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【日時】
　第１日　平成30年９月20日（木）13：00～　群馬大学医学部刀城会館
　第２日　平成30年９月21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・ワークショップ】
　群馬大学医学部医学科１年生指定講義

第6第65回北関東医学会総会のご北関東医学会総会のご案内第65回北関東医学会総会のご案内

同窓会・刀城クラブ総会と教授の会のご案内同窓会・刀城クラブ総会と教授の会のご案内同窓会・刀城クラブ総会と教授の会のご案内

教授の会
　　　　　【日　時】　平成30年10月20日（土）15：30～
　　　　　【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30年10月20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29年度事業報告について
　　　　　　第２号議案　　平成29年度会計決算報告について
　　　　　　第３号議案　　平成30年度事業計画について
　　　　　　第４号議案　　平成30年度会計予算について
　　　　　　第５号議案　　役員の改選について
　　　　　　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30年10月20日（土）18：00～
　　　　　【場　所】　群馬大学医学部刀城会館
　　　　　【会　費】　5,000円
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【開　会】　午後１時00分
【ポスター展示】　11：30～16：20

【特別講演Ⅰ】　13：05～13：45
座長　齋藤　貴之（群馬大院・保・生体情報検査科学）
保健学研究科の病理・細胞診分野における私の今後
の教育と研究
齊尾　征直（群馬大院・保・生体情報検査科学）

【特別講演Ⅱ】　13：45～14：25
座長　白尾　智明（群馬大院・医・神経薬理学）
シナプスパソロジーに着目した精神疾患研究および
新規創薬標的の探索
林（高木）朗子（群馬大・生調研・脳病態制御分野）

【一般演題Ａ（ポスター発表）】
セッション１　14：30～14：55
座長　常盤　洋子（群馬大院・保・看護学）
１ ．初めてプリセプターの役割を担う中堅看護職の
思い
　 杉田歩美、金井好子、大谷忠広、西森秀果、高田
幸子（群馬大医・附属病院・看護部）
２ ．附属病院と大学の協働による地域完結型看護実
践ができる附属病院看護職の人材育成
　 ―暮らしを見据えた看護が実践できるというビジ
ョン実現に向けた附属病院と大学の協働型人材育
成の取り組み―
　 高田幸子１、塚越聖子１、今井裕子１、常盤洋子２、
中村美香２、金井好子１、大谷忠広１、冨田千恵子１、
貞形衣恵１、瀬沼麻衣子１、坂口千恵美１、深澤友子２、
塚越徳子２、箱崎友美２、冨丘洋子１、佐藤綾子１、
神田清子２（１　群馬大医・附属病院・看護部）（２
群馬大院・保・看護学）
３ ．入職３ヶ月時における新人看護職員SAT心理チ
ェック得点の入職年度別比較
　―早期離職と心理的背景の関連について―
　 西森秀果、大谷忠広、金井好子、杉田歩美、高田
幸子（群馬大医・附属病院・看護部）
４ ．Distribution Trend of Midwives in Mongolia 
Using Gini Coefficient
　 ―Comparison with the Distribution of Physicians 
and Nurses―
　 Oyunchimeg Erdenee, Chiho Yamazaki, and 
Hiroshi Koyama（Department of Public Health, 
Gunma University Graduate School of Medicine）

第１日　平成30年９月20日（木）
　　　　群馬大学医学部刀城会館

第65回北関東医学会総会プログラム
５ ．Rasch Analysis in the Development of “Kohesif-
Ques”, an Instrument to Measure Social Cohesion
　 Sekar Ayu Paramita１，２, Deni Kurniadi Sunjaya２, 
Chiho Yamazaki１, Lukman Hilfi２ 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２　15：00～15：25
座長　齋藤　貴之（群馬大院・保・生体情報検査科学）
６ ．尿中アクチビンは急性腎障害の重症度を反映す
る新たなバイオマーカーである
　 高橋駿介１、中里見征央１、武井克仁１、池内秀和１、
坂入徹１、金子和光１、野島美久１、２、廣村桂樹１、
前嶋明人１、３（１　群馬大院・医・腎臓・リウマ
チ内科学）（２　前橋赤十字病院　リウマチ・腎臓
内科）（３　自治医科大学内科学講座　腎臓内科学
部門）
７ ．MTH1 V83M多型VV型は骨髄異形成症候群の発
症リスクとなる
　 倉持真留美１、齋藤貴之１、坂元亜衣１、塩田みの
り１、後藤七海１、相馬佳奈１、須永征伸１、山根瑛
子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、小田司２、笠
松哲光１、半田寛３、村上博和１（１　群馬大院・保・
生体情報検査科学）（２　群馬大・生調研・遺伝子
情報分野）（３　群馬大医・附属病院・血液内科）
８ ．多発性骨髄腫細胞株におけるmicroRNA-29, 34 
familyの発現制御機構
　 村上有希１、小田司３、石原領１、渡辺早貴１、増田
裕太１、須永征伸１、山根瑛子１、小林宣彦４、武井
寿史４、田原研一４、大崎洋平２、石埼卓馬２、清水
啓明２、後藤七海１、笠松哲光１、齋藤貴之１、村上
博和１、半田寛２（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）（３
群馬大・生調研・遺伝子情報分野）（４　群馬大院・
医・血液内科学）
９ ．呼吸に同期した純音の提示による数息観時のマ
インドワンダリング抑制効果の検討
　 星野孝文１、豊村暁１、寺内萌絵２、髙橋徹３、廣神
佑香４、成島響子４、灰谷知純５、熊野宏昭３、三井
真一１（１　群馬大院・保健学研究科）（２　群馬
大医・保健学科）（３　早稲田大学大学院人間科学
研究科）（４　群馬大医・医学科）（５　国立障害
者リハビリテーションセンター研究所）
10 ．CNS High-grade Neuroepithelial Tumor with 
BCOR Internal Tandem Duplication 6 例の臨床病
理学的検討
　 吉田由佳１、信澤純人１、中田聡１、２、平戸純子１、３、
横尾英明１（１　群馬大院・医・病態病理学）（２
群馬大院・医・脳神経外科学）（３　群馬大医・附
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属病院・病理部）

セッション３　15：30～15：50
座長　高橋　綾子（群馬大医・附属病院・核医学科）
11 ．Quantitative Analysis of Gadolinium in the 
Protein Content of the Brain Following Single 
Injection of Gadopentetate by Size Exclusion 
Chromatography
　 A. Adhipatria P. Kartamihardja１、５, Hirofumi 
Hanaoka ２ Satomi Kameo ３ , Hiroshi Koyama
３ and Yoshito Tsushima１、４（１　Department 
of Diagnostic Radiology and Nuclear Medicine, 
Gunma University Graduate School of Medicine）
（ ２　Department of Bioimaging Information 
Analysis, Gunma Univesity Graduate School 
of Medicine）（３Department of Public Health, 
Gunma Univesity Graduate School of Medicine）
（４　Gunma Initiative for Advance Research, 
Gunma University）（５　Department of Nuclear 
Medicine and Molecular Imaging, Universitas 
Padjajaran, Indonesia）
12 ．口腔扁平上皮癌の予後予測における18F-FDGお
よび18F-FAMTPETの有用性
　 金舞１、２、樋口徹也２、中島崇人２、プトゥリ・ア
ンドリアナ２、平澤裕美２、徳江梓２、栗原淳１、対
馬義人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・放射
線診断核医学）
13 ．口腔頚部領域に生じた懐死性筋膜炎の診断にお
けるLRINEC-OC score の開発と有用性の検討
　 小川将、清水崇寛、栗原淳、牧口貴哉、横尾聡（群
馬大院・医・口腔顎顔面外科学・形成外科学）
14 ．皮膚筋炎患者の筋炎と間質性肺炎の評価におけ
るFDG-PETの有用性について
　 藤原千紗子１、茂木精一郎１、関口明子１、原健一郎２、
樋口徹也３、平澤裕美３、小平明果３、朝永博康３、
対馬義人３、石川治１（１　群馬大院・医・皮膚科学）
（２　群馬大院・医・呼吸器・アレルギー内科学）（３
群馬大院・医・放射線診断核医学）

セッション４　15：55～16：20
座長　小山　　洋（群馬大院・医・公衆衛生学）
15 ．フェロトーシス誘導細胞内還元ストレスの定量
的評価
　 大﨑修平、吉田雅基、瀧川雄太、輿石一郎（群馬
大院・保・生体情報検査科学）
16 ．多硫化水素によるフェロトーシス誘導細胞死阻
害機構に関する研究
　 吉田雅基、瀧川雄太、輿石一郎（群馬大院・保・
生体情報検査科学）
17 ．血清アルブミン結合型イオウの細胞内同化機構
に関する研究

　高田伊純、藤村祥太、永井聖也、輿石一郎（群馬
大院・保・生体情報検査科学）
18 ．食品中結合型イオウは生体内で活性イオウ分子
種として同化され得るか？
　 藤村祥太、高田伊純、永井聖也、輿石一郎（群馬
大院・保・生体情報検査科学）
19．群馬県における口腔発癌と生活習慣との関係
　 境野才紀、山口高広、鈴木啓佑、小川将、横尾聡（群
馬大院・医・口腔顎顔面外科学・形成外科学）

【一般演題Ｂ（ポスター発表）】
セッション５　14：30～15：00
座長　村上　　徹（群馬大院・医・機能形態学）
20 ．肝コンドロイチン／デルマタン硫酸解析による
肝間葉系細胞老化の評価
　 今井絢子、輿石一郎（群馬大院・保・生体情報検
査科学）
21 ．多硫化水素は脂質メディエーターを介する生理
機能を撹乱するか？
　 瀧川雄太、輿石一郎（群馬大院・保・生体情報検
査科学）
22 ．細胞中グルタチオンポリスルフィド濃度の真値
を簡便に測定する
　 永井聖也、瀧川雄太、藤村祥太、吉田雅基、輿石
一郎（群馬大院・保・生体情報検査科学）
23 ．口腔癌切除後に生じた頸部皮膚潰瘍、瘻孔に対
し、局所陰圧閉鎖療法および局所陰圧洗浄療法を
行った４例
　 中村英玄１、３、牧口貴哉１、３、後村大祐１、３、高山優２、３、
小川将２、３、横尾聡２、３（１　群馬大医・附属病院・
形成外科）（２　群馬大医・附属病院・歯科口腔・
顎顔面外科）（３　群馬大院・医・口腔顎顔面外科学・
形成外科学）
24 ．Intraoperative Neuromonitoring during Reverse 
Shoulder Arthroplasty
　 Satoshi Shinagawa１，Hitoshi Shitara1, Atsushi 
Yamamoto ２，Tsuyoshi Sasaki １，Daisuke 
Shimoyama ３，Tsuyoshi Ichinose １，Noritaka 
Hamano１，Fumitaka Endo１，Takuro Kuboi１，
Tsuyoshi Tajika １，Tsutomu Kobayashi ４，
Toshihisa  Osawa５， Kenji  Takagishi３  and 
Hirotaka  Chikuda １ （１　Department  of 
Orthopedics Surgery, Gunma University Graduate 
School  of  Medicine） （２　Department  of 
Orthopedics, Gunma Sports Orthopedics, Gunma, 
Japan）（３　Department of Orthopedics, St-Pierre 
Hospital, Gunma, Japan）（ ４　Department of 
Physical Therapy, Takasaki University of Health 
and Welfare, Gunma, Japan）（５　Department 
of Orthopedics, Takasaki General Medical Center, 
Gunma, Japan）
25 ．当院で経験した高校生の硬式野球ボールによる
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頭部顔面外傷の後方視的検討
　 澤田悠輔、青木誠、市川優美、一色雄太、中島潤、
福島一憲、村田将人、萩原周一、大嶋清宏（群馬大医・
附属病院・救命救急センター）

セッション６　15：05～15：35
座長　富田　治芳（群馬大院・医・細菌学）
26 ．南米型トリパノソーマ感染による宿主オートフ
ァジー経路上流の活性化
　 金光萌花１、鬼塚陽子１、高橋裕子１、瀬戸絵理２、
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・教育研究支援センター）
27 ．Multilocus Sequence Typing 解析法を用いた
Trypanosoma cruzi 株における遺伝子比較
　 東野基生、鬼塚陽子、藤沼廉、嶋田淳子（群馬大院・
保・生体情報検査科学）
28 ．Th1 サイトカインTNF-α-857C/Tは急性骨髄性
白血病の発症リスク、臨床背景、予後に関与する
　 相馬佳奈１、齋藤貴之１、後藤七海１、須永征伸１、
山根瑛子１、村上有希１、石原領１、渡邉早貴１、金
井敬海１、村田圭祐１、粟田真彩１、大圃真純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）
29 ．Rab27 エフェクターによる抗原特異的Th2応答
の制御機構の解明
　 星野圭司、奥西勝秀、泉哲郎（群馬大・生調研・
遺伝生化学分野）
30 ．全身性強皮症患者における傍脊椎石灰化病変の
合併について
　 茂木精一郎１、関口明子１、３、米本由木夫２、三枝
徳栄２、筑田博隆２、石川治１（１　群馬大院・医・
皮膚科学）（２　群馬大院・医・整形外科学）（３
群馬大医・附属病院・臨床試験部）
31 ．全身性強皮症に伴う末梢循環障害及び手指潰瘍
に対するＢ型ボツリヌス毒素局所注入療法の治療
効果について
　 関口明子１、２、茂木精一郎１、中村哲也２、石川治１

（１　群馬大院・医・皮膚科学）（２　群馬大医・
附属病院・臨床試験部）

セッション７　15：40～16：10
座長　横尾　英明（群馬大院・医・病態病理学）
32 ．モデルマウスを用いた本態性振戦発症機序の解明
　 細井延武１、柴崎貢志２、今野歩１、村松慎一３、
石崎泰樹２、平井宏和１、古市貞一４、定方哲史５

（１　群馬大院・医・脳神経再生医学）（２　群馬
大院・医・分子細胞生物学）（３　自治医科大学　
地域医療学センター）（４　東京理科大学理工学部
応用生物学科　分子神経科学研究室）（５　群馬大
院・医・教育研究支援センター）
33 ．マウスCNS におけるAAV-PHP.B の中和抗体と

遺伝子発現の検討
　 篠原洋一郎１、２、今野歩１、諏訪絢也３、廣村桂樹３、
秋山英雄２、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）（３　
群馬大院・医・腎臓・リウマチ内科学）
34．口腔に発生した紡錘細胞癌の臨床病理学的検討
　 山口高広、小川将、清水崇寛、牧口貴哉、横尾聡（群
馬大院・医・口腔顎顔面外科学・形成外科学）
35 ．脳波を用いたマインドフルネス瞑想中のニュー
ロフィードバックに関する研究
　 寺内萌絵１、豊村暁２、星野孝文２、高橋徹３、成島
響子４、廣神佑香４、灰谷知純５、三井真一２（１　
群馬大医・保健学科）（２　群馬大院・保健学研究科）
（３　早稲田大学大学院人間科学研究科）（４　群
馬大医・医学科）（５　国立障害者リハビリテーシ
ョンセンター研究所）
36 ．多発性骨髄腫における髄外形質細胞腫とMatrix 
metalloproteinase（MMP）及びtissue inhibitor of 
metalloproteinases（TIMP）の発現
　 石原領１、小田司３、渡辺早貴１、村上有希１、増田
裕太１、須永征伸１、山根瑛子１、小林宣彦４、武井
寿史４、田原研一４、大崎洋平２、石埼卓馬２、清水
啓明２、後藤七海１、笠松哲光１、齋藤貴之１、村上
博和１、半田寛２（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）（３
群馬大・生調研・遺伝子情報分野）（４　群馬大院・
医・血液内科学）
37 ．多発性骨髄腫におけるlong non-cording RNA 
MALAT1とNEAT1およびNEAT1_2の発現
　 渡辺早貴１、小田司３、石原領１、村上有希１、増田
裕太１、須永征伸１、山根瑛子１、小林宣彦４、武井
寿史４、田原研一４、大崎洋平２、石埼卓馬２、清水
啓明２、後藤七海１、笠松哲光１、齋藤貴之１、村上
博和１、半田寛２（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）（３
群馬大・生調研・遺伝子情報分野）（４　群馬大院・
医・血液内科学）

【ポスター展示】８：50～16：25

【特別講演Ⅲ】　８：50～９：30
座長　北村　忠弘（群馬大・生調研・代謝シグナル
解析分野）
　分子糖代謝制御分野　―糖尿病根治にむけた我々
の取り組み―
藤谷与士夫（群馬大・生調研・分子糖代謝制御分野）

【特別講演Ⅳ】　９：30～10：10
座長　倉林　正彦（群馬大院・医・循環器内科学）

第２日　平成30年９月21日（金）
　　　　群馬大学医学部刀城会館
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群馬大学眼科の伝統と現状
秋山　英雄（群馬大院・医・眼科学）

【ワークショップ】　10：10～11：40
「診断関連エラー（Diagnostic error）を考える」
座長　小松　康宏（群馬大院・医・医療の質・安全学）
診断関連エラーを考える
相馬　孝博（千葉大学医学部附属病院　医療安全管
理部）
画像診断レポート等の確認に関する安全対策
―国立大学附属病院　相互チェック結果より―
滝沢　牧子（群馬大院・医・医療の質・安全学）
病院放射線診断部門におけるコミュニケーション
対馬　義人（群馬大院・医・放射線診断核医学）

【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】　13：30～14：30
座長　齋藤　貴之（群馬大院・保・生体情報検査科学）
血液疾患における免疫チェックポイント分子の遺伝
子多型解析
笠松　哲光（群馬大院・保・生体情報検査科学）
座長　輿石　一郎（群馬大院・保・生体情報検査科学）
血中レムナント・リポ蛋白測定の臨床的意義と動脈

硬化性疾患の予防に関する研究
時田　佳治（群馬大院・保・生体情報検査科学）
座長　秋山　英雄（群馬大院・医・眼科学）
サイトメガロウイルス関連眼疾患の病態解明
細貝　真弓（群馬大院・医・眼科学）

【優秀論文賞受賞講演】　14：35～14：55
座長　横尾　英明（群馬大院・医・病態病理学）
Facial Aesthetic Analysis of Prosthetic Recovery 
after Partial Maxillectomy Using a Non-Contact 
3-Dimensional Digitiser
Tomoyuki Kanbe（Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery, Gunma University Graduate 
School of Medicine）

【特別講演Ⅴ】　15：00～15：40
座長　佐藤　由美（群馬大院・保・看護学）
生活習慣病予防に資する栄養疫学研究を目指して
　大庭　志野（群馬大院・保・看護学）

【同窓会推薦講演】　15：45～16：25
座長　小山　徹也（群馬大院・医・病理診断学）
不妊症治療における泌尿器科領域の関わり
　柴田　康博（群馬大医・附属病院・泌尿器科）

　本邦は過去にない少子高齢化社会を迎えており、とり
わけ少子化対策は急務である。社会構造の変化により婚
姻年齢の高齢化も進んでおり、現在生殖年齢カップルの
８－15％が不妊症であり、不妊症の治療は少子化の歯止
めの１つの対策となり得る。不妊症カップルのうち、40
－50％では男性側にも原因があり、男性不妊症の治療は
重要であるが、男性不妊症治療に携わる泌尿器科医は少
なく、全国の生殖医療専門医659名のうち、泌尿器科医
は58名と１割に満たない。群馬県では本学に１名のみで
あり、全県より紹介される男性不妊症患者に積極的に対
応している。男性不妊症の原因の90％以上は精巣での造
精機能障害であるが、その50－60％は原因の特定できな

第65回北関東
医学会総会 同　窓　会　推　薦　講　演同　窓　会　推　薦　講　演

い特発性で、現在の医療では明確な治療法が確立されて
いない。造精機能障害の原因として次に多いのが、20－
30％を占める精索静脈瘤で、外科的に治療が可能である。
精索静脈瘤に対する手術は、浅鼠径輪の末梢で顕微鏡
下に静脈瘤血管を処理する低位結紮術が、低再発率と日
帰り手術も可能な低侵襲性から最も良いが、顕微鏡下に
温存する動脈を同定し、静脈のみの処理を行わなくては
ならず、脈管同定の困難さ、手技の困難さが普及を妨げ
ている。我々は、術中にインドシアニングリーン（ICG）
蛍光血管造影を行い、脈管を可視化することで、迅速で
確実な動脈同定・温存を可能とした。本学臨床試験部の
協力下に医師主導臨床研究として有用性を検証し、現在
本手術におけるICGの使用は公知申請により保険適応が
認められた。本学では本手術を積極的に行い、妊孕能の
改善へ寄与する結果を得ている。また、近年では顕微授
精が普及し、高度の造精機能障害患者でも精巣上体や精
巣より外科的に精子を採取することで、挙児を得る機会
を持つことができる。当科では外科的な精子採取を担当
しており、産婦人科と協力して不妊治療に貢献している。

不妊症治療における
泌尿器科領域の関わり

群馬大学医学部附属病院泌尿器科
講師　柴田　康博（平３卒）
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　今回「母校に望む」というテーマで執筆のご依頼
をいただきました。「望む」などといえるほどの業績
はありませんが、思い返してみると、驚くことに、大
学に入学してからすでに40年近い年月がたっていま
す。この時間を振り返りながら、稿を埋めてみたいと
思います。
　私が入学したのは昭和55年です。医学部と荒牧キャ
ンパス間はほとんど田んぼで、舗装道路は国道17号と
インターハイ道路しかない時代でした。合格者掲示
板の前でうろうろしていたところを柔道部の勧誘に遭
い「宮ステーキ」でごちそうになりました。当時ビー
フステーキなど食べたことなかったので、感激して
うっかりそのまま入部してしまいました。当時の群大
柔道部は、オリンピック選手や国体選手に指導してい
ただける環境にありました。全学が一部に昇格する
など大変強く、初心者には厳しいものでしたが、飲み
会や合宿の夜は楽しく、忘れられない思い出に満ち
あふれています。柔道はあまり上達しませんでしたが、
曲がりなりにも６年間続けたことにより、体力的に自
信がつき、人間的に大きく成長できたと思います。
　卒業を控えて入局先を迷っているときに、柔道部Ｏ
Ｂの田中稔先生に第一外科に誘っていただきました。
実は外科以外の入局も考えていたのですが、田中先
生に料亭でごちそうになりながら外科の魅力を説か
れ、生まれて初めてのフグにつられて入局を決めてし
まいました。残念ながら田中先生は平成８年に急逝
されましたが、外科に誘っていただいたことを感謝し
つづけています。
　卒業して第一外科に入局した昭和61年は長町幸雄
先生が教授に就任された年で、教室は活気にあふれ
ていました。知らないこと、わからないことばかりで
したが、同期の８人で協力しながら、また、先輩に ‘か
わいがられ’ ながら、毎日新しい知識や技術が身につ
くのが実感でき、本当に楽しく充実した一年でした。
初めての執刀は鼡径ヘルニアで、櫻井輝久先生に前
立をしていただきました。また、この時の麻酔は同

少年老いやすく

66母校に望む母校に望む母校に望む

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）
群馬中央病院
 院長　内藤　　浩（昭61卒）

級生の小松原敬之君が担当してくれましたが、始ま
る前に「大丈夫、ゆっくり」と声をかけてもらい、も
のすごく安心して初執刀を乗り越えることができまし
た。今でも感謝しているとともに、麻酔科医と外科医
の良好な関係がいかに手術に大切かを実感しました。
この手術は櫻井先生が論文に使うとのことで、ヘル
ニア修復の過程を写真に撮られ、後にプリントをいた
だきました。今でも大事に保管してあります。
　その後、原町赤十字病院、済生会前橋病院、本島
総合病院など、第一外科の関連病院で研修をさせて
いただきました。原田哲夫先生、新井昌明先生、笹
本潔先生、本島自柳先生ら、今では伝説の外科医に
手術ばかりではなく、医師としての姿勢を教えていた
だきました。いつか追いつきたいと研鑽を続けていま
すが、いまだに技術的にも人間的にも遠く及びません。
　その後いろいろな病院でさまざまな経験をし、平
成12年からは現在の病院に勤務しています。ここで
は指導的立場で外科を運営する役目となり、多くの後
輩とたくさんの手術をしてきました。初期研修医とか
かわる機会も多く、その中から外科医の道を選んでく
れた先生が何人も現れたのは何よりもうれしいことで
す。
　本年４月１日からはJCHO群馬中央病院の院長を拝
命いたしました。病院マネジメントは、臨床とは違う
難しさがあり、毎日難問に直面しながら学習を重ねて
います。幸い当院は群馬大学のすぐ近くにあり、病院
運営上の課題の多くを大学や同窓の先生がたのご支
援で乗りこえています。母校の近くで仕事ができる有
り難さを日々感じています。これからの日本は未曽有
の超高齢化社会に向かいます。現在の医療サービス
を維持するためには、病診連携、病病連携がなによ
りも大切になります。幸い本県には医学部が群馬大
学だけで、群大を中心に病院ネットワークが形成され
ています。このネットワークの基幹病院の一つとして、
母校と連携しながら地域医療を支えていきたいと思
います。
　大学入学以来、偶然の出会いから人生が思わぬ方
向にシフトし、そこでの出会いがまた新たな局面に導
いてくれる。そんなことを繰り返しているうちにあっ
という間に40年たってしまいました。母校にはその出
会いの最初の機会を作ってもらったことに感謝してお
り、群馬大学の卒業生であることを誇りに思っていま
す。
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　群馬大学大学院医学系研究科麻酔神経科学講座で

は、これまで、手術麻酔・集中治療医学・疼痛学・

ペインクリニック・環境医学などに関して臨床的お

よび基礎的研究を続けて参りました。神経系疾患患

者に対する手術麻酔ならびに集中治療も、そうした

プロジェクトの一環として実施しており、現在まで

に国内外の専門誌にその成果を報告しております。

　今回、これまでの活動内容をご評価頂き、2018年

度日本神経麻酔集中治療学会第22回学術集会の当番

開催校を拝命致しました。この学会は、本邦におい

て神経麻酔・集中治療の臨床ならびに基礎研究に従

事する医師ならびにメディカルスタッフにとって、

学術交流の中核となるものです。今回の学術集会で

は、神経麻酔・集中治療領域での多職種連携などに

焦点をあてました。そして、講演者として国内外か

ら著名な研究者を招聘しました。刀城会会員の渋川

総合医療センター脳神経外科、平戸政史先生、高橋

章夫先生にもお越しいただき、機能的脳神経外科の

最先端知識もご紹介いただくことができました。開

催日の平成30年６月22－23日には会場の高崎市総合

保健センターに約300名の参加者が集いました。初

日の６月22日には群馬大学医学部附属病院主催の

専門医共通講習を受講対象を学会員に限定せず4講

座設定し、日本専門医機構による受講単位をお取り

いただくことができました。機構認定講習会の開催

にあたっては群馬大学医学部附属病院医学教育セン

ターリカレント部門の菊地麻美先生にご尽力いただ

きました。

　この会の開催にあたりましては、群馬大学医学部

同窓会ならびに高崎市医師会から様々なご支援を頂

きました。会を代表して深く御礼申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

麻酔神経科学分野
教授　齋藤　　繁（昭61卒）

2018年度　日本神経麻酔集中治療学会
　第22回学術集会へのご支援お礼

　平成30年７月12日（木）、13日（金）に、ワークピ
ア横浜（横浜市）におきまして、第13回日本小児耳
鼻咽喉科学会総会・学術集会を開催させて頂きまし
たことをご報告いたします。本学会を開催するにあ
たり、群馬大学医学部同窓会から温かいご支援を頂
きましたことに心より感謝申し上げます。
　これまで本学会では、小児科より耳鼻咽喉科の先
生方の参加がはるかに多く、過去の12回の学会の会
長も、小児科では群馬大学大学院医学系研究科小
児科学の荒川浩一教授による平成25年開催の第13回
（前橋市）のみでした。小児呼吸器・アレルギー学
を専攻する私にとっては、常々、小児科医の積極的
な参加を望んでおりましたので、この機会に小児科
医と耳鼻咽喉科医が共通のビジョンを持って集まり、
議論を重ねることはできないかと考え、鋭意努力い
たしました。
　まず、学会のテーマを “Total Life Care” といたし
ました。これは、小児を治療する医師にとって、周
産期から思春期までの期間だけでなく、個々の小児
の生涯を俯瞰した上で、ただ今の診療・指導を進め
ていくことが理想であるとの考えからです。小児耳
鼻咽喉科領域においては、気道疾患のみならず、聴
覚や発語の障害など、生涯を通じて日常生活に大き
くかかわる疾患が多くみられますので、“Total Life 
Care” としての対応を改めて考えたいと思いました。
　今回の学会の会期の２日間に、発表が109題、専
門医講習会を含む教育講演、シンポジウム、教育セ
ミナー等が18題、すべて円滑に執り行うことができ
ました。お陰さまで、これまでにないほどの大勢の
先生方が参加されまして、主催者として嬉しい限り
です。会場は横浜の海が望める解放的なエリアにあ
りましたので、ご来場の皆様はTotalとしての学会を
満喫されたのではないかと思っております。皆様の
ご支援によりまして、無事、学会を終えることがで
きましたこと、重ねてお礼申し上げます。

学会報告（同窓会補助）

東海大学医学部専門診療学系小児科学
主任教授　望月　博之（昭56卒）

第13回日本小児耳鼻咽喉科学会
総会・学術集会を開催して
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　群馬大学重粒子線治療施設は、大学病院としては
国内初の重粒子線治療施設であり、群馬県と共同事
業として進めています。また、この治療装置は、放
医研との共同開発による普及小型実証機であり、国
内の重粒子線治療施設のモデルとなりました。本施
設は年間600名以上の患者の治療が可能であり、治
療室３室＋研究開発室１室を持ち、そこでは、がん
の重粒子線治療の診療や臨床試験とともに、マイク
ロサージェリー・システムの開発が進んでいます。
これまでの歩みを振り返りますと、群馬大学では平
成13年５月に重粒子線治療施設を群馬大学に導入す
る計画が持ち上がり、平成18年に文科省から予算措
置を受け、平成20年に建屋が完成。翌年８月にはビ
ーム加速試験に成功しました。そして、2010年３月
に臨床試験（治療）を開始して、現在まで、先進医
療ならびに一部は保険診療によるがん治療を行って
います。
　本施設では、これまでの８年間に総計約2600名の
患者の重粒子線治療を行ってきました。治療部位別
の内訳は、前立腺がんが約60％と最多であり、次い
で、肝臓癌、肺癌、骨軟部腫瘍、頭頸部腫瘍の順に
なっています。
　群馬大学で行っている、重粒子線治療の臨床研究
については、日本の重粒子線治療施設研究グループ
（J-CROS）を中心に進めてきましたが、この臨床試験
以外の特徴的なものとして、本施設では放医研と同
じ治療法で、14の癌疾患に臨床試験を実施し、多く
のがん疾患で放医研の良好な治療成績が再現される
ことを確認しました。また、肝細胞癌（消化管近接型）、
肺癌（Ⅲ期）、小児骨軟部腫瘍、局所進行子宮頸癌（腔
内照射併用）などの疾患では群馬大学独自で効果安
全性確認試験を実施しましたし、照射技術の高度化・
標準化研究や、色々なチーム医療による研究も行っ
ています。そうした臨床試験の結果を国際的な学術
誌にこれまで十数編を発表しています。私たちのこう
した活動が評価され、現在、骨軟部腫瘍や頭頸部悪

性腫瘍、前立腺癌が保険適応になりました。
　今後は、J-CROSとの協調活動を強化し国際共同
臨床試験に参加するなどして先進医療を推進し、①
多施設共同研究等による重粒子線治療の質の高いエ
ビデンス集積、②群馬大学の特色を生かした集学的
重粒子線治療の開発研究や、治療の高度化・標準化
研究の推進、③大学院教育や人材育成、を今後の方
向性の３本柱として考えています。
　集学的重粒子線治療の開発に関しては、特に重粒
子線治療と免疫療法の併用療法に注目しています。
私たちはこれまで、重粒子線がＸ線に比べ、癌細胞
の免疫原性を著しく増強することを明らかにしたの
で、重粒子線治療と免疫療法の併用療法により、局
所は重粒子線で治し、全身転移は免疫療法で治すと
いう集学的治療法の開発研究を進めたいと考えてい
ます。
　また、治療の高度化研究では、現在、「高精度炭
素イオンマイクロサージェリー技術」を開発してい
ますが、これは最も細いもので直径１mm程度の細
いビームスポットで小さな病巣を治療するものであ
り、がんだけでなく、網膜加齢黄斑変性症、振戦、
ジストニア、てんかん、難治性疼痛などの機能性脳
疾患や不整脈に対する治療方法の開発を目指したい
と考えています。
　群馬大学は、大学の重要な使命として、重粒子線
治療に必要な人材の養成も行っています。まず、平
成16年度からの「文科省21世紀COEプログラム」、
次いで、平成23年度からの「博士課程教育リーディ
ングプログラム」により、重粒子線科学に関連する
国内外の大学院レベルの研究者を集め、世界のグロ
ーバルリーダーを養成しています。また、平成24年
度からの「がんプロフェッショナル養成基盤推進プ
ラン」により、群馬大学が粒子線治療のリーダー校
として、放射線・粒子線腫瘍学指導者コースを担当
しました。また、毎年、医用原子力技術研究振興財
団による「国際重粒子線がん治療研修コース」を開
催し、国際的にも人材養成も行っています。今後の
人材育成や大学院教育については、「博士課程教育
リーディングプログラム」や、新規採択された「関
東がん専門医療人 養成拠点」などを利用して継続
して重粒子線治療の人材教育を行いたいと思いま
す。また、この重粒子線治療の治療技術を確立しな
がら、さらに総合病院としての利点を活かした集学
的治療法の開発に取り組み、治療成績の更なる向上
と適応疾患の拡大を目指したいと考えています。

重粒子線施設だより⑧

群馬大学副学長（重粒子線）
重粒子線医学研究センター長
腫瘍放射線学分野教授　中野　隆史（昭54卒）

群馬大学の重粒子線治療
プロジェクトを顧みて
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　６月に移転したばかりの前橋赤十字病院の院長、
中野実先生（昭和57年卒）にご講演していただきま
した。西日本豪雨の直後、まだその被害全容が明ら
かでなかった頃、平成30年７月11日に群馬大学医学
部附属病院内臨床大講堂で前橋支部総会および講演
会が開催されました。当日６時45分から総会で７時
から講演会でした。私はクリニックの外来が長引い
てしまい、急いで駆けつけたのですが、臨床大講堂
に着いたときは中野先生の講演がすでに始まってお
り、自己紹介をされておりました。
　中野先生は『前橋赤十字病院の現状と展望』と題
してご講演されました。
　動画で新病院の施設、設備をご紹介していただ
きました。高度救命センター、CTつきの手術室、
NICUなど、がん治療においては、サイバーナイフ、
化学療法室など見せていただきました。病院前医療
を重視した救急体制としてステーション方式（前橋
消防署の救急車が病院内に常駐している）や、ドク
ターカー、ドクターヘリ、体外式膜型人工肺を備え
たECMOカーなど紹介していただきました。災害
医療についても、常時DMATチームが派遣できる
こと、SCU（StagingCareUnit広域搬送拠点）の話、
病院敷地内の防災緑地（自衛隊の双発ヘリコプター
CH27が発着できる。）などお話しされました。前橋
市の市民病院、群馬県の県民病院の代わりの役割も
期待されており、新病院のテーマは『みんなにとっ
て、やさしい頼りになる病院』とのことです。
　座長は例年通り白倉賢二先生が務められました。
講演が終わり質問の時間となったのですが、多くの
質問があり時間が足りないぐらいでした。病院の体
制や防災についてなど、中には『今は自衛隊無線と
防災無線との連携が改善されたか？』と大変マニ
アックな質問もありました。それだけ前橋赤十字病
院が期待されているということだと思います。
前橋支部開催の講演会は今回で６回目となります。
　最初は母校の基礎医学を応援しようと『群大基礎

平成30年度刀城クラブ前橋支部総会
第６回前橋支部講演会・会員懇親会

前橋支部　込谷　淳一（昭57卒）

医学教室の活躍を紹介する』というコンセプトで始
まったそうです。第１回は神経生理学教授の平井宏
和先生に「脊髄小脳変性症モデル動物作成による病
態解明と先進的治療法の開発」、第２回は分子細胞
生物学教授の石崎泰樹先生に『群馬大学大学院の現
状と展望』との題でご講演いただきました。その後、
母校の状態を知りたいという強い要望があり、平成
27年の第３回では当時の群馬大学大学院医学系研究
科長・医学部長の峯岸敬教授に『群馬大学医学部の
現状と展望について』ご講演いただき、一昨年の第
４回では群馬大学医学部附属病院病院長の田村遵一
先生に『群馬大学医学部附属病院の現状と課題』と
題してお話しいただきました。昨年は群馬大学医学
部附属病院救命救急センター長である救急医学分野
教授大嶋清宏先生に『救命救急センターの現状と展
望』でご講演いただきました。
　今回の講演で一昨年の田村遵一先生に続き、昭和
57年卒の登場となりました。さらに田村先生は高崎
高校卒ですが、中野実先生は前橋高校卒業で私と同
期です。大変誇らしくうれしく思います。
　講演会の後、懇親会が病院内アメニティーモール
一階のイタリアンレストラン『チネマ』で開かれま
した（ご存じない方のために：『チネマ』は敷島公
園の『朔詩舎』と同じスワン系列のレストランです。
結構良い所です。昨年の57のクラス会もここで行わ
れました）。
　飯野佑一同窓会会長の乾杯のご挨拶の後、田村遵
一病院長と群馬大学大学院医学系研究科長・医学部
長の石崎泰樹先生にお話ししていただきました。
　今回、藤田達士名誉教授もご出席され貴重なご意
見をお聞きすることができました。学生さんたちも
混ざり、色々な話題で盛り上がり、楽しい時間はす
ぐ過ぎてしまいました。最後に、前橋支部長の山田
邦子先生がご挨拶され、お開きとなりました。

（平成30年７月11日　群大病院内・チネマ）

支　部　だ　よ　り支　部　だ　よ　り支　部　だ　よ　り
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　私達のクラスは昭和29年に医学専門課程入学した
60名で、その頃、誰の発案だったか「竹の子クラブ」
とクラス名を付けて現在も続いています。昭和33年に
卒業となり今年は丁度卒後60年の記念すべき節目の
年となりました。卒業して半世紀を遥かに超え、分
厚い同窓会誌でも前の方のページに名前が記載され
るようになって随分と久しい。卒業時58名だったメン
バーも29名がこの世での仕事を終えている。
　この永い間、黙々とクラス幹事として、クラスの世
話役を引き受けていてくれる神山照秋、永島勇両君
には感謝です。クラス会も当初は群馬在住、東京在住、
そして神奈川在住の３ブロックに分けて、それぞれ持
ち回りで交代に主宰開催されておりました。元気よく
派手でした。それが年年歳歳少しずつ声が小さくなっ
た。クラス会は縁遠いものとなった。それでも、前橋
周辺では「竹の子クラブ」の小クラス会は引き継が
れておったとのこと。松浦鎮君の叙勲祝賀会を兼ね
たときには参加いたしました。そして昨年は永島勇君
が叙勲　瑞宝双光章に輝きました。
　その席上、来年度は卒後60年の記念すべき年に当
たるので、東京在住班でクラス会を主宰せよとのこと
になり、小林暉佳（青梅成木台病院理事長）を幹事に、
湊正と鈴木が協力することになりました。

　平成30年５月17日、目白の椿山荘で昼食会でのクラ
ス会を開催することに決定。案内通知は25名に発送
し、出席返事は６名。欠席返事17名の多くは出掛ける
のが億劫なだけで、元気な様子。80代半ばになり無
理もない。クラス幹事の勧めもあり夫人同伴も呼びか
けている。一昨年も東京で開催したが、その時は13
名でした。今回は６名（夫人連を含めて９人）。淋し
くなりました。
　会は神山君のこの一年の訃報の報告から始まった。
松岡、松本淳、飯島、そして大山君。飯島君などは今
回の会合に欠席の返事と電話の声があったのに残念。
　学生時代の思い出話は恒例。永島君から「あれか
ら25年」と題した小冊子を昭和60年に刊行したが、
その思い出。当時のクラス幹事西形雄次郎君との苦
労話。それは卒後25年、クラス全員の近況と抱負を
綴ったものである。写真付きでよく出来ていた。あれ
から、更に四半世紀以上経った。忘れかけていたが、
永島君が２～３部再配布してくれた。そして、その表
紙絵は水彩画家池田信子氏の作品で、原画は元がん
センター院長の松浦鎮君の手元にあると言う。昔懐
かしの病院正門を描いたもの。永島君が写しを丁寧
に額装して配布してくれた。
　出席者も年寄りになったが皆元気。遠藤正文君は
野田市で息子さんと産婦人科診療をやっている。湊
君は相模原病院名誉院長のあとは、産業医としてま
だ活躍している。神山君は若者が乗るよう格好いい
スポーツカーに乗り、老健施設長である。鈴木君は
東京の片隅で小さな耳鼻科をまだやっている。
　卒後60年記念のクラス会。参加者が少なかったが、
これで終わりとせず次回も会開催をと固く約束して散
会となった。　　　　　　　　　　　（小林，鈴木記）

昭和33年卒クラス会報告

昭和33年卒　竹の子クラブ60周年記念（平成30年５月17日　ホテル椿山荘東京）
後列左より：神山、永島、湊、小林、鈴木
前列左より：遠藤、遠藤夫人、鈴木夫人、永島夫人

小林　暉佳（昭33卒）
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大半が自分自身の病歴を語っていた。

　偉くなった友人達も今では退職をし、亡くなった

者もいる。ある意味では入学時のように、クラスは

フラットとなった。

　翌５月20日（日）、不惑会ゴルフコンペ。参加者

は５名となってしまい組分けに無理がある。ＭＲや

数人の友人に電話をかけて頼み込み、やっと６名、

２組に仕立てた。クラス会開催時のコンペでは最低

の参加者である。今後は同好者が集まり私的に少人

数でプレイをする他に方法はない。

　個人差はあっても毎日の生活の中で体力、気力の

衰え、更には記憶力の低下に気付いている。“日々

少しずつでも進歩している” という、心を支える充

足感も薄れてきた。そして、加齢と共に住みついて

しまった悲しみ、寂しさに襲われる時がある。しか

し、経験と、人に対して深い優しさが備わる世代に

入った、と信じている。

　５月19日（土）、ホテルメトロポリタン高崎にて

クラス会を行った。

　今回の集まりは37名の級友に通知を出し、26人が

参加。

　不惑会は3年前のクラス会の後、さらに４名の友

人（林三進君、羽生育雄君、佐藤哲雄君、三村清君）

を失った。

　医進課程で初めて顔を会わせてから、私達の間で

は59年という時が流れている。クラス会は当然、老

人の集まりである。

　開会の挨拶に、「病と歳のことは話さないで」と

いう言葉を入れた。しかし、記憶に残る近況報告は

不惑会クラス会、卒後53年

貝瀬　　宏（昭40卒）
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　80歳（傘寿）の坂を全員が越えた世代のクラス会
はいかばかりであろうか。若い後輩たちもいずれ高齢
者になるのは必然ゆえ、多少参考になるかも知れない。
これは卒後（1961年卒）57年経つクラス会の近況で
あります。
　時は、平成30年６月２日。場所は前橋市内のホテ
ル（ラシーネ新前橋）。出席予定者24名全員の顔触れ
が揃ったところで、まず集合写真をとり、午後６時開
会でありました。恒例に従い、物故者（留学生２名
を除く60名中17名）のご冥福を祈り、黙祷約30秒。日
立市から馳せ参じた齋藤氏の乾杯の音頭により、料
理を食べながら、近況報告となったのであります。
　ホテル宿泊は伊澤、石川、釼持、富田の４人で、
他の面面は日帰りのため、限られた時間内に喋らなけ
ればならない。今回のクラス会における近況報告は
要約すると、次のようになりました。
　その１．約半数を占める開業医の諸君は、ほぼ次の
世代に引き継いでいるが、「なかなか一緒ではうまく
いかない」「親は遠慮しなければならない」といった
二年前の嘆き節は、今回は何故かあまり聞かれなかっ
たのであります。察するに、「もう無駄な抵抗はしない」
という心境に至ったのでしょうか。一方、勤務医を選
んだ多くの仲間は、老健などの高齢者医療の道に移
行したようであります。歳をとっても聴診器を離した
くないのであります。80歳を過ぎても、私たちの世代
には現在「働く場がある」のであります。
　その２．２年前のクラス会で、医者を辞めたと宣言
した一人は、脳梗塞の再発で今回は来られなくなった

というハガキが届いたが、もう一人の金井女史は元気
溌剌、余生を楽しんでいるように見えました。しかし、
大部分の仲間は、「声が小さくなった」、「難聴が進ん
だ」、さらに白内障や心筋梗塞、さらに大腿骨骨頭壊
死など、本音が続出しました。従って、ほとんど薬を
飲んでいる気配でありました。一方、大きな声で、「動
け動けをモットーに健康管理に努めている」という岡
部の発言はひときわ目立ちました。また、クラス会幹
事の一人であった栗原の亡くなったことに、桐生が触
れて、奥様からの「楽しい人生を送ったのではないか」
という話が伝えられました。そして、幹事代行を兼ね
て会計を担当している田島女史の「今日おかしくなっ
ても全くおかしくない」というスピーチはけだし至言
と言うべきでした。
　その３．朗報もありました。物故者と想定されてい
た某君が実は生存していたのであります。立派に生
きていたことが、返信用のハガキで判ったのでありま
す。暫らく振りで姿を見せた馬場は、「老醜をさらし
たくないので」と弁解しつつも、「息子が大学教授に
なった」と言い、自ら「トンビがタカを生んだ」と控
え目ながら自慢したのは、嬉しい限りでした。「われ
われの世代は戦後70年間、平和に過ごすことができ
て幸せだった」という高野の発言は、たしか２年前と
同じ口調であったが、精神科医らしい名言であったと
思うのであります。
　別に提案もなかったが、阿吽の呼吸で、２年後の
再会を胸に８時半過ぎに散会となりましたが、なおホ
テルのロビーでコーヒーを飲みながら、雑談に話が尽
きなかったのであります。
　最後に「短歌研究」誌上本年７月号に掲載された
筆者の一首を置かせて頂きます。
○ 歯にインプラント・胸にステント入れられて御用は
いかがと午後の往診

昭和36年卒業　クラス会（平成30年６月２日　ラシーネ新前橋）
後列左より：釼持、大竹、富田、田原、小林（正）、桐生、伊澤
中列左より：萩原、高柳、馬場、岡部、齋藤、小林（功）、竹村、佐藤
前列左より：田中、成田、金井、青木、田島、石川、高野（玲）、田村（多）、高野（介）

昭和36年卒業　クラス会便り
小林　　功（昭36卒）
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　平成30年６月２日（土）、高崎市のホテルメトロ
ポリタン高崎にて、昭和59年（1984年）卒業のクラ
ス会を開催しました。
　関東地方のみならず愛知、山梨、長野県からも同
級生が集まりました。仕事のため遅れた人や、途中
で帰る人もいましたが、総勢40名が参加しました。
料理は、前回が洋食だったため、今回は会席料理と
し、日本酒は、地酒を用意しました。
　群馬大学大学院病理診断学教授の小山徹也君が
「群大の近況報告」を兼ねて挨拶し、そのまま乾杯
して宴会が始まりました。
　各人の近況報告では、自分の病気や親の介護の話

昭和59年卒クラス会

昭和59年卒クラス会（平成30年６月２日　ホテルメトロポリタン高崎）
後列左より：遠山、菅谷、清水、堀越、荒井、石黒
４列左より：牛込、寺内、松本、雪田、酒巻、伊藤、小林
３列左より：石田、川島、田中、杉本、蒔田、田村、掛川、田中
２列左より：青木、五十嵐、安部、勝浦、滝口、飯笹、宮本、竹澤、前村
前列左より：中山、小山、川島（竹内）、山田、佐藤、加藤、倉地、小野

が多くなり、年齢を感じる場面もありました。しか
し、酔いが回るにつれて学生時代に戻り、以前と変
わらない友がいました。
　同じホテルでの２次会は、31名が参加して盛り上
がりました。その後、地元の田村仁君の案内で、20
名が高崎の街中に繰り出し、洒落た雰囲気の「ロッ
サ」にて、シャンパンやワインで３次会となりまし
た。さらに12時を過ぎて４次会まで話が弾んだ人達
もいました。
　今回は、「昭和」卒の私たちによる、「平成」最後
のクラス会であり、感慨深いものがあります。次回
は、新しい年号となります。
　受付など協力してくれた先生方、ありがとうござ
いました。
　次回２年後（2020年）のクラス会は、山田弘徳君
の幹事により、東京で開催の予定です。また元気に
再会できることを祈っています。

青木　　栄（昭59卒）
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　昨年５月の卒後50周年記念同窓会を区切りに、更
新第１回同窓会が６月16日～17日、再びホテル・グラ
ンドニッコ－東京台場を主舞台に開催された。
　初日第１ステージは、竹芝桟橋よりヴァンテアン・
ランチクルーズ。同伴者含め13名が個室コーラルで、
美味しいフレンチ料理に舌鼓。台風５号の影響か、
東京湾も軽いうねりがあったのとアルコールの酔い
が加わり心地良かった。特筆すべきは、大関道義君
夫妻と菅義信君のほとんど初めての参加である。前
回卒後50周年記念同窓会記事を刀城クラブ会報にレ
ポートしてくれた舟橋一郎君からは、トロットラグ
ビークラブから紫パンツを贈呈され、自主トレーニン
グはもちろん、試合にも参加していると自慢話があっ
た。恒例の個々近況報告もあり、料理の味わいと船
窓の景色観光に忙しくもあった。
　２時間のクルージング後、新交通システム「ゆりか
もめ」でお台場のホテルに入った。チェックイン予約
時刻前の到着で混乱したが、第２ステージの懇親会
となった。ここから参加の小野垣義男君が遅れ、や
きもきしたが大関君の携帯に電話登録があり、そのお
陰でこちらに向かっていることが判った。程なく小野
垣君到着。美味しいコーヒーを飲みながら、主として
小グループでの懇談風景が繰り広げられた。
　第２ステージは午後５時終了。改めてチェックイン。

午後６時から第３ステージのメインパーティが同じ会
場メヌエットで開会となった。ここからの参加者は５
名。同窓生15名、同伴者４名、総勢19名となった。乾
杯ののち、それぞれの近況報告、医師としての生き
がいなどのスピーチが続いた。欠席通知は12名、体
調不良等のためキャンセルが４名。この４、５月だけ
で黛卓爾、内田信一、鈴木忠の３君が鬼籍に入った
ことでそれぞれの思い出も話題となったが、同窓会常
連の黛君が欠けたのは寂しい限りであった。パーティ
終了時、春日夫人から女性参加者及びそれぞれの配
偶者向けに手編みの靴下プレゼントがあった。
　翌日第４ステージは11名の参加。デックス東京ビー
チに徒歩で移動。マダム・タッソー東京に入館。マリ
リンモンロー、オードリーヘップバーン、マイケルジャ
クソン、吉田茂、王貞治などと握手、親しく触れ写真
にも収まった。東京トリックアート迷宮館では錯覚に
よる楽しさや恐怖を味わった。昼食は、インド料理「カ
ザーナ」でのスパイスの効いたカレーとナンのランチ
バイキング。ナンもカレーもお代わり自由で、久しぶ
り腹いっぱい摂った後、すべてのステージが終了、名
残を惜しみつつそれぞれ帰路に着いた。
　後藤文夫君が、母校群馬大学重粒子高度治療装置
見学をセッティングしてくれるということで、早くも
来年は前橋中心の同窓会予定となった。
　私事であるが、昨年正月に第５腰椎圧迫骨折で腰
痛を病み、車椅子移動の身となった。今回同窓会に
参加できたのは、妻典子のお蔭であり、感謝している。
　最後に「42的結合」と言われる昭和42卒業の昔か
らの結束は、世話役の春日功君のご尽力によるもので
あり一同感謝している。

昭和42年卒業
卒後51回（更新第１回）同窓会

昭和42年卒業　卒後51回（更新第１回）同窓会（６月16日　ホテル・グランドニッコー東京台場）
後列目左より：平嶋律子、岡田典子、小野垣義男、長岡成郎、長屋孝雄、荻野忠、後藤文夫、春日美登里、山本邦宏
前列左より：大関芳枝、大関道義、平嶋昇、岡田慶一、舟橋一郎、小室苑、大川匡子、菅谷公平、菅義信、春日功

岡田　慶一（昭42卒）
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　２年に１回のクラス会を卒後49年目となる７月14

日（土）に高知で開催した。

　福島から相原（川島）令子さん、群馬から北浦宏

一君・小屋淳君・篠原征彦君夫妻・田村勝君・根岸（戸

所）和子さん・本多隆一君・森川昭廣君・柳川史忠

君・柳川（根本）洋子さん・山田（矢端）邦子さん・

都築靖君、埼玉から高梨善重君、東京から小澤安則

君・布施嘉亮君、神戸から横山芳信君、山口から前

田昇一君、沖縄から金城忠雄君・山根邦夫君、地元

から川村武夫君・岡林弘毅が出席し、同級生21名の

参加となった。

　高知市内を流れる鏡川河畔の料亭旅館 “臨水” で

の懇親会は午後６時半から始まり、故田中壯佶君と

故野本（増山）幸子さんに黙祷を奉げ冥福を祈った

後、クラス幹事本多君の挨拶で開宴した。順次、近

況報告が巡り、土佐の食材料理に地酒各銘柄の１升

44卒クラス会

　岡林　弘毅（昭44卒）

瓶を据えての宴席は盛り上がり、酔いにつれ、あち

こちで四方やま話に花が咲き、時の立つのも忘れる

一時となった。ついでながら、締めに、臨水秘蔵の

山内の殿様が愛でたという枕絵を女将の名調子の解

説を聞きながらの鑑賞と相成り、酔眼ながら目の保

養となったことやら。

　翌日は、観光組とゴルフ組に別れ土佐の休日を楽

しんだ。根岸さんの娘さんと二人のお孫さんも加

わって総勢17名の観光は、県東部のバス旅行で、安

芸の野良時計や三菱創始者岩崎弥太郎の生家見学、

海食洞と国の天然記念物であるシダの群落が珍しい

伊尾木洞散策、室戸ユネスコ世界ジオパークは岬先

端の大地誕生最前線散策と巡り、土佐捕鯨発祥の地

ならではの鯨料理の店 “料亭花月” で昼食を摂り、

休息後帰路に就いた。照りつける真夏の太陽のもと、

皆元気で回れたことに安堵し感謝。また、ゴルフは、

“黒潮カントリークラブ” で篠原君の奥さんも加わ

り３名３名の２パーティーでラウンドし、満足した

様子何より。

　来年が卒後50周年に当たることから、クラス幹事

に計画を委ねることとし、またの再会を約した。

44卒クラス会（平成30年７月14日　高知　臨水）
後列左から： 山根邦夫君、篠原征彦君、横山芳信君、小屋淳君、小澤安則君、北浦宏一君、田村勝君、前田昇一君、

柳川史忠君、森川昭廣君、高梨善重君
前列左から： 金城忠雄君、布施嘉亮君、篠原夫人、川村武生君、岡林弘穀君、相原令子さん、柳川洋子さん、山田邦子さん、

本多隆一君、根岸和子さん、都築靖君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（撮影　高梨善重君）
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会員の皆様、理事・評議員の皆様、事務局の皆様の心
温まるご支援や物心両面からのご援助をいただきまし
た。誠にありがとうございました。おかげさまで新しく
始めた事業も順調に推移しており、これからさらに発展
するものと期待しております。小生も理事長として皆様
のご支援をいただきながら事業を行ってきましたが、こ
の度理事長を退任することになりました。平成20年に同
窓会会長を拝命し、退任後本振興会理事長をお受けし、
今日までやってまいりました。今回、振興会のさらなる
発展のために、理事長に鈴木　忠氏（昭和45年卒）、常
任理事として、中里洋一氏（昭和47年卒）、大島　茂氏（昭
和53年卒）が新たに着任いたしました。これまでにいた
だいた御厚情を旧来にもましていただけますようお願い
申し上げます。本来ならば皆様に拝眉のうえ御礼をいた
すところでありますが、刀城会報の紙面をお借りいたし
まして厚く御礼申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白
　同窓会の皆様、本法人会員様、役員様

公益財団法人群馬健康医学振興会
前理事長　森川昭廣（昭44卒）

財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

　“長い間お世話様になりました。有難う御座いました”
謹啓
　新涼の候、皆様には御清栄のことと、お慶び申し上げ
ます。
日頃、公益財団法人群馬健康医学振興会につきましては、
種々御協力、御助言をいただきありがとうございます。
本財団は創立以来、県民の健康・福祉のため県内自治体、
諸団体への講師派遣、書籍出版事業とともに医療・医学・
保健学等に研究費の援助等を行ってきました。平成24年
に一般財団法人に移行し、その後、業務内容の見直し、
税制上に問題についての検討、広く県民の皆様に本財団
の事業の内容をお役立ていただくことから平成27年４月
から公益財団法人群馬健康医学振興会となりました。こ
こまでに至る過程では種々困難なこともありましたが、

理事長離任のご挨拶

公益財団法人　群馬健康医学振興会
前理事長　森川　昭廣（昭44卒)

のことと思います。財団は「健康医学ガイド」書籍発行
と保健医療・福祉分野の若い方々への県民の健康づく
りのための研究助成、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、公益財団法人認定を機
に平成27年度より学会開催等に対する助成も展開して
おります。
　医学部同窓会刀城クラブ会員有志の尽力によって設
立・誕生した当財団ですが、誕生から現在に至るまで
順調に事業を継続・展開できているのは、当財団に対す
る多くの賛同者・理解者とくに同窓会刀城クラブ会員の
皆様方のご支援によるものです。財団の公益目的事業
の運営は賛助会員会費・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によ
ってまかなわれております。特に同窓会刀城クラブ会員
の皆様方には収益事業ならびに賛助会員として多大な
ご協力を頂いております。
　当財団の運営では今後とも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、財団の事業をさらに推
進したいと考えております。
　今後とも同窓会刀城クラブ会員の皆様方のご支援ご
協力をよろしくお願いいたします。

　このたび公益財団法人群馬健康医学振興会理事長に就
任しました鈴木　忠です。歴史ある公益財団法人群馬健
康医学振興会をさらに発展させるため微力ながら努力い
たしますのでよろしくお願いいたします。私は森川昭廣
前理事長のもとで理事、平成28年６月からは常務理事（財
務担当）を務めさせていただいておりました。平成30年
５月17日の理事会および６月14日の評議員会の議決によ
り理事長に選任された次第です。
　広く県民の健康増進のために公益的事業を推進する目
的で昭和54年12月に設立された「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
の理事長のもとで歩みを進め、平成24年４月法律改正に
伴う財団法人から一般財団法人への移行を経て森川昭廣
前理事長のもとで財団運営の基盤を整え、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もご存じ

理事長就任のご挨拶

公益財団法人　群馬健康医学振興会
理事長　鈴木　　忠（昭45卒)
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財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ
脈造影など診断目的の検査が中心であり、虎の門病院で
虚血性心疾患のカテーテル治療、経皮的冠動脈形成術が
開始されたのは昭和59年のことでした。
　昭和60年に群馬大学に戻り、同61年に県立前橋病院(
現県立心臓血管センター )に赴任しましたが、その後の
カテーテル治療の進歩は目覚ましく、虚血性心疾患でも
バルーンによる冠動脈拡張術に加えてステント、DCA(
方向性粥腫除去術)、エキシマレーザー、ロータブレータ
ー等の新しい器具/方法が導入された他、種々の不整脈、
閉塞性肥大型心筋症、僧帽弁狭窄症、大動脈弁狭窄症、
胸部/腹部大動脈瘤、心房中隔欠損症等に対してもカテ
ーテル治療が行われるようになりました。
　このように循環器内科の守備範囲が広くなってきた時
代背景もあり、県立前橋病院から県立循環器病センター、
さらには県立心臓血管センターと病院の名称変更はあり
ましたが、本年３月に定年退職するまで一つの病院で32
年間、心臓カテーテル治療を中心とした循環器診療に携
わることができました。
　今後も循環器疾患の診療は続けますが、群馬健康医学
振興会では群馬大学第二内科の先輩でもある鈴木　忠理
事長を補佐し、事業が円滑に遂行されるよう努力して行
きたいと思います。皆様からのご指導、ご鞭撻を宜しく
お願いいたします。

　本年６月、群馬健康医学振興会の常務理事にご指名い
ただきました。この振興会の活動状況についての理解も未
だ十分とは言えませんが、その果たすべき役割について勉
強し、「群馬県民の健康増進に貢献するための事業を推進
していく」うえで少しでも役に立てるよう努める所存です。
　私は昭和53年に群馬大学を卒業し、群馬大学第二内科
に入局しました。その後、研修医あるいは医員として群
馬大学医学部付属病院、館林厚生病院、国立高崎病院（現
高崎総合医療センター）、深谷赤十字病院、県立前橋病
院に勤務し、昭和57年から循環器疾患の診断/治療、特
に冠動脈造影法を勉強するため虎の門病院に国内留学し
ました。当時、虎の門病院循環器センター内科部長は選
択的冠動脈造影法を日本に導入した山口洋先生であり、
全国から勉強に来る医師も多く、多くの先生方と知り合
いになることができました。
　当時、循環器領域で行っていた心臓カテーテルは冠動

常務理事就任のご挨拶
公益財団法人　群馬健康医学振興会
常務理事（財務担当）

大島　　茂（昭53卒)　

きました。研究助成金選考委員による書類審査結果を４
月の常務理事会で集計し、得点の上位６件を採択候補
として５月17日の理事会に上程し、慎重な審議の結果、
決定したものです。医師以外の研究者からの課題も含
まれており、また群馬大学以外の研究機関からの応募も
採択されました。採択された研究者にはこの研究費を
活用していただき、地域の保健・医療・福祉の向上の
ため有益な研究を推進してくださるようお願いいたしま
す。なお、同時に募集を行った海外留学助成金は残念
ながら応募者がありませんでした。

　平成30年度の群馬健康医学振興会研究助成金が一覧表
の通り６件採択されました。この助成事業は平成29年10
月より30年２月末まで募集を行い、12件の応募をいただ

平成30年度研究助成金
６件を採択

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)　

１．研究助成金採択一覧（敬称略）
番号 氏　　名 勤　務　先　等 研 究 テ ー マ

１ 関　　優子 群馬大学医学部附属病院
放射線部診療放射線技師

CT透視に用いる再利用可能で安価なマーカーの開
発

２ 熊坂　創真 群馬大学大学院放射線診断核医学大学院生
群馬大学医学部附属病院核医学科医員

DWIBS法による去勢抵抗性前立腺癌に対するゾー
フィゴの治療効果判定方法の確立

３ 篠原　智行 高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科講師 地域高齢者における生活動作のラテラリティとバ
ランス機能の関連

４ 茂木精一郎 群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学准教授 全身性強皮症患者のピア・サポートを支援する取
り組み

５ 滝沢　琢己 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野准教授
ヒト気道上皮細胞におけるタバコ煙成分による細
胞質内自然免疫関連分子STNGを介したムチン産生
誘導機構の解明

６ 大西　浩史 群馬大学大学院保健学研究科教授 生体に内在する組織保護作用に基づく神経変性疾
患診断・治療法の開発

２．海外留学助成金：応募者なし
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前略　このたび御地で予期せぬ豪雨に見舞われたとのニュースに接し、大きな被害が出ていると聞き及び、
貴宅のご様子はいかがかと案じております。皆様ご無事でいらっしゃいますでしょうか。
　同窓会・刀城クラブでお役に立てることがございましたら、出来る限りのお手伝いをしたいと思ってお
りますので、どうかご遠慮なくお申し越しください。
　会員皆様のご無事とご健康を心よりお祈り申し上げます。

草々
　　　　平成30年７月13日

群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ
　　会　長　　飯　野　佑　一

　　　連絡先　　群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ（群馬大学医学部内）
　　　　　　　　〒371－8511　前橋市昭和町三丁目39－22
　　　　　　　　ＴＥＬ：027－220－7861　ＦＡＸ：027－235－1470
　　　　　　　　E-mail：tojoclub@ml.gunma-u.ac.jp

　早速御見舞を頂き御礼申し上げます。
　宇和島での水害被害で大きく報道されていますが、幸い当院には被害もなく診療を続けていますので他事なが
らご安心ください。
　ただし、２～３日は、患者さんに備蓄の水、ミルク、紙オムツ等援助しておりました。同級生からは水を送り
ましょうか？と電話を頂きましたが、飲料水は充分あります。多くのボランティアや災害支援の自衛隊員を間近
に見て、頭が下がります。同窓会からの暖かい励ましの手紙を頂き大変嬉しく存じます。御礼申し上げます。
　酷暑の折柄、皆様ご自愛ください。　　　　 　　　　　　　　　　　　萩山　正治　先生（昭42卒）宇和島市

西日本会員からの返信

前略　わざわざご丁寧なお見舞いありがとうございます。
　高知県は、郡部の方で災害救助法の適応市町村が出てはおりますが、幸いにも、小規模にとどまっており、医
療機関におきましても、床上浸水が１件ありましたが、大事には至っておらず、安堵しているところです。
岡山県、広島県、愛媛県の惨状を見るにつけ、自然災害の恐ろしさを感じずにはいられません。異常気象が異常
でなく通常化して来ているようで心配です。
　わが県は、南海トラフ大地震に見舞われるのは必至であり、時間の問題とはいえ、ずっと先のことと願わずに
はいられないところです。
　酷暑の折柄、お体ご自愛くださいませ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草々

岡林　弘毅　先生（昭44卒）高知市

　ご心配頂きありがとうございました。
　愛媛県では大洲市、宇和島市、西予市で甚大な被害が出ておりますが、当方は特別な被害もなく通常に過ごせ
ております。他の同窓の先生方からも被害は聞いておりません。ありがとうございました。

木村　　誠　先生（昭50卒）松山市

　洪水被害のお見舞い状をいただき、ありがとうございます。
　宇和島、肱川など、愛媛県も南予地方で大きな被害を受けております。
　お陰様で、当地は被害は受けませんでした。
　ご安堵くださいませ。
　今後も、刀城クラブと群馬大学の一層の発展を祈念しています。

野元　正弘　先生（昭52卒）東温市

　お礼の連絡を電話にて頂戴いたしました。
川口　　隆　先生（平２卒）徳島市

西日本豪雨災害地域の会員へのお見舞い西日本豪雨災害地域の会員へのお見舞い西日本豪雨災害地域の会員へのお見舞い西日本豪雨災害地域の会員へのお見舞い西日本豪雨災害地域の会員へのお見舞い
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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23年卒　後藤　忠夫先生（平成20年逝去）
平成５年卒　富澤　由雄先生（平成29年９月７日逝去）
昭和25年卒　齊藤　憲一先生（平成29年10月６日逝去）
昭和33年卒　大山　泰雄先生（平成30年１月７日逝去）
昭和26年卒　田島　幸男先生（平成30年２月７日逝去）
昭和23年卒　渋谷　敏三先生（平成30年３月６日逝去）
昭和23年卒　春田　孝正先生（平成30年４月15日逝去）
昭和42年卒　黛　　卓爾先生（平成30年４月28日逝去）
昭和25年卒　田辺　武巳先生（平成30年４月29日逝去）
昭和32年卒　田代　矩彦先生（平成30年５月６日逝去）
昭和42年卒　内田　信一先生（平成30年５月６日逝去）
昭和41年卒　武信満喜夫先生（平成30年５月７日逝去）
昭和42年卒　鈴木　　忠先生（平成30年５月12日逝去）
昭和34年卒　田村　璋夫先生（平成30年５月18日逝去）
昭和24年卒　染谷　　守先生（平成30年５月20日逝去）
昭和43年卒　鈴木喜久夫先生（平成30年６月14日逝去）
昭和35年卒　原　　富夫先生（平成30年７月９日逝去）
昭和41年卒　熊谷　紀元先生（平成30年７月15日逝去）
昭和35年卒　設楽　　稔先生（平成30年７月22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（６年）、
正古慧子（６年）、吉濱れい（６年）、髙橋慶一郎（５
年）、板垣由宇也（４年）、大玉浩嗣（３年）、佐藤
聖佳（３年）、成瀬豊（事務局）、清水ちとせ（事務局）

編集委員

　連日40度を超えた猛暑もようやく
過ぎ去り、心地良い秋風を感じる時

期となってきました。今夏は「平成最後の夏」であると
話題でしたが、私たちにとっては常に、一分一秒が人
生のうちの最後であります。その大切さを忘れず、日々
を過ごしていきたいと思う今日この頃です。
　本号の表紙にありますように、７月、８月に群馬大学
のオープンキャンパスが行われ、私たち学生も在学生
体験発表や個別相談の部に参加させていただきました。
医学部を真剣に志す中学生・高校生の姿は眩しく、こ
ちらも真剣に応じなければならないと、自然と背筋が伸
びる思いがしました。群馬大学の良い点を紹介したり質
問に応じたりする傍ら、私たちも自身の初心を思い出す
場となりました。９月に入り学生の夏休みが終わり、再
び授業や実習の日々が戻ってきます。今一度初心に戻り、
目指す医師像とは何か、またそのためにどのような準備
が必要か、目標をしっかり定め精進していきたいと思い
ます。

（髙橋慶一郎、板垣由宇也、大玉浩嗣、佐藤聖佳）

編集後記

役員会だより
第５回役員会（平成30年５月24日）
出席者　飯野会長　他20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30年度同窓会総会と教授の会の実施要項
（案）について
２ ．平成30年度地域医療貢献賞実施要項（案）につ
いて
３ ．刀城クラブ会長立候補者及び会長適任者の推薦
受付（案）について
４．学術集会補助金について
５．会報編集状況について
６．その他

第６回役員会（平成30年６月28日）
出席者　飯野会長　他19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30年度収支予算書（案）について
２．交換留学生奨学補助金について
３．学術集会補助金について
４．会報編集状況について
５．その他

【採　用】平成30年５月１日
　神沼　拓也（平17卒） 大学院医学系研究科腫瘍放

射線学分野講師
【昇　任】平成30年５月１日
　信澤　純人（平17卒） 大学院医学系研究科病態病

理学分野講師
　清水　立矢（平11卒） 医学部附属病院脳神経外科

講師
【採　用】平成30年６月１日
　石井　角保（平９卒） 大学院医学系研究科応用生

理学分野講師
【昇　任】平成30年７月１日
　半田　　寛（平２卒） 大学院医学系研究科内科学

講座血液内科学分野准教授
　宗田　　真（平11卒） 医学部附属病院消化管外科

講師
　池田　禎智（平13卒） 医学部附属病院周産母子セ

ンター講師

【昇　任】平成30年４月１日
　大石由美子（平成10卒） 日本医科大学大学院医学

研究科　代謝・栄養学大
学院教授

学 人 事内学 人 事内

学 人 事外学 人 事外


