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入学おめでとうございます

同窓会
―刀城クラブの活動―
医学部同窓会・刀城クラブ
会長 白倉 賢二（昭50卒）
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
医学部同窓会・刀城クラブへの入会を心より歓迎い
たします。
群馬大学医学部は医学専門学校として、戦時中の
1943年（昭18）に設立されました。1948年（昭23）
に前橋医科大学、1949年（昭24）に国立大学設置法
により現在の群馬大学医学部になりました。専門学
校設立から９年後の1952年（昭27）に、先輩たちの
間で同窓会創立の機運が高まり、群馬大学医学部同
窓会が設立され、刀城（とうじょう）クラブと命名
されました。
刀城クラブの刀は、利根川の刀（利）
、あるいは
刀圭（とうけい）
、古くは薬を盛る匙（さじ）のこ
とで、転じて医術を表します。刀城クラブの城は赤
城山の城、仲間の城郭、更に学問の城郭を表します。
母校の西側を流れる利根川は坂東太郎の愛称を持
ち、筑紫次郎（筑後川）、四国三郎（吉野川）とと
もに日本三大河として知られた川です。北方にそび
える赤城山は榛名山、妙義山と共に上毛三山のひと
つで、日本百名山に数えられております。刀城クラ
ブの命名は当時の先輩達が前橋そして母校を誇りに
思い、また医学界における活躍を目指していたこと
を窺わせます。今年で刀城クラブは創立67周年にな
ります。医学部の建物はすべて新しくなりましたが、
現在の昭和キャンパス内の古い樹木は、同窓会設立
当時の先輩方が県内より寄贈された苗木を移植した
もので、歴史の重みを感じさせます。
同窓会・刀城クラブの目的及び事業について会則
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第３条に、本会は会員相互の親睦と研修を図るとと
もに、群馬大学医学部の発展に寄与し、併せて学術
研究の向上に貢献する事を目的とするとあります。
また第４条には前条の目的を達成するために⑴会員
相互の親睦と発展に関する事業、⑵会報・会員名簿
の作成、⑶講演会・研究会等の開催、⑷表彰・奨学・
補助金制度の実施等の事業を行うとあります。これ
らに沿って同窓会は活動しています。特に会員間の
連携を深めること、そして会員名簿の作成は最も大
切な事業のひとつです。群馬大医学部卒業生は社会
に対して重要な役割と責任を持っております。卒業
生の状況を把握し、それを活用する役割を同窓会は
担っております。学生に対しては、学友会や部活へ
の援助、医学祭への補助、国際交流への支援、学生
の表彰などの活動を行っております。
全国で活躍されている同窓生は埼玉支部、東京支
部、神奈川支部、北陸支部など地域ごとに同窓会の
支部を立ち上げて、同窓生の親睦を深めております。
同窓会役員として地方の支部会に参加すると、懐か
しい先輩や後輩達とお会いすることが出来ます。そ
の際には会員の皆様たちが最近の母校の状況に強い
関心を持っていること、さらに同窓会を大学や病院
に対する会員の要望の窓口として期待していること
が感じられます。
群馬大学には桐生・太田キャンパスに理工学部、
荒牧キャンパスに教育学部と社会情報学部、昭和
キャンパスに医学部医学科と保健学科があり、それ
ぞれに同窓会があります。そして、2019年４月18日
にこれら４学部５同窓会の代表が荒牧の大学本部に
集まり、学長をお招きし全学同窓会である群馬大学
同窓会連合会を正式に発足させます。刀城クラブは
群馬大学と連携し、大学を支援する活動を高めて参
ります。同窓生の活躍は大学を支援することにつな
がり、群馬大学の発展は同窓生、そして大学教職員
の発展、さらには地域の発展に繋がります。
皆さんが、人間味にあふれ、個性豊かな優秀な医
師、医学研究者に成長されますことを強く願ってお
ります。

新入生歓迎会（平成31年４月６日 刀城会館）
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生など様々な人たちとの出会いを大切にし、群馬大

入学オリエンテーション

学での学生生活を楽しんでください。
また、学生生活のなかで、困ったことがあれば学

新 入 生 歓 迎

友会執行委員会に相談してください。学友会は群馬
大学医学部医学科の全学生加盟による学生自治会で

学友会執行委員長

川崎

あり、その執行委員は大学と学生との “橋渡し” の

新（医学科４年）

役割を担っています。例えば、年二回行われる懇談
会では先生や職員の方と学生がカリキュラムや大学

学友会執行委員長を務めさせていただいておりま

施設など学生生活全般について意見交換を行ってい

す医学科４年の川崎新と申します。刀城クラブの先

ます。１人１人の声は小さくても、多くの意見を集

生方のご厚意により、本年も新入生歓迎会がとりお

約し、学生の総意として大学側に伝えていくことで、

こなわれたことを学友会より感謝申し上げます。

これまで多くの要望が実現してきました。今年もみ

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。

なさんの意見をくみとり、大学へお伝えすることで、

オリエンテーション、入学式、新歓などを通してみ

よりよい学生生活が送れるよう努めてまいりますの

なさんと接することができ、大変うれしく思ってお

で、アンケートや目安箱を通して多くの意見をお寄

ります。

せいただけたらと思います。

これから新入生のみなさんは医学生として学生生

最後になりますが、新入生のみなさんの群馬大学

活を始めます。医学の知識を学ぶというのもとても

での学生生活が実りあるものとなりますよう心より

大切ですが、是非、視野を広く持ち、様々なことに

お祈り申し上げます。
同窓会の皆様には様々な場面でご支援いただき、

挑戦してみてください。部活やサークルに入り、没
頭するのもいいでしょう。研究に興味がある方は、

大変感謝しております。そして我々学友会がこのよ

MD-PhDコースといった群馬大学に存在する様々な

うな活動を継続することができるのは、教授の先生

制度を活用し、医学研究を学生のうちからはじめる

方をはじめとする教職員の皆様、大学関係者の皆様

のもいいでしょう。学会や勉強会に参加し、興味の

が学生の声に耳を傾けてくださっているからに違い

ある分野について理解を深めるのもいいでしょう。

ありません。今後も温かいご支援・ご協力のほどよ

さらに、そういった活動を通して、友人や先輩、先

ろしくお願いいたします。

新入生歓迎会（平成31年４月６日 刀城会館）
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れていません。私は、2003年からの２年間、米国
ニ ュ ー ヨ ー ク のMemorial Sloan-Kettering Cancer
Centerに研究留学しましたが、その間、DNA ２重

令和新時代へ向けて

鎖切断修復研究の世界的権威であるMaria Jasin教
授に師事しました。DNA ２重鎖切断修復は、放射

消化管外科学分野
教授

佐伯

線治療やある種の化学療法の感受性を決定する重要

浩司（特別会員）

な経路ですが、私はその経路の活性化が化学放射線

みなさま、はじめまして。４月１日付けで、群馬

療法の治療抵抗性に関与すると考え、これまで研究

大学大学院総合外科学講座消化管外科学分野教授を

を続けてきました。いずれ、治療感受性を増大させ

拝命し、同日着任いたしました佐伯浩司と申します。

るような治療法の開発につなげることができればと

どうかよろしくお願い申し上げます。私は、昭和44

考えています。

年に長崎県佐世保市で生まれ、高校までは佐世保で

私は、群馬大学消化管外科での目標を以下のよう

育ち、平成６年に長崎大学医学部を卒業しました。

に掲げます。

その後は、九州大学大学院消化器・総合外科（第２

診療：ハイレベルで信頼性の高い医療の実践

外科）に入局し、これまでの25年間、米国留学の２

＊低侵襲性と安全性の追求

年間を除き、ずっと九州で仕事をしてきました。こ

＊高難度・最先端手術の導入

の度、はじめて本州に渡り群馬に赴任しましたが、

＊地域に根差した診療の実践

群馬大学のみなさまには大変温かく迎えていただ

研究：外科研究を通した社会への貢献

き、心より御礼申し上げます。

＊治療応用を目的とした「問題解決型研究」

さて、私はこれまで消化管外科の中でも、特に食

＊基礎と臨床の双方向的研究

道外科を専門とし、臨床と研究に従事してきました。

＊エビデンスの創出と発信

食道癌の手術は、消化器外科の中でも最も高侵襲な

教育：未来を担う消化管外科医の育成

もののひとつであり、依然として術後合併症の発生

＊医師としての人間性の育成

割合も高いと言わざるを得ません。したがって、い

＊実臨床を意識した知識の伝達

かに根治性を保ちつつ、安全に手術を行うかが鍵で

＊高度な手術手技の定型化と継承

あり、私もこのことを念頭に術式の改良に取り組ん

また、以前群馬大学外科で起きた医療事故の教訓

できました。そのひとつは、手術の低侵襲化を目指

を受け、医療安全のための取り組みとして、開かれ

した胸腔鏡手術やロボット手術の導入です。胸腔鏡

た医療・開かれた診療科運営も重要です。外科治療

手術では、従来の開胸・開腹手術と比べ体壁の破壊

はチーム医療であり、組織としてのコンプライアン

がはるかに少なく、術後の疼痛も軽減できます。そ

スとガバナンス、それにコミュニケーションが重要

のため、患者さんの術後の立ち上がりもずいぶん早

と考えます。「消化管外科」は、多診療科・多職種

くなりました。さらに、ロボット手術は、限られた

によって形成されるチーム群馬大学の一員だと認識

空間での精緻な動きを得意とするため、狭い縦隔内

しています。透明性の高い診療科運営を通して、最

での操作が必要な食道癌手術には、非常に適してい

高級の医療安全の実践を目指したいと思います。

ると思います。群馬大学消化管外科では、すでに胸

私は、学生時代にラグビーをしていました。私が

腔鏡手術が導入され、良好な治療成績をおさめてい

診療科で培っていきたい精神は、
ラガーマンの “One

ます。今後は、院内コンセンサスのもと、ロボット

for all, all for one” の精神です。この言葉には、
「一

手術を導入し、患者さんにより質の高い医療を提供

人はみんなのために、みんなは一人のために」とい

できるよう努力したいと思います。

う意味以外に、「一人はみんなのために、みんなは

また、食道癌の治療成績の向上のためには、手術

一つの目的のために」という意味があります。チー

だけではなく、化学療法・放射線療法・免疫療法な

ム全体でひとつの目的に向かった時、そのチームは

どを含めた、集学的治療の進歩が望まれます。化学

最高の力を発揮できると考えます。

療法や放射線療法は、食道癌に対して有効な治療手

最後になりますが、消化管外科教室の発展を通し

段ですが、なかには治療が非常に効きにくい症例が

て、令和新時代における群馬大学の前進に貢献でき

存在します。しかし、そのような治療感受性の違い

れば、この上ない喜びです。ご指導のほど、何卒よ

がどのような機序で起こるのかは、ほとんど解明さ

ろしくお願い申し上げます。
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のご冥福を深くお祈りするとともに、改革の成果が

69

結実する日を心待ちにしております。また、身を粉
にして改革に奮闘している関係各位に敬意を表し、
群大医学生や若手医師には将来の希望を大きくもち

「北関東の雄」の原点へ

つつ群大の発展に貢献して欲しいという気持ちで一

埼玉医科大学総合医療センター
消化管・一般外科/ゲノム診療科（兼任）
教授

石田

杯です。
私の病院では2000年10月７日に抗がん剤の過量投

秀行（昭59卒）

与で女子高生が亡くなり、関係者が刑事処分を受け
たことは皆さんがご存じだと思います。ご遺族がテ

私は昭和59年に群馬大学を卒業しました。親戚が

レビで、「群馬大学はしっかりしている。うちの娘

前橋で町道場を開いていたこともあり、直ちに柔道

も群大で治療を受けていたら」とインタビューでコ

部に拉致され、入学式の２日後の夜には “落とされ

メントされていました。ご遺族は群大の事件につい

た” と記憶しています。群大医学部というより群大

てどうお考えになっているか？どうしても気になり

柔道部を卒業したといっても過言でないほど、素晴

ます。当院では2000年の事故以降、毎年10月に医療

らしすぎる？先輩後輩と過ごさせて頂きました。そ

安全全体集会「リメンバー 2000」を開催して、病

れが今も私の貴重な財産であり、日々のエネルギー

院職員全員が2000年の事故の原点に立ち返りながら

の源泉になっていると思います。柔道部の大先輩の

医療安全に対する医療人の意識の向上と医療安全文

飯野佑一先生が同窓会長に就任されて以降、現在の

化の醸成を図っています。私は外科診療やゲノム医

白倉賢二会長のもとでも同窓会の会計を担当させて

療の責任者ではありますが、院内の化学療法に関す

頂いています。

る責任者を10年以上拝命しています。1000床レベル

卒業後の進路として、群大の外科系教室も選択肢

の地域がん診療拠点病院ですので、本来は腫瘍内科

であったのですが、実家が東京ということもあり、

医が務めるべきかと思いますが、2000年の医療事故

東京医科歯科大学の第２外科学教室に入局しまし

を経験しているからこそ私が拝命しているのだそう

た。卒業前の秋口、東京医科歯科大学は連日のニュー

です。「オレ流」の化学療法は完全に排除し、化学

スで取り上げられるスキャンダルがあったため、
「よ

療法の実施については薬剤師・看護師とのチーム医

くそんなところに行くね」と多くの方々に言われたこ

療による情報の共有に最も力を注いでいます。他大

とを昨日のことのように思い出します。入局した教

学やがん専門病院から着任した医師との摩擦が時折

室・関連病院で消化器外科・胸部外科・乳腺内分泌

ありますが、「リメンバー 2000」の精神について、

外科・小児外科等の研修を一通り終え、当初小児外

必要に応じて私自身が説明し、理解を求めています。

科医、次いで肝胆膵外科医を目指そうとしましたが、

群大病院は今春特定機能病院の再認定を受けるこ

結局上司の強い説得により下部消化管外科（大腸癌、

とができ、多くの教職員がほっとされていることで

炎症性腸疾患、消化管ポリポーシス等）を専門にし

しょう。しかしながら、本来高度型がん診療拠点病

ました。縁あって1996年から埼玉県川越市の埼玉医

院やがんゲノム中核病院も目指せる実績を有しなが

科大学総合医療センターに赴任し、2005年から診療

ら、地域がん診療拠点病院さえ、残念ながら再認定

科の責任者を拝命しています。2014年からはがん診

されていません。県民の附託に応えきれていない現

療担当の病院長補佐として、外来化学療法センター、

実を重く受け止め、オール群大での体制の再整備に

がん診療支援室のマネージメントも担当しておりま

あたって頂きたいと思います（誠に僭越ですが，あ

す。遺伝性大腸癌も専門領域ですので、今春から新

えて申し上げます）
。先進的で高難度の医療を提供

設されたゲノム診療科の責任者も務めております。

しつつ重要な研究業績を国内外に発信し続けるのが

消化器外科の教授を拝命している立場から、母校

群大医学部の使命です。診療レベルのたゆまぬ向上

に望むことといえば、避けて通れないのは群大の一

と患者目線に立脚した医療人の育成を最優先課題と

連の死亡事故であるのは言うまでもありません。群

して改革を断行し、十年先、二十年先、いや百年先

大病院の総力を挙げた改革がなされつつある現在、

にも「北関東の雄」であり続けて欲しいと願ってい

亡くなられた方への深い哀悼の意を表し、ご遺族へ

ます。熱く応援しています。
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

第23回関東ハイパーサーミア研究会・
全身ハイパーサーミア研究会への
ご支援のお礼

FAOPS2019 & ADInstruments
Teaching Workshop を
開催して

未来先端研究機構ビッグデータ統合解析センター
教授 浅尾 高行（昭58卒）

応用生理学講座
教授 鯉淵 典之（昭60卒）

平成31年３月23日（土）に、第23回関東ハイパー

2019年３月27日〜28日に神戸国際会議場において

サーミア研究会・全身ハイパーサーミア研究会の合

第９回 Federation

同研究会を群馬大学の東京サテライトオフィスのあ

Physiological Societies Congress （FAOPS2019）

るキャンパスイノベーションセンター（東京田町）

のサテライトワークショップを開催させていただきま

を会場とし開催させていただき、盛会のうちに終了

した。開催にあたり、刀城クラブよりご支援をいただ

しました。本研究会の開催にあたり群馬大学医学部

き、深く御礼申し上げます。

同窓会よりご支援をいただきましたことを深謝申し
上げます。

of

Asian

and

Oceanian

FAOPS大会は四年に一度アジア・オセアニア各国
持ち回りで開催しており、日本では初開催でした。私

特別講演として本学卒業の筑波大学放射線腫瘍学

が主催いたしましたのは、FAOPSとともに開催され

櫻井英幸教授にハイパーサーミアによる放射線増感に

てきた生理学・医学教育に関するサテライトワーク

ついて臨床の面より、未来先端研究機構の横堀武彦

ショップです。従来の学会のようにただ座って講演を

先生には温熱治療に関する標的タンパクをターゲット
にした基礎研究について講演をいただきました。

聞くのではなく、参加者は小グループに分かれ、
トピッ
クごとにグループワークをします。ワークショップ全

がんが熱に弱い性質を治療に応用するハイパー
サーミア治療は1990年には保険収載され、日本が研
究と臨床面において世界を牽引してきた歴史があり
ます。群馬大学医学部附属病院ではいち早く放射線
科に国産の深部加温装置が導入され、先進的治療と
して旧第一外科との共同研究が長年にわたり行われ
てきました。現在、本邦においては馴染みが薄い治
療となっておりますが、放射線治療や化学療法との
組み合わせによる上乗せ効果について多くのエビデ
ンスがあり、最近では難治性疾患である腹膜播種や
偽粘液腫の標準治療としてNICCガイドラインに掲
載され海外で脚光を浴びております。一時下火に

体 の テ ー マ はBlossoming the Future of Active
Learners（花開け！未来のアクティブラーナー）で、
アクティブラーニング（能動的学習）について種々の
トピックでグループワークを行いました。16カ国から
当初の予定を上回る約120名の参加者があり、活発な
意見交換ができました。
現在、医学教育は大きな変革期を迎えております。
国際認証評価の導入により、各国のカリキュラムが均
質化し、医学教育に関しては完全に各国同等の討論
が可能になっています。また、座学形式一辺倒だっ
た授業も、学生主体の討論形式での課題解決型の授

なっていた治療法ですが海外での評価をうけ日本で

業に移行してきております。その中で、いかに学生に

も再び注目されてきています。来年2020年に９月に

能動的・自主的に学ばせるか、と言うことが話題の中

は、親学会である日本ハイパーサーミア学会を高崎

心でした。具体的には、基礎医学の授業での症例シ

Ｇメッセで主催させていただくことになりましたこ

ナリオの活用法、自宅で自習してくることを前提とし

とを、この場をお借りしてお知らせいたします。

た反転授業、実習と授業をどのように有機的に結び

最後になりましたが、総合外科学講座、重粒子セ
ンターのスタッフのご協力と同窓会会員の皆様のご

つけるか、等が話し合われました。そして、四年後の
テヘランでの再会を約束しての終会となりました。

支援により無事盛会のうちに終えることができまし

この度はご援助、ご協力いただき、本当にありがと

たことをご報告するとともに、同窓会より支援を賜

うございました。今後の刀城クラブの益々のご発展を

りましたことに重ねて御礼申し上げます。

祈念しております。
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ています。もう一つの特徴は「生涯にわたって学び

地域医療研究・
教育センターだより②

続ける能力」の重視です。多様化する価値観、ITの
急速な進化などの変化に対応し、医師として社会に
貢献し続けていくためには、自らを振り返る力と自

2020年度臨床研修制度の改定と
群馬大学附属病院の
新・臨床研修プログラム
臨床研修センター
副センター長 菊地

律的に学ぶ姿勢が、今後ますます必要になっていく
と考えられているためです。
（到達目標の詳細につい
ては、医師臨床研修ガイドライン2020年度版https://
www.mhlw.go.jp/stf/newpage̲03924.htmlをご参照

麻美（平７卒）

ください。
）
これらの到達目標を達成するための方略（Strategy）

医師臨床研修等の後進の指導にいつもお力添えを

として、外科、小児科、産婦人科、精神科が必修化

いただきまして、誠にありがとうございます。先般、

され、さらに「一般外来」での４週以上の研修が必

2020年度に向けた臨床研修制度の大きな改定が行わ

修となりました。また、地域医療研修では、
「患者が

れました。その目玉は、到達目標の全面的な見直し

営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療」

です。この場をお借りしまして、今回の改定の概要

に重点がおかれ、研修中に一般外来診療と在宅診療

と本学医学部附属病院の新しい研修プログラムにつ

の両方の経験が必要となりました。さらに、
「感染対

いて、ご報告申し上げたいと思います。

策、予防医療、虐待への対応、社会復帰支援、緩和

新しい研修到達目標は、表１にお示しさせていた

ケア、アドバンス・ケア・プランニング、臨床病理

だきます通り、Ａ．医師としての基本的価値観（プ

検討会等」についての経験が必須となり、
「感染制御、

ロフェッショナリズム）
、Ｂ．資質・能力、Ｃ．基本

緩和ケア、栄養サポート、認知症ケア、退院支援等

的診療業務、の３つから構成されています。特徴と

のチーム医療活動への参加」や「児童・思春期精神

しては、Ａ．医師としての基本的価値観について、

科領域、薬剤耐性、ゲノム医療」などの研修も推奨

非常に詳細かつ具体的に述べられている点があげら

されています。

れます。例えば、
Ａ−３人間性の尊重については「患

以上のように、今回の臨床研修制度改定では、単

者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊

なるローテーションの追加・変更にとどまらず、研

敬の念と思いやりの心をもって接する」と詳説され

修プログラムの目標の再定義と研修方略の見直しが
不可欠となります。群馬大学医学部附属病院では、
新しい到達目標に沿ったプログラムの検討を、昨年
度より進めてまいりました。その特徴は、flexibility
（しなやかさ）とfirmness（確かさ）の調和です。
flexibility（しなやかさ）としては、県内外の多く
の研修病院・施設でのたすき掛け、あるいは月単位
の研修や、附属病院・協力病院のすべての診療科・
部門で幅広い研修が可能なことがあげられます。研
修医にとって、臨床研修期間は、自分が将来どのよ
うな分野で社会に寄与していきたいのかを熟慮し、
選択する時期でもあります。選択の幅が広く自由度

表１

臨床研修の新しい到達目標と必修診療科

の高いプログラムは、研修医の個々のニーズに対応
−8−
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可能であり、研修医が自律的に学び、将来を選択し

の診療・教育リソースを活用した「初期臨床SES（科

ていく上でも非常に有益であると考えています。

学的知、倫理、技術）研修」を新設することで、2

firmness（確かさ）の背景には、地域の協力病院・

年間の中でしっかりと経験できるプログラムを用意

施設と附属病院の強固な連携があります。特に地域

することができました。また、医療の質・安全学講

医療や一般外来研修では、地域の先生方のご協力・

座

ご理解の下、大学病院では不足しがちな経験も十分

授のお二人に、研修プログラムの副責任者としてご

積むことのできる体制を整えさせていただくことが

指導いただくこととなりました。

できました。お力添えいただきました諸先輩方に厚
く御礼申し上げます。

小松康宏教授、神経精神医学講座

福田正人教

このように、協力病院・施設等の諸先生方、また
本院の各分野の先生方のご協力により、研修医の到

同時に、大学病院ならではの診療体制やチーム診

達目標達成を担保し、さらに研修の質と魅力を高め

療等の充実も、
「確かな研修」を提供する重要な基

た、最善のプログラムを準備できたと考えておりま

盤となりました。新しい研修評価には、薬剤耐性や

す。今回の臨床研修制度の改定の要である「医師と

ゲノム医療、利益相反、臨床試験、感染症パンデミ

しての基本的価値観」と「生涯にわたって学び続け

ック、保険診療などの項目が含まれています。これ

る能力」を重視した人材育成は、改革を経た本院へ

らの課題について、感染制御部・徳江豊先生、臨床

の社会からの期待に応える上でも大変重要であるこ

試験部・中村哲也先生、先端医療開発センター・浅

とと存じます。プログラム改定を機に、近年減少が

尾高行先生、保険診療管理センター・大山良雄先生、

みられる本院プログラムの初期臨床研修医数を再び

システム統合センター・齋藤勇一郎先生をはじめと

盛り返していくことができますように、諸先輩方の

する多くの先生方のお力添えにより、本院ならでは

一層のお力添えをお願いできれば幸いです。

西吾妻福祉病院にて（平成30年度
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群大病院での
初期臨床研修について

附属病院臨床研修医（２年目）
書上
韻（平30卒）

附属病院臨床研修医（２年目）
中村 美紀（平30卒）

群馬大学初期研修医の書上韻と申します。初期研

私は地域医療枠のため、研修先は県内と決まって

修として群馬大学を選んだ理由と研修について報告

いました。地域医療セミナーや臨床実習で様々な病

いたします。このような機会をいただいたことを感

院を見学し、群大病院を選びました。理由は、各科

謝申し上げます。

の最新の医療に研修のうちから携わりたかったこ

まず、私が群馬大学を選んだ一番の理由は、たす
きがけ研修に大変魅力を感じたからです。たすき掛
け研修とは協力病院で11〜12 ヶ月間研修すること
です。また、群馬大学では自由選択の期間が多く、
個人の希望に応じた研修を臨機応変に行うことがで
きます。私は将来整形外科医を志望しており、２年
目の研修は興味のある整形外科を重点的に学ぶこと
のできる群馬中央病院を選択しています。１年目は

と、カンファレンスの活発な意見交換に参加したい
と思ったこと、たすき掛けで市中病院の研修もでき
ることなどです。
実際に研修が始まって、覚える仕事が多いのに加
え、難しい疾患や最新の治療を勉強するのに苦労し
ました。医療安全の観点から特に研修医のオーダー
は通るまでの手順が多くなっており、同意書の種類
や数も増えて、面倒に思うことがありました。徐々
に仕事に慣れ、患者さんの病態について集中して勉

群馬大学で内科と救命救急センターを中心に研修を

強すると、大学ならではのアカデミックな楽しさを

行いました。大学病院と市中病院の両方で研修を行

実感することができました。また大学ではcommon

えることもたすき掛け研修のメリットです。協力病

diseaseをみられないのではと懸念していましたが、

院の選択や研修期間もある程度幅をもって行えるた

特に救命救急センターでは二次輪番も行っており、

め、その人に適した研修プログラムを探すことがで

多くの疾患群を経験できました。
ここ数年は群大病院の初期研修医が減少傾向です

きると思います。
続いて、群馬大学での研修について報告します。

が、確かに減るだろうなという要因もある一方、ま

１年間の研修で大学病院は研修体制が整っていると

だ学生に群大の研修の良さを伝えきれていない部分

感じました。研修医向けのレクチャーや各科の指導

もあると思います。待遇については、県内の市中病

体制がしっかりしているため、基本に忠実に学ぶこ

院と比較すると、もう少し良くならないかと心の中

とができると思います。分からないことや困ったこ
とがあれば、いつでも相談できる環境であり、安心
して研修を行うことができました。また学生のとき
からお世話になっている先生方に引き続きご指導い
ただけるという安心感もありました。研修医室や当
直室、図書館、スキルラボセンターなどの環境は非

で思うことはあります。また学生実習の時、市中病
院だと研修医の仕事や勉強会をみる機会が多いのに
対し、大学では研修医との接点が少なく、一緒にな
るのはカンファレンスだけということがほとんどで
した。研修医になって、たまに学生へ教える機会を
いただくと、自分の勉強にもなり、群大の研修の
PRになると思っています。

常に恵まれており、同期も多いため、楽しく充実し
た１年目となりました。

私は内科志望で、新専門医制度の後期研修の先生
の様子もみています。大学は診療科が揃っているた

群馬県内の研修病院はそれぞれの良いところがあ
ると思います。自分の希望に一番合った研修病院や

め、初期研修のうちから後期研修を見据えて幅広い
分野の症例を受け持ち経験できるのも強みです。

プログラムを見つけることができると充実した研修

今後も貴重な同期・後輩とともに精一杯努力して

生活が送れるのではないでしょうか。私も残り１年

参りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

の初期研修を大事に日々精進していきたいです。

いたします。
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支 部 だ よ り
群馬大学医学部同窓会 刀城クラブ東京支部会
第12回総会および懇親会
東京支部会長

堀

貞夫（昭47卒）

2019年３月９日（土）
、東京・渋谷エクセル東急で
開催しました。会を始めるに当たり、
会計幹事であっ
た故松峰敬夫先生のご冥福を祈り、黙祷をささげま
した。
参加者は56名で昨年にも増して多数の参加者数で
した。ことに女性の先生方が、10人を超えて参加し
ていただき、華やかさも際立ちました。懇親会に先
立って記念撮影をしました。写真でご覧いただくよ
うに、参加者が多いので一人一人の表情が昨年同様
に具に読み取れない状況でした。
例年通り小原甲一郎相談役（昭39卒）の司会で、
式次第により進行しました。今回は新任の白倉賢二
同窓会長に来駕いただき、群馬大学全学同窓会の現
状や、医学部教授会と同窓会との連携についてのお
考えをお話しいただきました。その後、2018年10月
20日の同窓会総会で地域医療貢献賞を受賞された根
本博文先生（昭48卒）にご挨拶いただきました。今
年度の活動報告や会計報告などに引き続き、特別講
演に移りました。今回はテレビ番組にも登場する、
二人の熟年の同窓生のご活躍を拝聴しました。
特別講演Ｉは新浪博士先生（昭62卒）による「最
新の心臓外科の動向」でした。群大卒業後、東京女
子医科大学附属日本血圧研究所に入局し、米国、豪
州留学、順天堂大学で心臓外科の研鑽を積まれ、平
成19年埼玉医科大学心臓血管外科教授となり、平成
29年８月女子医大心臓血管外科の主任教授に就任さ
れました。講演の冒頭では世界の心臓外科の歴史を
解説され、国内では女子医大心臓外科初代教授の榊
原仟先生が本邦初の心臓手術を行い、女子医大から
本邦の心臓手術の黎明期を担ったことを説明し、今

令和元年（2019年）５月31日

年が榊原外科講座開講70周年になることに触れられ
ました。その後、現在の心臓外科の動向の話題に移
られ、冠動脈バイパス手術は動脈グラフトを多用化
することでカテーテル治療よりも生命予後を改善で
き、人工心肺を使用しないオフポンプバイパスで行
うことで、さらに成績を向上できることを解説しま
した。また、大動脈弁や僧帽弁に対するカテーテル
による血管内治療の最前線の話を、動画を使ってダ
イナミックに解説されました。
特別講演Ⅱは木村裕明先生（昭61卒）による「エコー
ガイド下fasciaリリース 肩こり、腰痛への応用」で
した。群馬大学卒業後麻酔科に入局し、済生会宇都
宮病院、亀田総合病院、伊勢崎市民病院を経て、平
成６年に木村ペインクリニックを開設されました。そ
の後日本整形内科学研究会会長に就任されました。
初めにfasciaの解剖、電気生理学について解説され、
医師だけでなく多職種のメディカルスタッフのチー
ム医療により、発痛原を検索することで治療の能率
を上げていることを強調されました。発痛原となる
fasciaの癒着を確認すると、局所麻酔薬ではなく生理
食塩液を、超音波エコー下でリアルタイムに原因病
巣に注入し、癒着をリリースすることで痛みをなく
す治療法です。
「本当ですか？」と疑いたくなるよう
な話ですが、実際に治療を受けた患者さんのビデオ
では、即座に症状が改善することが示されました。
腰痛・背痛に関わる症例が多数提示され、治療効果
が強調されました。本当に驚くばかりでした。
お二人の先生の講演に熱せられ、興奮が冷めやり
ませんでした。懇親会に移っても議論・討論に花が
咲き、約１時間の会食の一時を過ごしました。閉会
の辞を、恒例になった一番若い卒業年次の岸上史士
先生にお願いし、2020年３月14日の第13回総会で再
会することを約して散会しました。
私事になりますが、今回で東京支部会長を辞任し
ます。６年間ご指導、ご鞭撻を頂きありがとうござ
いました。幹事として事務局を担当された菅野倍志
先生（昭49卒）に感謝いたします。会長の後任には、
先般東京警察病院の病院長に就任された、長谷川俊
二先生（昭52卒）にお願いすることになりました。

刀城クラブ東京支部会第12回総会および懇親会（平成31年３月９日
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とを目標として、いろいろ検討した結果、高崎にあ
る暢神荘で行うこととしました。乾杯の後、毎回恒
例の、１人ずつの近況報告を行なったのですが、こ

群馬大学医学部2000年卒
同窓会を終えて
関根

れまで同様、近況報告が盛り上がってしまい、最後
の人の報告の頃には、１次会の終了時間となってし

芳岳（平12卒）

2018年９月15日に、群馬大学医学部2000年卒の同
窓会を開催いたしました。これまで、2007年、2013

まいました。本来であれば、座敷でゆっくり話をし
たかったところですが、最後に写真を撮影して１次
会は終了となり、その後、時間のある人で２次会（31
名参加）を行いました。

年と、大体６年ごとに開催しており、今回は、卒後

卒後18年も経つと、それぞれ様々な道（勤務医、

３回目の同窓会です。参加者は、同級生59名（＋お

開業医、海外、弁護士など）に進んでおりますが、

子さん６名）と、もう１人の幹事の安田君と目標と

一緒に学んだ友人達と会うことで、また頑張ってい

していた過半数を、今回も超えることができ、盛大

こう、という気持ちになれました。次回（2024年ご

な会となりました。会場は、前回はホテルメトロポ

ろ？）も、
安田君と幹事をやることとなりましたので、

リタンで、立食形式だったこともあり、今回は、学

今回以上の参加者を目標に、楽しい会を計画したい

生時代の飲み会の雰囲気が出るように座敷で開くこ

と思います。

2000年卒同窓会（平成30年９月15日；暢神荘）
後 列 左 よ り：伊古田、山下、大野、油井、金子功、井上、小倉、湯橋、山本敦、北詰、中嶋、小林正、荒、
田中、反町
４列目左より：加藤亜、野村、近藤、相澤、須原、南、鵜浦、宮城島、小川、砂倉
３列目左より：高坂、佐藤、岡本、福田、坂本、関口由、久保、吉木、竹川、高橋、加藤礼、吉野
２列目左より：鈴木信、竹内、馬場、新田、安田、新谷、山口、高野、玉置、後藤、高田、阿部香
前 列 左 よ り：池田、根岸、上原、関根、石川、土谷、石関
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2019年度前橋支部総会のご案内
前橋支部長

山田

邦子（昭44卒)

新緑に囲まれた昭和キャンパスから、学生の練習するテナーサックスの音が聞こえて
きます。地元前橋支部から総会のお知らせです。今回の総会・講演会は、2013年に改修
された、医学部基礎大講堂で行います。
過日の上毛新聞に、外科患者数の増加と報道されておりました附属病院の外科診療センター長
調 憲先生に講演を依頼しました。多数のご参加をお待ちしております。

日

時

場
所
総
会
講 演 会
講
師

懇 親 会
参 加 者
懇親会費

記
2019年７月11日（木）
医学部基礎大講堂
18：45〜19：00
19：00〜20：00
群馬大学大学院医学系研究科総合外科学講座 教授
附属病院外科診療センター センター長
調 憲 先生
演題『群馬大学総合外科学講座のこれまでとこれから』
群大病院内『水芭蕉』
20：00〜21：00
刀城クラブ前橋支部員、学友会員、病院関係者
前橋支部会員8,000円（学友会員は無料）

群馬大学昭和地区全景（平成30年６月撮影）
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財 団 の ペ ー ジ
平成30年度の群馬健康医学
振興会活動について
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）
平成から令和へと時代は移り、社会は大きな転換
の節目を迎えています。しかし、人々の健康で豊かな
生活を求める心はいつの時代でも変わりません。群馬
健康医学振興会（以下振興会と略す）は県民の健康
増進に寄与することを目的として様々な活動を行って
おります。本稿では平成30年度の振興会事業を報告
させていただきます。
１．研究助成および海外留学助成事業
平成30年度の研究助成は平成29年10月１日より平
成30年２月末日までを応募期間として募集を行い12名
の方々から応募をいただきました。10名の選考委員に
よる厳正な審査の結果、６名への助成をすることが理
事会で承認され、平成30年６月に各々 30万円の助成
金を交付しました。同時に募集した海外留学助成金
には応募者がなく、残念ながら助成は見送りとなりま
した。なお、平成31年度の研究助成・海外留学助成
については平成30年10月より平成31年２月まで公募
し、応募課題についての審査が現在実施されていま
す。
２．講師派遣事業
振興会では地域における健康づくりを目的とした講
演会に対して講師を斡旋、派遣しておりますが、平
成30年度は前橋市城南地区地域づくり協議会からの
要請を受けて、群馬大学大学院保健学研究科看護学
の岡美智代教授を講師として派遣しました。この講
演会は平成31年２月19日に「森林浴によるストレス解
消と健康づくり〜あなたのお散歩をより効果的に！
〜」と題して行われ、111名の市民が熱心に聴講しま
した。
３．書籍の出版
振興会では「健康医学ガイド」をシリーズで発刊
してきた実績があります。これは県民の健康増進に貢
献する目的とした平易な内容の解説書、啓蒙書であ
り、その６冊目は平成29年８月に「肥満と疾患〜どこ
まで解明されたか？」が出版されたことは記憶に新し
いところです。平成30年度はいよいよシリーズ７冊目
に取りかかる年であり、理事会での検討の結果「心
臓と血管の病気」をテーマとして取り上げることが決
まりました。これから編集・出版に向けての具体的な
作業がスタートすることになります。
４．学術集会開催に係る助成金の交付
振興会では県内の医師・研究者が主催する学術集

会に対して、開催費用の募金活動を行い、助成金と
して交付しております。平成30年度には鯉淵典之教
授（2019年アジア-オセアニア生理学会連合大会教育
サテライトワークショップ、平成31年３月27−28日）
、
清 水 敬 親 先 生（10th Annual Meeting of Cervical
Spine Research Society 〜 Asia Paciﬁc Section, 平成
31年３月14−16日）
、調憲教授（第8回手術基本手技
講習会、平成30年12月15日）が主催した学術集会、
講習会に対して募金と助成金交付を行いました。
５．医師賠償責任保険の委託契約
振興会では県内の医師が加入する医師賠償責任保
険の委託契約集金事務を業務として実施しており、
平成30年度は2,269名の加入者がありました。この事
業に伴う事務費が振興会の経常収益となり、平成30
年度の収益は548万円余でした。
６．賛助会員の募集
振興会の様々な事業を円滑に実施するためには、
安定した財政基盤を築くことが必須です。そのため
振興会では賛助会員を募って寄付金を集めておりま
す。賛助会員には個人会員と法人会員があり、その
会費（寄付金）はそれぞれ、
一口５千円と５万円です。
平成30年度は個人会員として64名が、法人会員とし
て42名が賛助会員に加入してくださいました。その会
費総額は310万５千円となりました。
なお、平成31年度（令和元年度）の賛助会員は現
在募集中です。会員加入に関するお問い合わせ先と
会費の納入先口座は以下の通りです。振興会への寄
付金は税制上の優遇措置があります。多くの方々が
賛助会員として振興会をご支援くださることを切にお
願い申し上げます。
（１）お問い合わせ先
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３-39-22
群馬大学医学部刀城会館内
Phone： 027-220-7873
Fax： 027-235-1470
E-mail：gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp
（２）賛助会員会費の納入先口座
郵便振替の場合
口座番号：00120-2-414394
口座名義：公益財団法人群馬健康医学振興会
東和銀行前橋北支店の場合
口座番号：普通預金 481694
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財団のページ
（平成28年度研究助成報告書）
研究テーマ『群馬県内における身
体障害や高次脳機能障害例に対する自
動車運転再開支援システムの確立』

研究テーマ『出張型肝臓病教
室、患者サロンの取り組み
―医師、看護師、管理栄養士、
薬剤師が連携した教室の開催―』

前橋赤十字病院リハビリテーション科
大竹 弘哲（平７卒）

群馬大学医学部附属病院
肝疾患センター消化器・肝臓内科
堀口 昇男（平８卒）
【報告書】肝臓病教室 / 患者サロンは、肝疾患患者
および家族が疾患に対する理解を深め、患者、医療
者間のコミュニケーションの場であり、QOL を高め
るよう患者との信頼関係を築く場でもある。医師、
看護師、薬剤師、管理栄養士、社会保険労務士によ
る多職種による講演および相談会、患者同士の交流
の場としての肝臓病教室 / 患者サロンを開催した。
また、医療機関を受診していない潜在性患者の掘り
起しの為、企業や公的機関へ出張しての出張型肝臓
病教室 / 患者サロンを開催し、その成果を消化器病
学会総会にて発表した。

【報告書】2016年６月15日から計６回の研修会を開
催した。高次脳機能障害者に対する運転再開につい
て、九州労災病院門司メディカルセンターの蜂須賀
研二先生や群馬県警察本部交通部運転免許課の職員
の方などに講演をして頂き、作業療法士や言語聴覚
士、医師、理学療法士、看護師、医療ソーシャルワー
カーなどが80名から197名集まった。そして、患者
さんと家族向けに「脳卒中後の自動車運転再開ガイ
ドブック」を作成し、研究会のウェブサイトと群馬
県作業療法士会のサイトで公開した。また高次脳機
能検査や運転シミュレーターの各評価項目での基準
値設定について検討を進めている。これらの活動に
ついて、第５回運転と作業療法研究会と第３回日本
安全運転・医療研究会より招請を受け講演し、また
群馬県警察本部交通部からも評価され、感謝状を頂
いた。

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

研究テーマ『絨毛膜羊
膜炎に関する共同研究』
群馬大学大学院保健学研究科
生体情報検査科学講座
安部由美子（昭57卒）

群馬大学医学部附属病院集中治療部
高澤 知規（平８卒）

【報告書】絨毛膜羊膜炎は早産の主因であるが、妊
娠中の検査法は限られている。一方、
アクチビンは、
炎症との関係が注目されている増殖因子であり、敗
血症の重症度と関連し、実験動物ではアクチビン結
合蛋白質の投与により、敗血症による死亡率が低下
することが報告されている。このため、絨毛膜羊膜
炎の重症度とアクチビンの関係について、検査法の
開発に有用な知見を得ることを目的に研究を行っ
た。その結果、炎症性サイトカインが、ヒト羊膜細
胞で、結合蛋白質非結合のアクチビン A 発現を促
進すること、特に IL-1 βは絨毛膜羊膜炎の羊水中
に検出される濃度でアクチビン A の発現を有意に
促進することを明らかにした。羊水中のアクチビン
A 値と絨毛膜羊膜炎の重症度との関係については
群馬県立小児医療センター産科との共同研究を継続
中である。

【報告書】アナフィラキシーの発生頻度は低いもの
の、発症すると生命に関わる病態である。本研究で
は、周術期に発生するアナフィラキシーが、どのよ
うな原因で引き起こされるのかを調査した。原因薬
剤同定のため、皮膚テストと好塩基球活性化試験の
結果を解析した。39 症例を調査した結果、原因薬
剤としては、筋弛緩薬の拮抗薬、抗菌薬、筋弛緩薬
の順に多いことが判明した。この成果の一部は以下
の論文にまとめて発表した（Horiuchi T, Saito S,
Takazawa T et al. Usefulness of basophilactivation
tests for diagnosis of sugammadex-induced
anaphylaxis. Anesth Analg 2018; 126: 1509-1516）。

− 15 −

令和元年（2019年）５月31日

群馬大学医学部刀城クラブ会報

役員会だより

学

第２回役員会（平成31年２月28日）
出席者 白倉会長 他20名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．医学部代表者及び新任教授との懇談会について
３．退任教授記念送別会について
４．群馬大学同窓会連合会について
５．その他
協議事項
１．会報・名簿編集状況について
２．その他

謹

出席者 白倉会長 他18名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．退任教授記念送別会について
３．神奈川支部総会について
４．桐生支部総会について
５．東京支部総会について
６．会員名簿（平成30年度版）について
７．その他
協議事項
１．新入生オリエンテーションについて
２．会報編集状況について
３．その他

人

事

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
昭和33年卒
昭和25年卒
昭和29年卒
昭和42年卒
名誉会員

増村雄二郎先生（平成27年７月11日逝去）
水野 武昭先生（平成28年４月10日逝去）
松島
敏先生（平成31年４月23日逝去）
町田 純一先生（令和元年５月５日逝去）
米良 利郎先生（令和元年５月８日逝去）
近藤 洋一先生（平成30年５月23日逝去）

春のよき月、気はうららか、風も
おだやかなこのごろ、改元の節目の
年に素晴らしい同窓生の仲間をお迎えしたことをお慶
び申し上げます。令和の出典の梅花の歌序文では、
梅花に蘭、峰の雲や松、霧、鳥、蝶、北帰する雁と
神羅万象のなかで感慨深く心に添うものが挙げられ
ております。この序文が書かれたいにしえの時代、政
治的には内憂外患も存在し、宴の参加者個々には様々
な逆境や思惑もあったようですが、それらを内包して
もなお、美しい天地のもと、その場に集うものみな、
自分らしく寛いで、胸襟を開いて語り合っており、心
の内を歌うのに、今昔の別はないと続きます。私たち
の母校が新たに迎えた同窓生にとり、同窓会の名称、
刀城にもございますように、利（刀）根川と赤城山の
織り成す、四季折々に美しい前橋の風土のもと、今
昔の別なく、胸襟を開いて語り合える同窓の仲間と素
晴らしい恩師に恵まれ、われらが学び舎にてよい時が
過ごせますよう。そして令和のあたらしい時代に、母
校と私たち同窓生がみな、各々の分野ですこやかに
活躍できますように。
（星野綾美）

編集後記

第４回役員会（平成31年４月25日）
出席者 白倉会長 他23名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．新入生オリエンテーションについて
３．四国瀬戸内海沿岸地区同門会について
４．群馬大学同窓会連合会設立式について
５．その他
協議事項
１．第64回北関東医学会総会同窓会推薦講演につい
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

詫

内

【昇 任】
平成31年４月１日
岸 美紀子（平７卒）大学院医学系研究科附属医
学教育センター医学基礎教
育部門准教授
矢島 俊樹（平９卒）大学院医学系研究科呼吸器
外科学分野准教授
砂長 則明（平５卒）医学部附属病院呼吸器・ア
レルギー内科講師
須藤 貴史（平16卒）医学部附属病院麻酔科蘇生
科講師
久保 亘輝（平19卒）大学院医学系研究科腫瘍放
射線学分野講師

第３回役員会（平成31年３月28日）

お

第254号

び

前号（253号）のクラス会だより、平成元年卒「廣
村桂樹先生教授就任を祝う会」の本文において〔故・
成清先生の時代に入局し〕と記載してしまいました
が、成清卓二先生（名誉会員）は、ご健在であられ
ます。
成清先生および関係の皆様に多大なるご迷惑をお
かけしましたこと深くお詫びいたします。

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）
、髙橋慶一郎（６年）
、
板垣由宇也（５年）
、大玉浩嗣（４年）
、佐藤聖佳（４
年）
、中島拓海（２年）
、成瀬豊（事務局）
、清水ち
とせ（事務局）
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