・総会】12：10〜13：15
群馬大学医学部刀城会館

【特別講演Ⅳ】14：40〜15：20
座長 桑野 博行（群馬大院・医・消化管外科学）
群馬大学総合外科学講座 肝胆膵外科の目指すもの
調
憲（群馬大院・医・肝胆膵外科学）

【奨励賞受賞講演】13：30〜14：10
座長 茂木 精一郎（群馬大院・医・皮膚科学）
強皮症の皮膚線維化におけるノルエピネフリンの役割
上原 顕仁（群馬大医・附属病院・皮膚科）

【特別講演Ⅴ】15：25〜16：05
座長 小湊 慶彦（群馬大院・医・法医学）
末梢神経障害の評価とリハビリテーション
和田 直樹（群馬大院・医・リハビリテーション医学）

第64回北関東
医学会総会

同 窓 会 推 薦 講 演
同 窓 会 推 薦 講 演
関する検討は十分とは言えない。一方で、近年の胸腔

３DCTを用いた肺区域解剖の研究と
その解析結果を利用した
胸腔鏡下解剖学的区域切除術の開発

鏡手術および肺区域切除術の発展・普及によりアノマ
リーや肺区域解剖の知識の重要性はより増してきてい
る。そこで我々は、近年急速に発展した３DCTに着目
し、これらの３DCT画像を用いた肺の局所解剖の研究

群馬大学医学部附属病院呼吸器外科
講師 清水 公裕（平５）

を行っている。我々は、現在までに右270例、左250例
と、これまでの解剖学的研究の約２倍以上の症例数で

肺は人体の中で最も解剖学的な多様性が許された臓

肺の局所解剖の研究を行い、これまでは存在が確認さ

器であり、教科書的な解剖学的常識が当てはまらない

れていない、もしくは確認されていても存在頻度まで

アノマリーを持った健常人が多く存在する。肺は人体

は明らかにされていないアノマリーを多数発見報告し

に左右に１個、計２個存在するため、心臓などの１

てきた。さらに肺の区域切除術に必要な区域解剖を詳

個しかない臓器に比べて、アノマリーが直接的に生命

細に解析し、区域解剖データベースを構築、これらの

維持に悪影響をおよぼすことが少なく、そのために多

データに基づいた区域切除用の簡易モデルを作成した。

様性が許されたのではないかと考えている。それゆ

現在は、これらを利用してオーダーメイド胸腔鏡下解

え、個々の症例における肺の内部構造も他臓器に比べ

剖学的区域切除を開発し、この術式を広げるための活

て複雑であり、肺に関する外科的解剖学の研究は他臓

動も行っている。本学会においては、我々の解析した

器よりもはるかに少ない。また、これらの数少ない研

肺の外科的解剖の詳細と、それらを基に開発した肺区

究にしても、限られた数の肺の解剖から得られたデー

域切除術の実際、さらには、その普及のための活動に

タであり、アノマリーの存在頻度や、肺の区域解剖に

ついて述べたい。
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母校に望む

平成29年(2017年) ９月１日

の研究や人材育成を強化という使命を与えられてお

62

り、「過疎地域の病院再編支援と医療人養成を合わ

学生や大学としての
個性の発展を

せた拠点形成」をミッションとして、課題解決に向
けて邁進しております。一方、母校であります群馬
大学は、
「最先端の研究・開発機能の強化」の枠組

新潟大学大学院 保健学研究科
教授 小山
諭（昭63卒）

みのもと、基礎研究・臨床研究を進め、革新的な医
薬品・医療機器開発等による我が国発のイノベーシ

群馬大学医学部同窓会々員の諸先生におかれまし
ては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

ョン創出を強化という使命を与えられており、「重
粒子線治療を始めとする先進医療・がん治療技術の

私は昭和63年に群馬大学医学部医学科を卒業し、
直ちに新潟大学医学部外科学教室で外科研修を開始

研究開発」という、大学の特色を生かしたミッショ
ンが与えられております。

し、
平成2年に第一外科学教室（現、
消化器・一般外科）

また、保健学領域では、新潟大学は「実践力・教

に入局、以降、主に外科代謝栄養や乳腺・甲状腺の

育力・連携共同力の向上による地域リーダーの養成」

領域で臨床や研究に携わってきました。平成27年４

という枠組みのもと、
「他学部、附属病院、地域の

月より現在の、新潟大学大学院保健学研究科、新潟

企業、国内外の大学等との共同研究を推進し、臨床

大学医学部保健学科で教職をとっております。

実践能力向上と教育指導者育成に貢献」が、群馬大

自分の群馬大学での６年間の学生生活を思い起こ

学は「実践科学の学術的追求を通じた次世代指導者・

すと、部活（サッカー部でした）中心の学生時代で

教育者・研究者養成」の枠組みのもと、「保健学科

した。
かなり無茶苦茶なこともたくさんしましたが、

と附属病院との連携による実践・教育・研究の統合

教員の先生方は講義や実習で学生に近い目線で接し

により、社会の要請や地域住民のニーズに応えたチ

て下さっておられました。昨今は出席とか厳しいの

ーム医療のリーダーとなれる高度専門職の育成」が

でしょうが（新潟大学も）、私どもの時代はよく言

ミッションであり、医学でも保健学でも群馬大学

えば大変おおらかで、講義よりも部活の練習が第一

は、先端医療の研究開発や次世代指導者・教育者・

でした。群馬大学は特に基礎系の先生と学生の距離

研究者養成といった一段高い目標を与えられており

が近く、自主的に学生が基礎教室に出入りしたりし

ます。これもひとえにこれまで母校の先生方が臨床

ておりました。不真面目な学生であった私も東医体

に、研究に邁進されてこられた賜物と思います。

が終わって夏休みは解剖学教室（石川春律先生の教

母校に望むことですが、群馬大学は学生教育にと

室でした）に出入りさせていただき、夏休み中、電

ても熱心な大学であると思っておりますので、学生

子顕微鏡を覗いたり、実験の一部を担当させていた

の自主性を重んじつつ、時に羽目を外すことがあっ

だいたり、とても懐かしい思い出です。現在のよう

ても温かい目でのご指導をこれからもよろしくお願

な基礎配がなかった時代でしたが、同級生や先輩も

いします。また、群馬大学は特色のある研究分野で

自主的にいろいろな教室に出入りしていたと記憶し

の発展を非常に期待されていると思います。特色の

ています。群馬大学は当時から学生の指導に熱心な

ある分野、すなわち大学としての個性を持っている

大学でした。この伝統は今も続いているものと願っ

ことは大変な強みですので、是非生かしてさらに伸

ております。

ばしていくことで他の研究領域の発展を推進してい

現在、国立大学は平成28年度より第３期中期目
標期間に突入しております。「持続的な

けるものと思います。

競争力

母校がいつも輝いていることが、私のような学外

を持ち、高い付加価値を生み出す国立大学へ」の目

に出ていった者にはとても励みになります。輝かし

標のもと、各大学が各々の使命を果たすべく、各々

い歴史と伝統ある群馬大学医学部がますます発展し

の役割を与えられております。私の所属しておりま

ていくことを祈念しております。群馬大学同窓会々

す新潟大学は医学領域では、ミッションの再定義と

員の諸先生方におかれましては、今後ともご指導・

して「社会の課題解決や産学官・大学間連携」とい

ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。末

う枠組みのもと、地域の行政、企業、教育・医療機

筆ながら、先生方のご健勝とご活躍を心より祈念申

関等との連携による地域・社会の課題解決のため

し上げます。
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

この虫だらけの世界
第28回日本臨床寄生虫学会大会より

第18回ホルモンと
癌研究会を開催して

国立国際医療研究センター研究所
熱帯医学・マラリア研究部
部長

狩野

群馬大学大学院医学系研究科
泌尿器科学

繁之（昭61卒）

教授

鈴木

和浩（昭63卒）

1946年にNorman Stollが、米国寄生虫学者連盟

この度、平成29年６月23日（金）24日（土）の２

の会長講演で「This Wormy World（この虫だらけ

日間にわたり、群馬大学昭和キャンパス内刀城会館

の世界）
」と形容した世界は近年一変したかに見え

において第18回ホルモンと癌研究会を開催いたしま

ていたが、いま再び、そいつらは戻ってきた！生の

した。本研究会は、ホルモン依存性癌である、乳癌、

サバなどの寄生虫「アニサキス」による食中毒の報

前立腺癌、婦人科癌などを中心として、生化学、病

告件数は、（厚生労働省の統計によると）2007年は

理、生理、乳腺外科、産婦人科、泌尿器科などの多

６件だったが2016年に20倍以上の124件に増えた。
しかし、第28回日本臨床寄生虫学会（平成29年６
月24日）での討議では、これは氷山の一角で､年間
推定発生数は約7,000件にのぼると考えられる。日
本における生の魚介類の流通の多様化により､様々
な寄生虫がわが国で復活してきているのだ。

数の基礎および臨床の研究者が集い、分野を超えて
議論する会です。今回は、泌尿器科の分野から、去
勢抵抗性前立腺癌に対する薬剤抵抗性のメカニズム
から治療のパラダイムを慶應義塾大学の大家教授に
ご講演いただき、骨転移に対する新規放射線医薬品
であるラジウム223の可能性を大阪市立大学の井口
先生にお話いただきました。乳癌の分野では、本学

それだけではない、グローバル化が進む現在、寄

の准教授から国際医療福祉大学の教授にご就任され

生虫疾患が世界に感染拡大し始めている。マラリア、

た堀口淳教授に乳癌内分泌療法の変遷と今後の展望

シャーガス病、条虫症…輸入寄生虫症例の報告は後

をお話いただきました。乳癌と前立腺癌の共通した

を絶たない。わが国は、2020年には東京オリンピッ

問題としてのホルモン療法にともなう骨量減少であ

ク・パラリンピック開催を控え、それまでにインバ

るCTIBL（cancer treatment- induced bone loss）に

ウンドの旅行者が3,000万人に達する見込みもある。

関するシンポジウムを行い、乳癌では群馬県立がん

いまこそ臨床寄生虫学の重要性を多くの医療従事者

センターの柳田康弘先生、前立腺癌では当科の宮澤

に認識して欲しいところだ。

慶行先生にデノスマブの可能性を議論いただきまし

その様な必要性から、基礎医学系の寄生虫学者と、

た。また、この研究会では新しい話題として神経内

寄生虫および寄生虫症に興味をもつ臨床医家が集ま

分泌癌とソマトスタチンレセプターの話題を、前立

り、 寄生虫感染の基礎と臨床の接点を探る

こと

腺癌の神経内分泌細胞分化の点から、理事長である

を目的とした「日本臨床寄生虫学会大会」が毎年開

東北大学の笹野公伸教授、泌尿器科では金沢大学の

催されていますが、その第28回大会を東京で主催

溝上敦教授に講演をお願いし、新しいデータをしめ

することができました。この場をお借りして、群馬
大学医学部同窓会から暖かいご支援を頂いたことに
､心より感謝申し上げます。
嬉しかったことは､その大会長講演で､私が20年
前に群馬大学医学部で助教授を務めていた時の主任

していただきました。State-of the Art lectureとして
当科の関根芳岳先生が、自身の大学院生からNIH留
学、帰国後も継続して行なっている前立腺癌におけ
る脂質代謝の意義について、データをまとめて発表
いたしました。その他にも、ワークショップを２つ企
画し、基礎研究、臨床研究ともに非常にレベルの高

教授であった鈴木守先生（元群馬大学長）に座長を

い研究会となりました。１日目のあと、病院レストラ

御願い出来たことです。鈴木先生は同学会の第15

ン、チネマで懇親会を開催し、医学科のフローオー

回大会長を務められましたが、弟子の私が大会長を

ケストラの皆さんに演奏をお願いしました。コンパク

務める日が来るとは思っておられなかったのではな

トな研究会ですが、豊富な内容を持ち寄っていただ

いかと想像します。ちょっと親孝行ができたかな

き、
有意義な時間を共有できました。この場をかりて、

あ？

お世話になりました関係者に御礼申し上げます。
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ており、時に琉歌も詠み小冊子を上梓する程の活力

支 部 だ よ り

です。宮良当益先生（Ｓ41卒）は、沖縄支部のリー
ダーとしてご活躍され、平成24年脳梗塞でお亡く

沖縄支部会便り

なりになりました。御冥福を祈ります。松岡政紀先
生は、県北部「かんな病院」の病院長として沖縄北

琉球大学脳神経外科
教授

石内

第247号

部住民の健康管理に御活躍されています。山根邦夫

勝吾（昭60卒)

先生は、老健・介護・リハビリなど那覇首里地域の

平成29年３月31日那覇市の首里城の麓にあるダ

お年寄りの健康管理に活躍。高良健先生(S49卒)は、

ブルツリーヒルトンホテルにて恒例の支部会が開催

大那覇市の大道中央病院を中心にサテライトの診療

されました。この日は各人の近況報告と新川唯彦

所を運営し、石垣市長を引退した大浜長照先生（Ｓ

（53期）幹事から更新された名簿録が参加者に配布
され４１名の支部会員の現状報告と総括が金城忠雄

48卒）や群大教授定年退職後の長嶺竹明（Ｓ51）
先生の応援を得ています。大浜悦子先生（Ｓ47卒）

（Ｓ44期）刀城クラブ会 沖縄県支部長からなされま

は、介護老健施設の運営に活躍。新垣義孝先生（Ｓ

した。石垣から開業５年目の鈴木光（Ｈ９期）先生

50卒）は、今年県立中部病院を退任し、中部病院

が初参加され専門の循環器内科に留まらず離島のコ

近くの病院に転勤し、泌尿器科学会でも腎外傷の教

ミュニティーに根ざした診療活動の一端をお話くだ

育講演など知名度が高く、沖縄県の腎移植を引き受

さいました。中島重良（58期）先生は４月１日付

けていました。上里博先生（Ｓ53卒）は、琉大皮

で琉球大学附属病院救急部の特命准教授に就任予定

膚科教授を退任後、現在は、琉大現役時代の業績整

で引越しの忙しい最中にご参加いただきました。い

理に多忙とのこと、早期に診療に復帰して欲しい

つもながら沖縄らしく（？）この日も大分お酒が入っ

と思っているところです。安里洋先生（Ｓ50）は

た後の記念撮影となりました。後列左より鈴木（H9

那覇の中心地でプライマリケアー、大城隆先生（Ｓ

期)、安里（50期）、大城（54期）、玉那覇（51期）、
、新川（53期）、山根（44期）、久高（48
新垣（50期）

54）は那覇市首里で眼科診療、玉那覇康一郎先生（Ｓ
51）は卒後、米国や国内で数々の研鑽を積み、小

期）
、端慶山（50期）、前列左から石内（60期）
、中

児食事アレルギーや喘息の子供の診療など多忙を極

、金城（44期）
、松岡（42期）
、大浜（長）
島（58期）

めています。久高弘志先生（Ｓ48）は専門の乳房

、大浜（悦）（47期）
、
（赤嶺（55期）
、源河（53
（44期）

外科の那覇市立病院を引退後、市中病院に赴任。端
慶山茂先生（Ｓ50）は精神科病院に勤務、産業医・

期）は写真撮影前に退席）（敬称略）。
支部長情報によりますと、大先輩の屋良澄夫先生

プライマリケアーと活躍しています。赤嶺弘先生（Ｓ

（Ｓ33卒）は、至って元気です。金城毅先生（Ｓ37

55）内科、源河朝洋先生（Ｓ53）は浦添市で耳鼻

卒）は、健康づくり財団で胸部レ線の読影をなさっ

咽喉科診療をしています。

沖縄支部会（平成29年３月31日 那覇市・ダブルツリーヒルトンホテル）
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来るような感じがしてきました。非常に熱の入った、

刀城クラブ
栃木県支部総会
野口

平成29年(2017年) ９月１日

分かりやすいお話を拝聴しました。また、人体模型
を使っての心臓マッサージや酸素マスクの使い方な
どの実習を含めての講演でした。その後、本日初参

忠男（昭41卒)

加の自治医大放射線科教授、若月優先生に一言ご挨
平成28年度刀城クラブ栃木県支部総会が７月１

拶頂きました。

日（土）、宇都宮チサンホテルで開催されました。
益田澄夫会長の挨拶の後、講演会に移りました。演

その後の懇親会では、時間の過ぎるのも忘れ話は
尽きませんでした。

者はNHO宇都宮病院診療部長増田典弘先生「あな

栃木県内の会員は増えていますが、開業医は少し

たのクリニックで患者さんが急変した場合―クリニ

で、自治医大、獨協医大その他勤務医が増加してい

ックでのAED事始」

ます。今年度は参加者が少なかったのですが、中島

私達の日常の外来などで、意識喪失、心停止など

政信 君（獨協医大外科準教授）、若月優君（自治医

に遭遇したらどう対処すればよいのか、医師として

大放射線科教授）など母校以外で活躍している先生

もどうすればよいのか途方にくれる場面です。
まず、

の参加もあり心強く思いました。

心マッサージ、救急車、AEDなど手際よく対応出

刀城クラブ栃木県支部総会（平成29年７月１日 宇都宮チサンホテル）
後列左より：若月優（平14）
、家入蒼生夫（昭44）、大和田恒夫（昭41）、上地弘二（昭38）
、
富永慶晤（昭40）
、久保川透（昭49）
、斎藤公司（昭47）
、中島政信（平10）
前列左より：佐 藤 祐 司（ 昭34）
、 荒 井 良（ 昭35）
、 増 田 典 弘（ 平 ６）
、 益 田 澄 夫（ 昭32）
、
伊澤四郎（昭36）
、野口忠男（昭41）
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身を診ることができる医者になりたいとの思いか

平成29年度刀城クラブ前橋支部総会
第５回前橋支部講演会・会員懇親会

ら、内分泌・消化器・胸部外科がある第２外科に入
局され、外科から集中治療、救急と道を進んでき
たそうです。2010年７月に42歳で現職に就任され、

前橋支部

込谷

７年経過し現在49歳です。
『大学病院で救急をやる

淳一（昭57卒)

というのは先輩方にはあまりイメージがないかと思
平成29年７月12日、群馬大学医学部臨床大講堂

われます。就任当初はなかなか難しい現状があった

で前橋支部総会と講演会が開催されました。午後3

のですが、今どうなっているかお話したい。』と講

時半ごろから雷雨にみまわれ、市内の国道17号が

演が始まりました。
『群大病院って救急とっているの？』とよく言わ

冠水しました。
山田邦子先生が支部長のあいさつの中で『前橋支

れるそうですが、群大に救急車がきた時の入り口か

部はいつもその時期にあった講演会を開いており、

ら始まり救急救命センターの内部についてスライド

昨年は田村遵一病院長に【群馬大学医学部附属病院

で提示されました。CT撮影室、手術室があり、同

の現状と展望】と題してご講演いただきました。今

時に８例に対応できるそうです。救急科の医師は現

年は群馬大学医学部附属病院救命救急センター長で

在７名、他に２名自治医大出身者（長野原に）と埼

ある大嶋清宏先生に【救命救急センターの現状と展

玉日赤で研修中の方がいます。
７年前着任した頃は、

望】と題してご講演いただきます。』とお話しされ

他科の先生にも救急の当直をしてもらっていました

ましたが、昨年より明るく感じられました。群馬大

が、現在はすべて救急科で対応するようになってい

学大学院医学系研究科救急医学分野教授 大嶋清宏

ます。平成27年４月からは前橋市の２次救急輪番

先生のご講演ですが、今年も白倉賢二先生が座長を

にも群大病院が入りました。昨年の４月に救急の実

務められました。

績が県に認められ、救命救急センターに指定されま

大嶋先生は、平成４年卒業で伊勢崎の出身で、全

した。１日のスケジュールは、朝８時日勤者が集ま

平成29年度刀城クラブ前橋支部総会・第５回前橋支部講演会・会員懇親会
（平成29年７月12日 群大病院内・チネマ）
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り当直との打ち合わせで始まります。月曜日に教授

日本救急医学会では人口100万人あたり142名救

回診と感染制御部や総合診療部の先生も加わり全体

急医が必要とされており、群馬県は人口200万人な

のカンファレンスがあります。毎週水曜日には入院

ので284名の救急科専門医が必要となります。現

患者さんに対するカンファレンスを、看護師、ソー

在、日本救急医学会認定の救急科専門医は群馬県で

シャルワーカー、リハビリのDr、薬剤部などの多

は39名しかいません。
『なぜ救急医療をさけるのか、

職種で行います。

専門分化が一つの要因になっているのではないか』

救急病棟は現在14床あります。着任時は７床で
したが、今年度中に16床になる予定とのこと。

と言われました。専門医なら専門外の病気を診なく
てよい、リスクを考え診ないほうがよいという風潮

救命救急センターになるには20床以上必要です

になっているのでは、と。目の前の患者さんの呼吸

がICUとあわせて申請して県に認めてもらっている

循環など全身状態を管理安定化させながら鑑別診断

そうです。夕方になると５時ごろ集合し状況を確認

を行ことが重要で、救急科としてもGENERALIST

し、特に問題なければ夜勤以外は帰る、週末は日勤

の養成という役割を痛感しているそうです。

夜勤の２交代制でやっています。群大救急外来の総

８年目を迎えるご自身が若い人に言っていること

受診者数は年間9000名で、救急車の受け入れ件数

は、『我々が目指す救急医として：救急患者の初療

は3800件（今年は4000件ぐらいに）
、救急科入院患

を担う救急総合医的な役割と、重症患者管理を担う

者数は630名で平均在院日数は1週間から10日間だ

集中治療を基礎とし、救急医療のプロフェッショナ

そうです。

ルとして地域医療に貢献する。日々の診療の蓄積か

疾患的には、脳、心血管、呼吸器、消化器、泌尿

らエビデンスを導き出し。国内外に発信する。
』で、

器科疾患などで、最近では形成外科、皮膚科と熱傷

若い救急医を育て、全県の２次医療圏基幹病院に大

チーム組んで全身管理の必要な重症熱傷も診てい

学から救急科専門医を派遣できるような体制にし

るそうです。630名の入院患者中死亡退院は5.8％、

たい、という野望を持っているそうです。『専門医

心肺停止は年間100名強で自己心拍再開が２割、退

や他職種の人たちといい気分で仕事ができるように

院7.8 ％（全国的にも８％ぐらい）だそうです。医

Be niceと』とおっしゃり、大嶋先生の講演が終わ

師 ７ 名 中 ５ 名 がDMAT隊 員 で、 残 り ２ 名 も 群 馬

りました。会場全体が大きな期待感に包まれたよう

DMATの研修を受けています。昨年の熊本震災に

に感じました。講演会後、イタリアンレストラン・

もDMATチーム（医師１名と多職種で６名）を病

チネマで懇親会が開かれました。大竹誼長先生の乾

院の救急車で陸路派遣しました。

杯の言が『Be nice.』でした。

講演【救命救急センターの現状と展望】
（大嶋清宏先生）
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毎年恒例の講演会では、富士吉田市で開業

第37回
山梨県支部総会報告
山梨県支部事務局

川島

後も精力的に研究活動をされている保坂内科
クリニックの保坂嘉之先生に「糖尿病患者に
おけるエゴグラムと血糖コントロールの関連

健司（平１卒)

について」の講演をいただき、会員の先生方
刀城クラブ山梨県支部総会も第37回を数え

からも活発な討議がなされました。

るまでとなり、本年は７月８日土曜日、甲府

その後は懇親会となり、歓談と共に各先生

市のアーバンヴィラ古名屋ホテルにて開催さ

方から近況報告をいただき、予定の時間はあ

れました。

っという間に過ぎていきました。

昨年より支部長に就任された、前山梨大学

山梨県支部には40名余の先生がいらっしゃ

学長の貫井英明先生のご挨拶に始まり、各種

いますが、ご参加の先生の顔ぶれはここのと

事務報告、通常議案に続き、春の叙勲で瑞宝

ころほぼ一定で、特に若手の先生にご参加い

重光章を受章された貫井先生へ、前支部長の

ただけないのが寂しいところですが、今後も

石川大二先生から花束と記念品をお贈りいた

支部長を中心に会員同士の連絡を密にしてい

だきました。

ければと考えております。

山梨県支部総会（平成29年７月８日 甲府・アーバンヴィラ古名屋ホテル）
後列左より
川島健司、八木下勉、保坂嘉之、長沼博文、永関慶重、三塚繁、保坂力
前列左より 佐々木秀夫、荻野晃一、貫井英明、石川大二、窪田重美、山崎弘道（敬称略）
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昭和42年卒、
卒後50周年同窓会
舟橋

一郎（昭42卒)

昭和42年卒、卒後50周年同窓会が５月13日、14
日に東京・台場を中心に開かれました。遠く、沖
縄から松岡政紀先生、福岡から米良利郎先生が参
加。最北、札幌から予定していた長嶋和郎先生は急
遽不参加、更に群馬から参加予定していた岩上豊夫
妻は豊先生高熱のため当日朝キャンセルとなりまし
た。結局13日夜のメインパーティーには卒業生24
名、配偶者を含めて32名が全国から集まりました。
42年卒はもともと58名と少なく物故者も数名おら
れますので、まずまずの出席率と思います。
50周年は前橋でという声もありましたが、総合幹
事の春日功先生が遠方から参加する方の交通の便に
配慮して東京で開催することにしたとのことです。
数多くのプログラムが用意され、２日間で５回の
催しがありました。
13日昼（食）は、豪華船での東京湾ランチクルー
ズ。あいにくの雨でしたが、美酒を飲み42年卒業
当時のインターン廃止運動や国家試験ボイコットの
話などで盛り上がりました。下船して午後のひとと
き、ホテルグランドニッコー東京台場で懇親会が開
かれ、個々に旧交を暖めながらの懇談や参加者のス
ピーチがありました。
夜はメインの記念パーティーが同ホテルで開かれ

平成29年(2017年) ９月１日

ました。それぞれが挨拶し、仕事の話、業績の話、
趣味の話がありました。黛卓爾先生の岩石考古学の
造詣深い話など普段聞けない面白い話が多々あり、
本業以外にも多彩な才能をもつ同級生がおり、我々
を楽しませてくれました。また平嶋昇先生は後期高
齢者にして、これから病院を建てかえると若々しく
意気揚々とした話をして皆を沸かせました。当日、
春日功先生は作務衣姿でしたが、同伴参加した奥様
が半年かけて繭から糸を紡ぎ、機織で織り上げた絹
を先生の作務衣に仕立てたというもので内助の功も
話題になりました。
翌14日はホテルの近くにある日本科学未来館を
見学、スーパーカミオカンデで使われているニュー
トリノ観測用バルブの実物や、有人深海調査船しん
かい6500の模型などなど沢山の興味深い展示物が
ありましたが、主目的は館内にあるドームシアター
で上映中の３Ｄ映画「９次元からきた男」の鑑賞で
した。全員で鑑賞しましたが、間近に迫ってくる迫
力ある立体画面に圧倒されました。
最後はお台場のヴェトナム料理店での昼食。珍しい
エスニック料理を堪能し、食事後解散となりました。
卒後50年経ったとはいえ、皆学生時代と人柄は
変わらず、あたかも当時にタイムスリップしたか
のようでした。皆楽しく語り合い５つのプログラム
を満喫し、更に50年周年を節目におわるのでなく、
次回以降新たに第１回として継続していこうという
「将来」計画まで確認して帰途につきました。
この会を立案、
実行された総合幹事の春日先生は、
昨年秋から４回にわたり意向調査のお手紙をいただ
き、大変な御手数だったと思いますが、おかげ様で
盛り沢山の充実した同窓会になりました。春日先生
ありがとうございました。

群馬大学医学部昭和42年卒業同窓会（平成29年５月14日 ホテル・グランドニッコー台場）
前列左から：橋田昌晴、舟橋一郎、平嶋昇、新沢敏章、松岡政紀、岡田慶一、大川匡子、井坂恵美子、井坂健一
中列左から：中林公正、森山典子、下條美枝、新沢タエ子、春日美登里、米良裕子、米良利郎、山本邦宏、黛卓爾、
平嶋律子、荻野忠、菅谷公平
後列左から：下條宏、萩原英一、長岡成郎、高橋徳之、小板橋毅、長屋孝雄、島野俊一、春日功
窓写真はランチクルーズにのみ参加の山本宣子（左）
、小室苑（右）
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てきました。平成27年 3 月に定年を迎えましたが、
引き続き大学にとどまり、理事長特別補佐兼福島県

50クラス会報告

立医科大学ふくしま国際医療科学センター先端臨床

竹之下君福島県立医科大学
理事長兼学長就任祝賀会

研究長として活躍していました。福島県は東日本大
震災において原発事故というまさに日本存亡の危機
に見舞われました。恐怖と不安のなかにあって、不

幹事

水沼

英樹（昭50卒)

屈の精神で常に先頭に立ち復興を目指して大学の発
展に尽力して来られた竹之下君の姿勢には同級生と

我ら50の愛すべき友、竹之下誠一君が本年 4 月

して畏敬の念を覚えるばかりです。会は白倉君の名

1 日付けで福島県立医科大理事長兼学長に就任さ
れました。この快挙の祝賀を兼ね本年 5 月 6 日に
敷島公園にあるレストラン朔詩舎にて、50年卒の

司会で進められ、昨年から県立医大に籍を置くこと

クラス会が開かれました。ゴールデンウイークの最

高校の先輩後輩の間柄でもある森昌朋先生（47卒）

中にも関わらず、23名の同級生、さらにはサッカ

から心温まるお言葉を、また良き友人で、かつライ

ー部OB 6 名、そして友人有志 8 名の計37名に参集

バルでもある群馬大学病態総合外科学教授の桑野博

いただきました。竹之下君は、平成11年 2 月、母

行先生からは竹之下君の専門領域における文武両道

校の第一外科学助教授から福島県立医科大学外科学

に秀でた活躍ぶりをご紹介いただきました。その後、

第二講座教授に転出され、以来、昨年の定年までの

同級生から学生時代の想い出の披露となり、当時の

17年間に同学において87名もの新入医局員を育て

竹之下君の全貌が赤裸々に面白おかしく語られ、最

あげ、同時に病院長、理事等の要職を務めるなど、

後まで笑いの止まらぬ同級会となりました。震災の

教育・研究者としてあるいは大学の管理者として県

後遺症を未だに引きずる福島県の医療の中核を担う

立医大の発展に大きな足跡を残しました。また、多

福島県立医科大学の最高責任者の重みは想像にあま

くの学会役員を務め、第52回日本癌治療学会、第

りあります。先生のご活躍を心より祈念すると同時

76回日本臨床外科学会、第10回日本消化管学会な

に同級生として最大のエールを送りたいと思いま

ど全国規模の学会を数多く主催するなど、外科学に

す。そして 2 年おきに行われている50クラス会は

おけるリーダーとしてもその力量を存分に発揮し

来年前橋で開催されることになりました。

になった水沼が理事長兼学長選出に至るまでの経緯
を紹介した後、サッカー部OBで竹之下君とは鶴丸

竹之下誠一福島県立医科大学長就任祝賀会（平成29年５月７日
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いも予定していましたが、急用で参加できませんで

平成４年卒・
卒後25周年クラス会報告

した。
）
（笠原くんは、国立成育医療研究センター臓
器移植センター長として、同窓会の３週間後にNHK
のプロフェッショナルに出演し同期みんなの期待通

田村
（猪俣）幸子（平成４卒)

り、
『家族に未来を取り戻す』というテーマの感動的

平成29年６月17日に平成４年卒の卒後25周年の同

な番組でした。
）

窓会を高崎で行いました。

会の後半では恒例の近況報告。仕事のこと、家族

前回は平成26年９月13日にやはり高崎で、横尾英明

のこと、自分の健康のことや趣味など、それぞれ頑

くん（群馬大学大学院医学系研究科病態病理学分野

張っていることを話してくれました。会が進むにつ

教授）と横濱章彦くん（群馬大学大学院医学系研究

れ、テーブルを移動して、学生時代の思い出話やゴ

科生体統御内科分野輸血部診療教授）の教授就任を

ルフの話、ライザップで体を鍛えた話、老眼が進ん

お祝いする会として開かれ大変盛り上がりましたが、

だこと、子どもの受験の苦労……など話が盛り上がっ

今回は卒後25周年ということでFBやメール、ハガキ

ていました。それぞれの立場や苦労は違っても、学

などを駆使して連絡をとり、学年のほぼ半数の50名

生時代の友人はやはり心を開いて話せるものだなと

参加となりました。

改めて思いました。毎回立派なカメラで写真をたく

笠原群生くんの音頭で乾杯をした後、小島一則く

さん撮ってくれる平山功くんが、今回も集合写真を

ん、竹内（田村）綾子さんの司会進行により、まず

撮ってくれました。1次会のあとは30名で高崎駅前

埼玉医科大学微生物学教室教授に就任した村上孝く

のレストランで２次会にいき、夜中まで楽しい時間

ん、高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科教

が続きました。秋にはゴルフコンペをする予定にも

授の小林勉くんへ記念品や花束を贈呈いたしました。

なり、卒後30周年−50周年！まで開催しようと約束

（神奈川県立保健福祉大学教授の岩崎俊晴くんのお祝

群馬大学医学部

平成４年卒

しました。

同窓会（平成29年６月17日
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の国病院にご勤務中に経験された症例をもとに、本

著書紹介

邦の医療システム、社会情勢に関して深く洞察され

後藤文夫著

た書籍でしたが、今回の「神経障害性疼痛の緩和術：

「神経障害性疼痛の緩和術：
神経の痛みを癒す知恵」

齋藤

スタンスに戻られ、生理学、薬理学の視点から執筆
されています。本書では、神経の痛み（疼痛）の発

群馬大学大学院医学系研究科
麻酔神経科学分野
教 授

神経の痛みを癒す知恵」では、敢えて学者としての

現機序から特徴、治療法を、罹患頻度の高い三叉神

繁（昭61卒）

経痛、帯状疱疹後神経痛などを例にとり解説されて
います。一般の方には少し硬い内容ですので、同窓

後藤文夫先生の最新著書「神経障害性疼痛の緩和

会メンバーやその周辺の医療関係の方に読んでいた

術: 神経の痛みを癒す知恵」を紹介させて頂きます。

だくのに丁度良い内容かもしれません。ご執筆にあ

後藤先生は群馬県渋川市中郷のお生まれで、群馬大

たって最新の情報を取り入れることを心掛けられた

学医学部を昭和42年に卒業された後、群馬大学麻酔

ため、引用文献も極めて新しく、刻々と変わりつつ

科初代教授藤田達士先生のもとで麻酔学を研鑽され、

ある疾患概念や広がりつつある治療オプションも余

北里大学教授に就任されました。その後、群馬大学

すところなく記述しておられます。

麻酔科の２代目の教授を担当され、大学院医学系研

「痛み」はほとんどの疾患や医療行為と関係しま

究科長・医学部長などを歴任されています。ご退任

す。是非、本書をお読みいただき、
「痛み」のなか

後も福島県白河市太陽の国病院院長として高齢者医

でも最も厄介な「神経障害性疼痛」を理解する一助

療の現場ならびに病院運営に取り組まれました。現

にしていただければと希望いたします。

在は本学名誉教授として、引き続き現場医療ならび
に私を含め後進の指導等にあたっておられます。
麻酔科サブスペシャリティー分野のそれぞれでご
活躍され、所属学会である日本麻酔科学会、日本臨
床麻酔学会において循環管理系の研究成果で日本麻
酔科学会・山村記念賞、日本臨床麻酔学会・小坂記
念賞などを受賞されています。また、現役時代の終
盤からはペインクリニックや緩和医療などに精力的
に取り組まれ、日本ペインクリニック学会の第33
回大会長も担当されています。そして、麻酔全般に
関する多数の教科書執筆に加え、痛みの治療に関す
る書籍もご執筆されました。一般社会人向けの書籍
として、
「超高齢者医療の現場から：2014年中公新
書」
、
「痛みの治療̶頭痛、腰痛からがんの痛みまで：

2002年 中公新書」、「漱石・子規の病を読む2009
年上毛新聞社出版局」
、
「医原性疼痛̶医療ミス・治
療行為による痛み：1997

主婦の友社」などが代

表図書で、これら全てが痛みの治療と関連を持つも
のです。
前書「超高齢者医療の現場から」は、白河市太陽
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財 団 の ペ ー ジ
常務理事就任に
あたって

賛助会員ご加入のお願い

公益財団法人群馬健康医学振興会
常務理事（業務担当）

公益財団法人群馬健康医学振興会
常務理事（財務担当）

中里

洋一（昭47卒)

鈴木

このたび森川昭廣理事長のご推挙と理事会、評議
員会でのご承認をうけ、本公益財団法人の常務理事
に就任した中里洋一です。よろしくお願いいたしま
す。新任者ですので簡単に自己紹介をさせていただ
きます。私は群馬県高崎市に生まれ、高崎高校、群
馬大学医学部を経て、同大学院医学研究科を昭和51
年に修了しました。医学部卒業後は病理学第一講座
で川合貞郎先生、石田陽一先生から病理学、特に神
経病理学を学び、平成２年７月に同講座の教授に就
任しました。専門の研究分野は脳腫瘍の病理学です。
平成25年３月に定年退職し、同４月より日高病院病
理診断科において病理医として働いています。公益
財団法人関係の仕事としては、日本脳神経財団の監
事を５年ほど務めた経験があります。これまでの経
験を生かして群馬健康医学振興会の発展のために働
かせていただきます。
群馬健康医学振興会はこれまで、（１）健康維持
と疾病予防に関する書籍の発刊、（２）振興会の目
的に沿った研究助成、（３）地域住民を対象とした
講演会への講師派遣、を重要な事業として実施して
きました。これらはすでにかなりの実績を挙げてき
ており、今後も地道に継続して行くことが大切です。
また、理事長が昨年に提案された「学会・研究会運
営への協力」事業は公益財団法人に与えられた税制
上の特典を生かしたものであり、これから充実・発
展させていく必要があります。これらの事業を安定
して継続させるためには、財政基盤の安定化が必須
です。基本財産を確保するとともに経常収益を上げ
ることが振興会事業の継続的実施と今後の発展には
欠かせません。そのためには寄付金を増やすことな
ども考えられ、この面でも知恵を絞っていきたいと
考えております。
私のふるさとである上州群馬は山紫水明の地であ
り、都会にはない環境の良さと自然災害の少ない住
みやすさがあります。この地に暮らす皆様のさらな
る健康増進と病気の予防に本振興会がお役に立てる
様努力してまいります。

忠（昭45卒)

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森川昭廣理事長のもと
で公益事業の更なる展開・発展の基盤を整え、平成

27年4月に公益財団法人として認定されたことは皆
様方ご存じのことと思います。「健康医学ガイドシ
リーズ」書籍発行、保健医療・福祉分野の若い方々
への研究助成、地域住民の医学知識向上のための講
師派遣等の３事業に加え平成27・28年度は新たに
学会等に対する助成として第117回日本外科学会定
期学術集会（会頭 桑野博行教授）に対する助成が
行われ、平成29年度には第64回日本臨床検査医学
会学術集会及び第29回世界病理臨床検査医学会連
合会議（会長 村上正巳教授）の開催に係わる助成
も予定されております。当財団は公益財団認定を機
に皆様方の御支援により順調に公益事業を展開して
おりますが、財団の公益目的事業の運営は賛助会員
（個人会員32名、法人会員42件）の会費約230万円
および寄付金と財団の収益目的事業としての医師賠
償責任保険の委託契約集金事務費（加入者2153名）
約540万円によってまかなわれております。現在、
当財団に求められる課題は賛助会員・賛同者の拡大
であります。賛助会費および寄付金に対しては税制
上の優遇措置があります。何よりもそれらの使途が
地域に密着した公益事業であることより、私たちに
その使途がみえ実感できるものであります。節税に
はなりませんが、その使途に自分の意志が反映され
る税金と思って当財団の賛助会員へのご加入あるい
はご寄付を考えていただければ幸いです。財団とし
ても賛助会員の皆様に対し助成対象者による報告・
発表の場を設けるなど地域にその存在をさらにアッ
ピールしていく所存ですのでよろしくお願いいたし
ます。
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役員会だより
瑞宝重光章

第６回役員会（平成29年６月29日）
出席者 飯野会長 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．平成29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

食品安全影響評価（食品安全委員会）担当大臣表彰
渡邉 治雄先生（昭和50年卒）

謹

学

内

人

事

【昇 任】
平成29年６月１日
木村 孝穂（平成４卒）大学院医学系研究科臨床
検査医学分野准教授
平成29年６月１日
藤井 孝明（平成12卒）大学院医学系研究科乳腺・
内分泌外科学分野准教授
平成29年８月１日
茂木精一郎（平成11卒）大学院医学系研究科
皮膚科学分野准教授

学

外

人

事

【昇 任】
平成29年１月１日
小幡 博人（昭63卒）埼玉医科大学総合医療セ
ンター眼科教授
平成29年６月21日
竹内 一郎（平９卒）横浜市立大学救急医学教室
主任教授

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51年卒
昭和32年卒
昭和30年卒
昭和44年卒
昭和28年卒
昭和30年卒
昭和47年卒
昭和34年卒
昭和48年卒
昭和40年卒
昭和24年卒

第７回役員会（平成29年７月27日）
出席者 飯野会長 他27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「全国支部長・支部代表者」実施要項（案）に
ついて
２．平成28年度収支決算書（案）について
３．平成29年度事業計画（案）について
４．平成28年度地域医療貢献賞候補者の推薦につ
いて
５．学術集会補助金について
６．会報編集状況について
７．北関東医学会評議員候補者の推薦について
８．その他

貫井 英明先生（昭和41年卒）

東
山口
逸見
野本
中嶋
大野
芳賀
中村
大谷
佐藤
安田

正明先生（平成28年２月12日逝去）
員男先生（平成28年９月24日逝去）
嘉正先生（平成29年１月19日逝去）
幸子先生（平成29年２月23日逝去）
義麿先生（平成29年３月18日逝去）
秀治先生（平成29年５月18日逝去）
駿介先生（平成29年６月21日逝去）
善寿先生（平成29年７月２日逝去）
英祥先生（平成29年７月６日逝去）
哲雄先生（平成29年７月８日逝去）
一郎先生（平成29年８月６日逝去）

昨今、日本では大雨、大地震と天
災が多く安心のできない状況が続い
ていますが、過日、NHKで放映された日本列島の成り
立ちからみても、そもそも日本列島はかなり激しい地殻
変動の結果形成されたもので、地震の多発は当然の結
果といえるかもしれません。群馬大学病院にとりまして
は、その地殻変動にも匹敵するような先の医療過誤事
件でありましたが、その事件に端を発した保険診療費
不当請求への対応が最後の詰めを迎えています。現在、
自主返還に向かって病院職員が一丸となり汗をかいて
いるところですが、事件後安全な医療に向けての様々
な改革が進行しており、将来的には、日本有数の安全
な医療を提供できる大学病院へ生まれ変わるものと期
待してやみません。
本号では、毎年秋に開催されております北関東医学
会の日程、プログラムが中心となっていますが、シリー
ズの母校に望む、水芭蕉、日本各地からの様々な支部
だより、クラス会だよりなども同時に掲載されており、
会員の先生方の現在の様子が生き生きと語られていま
す。本会報に対する会員の先生方からの様々なご意見
を今後ともお願いする次第であります。 （平戸 政史）

編集後記

福田利夫（昭51卒）
、平戸政史（昭

編集委員 53卒）、藤田欣一（昭56卒）、安部
、大山良雄（昭63卒）
、菊地麻美
由美子（昭57卒）
、稲葉美夏（５年）
、
（平７卒）
、星野綾美（平13卒）
正古慧子（５年）
、吉濱れい（５年）
、髙橋慶一郎（４
年）
、板垣由宇也（３年）
、大玉浩嗣（２年）
、佐藤
聖佳（２年）
、
成瀬豊（事務局）
、
清水ちとせ（事務局）
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