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Ⅰ．第６回同窓会全国支部長・支部代表者会議
　本日はお忙しい中、第６回同窓会全国支部長・
支部代表者会議にお集まりくださいましてあり
がとうございます。また、皆様には各支部での
活動は勿論のこと、同窓会全体の運営にご協力
くださり心より御礼申し上げます。教授の会と
交互に２年に一度、同窓会総会にあわせて開催
されて来ました。2007 年９月、山中元会長の発
案で第１回が開催され、森川前会長、飯野へと
引き継がれてきたわけであります。
　同窓会支部は都道府県別支部、地区別支部（群
馬県内）、機関別支部（病院別）の３種類で構成
されています。支部の活性化は同窓会全体の活
性化につながるとの信念からです。多くの意見
を反映させ、多くの会員の親睦を図り同窓会全
体の発展につなげたいためです。
　自己紹介、現況、同窓会への意見やアドバイス、
医学部及び附属病院に対する要望、提言何でも
結構ですからどうぞ忌憚のないご意見を述べて
いただきたいと思います。司会は幹事長の白倉
群馬大学名誉教授にお願いしたいと存じます。

Ⅱ．平成29年度同窓会総会
　本日はお忙しい中同窓会総会にこのように多
数お集まりくださいましてありがとうございま
す。会員の皆様には常日頃より同窓会運営に何
かとご支援ご鞭撻を頂き心より御礼申し上げま
す。お蔭様で、同窓会の一般的な年間行事は恙
無く行われております。いくつかの問題点につ
きましては引き続きご協力をお願いいたします。
　第一は３年に一度作成している会員名簿につ
いてです。昨年３月に遅れて発刊された平成 27
年度の会員名簿では会員の現住所、勤務先やそ
の住所などかなりの部分で空欄を埋めることが
できました。これも会員の皆様のご協力と大山
委員長を中心とした名簿作成委員会のお蔭と感

医学部同窓会・刀城クラブ会長

　飯野　佑一（昭46卒）

第６回同窓会全国支部長・支部代表者会議
及び平成29年度同窓会総会

謝しております。しかしまだ十分とはいえません。
来年から次の名簿作成が始まります。空欄のな
い名簿作成にご協力いただきたいと思います。
　第二は群馬大学全学同窓会発足の件です。現
在、準備委員会事務局が桐生の理工学部同窓会

「工業会」におかれております。時間がかかって
おりますが、近いうちに発足する予定です。今
後、群馬大学、医学部及び附属病院との連携を
さらに密にしてゆきたいと思います。そしてた
だ要求を受けるだけでなく、同窓会の意見も群
馬大学、医学部及び附属病院に対して積極的に
述べてゆきたいと思いますのでよろしくお願い
いたします。
　第三は群大病院医療事故後の信頼回復に向け
たご協力のお願いです。2016年夏、外部有識者
で構成される医療事故調査委員会及び改革委員
会が平塚学長に最終報告書、最終提言をそれぞ
れ提出しました。その後、平塚学長が９名に対
して処分を行いました。田村病院長が組織の責
任を認め、遺族に対して保障を約束することが
報道されました。遺族への保障に関しては順調
に進んでいるようです。現在、群大病院は１）
特定機能病院の承認取り消し、２）がん診療連
携拠点病院指定取り消し、３）臨床研究中核病
院整備費補助金の凍結の状態です。この３つの
問題点が早く回復されることを願っています。
このような中で先端医療開発センターなどの活
動が注目されています。また、医療安全・管理
学講座の教授が決まったとのことです。群大病
院の努力が認められることを願っています。会
員の皆様には群大病院の信頼回復になお一層の
ご協力をお願いしたいと思います。
　本日の総会が無事終わりますようご協力のほ
どお願い申し上げます。

Ⅲ．懇親会
　皆さん今晩は。本日はお忙しい中第６回全国
支部長・支部代表者会議及び平成29年度同窓会
総会に長時間にわたりご出席くださいましてあ
りがとうございました。お蔭様で無事終了いた
しました。この懇親会では会員相互の親睦を深
め、広く情報交換を行い、大いに盛り上がって
楽しい会にしていただきたいと思います。今後
ともどうぞよろしくお願いいたします。
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　平成29年度同窓会総会が10月21日（土）刀城会館
にて開催されました。議長団は皮膚科学講座皮膚科
学分野が担当し、議長に茂木精一郎氏（平11卒）、
書記に関口明子氏（平20卒）が選出され、議事を進
めていただきました。
　総会は議事次第にのっとり、この１年間に逝去し
た会員に黙祷を捧げ、ご冥福をお祈りいたしました。
次いで、飯野会長から挨拶がありました。
　続いて、議長の司会により報告事項と議事の審議
が行われ、原案どおりすべての議案が承認されまし
た。以下、各議事について概説いたします。
第１号議案：平成28年度事業報告（28.7.1～29.6.30）
について
１ ．会員状況　正会員5,988人、名誉会員12人、特

別会員66人、準会員４人　計6,070人。
２．支部の異動　平成28年度異動なし。
３．事　業
１）北関東医学会の共催
　第63回北関東医学会総会が平成28年９月29日、30
日に刀城会館において開催され、同窓会推薦講演は、
木村孝穂氏により行われました。
２）同窓会会報の発行

平成29年度
同窓会総会報告

　　　　同窓会幹事長

　白倉　賢二（昭50卒）

　刀城クラブ会報は第243号、244号、245号、246号
が刊行されました。
３）学友会並びに医学部等への援助
　運動部･文化部に対しての援助並びに交換留学生
との交流会援助、学会等の財政的援助を例年どおり
行いました。
４）定年退任教授の記念送別会
　平成29年３月10日に峯岸敬教授の退任記念送別会
が刀城会館で開催され、多数の参加者がありました。
５）卒業時表彰の実施
　平成29年３月23日卒業謝恩会で卒業生５人に表彰
状と記念品を贈呈しました。
６）卒業生への記念品贈呈
　卒業生全員にネクタイピン（男性）、バッジ（女性）
を贈呈しました。
７）新入生との懇談会
　平成29年４月８日刀城会館において新入生・学士
編入生歓迎オリエンテーションが開催され、先生方
と新入生の間で同窓会の紹介や質疑応答が活発に行
われ親睦が深められました。
８）医学部代表者との懇談会
９）医学部新任教授との懇談会
　平成29年２月９日石井ホールにおいて、学長、理
事（研究担当）、はじめ医学部長、病院長、同窓会
会長以下役員、秋山先生､筑田先生、２名の新任教
授が出席し、それぞれの立場から意見交換がなされ、
有意義な懇談会が行われました。
10）奨学補助金の実施（交換学生並びに学術集会）
　医学部の交換学生旅費、学術集会に対して例年ど
おり補助を行いました。
11）公益財団法人群馬健康医学振興会活動への協力

同窓会総会
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正　会　員
金　子　才十郎　先生（昭24卒）
斎　藤　弘　一　先生（昭25卒）
田　中　今朝昭　先生（昭25卒）
後　藤　三　郎　先生（昭26卒）
齋　藤　秀　雄　先生（昭26卒）
高　橋　和　男　先生（昭26卒）
町　田　弘　忠　先生（昭26卒）
茂　木　　　武　先生（昭26卒）
永　川　俊　彦　先生（昭27卒）
穴　原　正　司　先生（昭28卒）
中　嶋　義　麿　先生（昭28卒）
大　野　秀　治　先生（昭30卒）
齊　藤　昭　三　先生（昭30卒）

逸　見　嘉　正　先生（昭30卒）
奥　山　かを里　先生（昭31卒）
齊　藤　三　朗　先生（昭31卒）
下　田　新　一　先生（昭31卒）
中　村　勝　行　先生（昭31卒）
間　藤　方　雄　先生（昭31卒）
美濃部　欣　平　先生（昭31卒）
山　口　員　男　先生（昭32卒）
加　藤　友　之　先生（昭33卒）
塚　田　久　雄　先生（昭33卒）
関　口　守　衛　先生（昭34卒）
村　上　　　博　先生（昭34卒）
北　澤　眞　爾　先生（昭37卒）
森　　　和　夫　先生（昭37卒）

江　原　洋　一　先生（昭38卒）
松　山　栄　二　先生（昭39卒）
羽　生　育　雄　先生（昭40卒）
吹　譯　秀　一　先生（昭42卒）
野　本　幸　子　先生（昭44卒）
芳　賀　駿　介　先生（昭47卒）
山　蔭　明　生　先生（昭50卒）
東　　　正　明　先生（昭51卒）
阿　部　光　永　先生（昭55卒）
高　橋　仁　公　先生（昭56卒）
特 別 会 員
平　敷　淳　子　先生
坂　内　五　郎　先生

１年間の物故会員（卒年順）平成28年７月１日～平成29年６月30日

フローオーケストラ＆コーラス（懇親会にて）

　鈴木常務理事から理事・評議員および役員につい
て報告があった。また、平成28年度賛助会員並びに
平成28年度の実施事業、平成28年度研究助成金、に
ついても報告がありました。
12）その他
　役員会（役員会11回、委員会31回）について、白
倉幹事長から平成28年度事業報告の説明があり、異
議なく承認されました。
第２号議案：平成28年度会計決算及び監査報告につ
いて
　梅枝副会長（財務委員長）から平成28年度一般会
計収支決算及び表彰・奨学金収支決算の説明があり、
鈴木役員（会計監査）の監査報告の後、異議なく承

認されました。
第３号議案：平成29年度事業計画について
　白倉幹事長から事業計画について提案があり、異
議なく承認されました。
第４号議案：平成29年度会計予算（案）について
　梅枝副会長（財務委員長）から平成29年度一般会
計収支予算（案）について提案があり、異議なく承
認されました。
　その他として、西松副会長から平成28年度地域医
療貢献賞受賞者の紹介があり、飯野会長より表彰状
と記念品が贈呈されました。
　被表彰者　戸所正雄先生、富永慶晤先生
　　　　　　根岸和子先生、高橋日出雄先生
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【学　歴】
昭和33年３月　群馬県立前橋高等学校卒業
昭和39年３月　群馬大学医学部卒業
昭和40年３月　東京都立広尾病院実地研修終了
昭和44年３月　群馬大学医学部大学院卒業
【職　歴】地域医療（医師会活動を含めて）
昭和40年　群馬大学小児科学教室入局
　　　　　佐久総合病院、群馬中央総合病院
　　　　　前橋日赤病院、各関連病院の小児科勤務
昭和52年１月　戸所小児科医院開院
昭和52年４月　校医　前橋市立勝山小学校
昭和62年～平成19年　 群馬県社会保険診療報酬支払

基金審査委員
平成元年４月～平成５年３月
　前橋市医師会理事（小児保健担当）
　群馬県医師会小児保健委員会委員
平成７年～平成20年　 前橋地区母子保健対策協議会

委員
平成11年～平成20年　 群馬県小児科医会小児救急医

療対策委員会委員
前橋市医師会委員会委員
　学校保健委員会　　　　　　　　　　　　　４年
　乳幼児健診委員会　　　　　　　　　　　　16年

　予防接種委員会　　　　　　　　　　　　　12年
　保育園医委員会　　　　　　　　　　　　　４年
　インフルエンザ研究班（感染症研究班）　 　16年
　花粉症研究班　　　　　　　　　　　　　　４年
【推薦理由】
　戸所正雄先生（昭和39年３月卒）は、昭和52年１
月に小児科医院を開院。40年に亘り、地域の小児医
療の充実に多方面から寄与して来られ現在活躍中で
ある。この間、前橋市医師会理事として２期４年間
行政と小児保健の掛け橋の中心となって奮闘され
た。中でも麻疹絶滅運動、インフルエンザ流行調査
とワクチン効果、MMRワクチンと髄膜炎について
は厚生省研究会で発表。その成果が高く評価され、
その後の厚生省の施策にも大きく反映されている。
　ご自身の医師会活動を通して、実地診療に基づい
た公衆衛生学の調査研究を実践され、その成果を見
事に地域医療に還元されました。（前橋支部顧問　
大竹　誼長、昭36卒・前橋支部長　山田　邦子、昭
44卒）

【学　歴】
昭和40年３月　群馬大学医学部卒業
昭和46年９月　医学博士学位取得

戸所　正雄先生（昭39卒）

富永　慶晤先生（昭40卒）

左より高橋日出雄先生、根岸和子先生、飯野同窓会長、富永慶晤先生、戸所正雄先生
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【職　歴】地域医療（医師会活動を含めて）
昭和40年４月　群馬大学医学部附属病院
昭和50年４月　群馬大学医学部第二内科学講座講師
昭和53年４月　国立がんセンター病院
　　　　　　　臨床検査部　生理検査室長
昭和60年12月　栃木県立がんセンター
昭和61年４月　同　　　　外来部長
昭和63年６月　同　　　　検診部長
平成11年４月　県立がんセンター副院長
　　　　　　　研究所検診研究室長
平成13年４月　同センター　病院長
平成14年４月　同センター　所長兼病院長
平成16年４月　同センター　所長
平成17年３月　同センター　退職
平成17年４月　 財団法人栃木県保健衛生事業団理事

長
平成17年４月　 栃木県立がんセンター外来に週半

日、非常勤医として勤務している。
平成20年３月　 財団法人栃木県保健衛生事業団理事

長　退職
平成20年４月　宇都宮内科病院副院長
平成20年６月　 宇都宮内科病院院長に就任し、現在

に至る。
平成20年９月　日本対がん協会賞を受賞
【推薦理由】
　群大第二内科、国立がんセンター勤務の後、昭和
60年より栃木県立がんセンターに勤務。県内のがん
診療・がん対策に取り組み、平成17年がんセンター
院長を退職。退職後は、栃木県保健衛生事業団　理
事長として活躍。地域のがん対策・がん診療に尽力
した。また、平成21年11月から数か所の企業におい
て、産業医として活躍している。（栃木支部長　益
田　澄夫、　昭32卒）

【学　歴】
昭和38年　前橋女子高等学校卒業
昭和44年　群馬大学医学部卒業
【職　歴】地域医療（医師会活動を含めて）
昭和45年　群馬大学小児科入局、関連病院勤務
昭和57年　 藤岡市中栗須に、根岸正勝（夫）氏と、

根岸産婦人科・小児科医院を開業。現在
は三人で診療をしている。

　　　　　 藤岡市立第二小学校医、園医を勤め、予
防接種、健康診査、休日当番等、医師会
活動に積極的に参加している。

昭和60年４月～平成21年３月まで24年間「母乳育児

を広める会」で活躍し、毎週土曜日に「母乳育児電
話相談」を全国から無料で行った。母乳育児の重要
性が浸透し、会の目的は達成され終了したが、診療
所では、今でも乳幼児の母親には母乳育児の大切さ
を指導している。
【推薦理由】
　根岸和子先生は、小児科医院を開業する傍ら「母
乳育児を広める会」で活躍し、全国規模で母乳育児
の無料相談を行い、小児科医として育児指導を丁寧
に積極的に行っている。（同窓会役員　山田　邦子、
　昭44卒・同窓会顧問　森川　昭廣、昭44卒）

【学　歴】
昭和47年３月　群馬大学医学部卒業
昭和47年５月　 東京慈恵会医科大学第一外科大学院

入学
昭和55年４月　学位授与（慈恵会医科大学第一外科）
【職　歴】地域医療（医師会活動を含めて）
昭和49年４月　 癌研究会付属病院消化器外科有給助

手
昭和50年９月～昭和51年８月
　イリノイ州セントフランシス病院インターン
　大学院を卒業後は、町田市立病院外科、国立松本
病院外科、国保大宮総合病院、東京慈恵会医科大学
付属本院第（一）外科に勤務されました。そして、
国立がんセンターにて臨床病理及び組織病理を学ば
れました。
　昭和62年７月東京都足立区西新井に高橋クリニッ
クを開設されました。
　平成４年４月から西新井第二小学校の校医、平成
10年４月から西新井保育園の園医を現在まで勤めら
れています
【推薦理由】
　高橋先生は、群馬大学医学部を卒業後、東京慈恵
会医科大学大学院に入学されました。昭和62年東京
足立区で開業されるまで、米国留学をはじめとして
癌研究会病院やガンセンター病院で研修を積まれま
した。足立区医師会では、校医や園医だけではなく
医療安全委員会でも活動されています。また開設当
初３年間は日曜から土曜まで診察し、今でも土・日
の午前は診察して、地域住民の要望に応えておりま
す。さらに、近隣地域のアジアアフリカ系および英
語圏の外国人の診療を受け入れ、英語の通じる医師・
スタッフを常駐させてこれにあたっています。（東
京支部長　堀　貞夫、昭47卒）

根岸　和子先生（昭44卒）

高橋日出雄先生（昭47卒）
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　私の歩みですが昭和63年に群馬大学医学部を卒業
し、直ちに群馬大学放射線医学教室に籍を置きまし
た。同期には櫻井英幸先生（現筑波大学教授）、第
一病理から移られてきた長谷川正俊先生（現奈良医
科大学教授）がおり、切磋琢磨できる同僚に恵まれ
ながら、研修医、助教（当時は助手）の期間を過ご
せたことはとても幸運でした。重粒子線治療や高精
度放射線治療の立ち上げ時期に腫瘍放射線学准教授
として再赴任し、中野隆史教授をはじめ多くの大学
の先生方に大変お世話になりました。その後、平成
23年に埼玉医科大学に教授として赴任し、平成26年
からは埼玉医科大学総合医療センターの院長補佐、
平成28年からは医学部副医学部長として医学部の運
営全般に関与しています。特に大学院博士課程の運
営と医学教育の推進、入試改革等に力を注いでいま
す。大学院では全国に先駆けて初期臨床研修を行い
つつ研究活動を行う「研究マインド育成プログラム」
の制度を開始しました。群大准教授時代に培った経
験を生かし、本学で研究マインドの育成を目指した
大胆な大学院制度の改革を行っている最中です。医
学教育に関しては分野別認証（いわゆる国際認証）
に対応したカリキュラム改革を進めています。併せ
て成績下位者に対して国試対策をせざるを得ないの
は頭の痛いところですが、本学の診療規模の大きさ
を生かした臨床教育体制の構築を模索しています。
最近着目されている医師のプロフェッショナリズム
を学生にどう教育していくかも課題です。また優秀
な学生の獲得に向けて様々な入試改革を検討してい
ますが、これは私大ならではの悩みでしょう。学生
や若手医師の進路選択に選ばれる魅力的な研修機関
としての機能を充足させるべく工夫を凝らす日々で
すが、ことはそう簡単ではありません。群馬県の研
修医充足率も満足いくものではなく、さまざまな対
策を講じているかと思いますが、ぜひ北関東の拠点
として多くの研修医を集め、地域を支える優秀な臨
床医を数多く育成していただきたいと思います。
　埼玉医科大学は昭和47年に開学し、近々創立50周

医学研究・教育を
牽引する群馬大学

63母校に望む母校に望む母校に望む

埼玉医科大学総合医療センター放射線腫瘍科
教授　髙橋　健夫（昭63卒）

年を迎えます。大学病院、総合医療センター、国際
医療センターの３つの病院を中心にグループ全体で
病床数が3000床を超す規模であり、高度医療から地
域医療さらには福祉までカバーする体制を整えてい
ます。大学の誕生の歴史、置かれている地理的環境、
病院・大学が重視している基本的価値観がアメリ
カのMayo Clinicに似ていることから、日本のMayo 
Clinicを目指す活動を積極的に進めています。Mayo 
Clinicは “The needs of the patient come first” を
掲げ実践していますが、このような明快な目標を掲
げることは意思統一を図る上で大変効果的です。組
織の中で骨太で明快な価値観を共有することはとて
も重要だと思います。
　学内の群大卒の先生方は年々増え現在９名の教授
が在籍しており、同門の存在はとても頼りになりま
す。その一方で大学の運営に携わるようになり特に
感じるのは、背景・考え方の異なる先生方との議論
は大変有意義だということです。多種多様な考え方
を尊重し、意見を言いあえる環境作り、その上で同
じ価値観のもと骨太な方針に向かって仕事をするこ
との重要性を認識しつつあります。当院では2000年
の抗がん剤誤投与事故以降、医療安全を含め病院組
織の改革が行われてきました。私自身も医療安全対
策室員として医療安全構築の仕事に携わり、全国的
に見ても早い時期からの薬剤師の病棟配置をはじめ
様々な改革を行い、成果をあげてきましたが、いま
最も感じていることは地道に継続することの重要性
です。大学病院は人の入れ替えが特に多いため、重
要な方針の継続性の維持がとても重要です。月並み
な表現ですが、安全文化を継続的に根付かせること
が重要だと、15年以上がたった今あらためて感じる
次第です。群馬大学では現在大幅な改革が行われて
いると思いますが、そのシステムが文化として根付
き、風化せず継続的に引き継がれることを期待しま
す。
　群馬大学は世界をリードする研究を生み出す研究
機関であり続け、多くの基礎研究や重粒子線治療を
はじめとする世界を牽引する臨床成果の創出におい
て、引き続き大きく飛躍してもらいたいと思います。
優れた研究マインドを持ち国際化を推進する優秀な
若手を育成し、最新の臨床技術、高機能で有機的な
チーム医療の実践を通し、国内ひいては世界を牽引
する医師を輩出し続ける大学として発展することを
祈念いたします。
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女性医師シリーズ　 55

　この夏の終わりに高崎で開かれた同窓会の翌日
に、久しぶりに両毛線に乗り前橋を訪れてみました。
駅前のけやき並木の下には丁度良い日陰もあり、散
策しながらこれまでの医師としての自分の歩みを振
り返ってみました。
　私は父が外科医として東京の総合病院に勤務して
おり、その影響を受けて医師を志すようになり、群
馬大学医学部を受験しました。前橋での学生生活は
消火器の押し売りに騙されたり、真夜中にベランダ
で近くの鶏小屋から脱走してきたと思われる鶏と格
闘したりと、想定外な生活の始まりでした。ホーム
シックにもなりましたが、幸いひと月もしないうち
にすっかり馴染み、その後は親も驚くほどに逞しく
なりました。縁を頂いて群馬大学で六年間の大学生
活を送れたことは、私の人生の大きな転機であった
と思います。肝心の勉強は、とても勉学熱心とはい
えない学生でしたが、６人の女子や同じ班のメンバ
ーなど優秀な同級生に助けてもらいながら、卒業試
験、国家試験と何とか無事に合格し医師として社会
に出ることができました。
　卒業後は東京に戻り、以前から興味のあった麻酔
科を志望し、慶応義塾大学の麻酔科学教室に入局さ
せていただきました。外科医だった父からの唯一の
アドバイスは「最初の二年間はとにかく病院にはり
ついて、先輩について臨床を学びなさい」というも
のでした。最初の数年はできる限り病院に残り、緊
急手術があれば入れていただき、先輩方から麻酔管
理を学ばせていただきました。この時期に様々な患
者さんや先輩から教えて頂いたことが、五年目に一
人医長として国立霞ヶ浦病院に勤務することとなっ
た時に、大きな力となって自分を助けてくれました。
またここでは他科の先生方やベテランの師長さんに
も大変にお世話になり、手術室運営についてもいろ

いろと教えていただきました。
　関連病院での勤務ののちは、大学で手術室、ペイ
ンクリニック外来、集中治療室に従事し、その後は
現在の国家公務員共済組合連合会立川病院に勤めて
います。麻酔科医としての初め頃は、担当する患者
さんと自分という小さい円の中で必死に働いていた
感じですが、次第に手術室全体のことや、手術室の
外に出て他部署との調整に関わることが増えていき
ました。そうこうするうちに自分の周りの円は更に
広がり、二年前から外科系診療部長として病院運営
に関わらせて頂くようになりました。ちょうど五十
年ぶりとなる新病院の建築が始まる時期であり、院
内の各部門での打ち合わせや、設計、建築、デザイン、
移転業者、各コンサルタントなどの方々との会議を
繰り返しながら、一つ一つのことを確認し積み重ね
ていく過程からは新たな気づきも多く、病院機能に
ついて学ばせて頂きました。新病院が完成した現在
は、より良い医療を提供し続けるために、経済的な
ことはもちろんですが、多くの人や物が歯車となっ
て上手く回り続けることができるように、自分の役
割をしっかりと果たしていきたいと思っています。
　プライベートでは超高齢出産でしたが男の子の母
となり、まだ子育て真っ最中です。同業の夫は結婚
後からずっと単身赴任で仕事をしており、週末以外
は子供と二人で暮らしています。当然ながら自分の
親もすでに高齢で頼りにはできず、途方にくれる状
況も数々ありましたが、保育園、ファミリーサポー
ト、学童、友人と多くの方々の手助けを頂きここま
できました。育児を通じて新たな自分の面に気づく
ことも多く、もうしばらくは育自を続けることにな
りそうです。
　振り返れば皆さんにお伝えするような女医人生で
はありませんが、医師として何らかの形で社会に貢
献したいと思い、多くの方々に支えていただきなが
ら仕事を続けてきました。最澄の言葉に「一隅を照
らす、これ即ち国宝なり」という有名な言葉があり
ます。表舞台で大活躍する人も、ちょっと引いたと
ころで社会を支える人も、社会への貢献にはいろい
ろな形があると思います。これから先、自分の思い
描いていた通りにならなかったり、人と比べたりし
て落ち込むことがあるかもしれません。そのような
時は、それぞれの時にそれぞれの場を照らしている
んだという自信を持って、前に進んでいっていただ
けたらと思います。
　最後になりましたが、入学からこれまでお世話に
なりました同窓生の方々、そしていつも力になって
くれる同級生の方々に心から感謝するとともに、皆
様の益々のご活躍とご多幸を心よりお祈り申し上げ
ます。

それぞれの時に、
　　それぞれの場で
国家公務員共済組合連合会立川病院

診療部長　福積みどり（昭63卒）
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　平成29年７月22日（土）23日（日）に群馬県伊香
保温泉森秋旅館で、第26回乳癌基礎研究会を開催さ
せて頂きました。本会を開催するにあたり、群馬大
学医学部同窓会より多大なご支援を頂き、同窓会の
皆様には心から感謝申し上げます。本研究会は乳癌
の基礎研究の発展のため毎年開催される研究会で、
病因病態を検討し、さらに予防、診断、治療法の発
展に寄与することを目的としています。基礎から臨
床にまたがる会員より18題の演題を発表して頂くと
ともに、会長講演、イブニングセミナーおよびモー
ニングセミナーでの講演が行われました。会長講演
では飯野佑一先生（群馬大学医学部同窓会会長）に
座長を務めていただき「乳癌診療30年」と題して群
馬大学で行ってきた臨床および研究の成果を発表い
たしました。イブニングセミナーでは「腫瘍血管新
生、微小循環におけるVEGFの重要性」と題して藤
井孝明先生（平成12年卒）の講演があり、血管新生
のメカニズムについて概説し、VEGFの血管新生、
腫瘍微小循環における役割、血管新生阻害療法のメ
カニズムや可能性について討論されました。モーニ
ングセミナーでは「乳癌のPrecision medicineを目
指すために」と題して黒住献先生（平成18年卒）の
講演があり、トリプルネガティブ乳癌における腫瘍
免疫機構に関する活発な討論が行われました。本研
究会は泊りがけで行うのが特徴で、昼間の研究会で
疑問に思ったことを夜間に飲みながら熱く議論して
いる光景が見られました。若い医師たちの基礎研究
への興味を持つきっかけになり、また共同研究参加
への懸け橋になれば主催者としてこの上ない喜びで
あります。
　本研究会の準備には群馬大学総合外科学講座主任
教授桑野博行先生のご支援により、乳腺・内分泌外
科の皆様には半年前から準備にご協力いただき、当
日は関連病院を含めた多くの関係者にお手伝いをし
て頂き、皆様に厚くお礼申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

第26回乳癌基礎研究会
開催記

国際医療福祉大学医学部乳腺外科学
主任教授　堀口　　淳（昭61卒）

　2017年８月２日～４日にかけて、前橋市民文化会
館および群馬大学昭和キャンパスにおいて、日本組
織細胞化学会主催第42回組織細胞化学講習会を開催
いたしました。同窓会からはあたたかいご援助をい
ただき、群馬大学医学部には共催としてご協力をい
ただき、心より感謝申し上げます。また、前橋市からは、
運営において多大なるご協力をいただき、盛大に開
催することができました。さらに医学部の学生には
運営の手伝いをしていただきました。この場をお借
りして御礼申し上げます。
　この講習会は、組織化学を研究手法として用いる
研究者を対象にした、基礎技術・基礎知識の講習会で、
２日間の講演と最終日にはウェットラボとして技術講
習の場を設けています。日本組織細胞化学会の主催
で毎年開催している講習会ですが、今年のテーマは

「免疫組織化学とその関連技術を正しく理解し、正し
く使うために」とし、組織化学の中でもとくに免疫組
織化学に重点を置きました。講演では特別講演を含
めて18演題を全国の組織化学のエキスパートにお願
いしました。ウェットラボでは昭和キャンパスの基礎
医学研究棟・実習棟の実習室、実験室をご提供いた
だき、11コースを設け、実験動物の扱いや、免疫染色、
in situハイブリダイゼーション、顕微鏡観察等を実際
に手を動かして学んでもらいました。北海道から沖
縄まで、大学や研究所の若手研究者を中心に258名の
参加がありました。群馬大学からも21名の参加をい
ただきまして組織化学の普及に貢献できたのではな
いかと自負しております。参加者からのアンケートを
みましても今回の講習会が成功裏に終わったことが
うかがえます。これもひとえに群馬大学医学部、群
馬大学医学部同窓会、前橋市からのご援助によるも
のと心より感謝申し上げます。講習会は終了しまし
たが、組織化学については今後とも学内・学外の先
生方のお役に立てることがあれば幸いです。

学会報告（同窓会補助）

第42回組織細胞化学講習会を
開催して

生体構造学分野
教授　松崎　利行（平９卒）
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　この度、2017年９月８日（金）・９日（土）の２
日間にわたり、ホテルメトロポリタン高崎において
第18回日本内分泌学会関東甲信越支部学術集会を開
催させて頂きました。
　日本内分泌学会関東甲信越支部は10都県からな
り、会員数約3,500人の大きな支部です。今回のテー
マを「広げよう内分泌代謝学の地域の和」としま
した。会員が一同に会し相互交流と議論を重ねる
ことで、関東甲信越地区の内分泌代謝学の臨床や
研究の和（輪）を広げ、連携を強めて、臨床内分
泌学の発展に寄与したいと考えました。特別講演
では群馬大学名誉教授の森昌朋先生に「Old Drug 
Repositioning：肥満に伴う脂肪肝の新規薬剤開発」
を、教育講演「レジェンド」として本学の先輩であ
る自治医科大学名誉教授の石川三衛先生に「体液調
節の異常と低ナトリウム血症」についてご講演をい
ただきました。イブニングとランチョンセミナーで
は群馬大学生体調節研究所藤谷与士夫先生、北村忠
弘先生に最新の研究についてご講演を賜りました。
内分泌疾患の基本診断について専門の先生方による

「基本的診断治療法のピットフォール」をテーマと
した「インストランクション」を企画し、レベルの
高い濃密な内容の講演となりました。さらに一般演
題には102題もの発表があり各会場で活発な討論が
なされました。懇親会では藤岡総合病院の甲賀英明
先生、当院リハビリテーション医学の和田直樹教授、
脳神経外科の登坂雅彦講師にジャズの演奏をしてい
ただき、会員交流の場を華やかに盛り上げていただ
きました。
　研修医からベテランの専門医まで満足していただ
ける内容の充実した有意義な2日間となったと思い
ます。この場をおかり致しまして、刀城クラブから
のご支援とお世話になりました関係者の方々に深謝
申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

第18回日本内分泌学会
関東甲信越支部学術集会を開催して

　内分泌代謝内科学分野
　　　教授　山田　正信（昭58卒）

　日本産業衛生学会関東地方会第278回例会（一泊）
および第61回見学会を2017年９月15日（金）と16日

（土）の両日に亘りホテルメトロポリタン高崎にお
いて開催いたしました。お陰さまで無事盛況のうち
に終了しましたので報告いたします。刀城会からの
助成のほか、群馬県医師会、群馬県、群馬労働局お
よび群馬産業保健総合支援センターの共催および後
援、群馬産業看護研究会、群馬専属産業医会、群馬
衛生管理者協議会のご協力を得、また、JR東日本
高崎支社に多くの面で支えて頂きました。
　見学会では参加者68名が４班に分かれ、１）JR
東日本高崎支社高崎車両センター高崎支所にて産業
医の笠原先生、２）ミツバ富岡工場にて産業医の瀧
上先生、３）ルネサスエレクトロニクス高崎事業所
にて産業医の上原先生、４）ボルテックスセイグン
にて保健師の松田様に実地の作業管理・作業環境管
理および健康管理についてご指導いただきました。
　例会（一泊）では131名の参加があり、基調講演
として東京慈恵会医科大学柳澤教授に「産業保健近
未来図パートⅡ」、特別講演は産業保健総合支援セ
ンター長の真下先生に「産業衛生の新たな取り組み：
治療と仕事の両立支援」をご口演いただきました。
第２日目には教育講演として 群馬労働局安全衛生
課佐藤課長に「両立支援：労働衛生行政の新たな取
り組み」、続いて今回のメインテーマである「地域・
職域連携で進める産業衛生」について産業医の太田
先生、武智保健所長、福平群馬産業看護研究会長、
大島群馬衛生管理者会副会長からシンポジストとし
て事例報告と提言をしていただき、最後に地域職域
連携を進める行政側の立場から群馬労働局健康安全
課佐藤課長および群馬県保健予防課津久井課長から
今後の展望についてコメントを頂き、活発な意見の
交換がおこなわれました。
　有意義な例会が開催できましたことについてお礼
申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

日本産業衛生学会関東地方会
第278回例会（一泊）・第61回見学会報告

　公衆衛生学分野
　　　教授　小山　　洋（昭56卒）
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　平成29年９月20日から22日まで３日間、群馬会館
にて、吉田由香里実行委員長のもと、日本宇宙生物
科学会第31回大会を開催いたしました。今年、同県
出身の萩原朔太郎が詩集『月に吠える』で鮮烈デ
ビューを果たしてからちょうど100年を迎えたこと
にちなんで、本大会のテーマを『宇宙に吠える』と
いたしました。再び月へ、火星へと、有人宇宙探査
に対する人類の夢は尽きません。長期宇宙滞在を実
現するためには、宇宙空間に特徴的な微小重力、宇
宙放射線ストレスなどの複合影響を明らかにし、リ
スクを正しく評価し、宇宙での生活の質を高めるこ
とが緊詰の課題であります。幸いにも、我々はこの
複合影響を調べる切り札として、群馬大学の重粒子
加速器を宇宙放射線研究のツールとしても利用させ
ていただき、「世界初の疑似微小重力環境における
高精度重粒子線同期照射システムの開発」をすすめ、
宇宙研究に携わらせていただいております。
　今回、宇宙飛行を経験した古川聡先生（JAXA）
による特別講演「国際宇宙ステーションと宇宙医学
生物学」、学会企画委員会による特別企画「宇宙に
吠える！（月面農場・宇宙実験・有人宇宙計画）」、
アメリカから元NASAの秦恵先生を含めて「宇宙放
射線影響」「重力応答・植物」「重力応答・動物」「ア
ストロバイオロジー」の４つのシンポジウムなど指
定口演23演題、口演とポスターによる一般53演題の
発表による活発なご議論を繰り広げていただきまし
た。また、スーパーサイエンスハイスクールの前橋
女子高等学校の生徒を招待し、新学術領域「宇宙に
生きる」および宇宙惑星居住科学連合若手の会との
共催、群馬大学男女共同参画推進室の後援による公
開シンポジウム「宇宙に生きる若手研究者」を開催
いたしました。情報交換会前には、教育学部の山崎
法子先生に、宇宙にまつわる歌を披露いただき、素
晴らしい美声で華を添えていただきました。
　お蔭さまで参加者は200名を超え、どのセッショ
ンも盛会で、大会長の重責を果たすことができまし
た。同窓会からのご支援に感謝申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

日本宇宙生物科学会
第31回大会を開催して

　重粒子線医学研究センター
教授　髙橋　昭久（特別会員）

　このたび平成29年11月10日（金）11日（土）の２
日間にわたり、群馬県水上ホテル聚楽において第46
回薬剤耐性菌研究会を開催しました。本研究会は薬
剤耐性菌や院内感染症に関わる幅広い分野の人々が
一堂に会する国内唯一の場として、年に一度、各地
の温泉地で学術集会を開催しています。
　薬剤耐性菌による院内感染は高度先進医療を行う
上で深刻な問題となります。近年の進化し続ける薬
剤耐性菌と昨今の製薬企業の新規抗菌薬開発の停滞
から、医療の安全面は危機的状況にあります。本研
究会は薬剤耐性菌対策に資する諸研究の進歩進展を
図ることを目的として2003年に発足しました。2007
年に従来の薬剤耐性菌シンポジウムと合併し、第５
回研究会を第36回研究会として再スタートを切り現
在に至っています。これら薬剤耐性菌シンポジウム
と本研究会はいずれも本学微生物学教授であった三
橋進先生と池康嘉先生がそれぞれ創設されたもの
で、以来、本学の薬剤耐性菌実験施設が常任事務局
として会の活動を支えてきました。今年は６年ぶり
に群馬での開催でしたが、全国から約80名の参加者
があり、口頭26演題と充実した会となりました。ま
た特別講演として北京大学附属臨床薬理学研究所
のZheng Bo教授を招聘し、「AMR surveillance in 
China」との題で中国の薬剤耐性菌の現状について
お話いただきました。日本以上に薬剤耐性菌が増加
しており深刻な問題として国を挙げて対応している
ことが伺えました。
　これらの活動も各方面からの経済的な支援が無け
ればなかなか円滑には行えません。このたびは群馬
大学医学部同窓会から暖かいご支援をいただき、会
の運営が成功裏に終了したことに感謝申し上げると
同時に、この場をお借りし、お世話になりました関
係者に御礼申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

第46回薬剤耐性菌
　　　研究会を開催して
　細菌学分野・附属薬剤耐性菌実験施設

教授・施設長　富田　治芳（平８院修）
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　今年度、群馬県地域医療支援センターにおける活
動も５年目を迎え、若手医師のキャリア形成を支援
する事業を複数展開しています。当センターの活動
に格別のご理解とご支援を賜り、誠にありがとうご
ざいます。恒例となった高校生向け病院体験セミ
ナーでは、夏、春の長期休暇を利用して、医学部進
学希望を持つ多くの高校生が参加しました。医学生
向けの各種病院体験セミナーや研修病院等見学バス
ツアーでは、群馬大学の医学生以外に他大学の医学
生にも群馬の地域医療を体験する機会を設けること
ができました。
　さて、群馬大学医学部医学科地域医療枠学生は、
すでに１期生６名、２期生14名、３期生12名が卒業
し、県内での初期研修および専門研修に携わってい
ます。地域医療枠学生は、現在、100名を超えており、
少なからず、自分の将来の医師像に不安を感じてお
ります。最近、地域枠卒業生と在校生が気軽に交流
できる場として座談会を始めましたので、その様子
を一部お伝えしたいと思います。

センター医師：こんにちは。群馬県の地域医療につ
いて先輩医師から話を聞きたい、という在学生から
の熱い声を受けて、地域枠卒業生と在校生が気軽に
話し合える場として座談会を始めることにしまし
た。初めてのこの会では、地域枠卒業生としてどの
ように臨床研修病院選びをしたかについて、先輩の
話を聞いてみたいと思います。
学生：ポリクリを回ってみて、より診療科に興味が
出てきています。将来の臨床研修病院にも興味があ
ります。選択実習先としてもどこがいいかなど。
Ｓ医師：糖尿病に興味があったので、糖尿病と透析
を数多く診られる病院として研修先を選びました。
将来、大学病院での診療を希望するのであれば、市
中病院の研修中にも大学病院を見ておくといいと思
います。
Ｔ医師：私は生まれも育ちも群馬県で、研修先とし
ては、群馬は選びやすかったです。今、診療科選び
に悩んでいます。研修病院の候補としては、自分が
患者としてお世話になったくらいの中規模の病院が
よいなと。上の先生とも仲良くなれますよ。病院の
規模にもよると思うけれど、研修では、医師、看護
師、放射線技師など、多職種との連携、働き方がよ
く分かり、大事だと思います。学生中では、実際の
診療のことは分かりにくいよね。また、初期研修中

群馬県地域医療
　支援センターの活動
医療人能力開発センター地域医療支援部門

講師　羽鳥　麗子（平９卒）

医療人能力開発センターだより医療人能力開発センターだより⑰医療人能力開発センターだより⑰⑭ にも大学病院を見ておきたいと思って、ICU、救急、
神経内科、核医学科と３ヶ月間は大学病院での研修
を予定しています。
学生：ポリクリで大学病院のいろいろな診療科を
回っていると、市中病院に興味がわきます。
Ｋ医師：そこの病院で研修医がどのように働いてい
るか、病院の雰囲気などと一緒に学生実習でみてお
くことがお勧めです。今の研修先では、診療科の垣
根が低く何でも相談しやすいです。私は総合診療や
訪問診療とかに興味があります。救急では、個人の
レベルに応じて上級医がついてくれるので安心で
す。
Ｆ医師：皆さんが、研修病院選びで気になるところ
は何？病院見学には行った？
学生：研修医にどこまで手技をさせてくれるのかな
あとか、特定の診療科のない所は候補として難しい
のかなあとか。見学は、選択実習とか……まだあま
り行ったことない……。
Ｆ医師：僕の病院見学は、地域医療支援センターが
用意したセミナーだけ！それで研修先を決めまし
た。全ての診療科がみられる、というところが魅力
で、１ヶ月ごとに違う診療科で研修しています。将
来は救急科を志望しています。１ヶ月の研修で何が
できるかというところで、各診療科の本を必ず１冊
は通読するようにしています。まれな疾患だけでは
なく、本に載っている症例などにも触れることがで
きて、面白みを感じています。

　今後の当センターの大きな取組みとして、『ぐん
ま地域医療リーダー養成キャリアパス（以下、キャ
リアパス）』の改訂があります。キャリアパスは、
若手医師がそれぞれの目指す将来像に応じて、勤務
可能な病院や取得を目指すことのできる専門医資格
等の選択肢を具体的に示したキャリアアッププラン
です。地域医療を目指す若手医師が、臨床研修、専
門研修、地域医療実践を円滑に進めていくために、
当センターでは、群馬大学、地域の関係医療機関、
群馬県と一体となり、“オールぐんま” で若者のキャ
リア形成を支援していく所存です。皆様の一層のご
協力をよろしくお願い申し上げます。

座談会参加者（研修医、医学科５年生）とともに
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　 福島県立医科大学理事長兼学長

　　竹之下誠一 先生 を訪ねて
吉濱　れい（医学科５年）
髙橋慶一郎（医学科４年）
大玉　浩嗣（医学科２年）

福島編①

　私たちは８月３日と４日の２日にわたり、福島県
立医科大学でご活躍されている２名の先生（竹之下
誠一先生（昭50年卒）・水沼英樹先生（昭50年卒））
を訪問しインタビューをさせていただきました。
　福島県立医科大学および附属病院は、福島駅から
バスで30分ほど行った先、光が丘の山中にありまし
た。周辺は豊かな緑に覆われ、夏の青空に蝉の声が
大変よく響いていました。バスを降り周辺を見渡す
と、病棟の他、多くの施設が広大な敷地に並んでい
るのが見えました。後日調べたところ、福島医大が
旧本部から現在の光が丘に移転したのは昭和63年。
市の中心部からはやや離れていますが、その豊富な
土地を利用し、昨年稼働を開始した「ふくしま国際
医療科学センター」に至るまで多くの施設を新設・
拡張し、国内有数の環境を備えてきたのだそうです。
　平成23年の東日本大震災および原発事故から６
年。福島県立医科大学は不断の努力を以って最新の
設備と一線級の人材を備えてきました。そしてそれ
らによって得られた「可能性」を追究し「成果」を
出すことが最大かつ必須の使命となっています。今
回のインタビューでは、それらを主導する立場でい
らっしゃる先生方からお話を伺うことを目的とし、
取材をさせていただきました。まず初めに、福島県
立医科大学理事長兼学長・竹之下誠一先生へのイン
タビュー記事を掲載させていただきます。

学生：先生はどのような研究をなさってきたのです
か。
先生：今まではがんの遺伝子の研究をやってきまし
た。私が研究に最も取り組んだ時代は90年代で、病
気の原因遺伝子を探す戦争、つまりgene warの時
代でした。2000年より前は一つの遺伝子が一つの病
気を起こす、つまり、遺伝子が決まれば病気が決ま
るとみんな思っていたので、病気の遺伝子を探し
ていたわけです。ところが2000年代になって遺伝子
が２～３万個程度であるとわかり、たった２～３万
個の遺伝子では疾患と全部対応できないから、１

対１ではない事が初めて
わかったのです。色々な
遺伝子が異常を繰り返し
て、タンパクの異常にな
り、病態になるというこ
とで、遺伝子と１対１で
はないわけです。僕の頃
はDNAの時代で、今は
ゲノム・エピゲノム・タ
ンパクの時代になっているわけです。そういった分
野をずっとやっています。
学生：外科の先生は研究と臨床を同時にするは難し
いのではないかというイメージを持っていたのです
が……。
先生：サンプルを一番最初に手にするから、むしろ
外科が一番研究できると思います。医者のやる研究
は人のためにならなくてはいけないのだから、人か
ら採ったサンプルで行う必要がありますよね。僕は
福島に来てから、研究も、臨床も一流を目指すよう
に教室を運営しました。これが両立できるのが福島
県立医大外科の特徴でしょうね。５年～７年目に外
科の専門医と、学位の同時取得を目指すことができ
るのです。昔は、臨床で外科に入っても、研究につ
いては基礎系の講座にお世話になるため、それが難
しかったんですよ。僕は自分の教室を持って教授を

竹之下誠一学長

左より、髙橋慶一郎、竹之下誠一先生、吉濱れい、
大玉浩嗣（平成29年８月４日　理事長室）
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17年やりました。その間、教室に87名の方が入りま
したので、毎年平均５人以上が入っているのですね。
外科が一番厳しいといわれた時代でも、教室員には
恵まれました。なぜ入るかというと、専門医と学位
を同時取得させる日本でも数少ない外科だったから
です。その実現のためには一人一人が頑張ってやる
のではなく、システムを構築して、毎日普通にやっ
ていたら学位と専門医のどちらも取れるようにしな
いといけません。この先生は乳腺の疾患をまだ5例
しかやっていないので、あと40例やるために、来
年は乳腺の症例が多い病院に出しましょうという様
に、全部システム化しているのです。外科に入って
５、６年になると専門医の受験資格はクリアーする
ので教室員は順繰りに、研究も短期間でやります。
動物実験は動物に合わせなければならないので、臨
床の合間にやることはできません。だから研究に没
頭できる時間のある大学院生がやります。それも半
年くらいの間隔で交代でやらせるなどシステム化し
ています。そういうシステムを作るのが教室運営の
ポイントです。
学生：先生ご自身がアメリカに渡ってがん研究をな
さっていた時期があったと伺っているのですが、そ
の時に印象に残った出来事などはありますか。
先生：42歳の時に留学しました。当時は自分が教授
に推薦されるとは夢にも思っていませんでしたの
で、若い人を先に海外に行かせていたわけです。と
ころが40を越したら自分が次期教授に推されました
ので、それから論文作成に集中するため、長期在外
研究員としてアメリカの米国国立がん研究所（NCI/
NIH）に留学しました。アメリカでは、昼夜問わず
遺伝子の研究に没頭しました。留学では業績をあげ
ることが求められます。しかし留学している個人に

とってはもっと大きなインセンティブがあります。
それはどん底からはい上がる根性が身に付くことで
す。英語がしゃべれない。これまでの外科医として
のキャリアが評価されない。研究レベルが全く違う。
すなわち、生活全体が水準以下からの出発となり、
これを短期間で覆す精神が身に付くのです。これが、
留学の真の価値だと思います。
学生：英語は現地で働きながら勉強するのですか。
先生：必要に駆られて勉強して、行って半年ぐらい
で大体話せるようになるわけです。私の関係で群馬
大や福島医大からNIHへ留学した外科医に共通する
のは、みんな初代の「Seiichi」と同じで、英語が下
手だが、何かやれと言ったときに「イエス・サー」
しか言わない。でもひたすらに研究をやって、ネガ
ティブでもポジティブでも結果を必ず出してくる。
しゃべれないかわり、実験は正確で速い。だから半
年も経つと一番信用できる人材に成長する。今でも
アメリカのボスのカート博士は「Seiichi」のグルー
プはみんなそうなんだ、と高く評価してくれます。
学生：先生は学生時代から外科医を目指していまし
たか。他の科と迷ったりはしたのですか。
先生：最初から外科を目指していました。内科と外
科があるけど、最終的に病気を治療できるのは、外
科だと当時思っていました。脳外科にも惹かれたけ
れど、なんでも対応できる普通の外科がいいと思っ
て、一般外科にしました。
学生：研究と臨床の両立ができるのが福島の特徴だ
とおっしゃっていましたが、卒業前の学生に対して
も、研究や留学を意識させることはなさっているの
ですか。
先生：授業で繰り返し呼びかけたり、実習で来たと
きには実際にやっていることを見せたりします。あ
とは、アメリカに行った連中からの涙のメールも見
せています。向こうでの苦労が書いてあるんですね。
留学から帰ってきた人は常時、大学にも２～３人く
らいは必ずいます。その彼らが昔送ってきたメール
を見ると学生は、この素晴らしいかっこいい外科医
でもこんなに苦労したのか、それでもやって行ける
のか、と思うわけです。先輩の姿を見ていると、み
んな留学に行きたくなるんですね。
学生：群馬大学でお仕事をされている期間に印象に
残っていることはありますか。
先生：我々の時代は大学紛争の後の時代で、大学院
をボイコットする人が多かったのです。でもこれか
らは世界と戦わなきゃいけない、医学博士の学位が福島県立医科大学附属病院前にて
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ないといけないと思いました。日本の制度で日本で
しか通用しない専門医と違って、医学博士は世界中
で通用します。博士になるためには研究し、論文を
書かなければいけないし、そのための大学院が必要
となります。そこで第一外科の大学院立ち上げに努
めました。結果的に母校の発展に貢献できたと思っ
ております。
学生：学生時代、先生ご自身はどういう学生だった
のか教えていただけますか。
先生：ずっとサッカーをやっていました。ほとんど
部活だけの学生生活でしたね。下宿でも仲間と大体
一緒にいました。授業はあまり出ない学生だったか
ら、今の学生に勉強しろとはおこがましくてあんま
り言えないですね。
学生：学生の間にやっておいて良かったことや、逆
にやっておけばよかったことはありますか？
先生：体は鍛えた方がいいと思います。後々でも無
理がきくようになります。自分の時代のサッカー部
は東医体２位、全医体２位になるほどで、すごく厳
しかったんです。当時の関東大学の一部リーグ現役
の選手をコーチに迎えていたし、相当な量の練習を
みんなでやるわけですよ。だから我々の時代のサッ
カー部の人は、他の同年代の人と比べてもみんな体
力的には若いです。
学生：学生のうちから将来こういう風になろうとい
う目標のようなものはありましたか。
先生：僕は自分で最初から、すなわち、やる前から
レールを引くという生き方は嫌いでした。毎日ベス
トを尽くして生きていく。人に頼まれたら何でもと
ことんやる。拙い目的を作ると、大したことない知
識で目標を作ってしまいます。それより一日を精一
杯生きる。自分でこうしようと思ったわけじゃなく、

たまたまこうなったという形です。みんなとは意見
が違うと思いますが、僕の場合はこんな感じです。
もちろん大変な回り道もあったけど、それはしょう
がない。かなり苦労はしましたが、人間の幅という
のはそういうところで違ってくるのだと思います。
学生：お仕事や大学について、今後の展望はありま
すか？
先生：一番大事なのは「しなやか」に生きるという
ことです。しなやかというのは、どういう状況でも
それなりに柔軟に対応していくということです。ど
んな場面でも不屈の精神でしなやかに対応していく
ことが大事です。福島の復興を通じて、日本人の心
を支える場所となるようやっていきたいと思いま
す。
学生：ありがとうございました。最後に、会報を読
む学生や同窓生に向けて一言お願いします。
先生：群馬大学は、もともとポテンシャルのある関
東の雄です。群馬大学に誇りを持てるように、学生、
医師、看護師を含めたすべての医療人に努力してほ
しいと思います。大学の誇りを持って行動すること
が今こそ重要です。

　今回、竹之下先生には研究や留学にも力を入れる
福島医大の外科の特徴を中心に熱く語っていただき
ました。福島は今や世界中が注目する地域であり、
震災により大きな責務を担うこととなった福島医大
ですが、竹之下先生はそれ以前からも、日本のトッ
プに立つような人材の育成に力を注いでいらっしゃ
いました。そして、今年４月には学長に就任し、そ
こで医療の復興の先頭に立って改革を進めるという
責務に対し、先生が並ならぬ覚悟をしていらっしゃ
ることが伺えました。
　益々のご活躍が期待される中、不屈の精神としな
やかさを貫く先生のお姿に、私たち学生は感銘を受
けるばかりでした。
　インタビュー後は昨年稼働を開始した「ふくしま
国際医療科学センター」の一部門、竹之下先生がセ
ンター長を務めていらっしゃった「先端臨床研修セ
ンター」の見学もさせていただきました。
　大変お忙しい中、私たちの訪問を快く受け入れて
くださった竹之下先生、ならびに日程調整等にご尽
力をいただきました関係者の皆様に深く御礼申し上
げます。
　次は水沼英樹先生のインタビュー記事を掲載させ
ていただきます。

飯坂温泉駅前にて



群馬大学医学部刀城クラブ会報 第248号平成29年（2017年）12月15日

－ 16 －

　　福島県立医科大学ふくしま子ども・女性医療支援センター　センター長

　　　水沼英樹 先生 を訪ねて
吉濱　れい（医学科５年）
髙橋慶一郎（医学科４年）
大玉　浩嗣（医学科２年）

福島編②

　竹之下誠一先生の前編に引き続きまして、福島県

立医科大学ふくしま子ども・女性医療支援センター

長・水沼英樹先生（昭和50卒）へのインタビュー記

事を掲載させていただきます。

学生：本日はよろしくお願いします。先生の現在の

お仕事について、教えていただいてもよろしいで

しょうか。

先生：ここはふくしま子ども・女性医療支援セン

ターと言って、昨年４月に開設された施設です。昨

年３月に私は弘前大学を定年退職となりましたの

で、このセンター長に指名されました。福島県では

2011年の震災に加え、原発事故までが加わり、その

結果、福島県の周産期医療は危機的状況に瀕してい

たのです。そこで今の福島県知事が福島県の産婦人

科医療を立て直そうとして、まずは県内の産婦人科

医を増やすための施策のひとつとしてセンターの新

規設立が企画されたのです。当初は福島県周産期医

療支援センターとして、立ち上がる予定でおりまし

たが、私のこれまでの専門とは少しかけ離れている

上に、そもそも福島県立医大産婦人科の藤森教授は

我が国の周産期医療のリーダーの一人でありますの

で、そこに周産期医療支援センターを新たに造るの

はいかがでしょうかと言う議論になり、その結果、

現在のネーミングのセンターとなりました。セン

ターのコンセプトは福島県の女性が安心して子ども

を産んで、育んで、健康な一生を送れるように医療

を支援するというもので、我が国でも唯一の施設で

す。具体的には、全国から著名な先生を招聘し、県

立医大付属病院の小児科や産婦人科の医療支援、小

児科・産婦人科医の人材育成、そして地域医療支援

などの活動を行なっています。現在、４名の常勤医

と５名の非常勤医が所属していますが、今年４月か

ら稼働となったPICUへの人材確保、発達障害児の

医療活動強化支援、不妊治療や遺伝相談そして、こ

れは私が中心になって行なっていることですが、女

性医学を中心とした医療支援などを行なっていま

す。皆さんは、産婦人科の新しい診療領域として女

性医学が設立されたことを知っていますか？

学生：産婦人科などとは違うのですか？

先生：産婦人科には今まで３つの柱があると言わ

れていて、周産期、不妊治療を扱う生殖、そして

婦人科腫瘍の３つでした。ところが専門領域がどん

どん細分化されていき、自分のやっている分野以外

のことがわからない人が増えてしまいました。たと

えば、腫瘍をやっている人はお産のことはわからな

いといった感じです。それではいけない、我々が診

るのはあくまで患者さんであって病気ではないとい

うことで、女性の一生の中で生じる様々な健康問題

を包括的に診るという新しい診療分野が生まれまし

　　　　後列左より：髙橋慶一郎、大玉浩嗣
　　　　前列左より：水沼英樹先生、吉濱れい

（平成29年８月３日　センター長室）
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た。それが女性医学で、女性の心身にまつわる特有

な疾患を、女性の一生を通して、主として予防医学

的な観点から診ていくという分野なのです。まだで

きて数年しか経っていない分野なのですが、すでに

産婦人科の専門領域のひとつとして認定されており

ます。また、我が国の超高齢社会の到来を考えれば、

予防医学の必要性は言わずもがなでしょう。

学生：先生は日本女性医学学会の理事長もしてい

らっしゃいますよね。そちらではどのようなお仕事

をなさっているのですか。

先生：最初は日本更年期医学会という名前でした。

更年期医療は更年期に現れる様々な疾患や症状の治

療学と同時に更年期以降のいわゆる老年期障害の予

防医学の２つの側面を持っています。更年期医療を

深く掘り下げれば下げる程、老年期にでて来る疾患、

例えば骨粗鬆症、動脈硬化症、認知症などの疾患の

予防法に関心が向けられ、そこで、もっと広い視野

で女性の予防医学をやっていった方が良いというこ

とになり、更年期医学会ではなく、日本女性医学学

会と名称変更を行なったのです。新しい分野に関心

を持つ人が非常に多くて、改称後は会員数が1700人

前後から3400人前後と約２倍にもなりました。

　女性に特有な疾患は女性ホルモン、いわゆるエス

トロゲンと深い関連を持っています。たとえば骨粗

鬆症等はその代表で閉経に伴うエストロゲン欠落が

発症の起点となります。骨粗鬆症は学際的な疾患で

ありますが、産婦人科は内科や整形外科とは全く

違った切り口でこの疾患の予防や治療を行なってい

ます。また、月経異常、妊娠およびその合併症、子

宮内膜症は性成熟期の疾患でありますが、これらは

閉経後のいわゆるメタボリックシンドロームの発生

にも関与していることが知られるようになり、将来

の生活習慣病の予防を念頭に置いて対応して行く必

要性が叫ばれるようになっています。日本女性医学

学会の理事長としては、すこし大げさになりますが

女性に特有な疾患を予防医学的観点から見直し、そ

の方策、システムを形成することを目指して活動し

ています。女性医学学会刊行のガイドブックやガイ

ドラインを発行していますので、是非購入して勉強

して下さい（笑）。

学生：産婦人科医療にも新しい分野が誕生している

のですね。先生は研究の面ではどのようなことをな

さってきたのですか。

先生：私は臨床には研究的な思考が必要だと思って

いました。昭和50年に群馬大学を卒業して、五十嵐

正雄先生の主催する産婦人科教室に入局しました。

五十嵐先生は、生殖内分泌学の泰斗と目されている

先生で、下垂体からのFSH分泌を刺激するホルモ

ン（FSH-RF）が視床下部にあることを世界で初め

て提唱した先生でした。私は先生から、FSH-RF精

製研究の一環としてFSH-βサブユニットの測定法

という研究テーマをもらい、当時の内分泌研究所の

若林克己先生のホルモン測定センターに出入りをさ

せていただき、そこでこの研究を完成させ、ついで

留学を考え、五十嵐先生のボスでもあった米国テキ

サス大学のS.M.McCann教授のところに留学しまし

た。向こうでの研究テーマは引き続きFSHの分泌調

節機構に関する研究でしたが、幸い複数の論文を仕

上げることができ、日本に戻ってきました。帰国後

は内分泌の基礎研究で学んだことを臨床研究に応用

したいと思って、最初は月経異常の患者さんを集め

て、血中ホルモンの分泌動態などを観察していまし

た。転帰が来たのは、昭和60年頃ですか、五十嵐先

生が日本に純度の極めて高いFSH製剤を導入する

責任者になって、その事務局を担当することになっ

たのです。当時は現在と違って新しい薬剤を比較的

自由に使用することが可能でした。そこで事務局の

特権（？）を活かして、そのFSH製剤の薬物動態

の研究から開始し、この時得られたデータから安全

なFSH製剤の投与法の開発を論理的に進めて行き

ました。この一連の研究の中から多嚢胞性卵巣症候

群（PCOS）に対する安全性の高いFSHの投与法と

して、step down法が生まれたのですが、論文で投

稿し、また同時にフロリダで開催された米国不妊学

会でポスター発表したら、オランダの有名な研究グ

ループが大挙して押し掛け、私のポスターを取り囲
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んでいろいろ質問してきました。そして、お前に先

を越されたと言いつつも大変評価してくれました。

また、翌年にベネズエラの学会にいったときには「ス

テップダウンの水沼か？」と尋ねてくれた先生がい

ました。自分がちょっとしたアイデアで以って研究

して書いた論文でも、ちゃんと関心を持って見てく

れる人がいた、この時の喜びはまた格別でした。こ

の臨床研究の中からは、PCOSで卵巣過剰刺激症候

群（OHSS）の発生には内因性のLH分泌が関係して

いるということを世界で最初に報告することもでき

ました。当時は投与量が多すぎるから副作用が起こ

ると信じられていたのに、投与量だけではなく患者

側の反応の問題も関係しているとしたのですから、

まあ、驚きですよね。今ではこれをきっかけに、よ

り安全性の高い投与方法が確立されてきましたが、

これらの研究を通して本当に楽しい時期を過ごせた

と思っています。その後は卵胞発育の基礎研究をし

ていましたが、あるとき五十嵐先生がこれからは高

齢者が増えるから、中高年女性の外来を造りなさい

とうことで、それで診る対象が若い女性からガラッ

と中高年者女性に変わったわけです。でも、無月経

というのは若い人のエストロゲン欠落症なので、閉

経後のエストロゲン欠落症とも重なる部分が当然多

く、以前の研究で学んだことは更年期、老年期の疾

患を考える上でも役に立ちました。そこから中高年

の女性を診るうちに予防医学の発想を持つようにな

り、再び若い女性にも焦点を当てるようになって、

今の女性医学の考え方に繋がりました。以下は皆さ

んに対するアドバイスとなりますが、今は初期臨床

研修制度が始まって研究をしない人が増えたと思い

ます。しかし、一度は大学に戻って研究をやってほ

しい。短くてもいいから研究に没頭する期間を経験

するのは非常に大切で、基礎研究で学んだことが臨

床で新しいものを考える上でとても役に立ちます。

臨床を志す人ほど、研究の時間は絶対持った方がい

い。そう思います。

学生：先生は学生時代はどのように過ごしてらっ

しゃいましたか。

先生：授業は自分で面白いと思ったものには出てい

ましたが、他はあまり出なかったと思います。試験

勉強はきちんとやっていたので、落としたことはな

いですね。また部活動ではずっと剣道をやっていま

した。剣道は大学に入って始めましたので、少しで

も上手くなりたいと思って練習は真面目にでました

し、合宿も医学部、教育学部、それから桐生の工学

部の合宿にも参加していました。部活を通して、もっ

とも嬉しかったのは、私が５年生で主将を務めた時

に創部以来の東医体初優勝。また、この大会は群馬

大学が主管校でしたので、主管校としての総合優

勝にも大きく貢献しました。大会運営本部長の平井

先輩が会場に駆けつけてくれて、水沼よくやったと

私の手を握って喜んでくれました。その後の打ち上

げ会では、美酒に酔うと言う気持ちがよくわかりま

した（もっとも私はお酒が苦手ですが）。ところで、

予選では全部勝ったけど、決勝トーナメントでは勝

ちが決まったあとに副将の私と大将であった石塚先

輩が負けた試合があって、それを見ていた部長の田

所教授にとても叱られました。優勝したからいいよ

うなものの、自分の前で勝ちが決まったらお前たち

は手を抜いた、そんなのはスポーツマンシップに反

する、とひどく叱られたのです。厳しいけれど、昔

はそういう教育をしてくれる偉い先生がたくさんい

ました。

学生：学生時代にもっとやっておけばよかったと思

うことはありますか。

先生：私は生化学や生理学というのが何をやってい

たのかわかっていませんでした。試験は通っていた

けど、もっときちんとやっていればよかったと思い

ます。卒業してから病態を理詰めで考える上で、あ

あいう科目が非常に大事なんだとわかりました。生

化学と生理学がわかるとより深く病理学もわかるよ

うになると思うようになっています。学生の時に、

もっと体系的に勉強していれば、と反省しています。

学生：学生時代のご友人とは今も交流があるのです

か。

先生：平成13年から弘前に行っていたので、頻繁に
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合うと言うことはあまりありません。電話で時々親

しい友人と情報交換をしているくらいです。昨年か

ら竹之下先生と同じ施設で勤務することになったの

で、数名でＢ級グルメの会というのをやっています。

竹之下先生の秘書さんに頼んで店を選んでもらって

います。つい最近は竹之下先生がここの学長になっ

たので、そのお祝い会を前橋でやりました。５月の

連休と重なったのにも関わらず、沢山の同級生が集

まってくれ、普段は音信がなくとも、いざと言う時

にはこうして集まってくれるのですね。思い出話に

花が咲きましたが、同級生はいつまでたっても当時

の関係で付き合えますので、本当にいいですね。

学生：先生の今後の展望についてお聞かせくださ

い。

先生：私はある意味で産婦人科はもう卒業しても良

いと思っています。教授を15年やって、学術的なと

ころでもやるべきことはやったと思います。今後の

展望というと、このセンターに呼ばれたことで新し

い責任を持つことになりましたので、それに対して

きちんと成果を出すということが一番大事です。ま

ずは、県内の産婦人科医、小児科医を増やすことで、

そのためには福島での産婦人科、小児科研修は他と

は全然違うということをアピールしていきたいです

ね。関連病院がたくさんあるし、症例も多く研修に

はかなり充実しています。その体制をセンターがさ

らに支援して、福島で研修をしたいと思ってくれる

人を一人でも多く連れてこられればいいと思ってい

ます。

学生：本日は貴重なお話をありがとうございまし

た。最後にこの会報を読む学生にメッセージをお願

いします。

先生：福島は今もまだ風評被害があって、経済活動

に影響が出ています。福島に住む多くの人はその運

命を受け入れていますが、外から冷ややかな目で見

られるのは大変辛いことです。福島は決して皆さん

が思っているほどひどくはありません。ぜひ福島に

来てください。Ｂ級グルメで歓待しますよ。

　今回、水沼先生には福島の産婦人科医療について、

震災後の厳しい状況の中、先進的な産婦人科の医療

体制を整えてきたこと、産婦人科医療そのものの在

り方、ご自身の研究や経歴などについて熱く語って

いただきました。臨床のためにこそ研究を大切にし、

また新たな局面を迎え福島の産婦人科を積極的に変

えようとしていらっしゃる先生の姿勢に、我々学生

は多くのことを学ばせていただきました。お忙しい

中終始にこやかに我々を迎えてくださった先生には

誠に感謝を申し上げます。

　二日目のインタビュー終了後、私達は福島医大を

後にし、日本三大不動尊の一つと言われる中野不動

尊や飯坂温泉の街並みなど、福島市内の各所を見て

回りました。人の多い少ないは場所によって様々で

したが、中には祭りがあったようで浴衣を着た人々

で活気付く場所もありました。こうした福島の人々

の健康を、竹之下先生や水沼先生を始め多くの先生

が支えていらっしゃることに思いを駆せ、自分達も

人々を支えられる医師になれるよう頑張っていきた

いと思う旅となりました。

中野不動尊にて
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　平素より、東日本医科学生総合体育大会（以下東
医体）運営および競技への格別のご高配を賜り、厚
く御礼申し上げます。今年も東医体の夏季競技が無
事終了し、様々な種目において目覚ましい成績を収
めることができましたので、ご報告させていただき
ます。
　今夏に行われた第60回東医体におきまして群馬大
学は、男子バスケットボール、柔道男子個人で金メ
ダル、男子走り幅跳び、女子1500mで銀メダル、ゴ
ルフ男子団体、ゴルフ男子個人、男子４×100mリ
レー、女子800m、硬式テニス女子、卓球男子ダブ
ルス、剣道男子団体、剣道女子団体で銅メダルを見
事に勝ち取りました。男子バスケットボール部は、
昨年度に続き二連覇を達成しました。主将の鈴木早
太（医学科４年）は同学年には部員がいないなかで
総勢41名ものチームをまとめ上げ連覇に導いてくれ
ました。先輩後輩とのコミュニケーションを大切に
し、チームの気持ちを一つにしたことが接戦を戦い
抜くことができ、連覇という結果に表れたのだと思
います。柔道男子個人戦73kg級で優勝した稲川尭
志（医学科３年）も柔道部主将という責任を背負い
ながら素晴らしい結果を残してくれました。大会初
日、団体戦で敗戦してしまいしたが、それをバネに
して個人戦で大きな借りを返しました。群馬大学柔
道部に所属する選手が６名しかいないので、群馬大
学を飛び出て実業団や警察機動隊の柔道部と練習を
することで環境を変え、実力を伸ばしてきました。
　また昨年に続き、このような素晴らしい成績を残
せたのは、各部活が日々東医体に向け練習を重ねて
きた結果であると思います。少ない練習時間の中、
最も効率の良い練習方法を考え、実践することが大
切なのだと感じました。トレーニングルームの環境
改善として、壊れた器具の廃棄、新しい器具の購入
などを行ってきた運動部会としてもこのような結果
となったのは大変うれしく思うと同時に、ご支援、
ご協力いただいている同窓会会員の皆様には感謝の
言葉もございません。来年度は、学生共々さらなる
トレーニングに励み、各部活今年以上の結果を残せ
るよう、運動部会も全力でサポートさせていただく
所存でございますので、恐縮ですが、今後ともご支
援・ご協力を宜しくお願いいたします。

第60回東医体夏季競技報告
運動部会会長　堀　　義樹（医学科４年)

野球部 ４位
サッカー部 ２回戦敗退
ゴルフ部 男子団体３位

個人　朝鳥洋介（５年）　３位
　　　鍋岡昇慶（５年）　10位

バドミントン部 男子団体戦　３位
女子団体戦　初戦敗退
男子シングルス　伊藤篤史（６年）ベスト８
男子ダブルス　伊藤（６年）・布施（５年）ペア　
ベスト16
女子シングルス　稲葉美夏（５年）ベスト８
女子ダブルス　網塚（２年）・櫻澤（１年）ペア　
ベスト32
稲葉（５年）・登坂（３年）ペア　ベスト16

陸上部 男子トラック８位
フィールド９位
総合８位
４×100mリレー３位
走り幅跳び　今井啓之（４年）　２位
女子トラック　９位
フィールド出場なし
総合11位
1500m　村上ひかる（１年）　２位
800m　村上ひかる（１年）　３位

水泳部 男子総合７位
女子　入賞者なし

硬式テニス部 男子　２回戦敗退　
女子　３位

ソフトテニス部 男子団体戦　４位
女子団体戦　予選リーグ５位
男子個人戦
ベスト32　坂本（６年）・安藤（６年）ペア
　　　　　渡邉（４年）・阿部（５年）ペア
　　　　　竹部（４年）・江澤（３年）ペア

卓球部 団体戦　男子　ベスト16
　　　　女子　ベスト16
ダブルス男子
清水一輝（Ｍ５年）、澤崎英太（Ｍ２年）３位
伊藤健太（Ｍ４年）、横塚孝基（Ｍ４年）ベスト16
土橋里美（Ｍ５年）・澁澤佳奈（Ｍ４年）ベスト32
シングルス女子
近藤静琴（Ｍ５年）　ベスト32
清水春香（Ｍ４年）　ベスト32

柔道部 男子団体　予選リーグ敗退
男子個人戦
　60kg級　田中真実（２年）　２回戦敗退
　66kg級　平賀証人（２年）　１回戦敗退
　73kg級　稲川尭志（３年）　優勝
　73kg級　堀田孟行（６年）　２回戦敗退

剣道部 男子団体３位
女子団体３位
女子個人　塚田（４年）　敢闘賞

弓道部 入賞者なし
バレー部 男子　ベスト８

女子　ベスト16
バスケ部 男子　優勝

女子　ベスト８
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　群馬大学医学部バスケットボール部は、今年度の
第60回東日本医科学生総合体育大会（東医体）にお
いて、昨年度に引き続き優勝し二連覇という結果を
残せたことをここに報告致します。
　私たちバスケットボール部はプレイヤー 28名と
マネージャー 13名で月水金の３日間、３時間の練
習をしています。また、週末には他大学やクラブチ
ームとの練習試合等を行っています。昨年度に引き
続き、東医体を始めとした各種大会での連覇を目標
にチーム一丸となって練習に取り組んできました。
　今年度の東医体バスケットボール競技は、埼玉県
深谷市総合体育館で８月７日から11日にかけて行わ
れました。連覇というプレッシャーをひしひしと感
じながらも初戦を危なげなく勝つことができまし
た。続く２回戦は最終ピリオドまでもつれましたが、
接戦の末勝つことができました。この試合に勝てた
ことがチームを勢いづけたように感じます。準決勝・
決勝戦は練習の成果を十分に発揮し、優勝という栄
光をつかみ取ることができました。大会中の５日間
を通して、６年生から１年生までが各々の仕事を着
実にこなしたからこそ、手に入れられたのだと思い

ます。
　この陰には、春の大会で負けるという苦い経験が
ありました。昨年度からの公式戦において負けてい
なかった私たちは、いつの間にか浮かれていて、３
回戦で敗退してしまったのです。この悔しさが私た
ちを変えました。東医体までの約３ヶ月間、チーム
が完全にまとまり、ミーティングを繰り返しながら
最高の練習を継続して行うことができました。これ
は、個々の勝ちたいという気持ちがチームを１つに
した結果だと思います。
　同学年の部員がいなかった私にとっては、１人で
部活の幹部が務まるのか心配でした。そのため、先
輩には部活のない日にも相談をしたり、悩みを聞い
てもらったりして心強かったです。また、厳しい
ことを言ってもついてきてくれた後輩の存在は力
になりました。キャプテンとしての１年を通して、
OBOGの先生方がよくおっしゃられている「縦のつ
ながりと横のつながりの大切さ」を身にしみて感じ
ることができました。このような素晴らしい経験が
できて、支えてくれたチームメイトには本当に感謝
しています。
　最後になりますが、今回このような結果を収める
ことができましたのも、いつも部活を温かく支えて
くださるOBOGの先生方のおかげです。この場を借
りて感謝を申し上げます。これからも群馬大学医学
部バスケットボールをますます盛り上げていく所存
ですので、今後ともよろしくお願い致します。

バスケットボール部優勝報告

バスケットボール部代表　　　　

鈴木　早太（医学科４年）

優勝後会場にて（平成29年８月11日　深谷市総合体育館）
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　このたび、８月12日、13日に埼玉県上尾市の埼玉
県立武道館にて開催されました第60回東日本医科学
生総合体育大会の柔道競技におきまして、私は男子
個人戦の73kg級で優勝することができましたこと
をここに報告いたします。
　現在、医学部柔道部は選手が６人と少ないため、
全学の柔道部とともに週２回活動しております。群
馬大学柔道部には、スポーツ推薦で入ってきた強い
者と、片手間に柔道をやりたい者が共存できている
という特色があります。基本的には、柔道部全体で
一丸となって強くなろうという雰囲気はありません
が、このような緩やかな空気でおこなう練習も美し
い技を身につけようとする私にとっては重要な意義
があります。
　ただ、緩やかな空気の中でおこなう練習のみでは、
強くなれないことも事実です。したがって独りで、
ときにはやる気を出した後輩をつれて、ほかの大学
や実業団、警察の機動隊の柔道部に出稽古にいき、

激しい練習に混ぜてもらったりもしました。本来で
あれば、部員からやる気を引き出し、全員で強くな
ろうとするのが、主将のあるべき姿なのでしょうが、
私には信頼がないのか、そのようなことはかないま
せんでした。そのため、東医体初日の団体戦は一度
も勝つことができないという散々な結果に終わって
しまいました。そのことに関しましては、すべて私
の不徳の致すところであり、情けない気持ちと申し
訳ない気持ちでいっぱいです。
　私には、気が付けば柔道にのめりこみすぎるとい
う弱点があります。私に対して信頼を示さなかった
部員たちに思い悩み、フラストレーションをためた
こともありましたが、そのような部員たちが、学問
や趣味等の柔道以外の大切なことを私に気づかせて
くれることも多々ありました。
　最後になりますが、日ごろからご支援をいただい
ているOBの先生方や、練習の場を提供していただ
いているほかの大学や実業団、警察の柔道部の方々、
部員たちのおかげで私は東医体優勝という結果を手
にすることができました。この場をお借りして感謝
を申し上げます。今後は自分だけでなく、ほかの部
員たちとともに結果を出していきたいと考えており
ますので、今後とも群馬大学医学部柔道部をよろし
くお願いいたします。

柔道部個人戦優勝報告

医学部柔道部主将　　　　　　　

稲川　尭志（医学科３年）

表彰式後の集合写真（平成29年８月13日　埼玉県立武道館）
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　僭越ながら、今回の第31回群馬大学医学祭の報告

をさせていただきます。本年度の医学祭では、例

年の通り模擬店や室内展示、ステージ発表、ホー

ル発表など、多くの企画でかなりの盛り上がりを

見せました。ステージでは地元アイドルグループ、

AKAGIDANにお越しいただき素晴らしいステージ

で大変に盛り上げていただきました。多くのファン

の方々にもご来場いただき、大いに盛り上がりを

見せました。また、特別公演として、「ホンマでっ

か!?TV」に出演なさっている門倉貴史先生にご講

演をいただきました。この講演では、学生のみなら

ず多くの一般の方にご来場いただき、実りある講演

となりました。この場を借りて感謝申し上げます。

　ステージやホールでは、Flow OrchestraやFBO

をはじめとする各団体の発表などで大変盛り上がり

ました。特に、Flow Orchestraの公演では大勢の

方がホール内にご来場くださり、立ち見が出るほど

の大盛況ぶりでした。他の団体の発表でも、多くの

方にお越しいただき、素晴らしい発表と観客の盛り

上がりで最高の舞台となったように感じます。

　模擬店では、各団体による工夫を凝らした出品で、

多くの方々に楽しんでいただけたように感じます。

出店団体によっては、その盛況ぶりのために２日目

の午前中に売り切れてしまう団体もあり、多くの方

にお越しいただけたことをここでも実感しました。

　まだまだ書きたいことも多くございますが、以上

で報告とさせていただきます。

　最後に、医学祭を開催するにあたり、ＯＢの皆様

方、医学科同窓会、保健学科同窓会、同愛会、医学

科後援会、保健学科後援会、研究室の先生には多大

なるご支援を賜りました。この場を借りて感謝申し

上げます。また、ステージ設営や発動機など、多数

の業者様のご協力により、素晴らしい医学祭となり

ました。ありがとうございました。そして、実行委

員会メンバーの素晴らしい活躍により、見事な医学

祭となりましたことに敬意と感謝の意を評したいと

思います。本当にありがとうございました。

医学祭を終えて

第31回医学祭実行委員会委員長　　

岩澤　光哲（医学科３年）

学生寄稿

会場風景（平成29年11月11～12日）
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　今年度も９月20日に埼玉県川越市で、埼玉医科大
学内群馬大学同窓講演会・懇親会を開催しました。
　平成24年の第１回から数えて６回目となります
が、今年は、川越ラボアラクテに群馬大学大学院　
医学系研究科　神経薬理学分野　白尾智明教授（昭
和 55 年卒）をお招きし、「ドレブリン結合型アクチ
ン細胞骨格から見たエンドサイトーシスと細胞移
動」のタイトルで、ドレブリンの神経細胞における
機能や、神経細胞の突起伸長における役割、アルツ
ハイマー病病態への関与、更にはヒト iPS 細胞由来
神経細胞を用いた薬剤評価系などについて、貴重な
ご講演を賜りました。
　講演会終了後、恒例により割烹「川島」で懇親会

が行われました。懇親会には白尾教授をはじめ、白
尾先生の同級生の埼玉医科大学産婦人科　石原理教
授、病理学　佐々木惇教授をはじめ、微生物学　村
上孝教授（平成４年卒）、リウマチ科　梶山浩先生（平
成５年卒）、国際医療センターから、放射線腫瘍科
　加藤真吾教授（昭和58年卒）本年 4 月に着任された
野田真永教授（平成14年卒）、岡崎祥平先生（平成
25年卒）、小松秀一郎先生（平成27年卒）、総合医療
センターから、消化管・一般外科　石田秀行教授（昭
和 59 年卒）、持木彫人教授（昭和63年卒）、福地稔
講師（平成４年卒）、放射線腫瘍科　髙橋健夫教授

（昭和63年卒）、本年１月に着任された眼科　小幡博
人教授（昭和63年卒）、また、学外からさいたま赤十
字病院外科部長　中村純一先生（昭和61年卒）が参加
しました。学生時代の昔話から近況について話があ
り、大変楽しいひとときを過ごしました。
　今回は、埼玉医科大学外から参加して頂いたよう
に、今後、埼玉医科大学内の同窓生だけでなく、近
郊の病院でご活躍されている先生方もお誘いし、親
睦を深めたいと考えております。今後も、埼玉医科
大学と群馬大学の交流を深める場となれば幸いで
す。

平成29年度埼玉医科大学．群馬大学
同窓講演会・懇親会の御報告

平成 29年度埼玉医科大学・群馬大学同窓会（平成 29年９月 20日　割烹「川島」）

　埼玉医科大学医学教育センター　
　埼玉医科大学総合医療センター
消化管・一般外科　石橋 敬一郎（平３卒 )

支　部　だ　よ　り支　部　だ　よ　り支　部　だ　よ　り
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　群馬大学同窓会の埼玉支部は餐場庄一先生によっ

て再構築され、２年前に中央地区、中南地区、北西

地区、東部地区の４支部に分かれました。毎年各支

部が持ち回りで総会を開催しています。

　今回の埼玉支部総会は、群馬大学医学部の医療圏

でもある埼玉県の北西地区で開催しました。まず、

総会では、北西地区代表幹事の清水庸夫が挨拶し、

続いて埼玉支部長の星野修一先生が挨拶を行いまし

た。特別講演として、飯野佑一名誉教授・同窓会長

に「群馬大学の医療事故について」の経緯並びに問

題点などについて約１時間話をして頂きました。講

第11回群馬大学医学部
同窓会埼玉支部総会報告

　　　　埼玉支部第三（北西）地区幹事
清水　庸夫（昭46卒)

演後の質疑応答は大変多くの事が話題となりまし

た。埼玉県北部は、群馬大学医学部までドアtoドア

で１時間の圏内にありますので、やはり皆さんは今

回のことは大変気になっていると思いました。

　懇親会は、当番幹事の私が挨拶をして、次回幹事

の犬飼敏彦先生の乾杯で開始しました。埼玉県も広

く、浦和在住の先生が熊谷に来る機会には、このよ

うな時以外はあまりないので話がはずみました。和

田裕千代先生の閉会の挨拶で、懇親会と総会を終了

しました。

　埼玉支部の幹事を紹介しますと、埼玉支部長は星

野修一先生、中央地区は安藤昭彦先生、中南地区は、

佐々木惇先生、北西地区は、清水庸夫、東部地区は

犬飼敏彦先生です。

　この会は一年ごとなので、次回は東部地区の開催

となります。

第11回群馬大学医学部同窓会埼玉支部総会
（平成29年９月30日　キングアンバサダーホテル熊谷）
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　竹の子クラブの皆さん、記録的に日照時間が短
かった今年の夏をどのように過されましたか？夏休
み中で未だ目の覚めやらぬ午前６時、今迄聞いたこ
とのない異様なサイレンの音に驚かされて、70年前
の戦災の記憶が生々しくよみがえって来たのではな
いでしょうか。
　あの当時、防空壕を掘ったり、その中でＢ29の爆
音を聞き分ける訓練を受けたりしたことと、今回北
朝鮮の弾道ミサイル発射に備えて、頑丈な建物の中
とか地下室に避難しろという政府の発表と重ね合わ
せて、Ｂ29と防空壕、弾道ミサイルと頑丈な建物と
いう時代錯誤的比偸に思わず笑ってしまいたくなる
のは、80歳を過ぎた年寄りの余裕なのか、はたまた
諦めなのでしょうか。
　さて、永島勇君のお世話で四季折々に開催されて
きた昭和33年卒クラス会（竹の子クラブ）の集まり
が、今回は彼の瑞宝双光章受章の祝賀会を兼ねて去
る７月22日定宿である前橋のホテル・サンダーソン

卒後60周年を迎えて
クラス会は？　
神山　照秋（昭33卒)

で行われました。58名の昭和33年卒（同窓会会員名
簿による）のメンバーも既に29名が亡く（９月末日
現在）、消息不明が２名、残りの27名からは永島君
のご努力ですべて元気である旨の連絡を頂いており
ますが、五体満足な者は殆ど居ないのが現状のよう
です。そんな事情の中で15名（夫人を含む）の出席
があったことはクラス幹事（飯島、神山）として嬉
しく思いました。
　会の冒頭の挨拶で、思わず最後の一兵になるまで
集まろうと発破をかけてみましたが、現実は厳しい
ようです。
　消息不明の２名は弥富晃一君と吉田実君ですが、
弥富君については、川崎市の保健所長であった頃ま
では分かっていますが、その後の消息が不明です。
吉田君は全く不明です。ご存知の方が居たらご一報
ください。
　そして永島君の永年にわたる学校保健その他への
功績による受賞について、出席した竹の子クラブ全
員でお祝いをしました。
　来年は、卒後60周年です。東京組（小林暉さんを
中心にして）のお世話で開催予定ですが、その前に
永島君の定例の集まりを、忘年会を兼ねて暮れに開
催したら如何でしょうか？
　その席で終焉を迎えようとしている竹の子クラブ
の身の始末について、話し合いたいと思います。
　当日の集合写真です。　　　　　　（文責　神山）

叙勲祝賀会　竹の子クラブ（平成29年７月22日　ホテルサンダーソン）
後列左から：神山照秋、湊正、小林暉佳、川上哲男、塚田穣、奈良佳司、鈴木博
前列左から：松浦鎮、塚田穣夫人、永島勇夫人、永島勇、松岡正紀、松岡正紀夫人、片貝重之
（飯島君は遅れて来たので入っていない）
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生方聡君、木村尚哉君が初めて参加してくれました。

木村君には、たまたまSNSで見つけた人が連絡し参

加となりました。小幡君のミニ講演会では、東大眼

科入局後、病理の大学院で以前群大の病理の教授で

もあった町並陸生先生の下で涙腺の研究を行い、そ

の成果である論文が様々な研究に引用され貢献して

いることや、ニューヨーク大に留学後、自治医科大

学眼科で准教授として臨床も精力的に行って、その

症例などからクイズ形式で他科の医師も知っておく

べき眼科の知識を披露してくれました。また、現在

も理事である日本眼腫瘍学会で会長を務めた2012年

には、学生時代の軽音部の仲間とレセプションでバ

ンド演奏を披露したときの写真が披露され盛り上が

りました。

　これまで、今回も含めほとんどが高崎でクラス会

を行ってきましたが、次回は、佐原博之君の地元の

石川県和倉温泉での開催も決定しました。また、来

年報告させていただきます。

　昨年10月に８回目のクラス会を開催して、次回は

卒後30年記念の和倉温泉でと報告しましたが、今年

も教授就任のお祝いを兼ねたクラス会を平成29年９

月30日に開催できました。63卒では、12人目の教授

就任です。今回は、小幡博人君が、埼玉医科大学総

合医療センター　眼科教授に就任したお祝いでし

た。32名の同級生が集まり、それぞれが昔話や、今

の仕事や趣味、家庭の事など、話に花を咲かせてい

ました。昨年は自転車事故の骨折のリハビリ中で欠

席だった淀繩聡君も、今年は無事参加し事故の瞬間

の記憶など話してくれました。最近中高年の自転車

熱の高まりで、群馬でも赤城山や榛名山のヒルクラ

イムなどに参加する同年代の人も増えていますが、

十分安全に配慮することが必要と感じました。また、

63年卒　第９回クラス会報告
伊藤　郁朗（昭63卒)

昭和63年卒　第９回クラス会（平成29年９月30日　ホテルメトロポリタン高崎）



群馬大学医学部刀城クラブ会報 第248号平成29年（2017年）12月15日

－ 28 －

　平成29年度の「花のサンパチ会」は10月８日（日）

に例年の如く新橋第一ホテル３階トラックスにて正

午より開催された。出席者はアイウエオ順に安部、

天田、石井、石山、上地、遠藤、尾形、折口、小栗、

河野、境野、鷹野、竹内、そして鈴木斌君と奥方の

14名であった。鷹野君は鈴木君が新設したリハビリ

テーション病院の院長に就任したことから、久しぶ

りに顔を見せることができた。その他にも毎年参加

していた級友が来られず、13人しか顔を見せなかっ

平成29年の「花のサンパチ会」
昭和38年卒クラス会報告

松崎　　茂（昭 38卒）

花のサンパチ会（平成29年10月８日　新橋第一ホテル３階トラックス）
後列左より：竹内秀夫、尾形徹也、遠藤敬一、境野宏治、河野徳雄、石井明治、安部直利、小栗政夫、鷹野昭士
前列左より：鈴木夫人、鈴木斌、折口健、上地弘二、天田憲夫（敬称略）

たのは残念であった。

　この正月30日に突然逝去された江原洋一君へ黙祷

の後、開宴となった。鈴木君の妹さんは江原君の奥

さんであり、江原君の様子も知っているので彼が江

原君のお人柄、最期の様子などを語った。江原君の

最後は医師は患者のために、身を削って働いてたこ

との典型例と言える。また、例年の如くそれぞれの

近況報告がなされた。竹内君は松崎茂君が、NHKテ

レビに取り上げられたことを報告してくれた。松崎

君は老健施設の入居者から戦争の体験談を聞き取っ

て小冊子をすでに出していたことが紹介された。彼

はそのテレビ放映でその一人にインタビューして、

米軍機と空中戦をして撃墜された様子を語っても

らった。会の最後には上地君のリードで「千の風に

なって」を全員で合唱し終宴となった。
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院長の和子小児科医の絶大な協力があっての医院経
営でありましたが、26年で、闘病のための産科閉院
はさぞ無念であったと推察されます。産婦人科医の
ご長男と、小児科医のご長女に医院を託し、自宅で
２年３ヶ月の闘病生活を冷静沈着に送られたご様子
が、和子夫人の看病の手記から伺われます。
　今や２人に１人の割合で癌が発病する時代とな
り、医師が癌になった時の心構えは、いかなるもの
か、この本からじっくり考えさせていただこう。
　今年度群馬大学同窓会刀城クラブ総会で、地域医
療貢献表彰に根岸和子先生が受賞されましたが、こ
れは根岸正勝先生との二人三脚受賞であったと思わ
れました。

　編著者・発行者の根岸和子先生は、根岸正勝夫人
であり、お二方とも私の同級生であります。
　昭和40年代前半は、終戦後の教育を受けた威勢の
よい若者達の学生運動真っ盛りで、インターン反対、
自主入局等、青年医師連盟の闘争の最中でした。卒
業後はそのエネルギーを研究に臨床に向けたまさにバ
ブル形成次期でした。44卒は60名でしたが、既に15
名の同級生が他界され、連合いや親友を若くして失
う辛さを否応なく味わっております。この本は、その
辛さをこらえ、根岸正勝先生の歩んでこられた形跡を、
多くの方々の追悼文をまとめて出版されたものです。
　根岸正勝先生の、動物好き、植物好き、音楽好き
と多彩な趣味は、雉を卵から孵化して育てたり、実
生の五葉松を30年かけて盆栽にしたり、バイオリン
をこよなく愛しアマチュアフィルオーケストラを創
設し団長として県内１、２のオーケストラに仕上げ
た事、どれも並外れたバイタリティーの持ち主でし
た。本職の産科医としては、個人開業２年目で既に、
分娩件数601件／年　帝王切開率２～３％という地
域医療に非常に信頼された開業医でありました。副

著者紹介
根岸産婦人科小児科医院

30年のあゆみ
――根岸正勝医師を偲んで――
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刀城クラブ東京支部　第11回総会・講演会・懇親会開催のご案内
　群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ　東京支部長　堀　貞夫（昭47卒）

　東京支部は平成20年３月に創設され、年に１回「東京都に住居を有する者及び東京都内に勤務地のある者」を
会員とし「会員相互の親睦を図り、刀城クラブの活動を通して、群馬大学医学部の発展に寄与する」ことを目的
に開催されています。
　恒例となりました「特別講演」２題を企画しました。国立成育医療センター　臓器移植センター長の笠原群生
先生（平成４年卒）と、東京医科歯科大学大学院医歯学綜合研究所メタボ先制医療講座准教授の橋本貢士先生（平
成５年卒）に講演をお願いしました。
　笠原先生は群馬大学医学部卒業後、群馬大学外科レジデント、京都大学移植外科レジデント、英国 Kings 
College Hospital, Liver Transplant Unit,Clinical fellow、帰国後京都大学に戻り、2005年に国立成育医療センター
に入職し、2011年から現職にまた2017年に副院長に就任され活躍中です。
　橋本先生は群馬大学卒業後、群馬大学第一内科に入局し、伊勢崎市民病院、米国ハーバード大学　ベス　イス
ラエル　デコネス医療センター　甲状腺科リサーチフェロー、帰国後群馬大学内分泌内科に戻り、2013年から東
京医科歯科大学の現職に就任され活躍中です。
　お二人の先生が最先端で活躍するテーマのお話を伺いたいと思います。
　是非、ふるってご参加ください。

記
日時：平成30年３月10日（土）　18：20－（約２時間）
場所：渋谷エクセル東急ホテル
　今回は日本医師会の生涯教育制度認定事業として申請し、1.5単位が取得できる予定です。
特別講演１： 橋本貢二先生（平成５年卒）
　　　　　　【メタボリックシンドロームに関する最新の知見<DOHaD仮説の分子実態を求めて>】
特別講演２：笠原群生先生（平成４年卒）【小児肝移植の現状】

紹介者　山田　邦子（昭44卒）
根岸和子編
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る方々にペンを執っていただきま
した。第１章では、肥満そのもの
を取り上げ、疫学、定義や関連す
る細胞やエネルギー代謝を解説し、
さらにこの章を読むことで基礎的
事項をやさしく理解できるように
し、本書全体の把握を容易になる
ようにしました。第２章では、肥
満と疾患の関係を16項目について
挙げて、その各々に詳細かつ容易
な理解のための事項を加えました。
第３章では肥満の治療について、
食事の面から、運動、認知行動療
法や薬物療法さらには外科的治療
まで言及しています。第４章は肥満研究の最前線につい
て、遺伝の面から、腸内細菌の面から、脂肪細胞や摂
食のメカニズムについて触れられています。それ故、ど
の分野であろうと肥満との関連について、あるときは百
科事典のように、ある時はその深い理解に十分役立つも
のと思われます。
　この本が上梓され、広く県民のお役に立てば、財団
として望外の喜びであります。末筆になりましたが、具
体的なプランニングをしていただいた群馬大学大学院
　病態制御内科　山田正信教授、お忙しい中、各項目
を御執筆いただいた方々、この本の立案から完成までに
ご尽力くださいました財団の常務理事白倉賢二先生な
らびに事務局の方々、さらには上毛新聞社の方々に心か
ら御礼申しあげ、発刊に寄せての言葉といたします。

（「本書発行に寄せて」より引用）

財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

　このたび、公益財団法人群馬健康医学振興会より「肥
満と疾患：どこまで解明されたか？」を発刊いたしまし
た。この財団は、2015年４月１日をもって一般財団から
公益事業を展開する公益財団法人になりました。その活
動の一つとして、県民の健康増進への貢献のための医療
関連図書の刊行が挙げております。すでに５冊の図書を
刊行し、各々が県民の健康増進のお役に立てたと自負し
ております。
　今回は、本振興会の役員が集まり現在どのような話題
が県民の皆さんにとって健康増進、疾病予防に有用かと
いうテーマの下に長時間にわたり討議をいたしました。
また、県民の肥満の割合が全国平均と比較して男女とも
高いこと、肥満が関連する疾患の多いことから肥満と疾
患について専門家に易しく解説をしていただき、少しで
も皆様のお役に立てばと企画いたしました。幸いなこと
に本県は大学を中心として肥満の研究が行われ、また県
内各所の病院には肥満外来がありますこともこの決定を
推進した大きな理由になっています。
　本書では、肥満の総論から肥満と疾患の関係、その治
療さらには肥満研究の最前線を取り上げ、多くの肥満に
関与されている臨床医や基礎的研究を行っていらっしゃ

「健康医学ガイド６」
発刊のご報告

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)

学会助成募金状況（平成29年10月末日現在）
　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運営基金（会期2017/11/16
～19・2017/11/15～18）（会長　村上正巳　群馬大学大
学院医学系研究科臨床検査医学教授・附属病院検査部
長）
　個人22名、法人13名で募金額は733万円で当初の目標
額に達していない状況です。関係の皆様方には趣意書
をご理解の上ご協力をお願いいたします。
　
平成29年度賛助会員の入会状況（平成29年10月末日現在）

区　　分 入会数 会　　費

個人会員 36名 340,000円

法人会員 35名 1,750,000円

合　　計 71名 2,090,000円

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
査医学会連合会議運営基金の募金状況（平成29年10月末日現在）

区　　分 募金件数 金　　額

個　　人 22名 2,800,000円

法　　人 13名 4,530,000円

合　　計 35名 7,330,000円

　　刀城クラブ会員の皆様方におかれましては日頃より
「公益財団法人群馬健康医学振興会」に対しご支援を賜
りまして感謝申し上げます。おかげさまで平成29年度も
予定の３事業が進んでいるところです。公益事業を縮小
せず継続発展させるためには本財団の理解者・賛同者で
ある賛助会員増以外に手立てはありません。財務担当理
事として今後、財団をよりアッピールするため本会報の
紙面だけでなく、近隣の刀城クラブ各支部会議等などの
場にお願いに伺うことがあるかと思いますがよろしくお
願いいたします。
　平成29年度賛助会員の入会状況と学会助成の募金状況
についてご報告いたします。
平成29年度賛助会員の入会状況（平成29年10月末日現在）
　個人会員36名、法人会員35名の計71名で賛助会費209
万円の状況です。個人会員数につきましては昨年度実績
を超えましたが、残念なことに法人会員数及び賛助会費
については昨年度実績に達しておりません。すでに会員
の皆様方におかれましては昨年同様ご協力をお願いいた
します。

賛助会員および
募金のご報告

　公益財団法人群馬健康医学振興会
　常務理事（財務担当）

鈴木　忠（昭45卒)　

テーマ紹介
第１章　肥満とは
第２章　肥満と疾患
第３章　肥満症の治療
第４章　肥満研究最前線
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　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）保健・医療・福祉の向上に貢献する活動
（２）募集人員及び助成金額
　募集人員は概ね５件、助成金額は総額200万円程度とす
る
（３）募集期間
　平成29年10月１日から平成30年２月末日まで
（４）研究期間
　助成金受領後概ね１年間
（５）応募方法
　応募者は、「研究助成金申請書（ホームページ）」をメー
ルにて財団事務局に提出のこと。なお、電子データ以外の
資料は郵送のこと。
（６ ）研究終了後「研究成果報告書（ホームページ）」を提
出のこと

２ ．海外留学助成金（Grants for Studying Abroad Provided 
by Gunma Foundation for Medicine and Health Science）

（１）応募資格
　応募にあたっては、次の各号を全て満たすこと。
　１）医学、医療及び福祉の領域の従事者

２ ）一定の研究業績を有する研究者で、群馬県に在住又
は勤務若しくは将来群馬県の医学、医療及び福祉の発
展に寄与しうる者

　３）助成金支給年度の４月１日現在40歳未満の者
４ ）選考委員会により最終候補者として選出された時点

において、他の団体、機関等から総額200万円を超え
る奨学金を受けていないこと

　５）採択決定後、１年以内に渡航すること
６ ）原則として、海外の研究機関等に６か月以上滞在し

て研究すること
７ ）帰国後、６ヶ月以内に「海外留学研究成果報告書（ホ

ームページ）を提出すること
８ ）海外留学中の研究成果を発表する場合、本助成金の

助成による旨を書き添えること
（２）募集人員及び助成金額
　募集人員は原則１人、助成金額は１人当たり50万円とする
（３）募集期間
　平成29年10月１日から平成30年２月末日まで
（４）応募方法
　応募者は、次の各号の書類をメールにて財団事務局に提
出のこと。なお、電子データ以外の資料は郵送のこと。
　１）「海外留学助成金申請書（ホームページ）

２ ）留学先施設の受入承諾又は申請中であることを証す
るもの（様式任意、コピー可）

３ ）所属長又は研究指導者による推薦状（Ａ４判、様式
任意）

（５）その他
１ ）採択後、採択者が辞退した場合は、繰り上げて採択

することがある
２ ）応募資格の各号に抵触する場合は、本助成金を取り

消すことがある
３．お問い合わせ及び応募書類の提出先は下記財団事務局
公益財団法人群馬健康医学振興会事務局
住　所：371-8511　群馬県前橋市昭和町三丁目39-22
　　　　　　　　　群馬大学医学部刀城会館内
　TEL：027-220-7873
　FAX：027-235-1470
　E-mail：gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp

財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

　ご承知の通り群馬健康医学振興会では、その重要な事業
のひとつとして、健康と医学の向上に関する研究助成を行
ってまいりました。平成29年度は別表に示すとおり、古賀
康彦先生をはじめ６名の方々に助成を行い、その研究活動
が現在進行しております。助成金を受けることは研究活動
の直接的な支援としての意味のほか、本人の履歴に「公的
助成金受領実績」として掲載することができますので、将
来のプロモーションにも役立ちます。
　平成30年度は、これまでの研究助成金に加えて海外留学
助成金も公募しております。募集要項は下記の通りです。
なお、海外留学助成金は若手研究者が海外留学する際の旅
費、滞在費の一部を支援するものです。平成30年度中に渡
航する方が対象となります。他の団体、機関等からの援助
が不足するとき、あるいは滞在先からの給与などが得られ
ないときに役立つと考えられます。不明の点があれば遠慮
なく財団事務局へお問い合わせください。

平成29年度研究助成金採択一覧　（敬称略）
氏　　名 所　　属 研究又は事業のテーマ

古賀　康彦
群馬大学医学部附
属病院　呼吸器・
アレルギー内科

群馬県内の結核患者における免
疫再構築症候群の解析

徳江　浩之
群馬大学医学部附
属病院　放射線診
断核医学

群馬県内で診断・治療した瘢痕
部妊娠症例の患者背景と治療経
過と予後についての検討

花村　健次
群馬大学大学院医
学系研究科　神経
薬理学

認知機能低下に伴う神経シナプ
ス形態変化の脳内イメージング
解析

宮崎　将也
群馬大学医学部附
属病院　超音波診
療センター

高齢あるいは併存疾患を有する
腎がん患者に対する経皮的凍結
療法の確立と実践

武者　　篤 群馬大学　重粒子
線医学推進機構

放射線治療時の口腔・咽頭・喉
頭部における粘膜炎発症線量の
解析

山崎　友昭
群馬県済生会前橋
病院　リハビリテ
ーション室

日本版Functional Capacity Evalu-
ationの開発とその有用性の検討

平成30年度研究助成金及び海外留学助成金
　平成30年度　公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成
金及び海外留学助成金を下記のとおり募集します。
１．研究助成金
（１）応募資格
　群馬県内又は近郊，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

研究助成金の採択と
新規募集のご報告

公益財団法人群馬健康医学振興会
常務理事（業務担当）

中里　洋一（昭47卒)
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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27年卒　永川　俊彦先生（平成29年１月30日逝去）
 昭和25年卒　斎藤　弘一先生（平成29年５月12日逝去）
 昭和31年卒　美濃部欣平先生（平成29年５月16日逝去）
 昭和30年卒　阿久沢利雄先生（平成29年８月22日逝去）
 昭和27年卒　笠島　欣一先生（平成29年８月24日逝去）
 昭和25年卒　亀井　俊郎先生（平成29年８月26日逝去）
 昭和36年卒　栗原　　寛先生（平成29年８月26日逝去） 
 昭和44年卒　田中　壮佶先生（平成29年９月４日逝去）
 昭和26年卒　星野富美子先生（平成29年９月５日逝去）
 昭和34年卒　塩崎　秀郎先生（平成29年９月６日逝去）
 昭和39年卒　川崎　恒雄先生（平成29年９月30日逝去）
 平成28年卒　見城　瑞季先生（平成29年10月６日逝去）
　　　　　（旧姓名：羽場内）
 昭和26年卒　吉津　　暁先生（平成29年10月10日逝去）
 昭和32年卒　石橋　英男先生（平成29年10月31日逝去）
 昭和28年卒　横山　　繁先生（平成29年11月５日逝去）
 昭和61年卒　山洞　善恒先生（平成29年11月７日逝去）

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）、稲葉美夏（５年）、
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）

編集委員

　木々が葉を落とし、風が肌を刺す
ように吹き荒む、そんな季節がやっ

てきました。私たち５年生は臨床実習に日々取り組み、
１年後に控える国家試験に向けて勉強に励んでおりま
す。この５年間訪問インタビューや編集委員会など同窓
会の先生方と関わる機会をたくさんいただきました。医
師としても１人の人間としてもさまざまな経験を積み、
多くの知識を持っている先生方との出会いはこれからの
私たちの人生においてかけがえのない貴重な経験です。
これから一人前の医師になるにはまだまだ時間がかかり
ますが、群馬大学の卒業生として恥じない医師となれる
よう精進していきたいと思います。
　最後になりましたがこのように素晴らしい経験をする
ことができたのも編集委員の先生方や事務局の皆さん
のおかげです。本当にありがとうございました。あと１
年間となってしまいましたが、精一杯頑張りますのでよ
ろしくお願いいたします。

（稲葉美夏、正古慧子、吉濱れい）

編集後記

役員会だより
第８回役員会（平成29年９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 ．同窓会総会と全国支部長・支部代表者会議につ

いて
３．渋川支部総会について
４．第31回医学祭について
５．その他
協議事項
１．学術集会補助金について
２．会報編集状況について
３ ．群馬大学 WHO 協力センター国際シンポジウム

に係る後援申請について　　　
４．その他

第９回役員会（平成29年10月26日）
出席者　飯野会長　他13名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２ ．同窓会総会及び全国支部長・支部代表者会議に

ついて
３．その他
協議事項
１ ．学生交換交流プログラム学生受入の補助について
２．会報編集状況について
３．その他

第10回役員会（平成29年11月16日）
飯出席者　飯野会長　他17名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．新旧学友会執行部挨拶について
３．その他
協議事項
１．医学部代表者と新任教授との懇談会について
２．平成29年度退任教授記念送別会について
３．会報編集状況について
４．その他

【昇　任】　平成29年10月１日
　加藤　弘之（平13卒）附属病院放射線科講師

【昇　任】　平成29年11月１日
　白井　克幸（平15卒） 自治医科大学附属さいたま

医療センター
　　　　　　　　　　　 総合医学第１講座（放射線

科）教授

日本医師会最高優功賞　箕輪　真一（昭和28年卒）

日本医師会最高優功賞　岡林　弘毅（昭和44年卒）
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