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本学の同窓会も自由とともに丁度良いくらいの会員

本年度群馬大学医学部
同窓会刀城クラブ総会
を迎えるにあたって

相互の連携を目指してゆきたいと思っております。
今年も同窓会の活動方針を会員の皆様にご理解、
承認をいただく総会が別紙のごとく10月９日（土）

医学部同窓会・刀城クラブ
会長
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に行われます。例年と同様昨年度の事業報告・会計

森川 昭廣(昭44卒）

報告とともに本年度の新たな活動方針と予算案を皆

中世西欧諸都市の商工業者の間には各種の職業別

様に御検討いただきます。緩過ぎず、きつ過ぎずの

組合、すなわちギルドが作られました。このギルドは

連携の中で是非多くの会員の皆様のご参加をお願い

徒弟制度という厳格な身分制度で保持され、そこで

します。本年は群馬大学出身の教授のみならず現在

作り出される製品の材質、規格、価格などを統制し、

本学で教授・准教授をお勤めの特別会員の皆様にも

品質維持を図りました。しかし、種々の部分であま

ご参加いただく教授の会を開催いたします。a田学

りにもしめつけがきつく、その結果批判が強まり、

長の特別講演「我が国の大学医学部の現状と課題」

ギルドはすたれてしまいました。一方、同窓会は目

を拝聴するとともにぜひ、会員の皆様には教授・准

的は異なるもののalumni associationとして会員同

教授の皆さんと地域医療、教育、研究等の情報交換

士のゆるい連携の下で母校の発展を願い、会員相互

をしていただければ幸いです。また、総会では14名

の親睦、情報交換を目的としてきました。それゆえ、

の地域医療貢献賞受賞者の表彰が行われ、さらに総

同窓会は長い間継続しているものと考えられます。

会前日、前々日は北関東医学会が開催されるため多

しかし、あまりゆるい連携ですと目標への到達に時間

くの方が遠方より久しぶりに来前されると聞いてお

がかかり時代の要請に応えられない恐れもあります。

ります。多くの皆様のご出席を願っております。

同窓会総会と教授の会のご案内
第３号議案 平成22年度事業計画について

教授の会
【日

時】平成22年10月9日（土）16：00〜

第４号議案 平成22年度会計予算(案)について

【場

所】群馬大学医学部刀城会館

その他

【特別講演】群馬大学長 a田 邦昭先生

１）地域医療貢献賞の表彰
２）推薦講演者への感謝状の授与

「我が国の大学医学部の現状と課題」

総

３）その他

会

懇親会

【日 時】平成22年10月９日（土）17：00〜

「教授の会」及び「総会」による合同懇親会

【場 所】群馬大学医学部刀城会館

【日 時】平成22年10月９日（土）18：00〜

【議 題】
第１号議案 平成21年度事業報告について

【場 所】群馬大学医学部刀城会館

第２号議案 平成21年度会計決算報告について

【会 費】3,000円

第57回北関東医学会総会のご案内
第１日 平成22年10月7日（木）13：00〜

群馬大学医学部刀城会館

第２日 平成22年10月8日（金） ８：50〜

群馬大学医学部刀城会館

【特別講演】日本内科学会認定更新講座・日本医師会生涯教育講座 指定公開講座
【特別講演・ワークショップ講演】群馬大学大学院医学系研究科 指定大学院講義
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山内逸人、浅尾高行、矢沢伸、木暮和夏子、森
田廣樹、加藤寿英、矢島玲奈、田部雄一、八巻
さやか、深澤孝晴、藤井孝明、堤荘一、桑野博
行（群馬大院・医・病態総合外科学）
10． Selenium contents in the soil and rice
correlate to the prevalence of cardiovascu
lar disease in Lampung, Indonesia
Mutakin,1,3 Ida F. Rivai,2 Andi Setiawan,2
Rizky Abdulah,3 Kenji Kobayashi,1 Chiho
Yamazaki,1 Satomi Kameo,1 Minato
Nakazawa1 and Hiroshi Koyama1（1. Dept.
Public Health, Gunma Univ. Grad. Sch.
Med. 2. Universitas Lampung, Indonesi
3. Universitas Padjadjaran, Indonesia）
11．うつスクリーニング票の自殺願望に関する質
問項目と社会環境要因との関連について：性差
の検討
脇本優司、山崎千穂、中澤港、小山洋（群馬大
院・医・公衆衛生学）

第57回 北関東医学会総会プログラム
第１日 平成22年10月7日（木）
群馬大学医学部刀城会館
【開
会】13：00
【ポスター展示】11：30〜17：00
【一般演題Ａ（ポスター発表）
】
セッション1 13：05〜13：30
座長 石崎 泰樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）
１．発生期マウス小脳に存在するCD44陽性細胞
倉知正、蔡娜、柴崎貢志、石崎泰樹（群馬大院・
医・分子細胞生物学）
２．局所脳梗塞からの機能代償における健常半球
の神経再編成
高鶴裕介、鯉淵典之（群馬大院・医・応用生理
学）
３．S100β-v-erbBトランスジェニックラットに
発生する脳腫瘍の解析
横尾英明、信澤純人、田中優子、伊古田勇人、
中里洋一（群馬大院・医・病態病理学）
４．ラット下垂体におけるアクアポリン水チャネ
ルの分布局在
松h利行1,2、稲畠有規2,3、小林牧人3、小澤一史2
（1.群馬大院・医・生体構造学、2.日本医科大
学大学院医学系研究科生体制御形態科学、3. 国
際基督教大学理学科生物学教室）
５．5-HT2A受容体の活性化によるアクチン細胞
骨格の変化
六本木 (竹田) 麗子、白尾智明（群馬大院・医・
神経薬理学）
セッション２
13：35〜14：05
座長 石崎 泰樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）
６．樹状突起スパインにおけるドレブリンのアイ
ソフォーム特異的な動態の制御機構
鎌田洋輔、小林孝安、白尾智明、花村健次（群
馬大院・医・神経薬理学）
７．小脳におけるアストロサイト発生の分子機構
池澤貴之1、岡野-内田孝幸1、関本研一2、柴崎貢
志1、倉知正1、磯達也3、倉林正彦3、 齋藤繁4、
石崎泰樹1（1.群馬大院・医・分子細胞生物学、
2.群馬大医・附属病院・腫瘍センター、3.群馬
大院・医・臓器病態内科学、4.群馬大院・医・
麻酔神経科学）
８．脳におけるSIRPαチロシンリン酸化の解析
丸山登士1,2、大西浩史1、草苅伸也1、林由里子1、
村田陽二1、齊藤泰之1、岸章治2、的崎尚1（1.群
馬大・生調研・バイオシグナル分野、2.群馬大
院・医・眼科学）
９．H T29大腸癌細胞における細胞間相互作用に
よる温熱感受性亢進
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【一般演題Ｂ（ポスター発表）
】
セッション3 13：05〜13：35
座長 小山
洋（群馬大院・医・公衆衛生学）
12．Case interview report of people living
with HIV/AIDS in West Papua, Indonesia:
Their quality of life (QOL) and the efficacy
of the supporting group
Rahel Fikiran, Eka W. Suradji, Chiho
Yamazaki, Minato Nakazawa and Hiroshi
Koyama（Dept. Public Health, Gunma
Univ. Grad. Sch. Med.）
13．男性労働者における配偶者の有無と抑うつ状
態との関連性について
長尾景充、山崎千穂、中澤港、小山洋（群馬大
院・医・公衆衛生学）
14．Current status of single urine/urinary
incontinence/postvoid residual volumes in
elderly residents in a geriatric health
services facility
Manami Kamiyama, Yoko Uchida and
Misako Koizumi（Sch. Health Sci., Gunma
Univ. Fac. Med.）
15．共働き夫婦が認識する妻が満足と感じる夫の
関わり
中島久美子1、伊藤玲子2、國清恭子1、阪本忍1、
荒井洋子1、篠崎博光1、常盤洋子1（1.群馬大医・
保・母子看護学、2.稲城市立病院）
16．子育ての歴史的観点からとらえた現代の子育
て支援の視点
今井充子、常盤洋子（群馬大医・保・母子看護学）
17．早期産で低出生体重児を出産した母親の出産
体験の内容に関する研究
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森島知子1、國清恭子2、牧野孝俊2、平川君江3、
堀込和代3、常盤洋子2（1.桐生大学短期大学部
専攻科、2.群馬大医・保・母子看護学、3. 群馬
県立県民健康科学大学看護学部）
セッション4 13：40〜14：05
座長 村上
徹（群馬大院・医・機能形態学）
18． 眼科的臨床所見よりAlport症候群と診断さ
れた一例
馬郡幹也、橋本英明、岸章治（群馬大医・附属
病院・眼科）
19．高齢者における脊柱アライメントと腰痛およ
び腰部脊柱管狭窄症との関連―スパイナルマウ
スを用いた地域検診における検討―
飯塚陽一、山本敦史、飯塚伯、高岸憲二（群馬
大医・附属病院・整形外科）
20．退院調整からみた筋萎縮性側索硬化症の診断
確定を受けた患者への支援課題
新井明子、牛久保美津子（群馬大医・保・地域
看護学）
須川美枝子、猪熊綾子、冨田千恵子、片貝あず
さ（群馬大医・附属病院・看護部）
21．脊髄小脳変性症に対する反復経頭蓋磁気刺激
療法とリハビリテーションの併用効果の検討
和田直樹、宗宮真、田澤昌之、白倉賢二（群馬
大医・附属病院・リハビリテーション部）
岡本幸市（群馬大院・医・脳神経内科学）
22．重症急性呼吸不全に対する体外式膜型人工肺
の役割：静脈―静脈バイパスと静脈―動脈バイ
パスの比較
大嶋清宏、国元文生、日野原宏、大川牧生、齋
藤繁（群馬大医・附属病院・集中治療部）
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ム制御メカニズムの解析
北川浩史（群馬大・生調研・核内情報制御分野）
第２日 平成22年10月8日（金）
群馬大学医学部刀城会館
【ポスター展示】 ８：50〜15：05
【特別講演Ⅲ】 ８：50〜９：30
座長 酒井保治郎（群馬大医・保・心身障害作業
療法学）
作業療法の魅力：美の壺
外里冨佐江（群馬大医・保・基礎作業療法学）
【特別講演Ⅳ】 ９：30〜10：10
座長 依藤
宏（群馬大院・医・機能形態学）
細胞膜水チャネル、アクアポリン
松h利行（群馬大院・医・生体構造学）
【ワークショップ】 10：15〜11：45
認知症にどう取り組む
―最近の進歩―
座長 山口 晴保（群馬大医・保・基礎理学療法学）
三國 雅彦 (群馬大院・医・神経精神医学）
PiB-PETを用いた認知症診断の試み
山崎恒夫（群馬大院・医・脳神経内科学）
認知症看護の進歩
内田陽子（群馬大医・保・臨床看護学）
認知症リハビリテーションの進歩
山上徹也（高崎健康福祉大学保健医療学部理学
療法学科）
認知症をささえる地域連携の進歩
米村公江（群馬大医・附属病院・精神科神経科
【評議員会・総会】 12：10〜13：15
群馬大学医学部刀城会館

【特別講演Ⅰ】 14：10〜14：50
座長 小湊 慶彦（群馬大院・医・法医学）
寄生虫感染症における宿主病原体相互作用
久枝一（群馬大院・医・国際寄生虫病学）

【同窓会推薦講演Ⅱ】15：35〜16：15
座長 岡本 幸市（群馬大院・医・脳神経内科学）
細胞内アミロイドβ蛋白産生部位の探求
山崎恒夫（群馬大院・医・脳神経内科学）

【奨励賞受賞講演】 13：20〜14：20
座長 白倉 賢二（群馬大医・附属病院・リハビ
リテーション部）
1. 射線治療効果予測に関する基礎的研究
石川仁（群馬大医・附属病院・放射線科）
2. 小脳プルキンエ細胞興奮性シナプス伝達におけ
るグルタミン酸トランスポーターに関する研究
高安幸弘（群馬大院・医・耳鼻咽喉科・頭頸部
外科学）
3. 体幹部鈍的多発外傷の初期診療におけるMDCT
の有効性の検証
萩原周一（群馬大院・医・臓器病態救急学）

【特別講演Ⅱ】 16：20〜17：00
座長 岡島 史和（群馬大・生調研・シグナル伝
達分野）
慢性炎症性疾患の運命決定を担う核内エピゲノ

【特別講演Ⅴ】 14：25〜15：05
座長 嶋田 淳子（群馬大医・保・応用検査学）
生体内フリーラジカル産生評価
輿石一郎（群馬大医・保・基礎検査学）

【同窓会推薦講演Ⅰ】14：55〜15：35
座長 桑野 博行（群馬大院・医・病態総合外科学）
QOLを重視した最新の外科治療
浅尾高行（群馬大院・医・病態総合外科学）
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第57回北関東
医学会総会

同 窓 会 推 薦 講 演
同 窓 会 推 薦 講 演

QOLを重視した
最新の外科治療
病態総合外科学
准教授 浅尾

平成22年９月15日

細胞内アミロイドβ
蛋白産生部位の探求
脳神経内科学
准教授 山崎

高行（昭58卒)

最近10年の鏡視下手術の普及は、患者だけでなく
外科医にも手術に伴う侵襲と術後障害を防ぐことの
重要性を認識させることになった。教室では日本の
腹腔鏡手術の黎明期より一貫して適応の拡大と同時
に侵襲をさらに小さくする工夫を続けてきた。その
成果から、臍部の創から特殊な器具を用いて行う、
Single port laparoscopic surgeryの開発と、術前
温熱化学放射線療法を併用した肛門温存手術の成績
を紹介する。
１．傷が見えない手術：
腹腔鏡手術は数本のPort（鉗子の出し入れのた
めの器具）を腹壁に穿刺して行うが、この穿刺創の
数を減らしさらに小さくするための専用のDevice
として、腹壁を直接 穿刺して使用できる臓器牽引
器具、Mini Loop Retracter II (Covidien Japan)
や細径電気メス（町田製作所）を開発してきた。腹
腔鏡下胆嚢摘出術に限らず、大腸切除術、膵腫瘍切
除術や腋下からの甲状腺切除術などにも応用を広げ
てきた。最近では次世代の腹腔鏡手術として広まり
つつあるSingle Site laproscopic Operationにお
いてもこれらの器具が有効であることが明らかとな
り、新たな術式として提唱している。
２．究極の肛門温存手術:
1991年から群馬大学放射線腫瘍学との共同プロ
ジェクトとして、術前照射を併用した下部直腸癌手
術を開始し、改良を加え成績の向上を図ってきた。
2001年からは夜間、化学療法と温熱療法を放射線
療法に併用することで50％の症例に臨床的CR（画
像で腫瘍を認めず生検でも癌細胞が証明されない）
が得られようになった。2008年からは、著効例に
対し内括約筋を合併切除し肛門側から吻合する術式
（ISR：Internal Sphincter Resection）を導入し、
同時に肛門管の再建を加えることで下部直腸進行癌
の80％の症例に自然肛門温存が可能となった。こ
の手術においては、内括約筋に加えて腫瘍側の外肛
門括約筋の一部を切除する必要があるため外肛門括
約筋の形成と再建腸管による肛門管をうめる容積を
持つAnal Cushionの再建が術後の夜間のSoilingを
防止するために不可欠である。
＜まとめ＞
今日、QOL重視したがん治療はすでに標準治療
となった。新しい時代を担う外科医にはさらに侵襲
を少なくしかつ高度な術後QOLを目指した取り組
みが求められている。そのためにはより精度の高い
診断学、効果の高い集学的治療法、そしてそれらを
有効に活用した新たな手術治療を追求し続ける必要
がある。

恒夫（昭58卒)

近年におけるアルツハイマー病研究の進展は目覚
ましく、発症にはアミロイドβ蛋白（Aβ）の脳内
沈着（老人斑の形成）が必須の役割を果たしている
ことがわかってきた。Aβとは分子量約40kDaの小
さなペプチドであり、分子量約700kDaの前駆体蛋
白（βamyloid precursor protein:APP）から２つ
のプロテアーゼによって切り出される。APPはI型
膜貫通型受容体の構造をしており、多くは細胞膜表
面に組み込まれた状態で存在し、一部は切断されて
分泌型APPとなって細胞外へ分泌される。すなわち、
Aβが産生されるためには細胞内のどこかでAPPか
ら切断される必要があるが、未だもってその部位は
未確定のままである。演者は長年にわたってこのA
βの細胞内産生部位の同定を試みてきた。
本講演では①形質膜表面に組み込まれたAPPが小
胞輸送によって細胞内へと取り込まれ、一部は細胞
表面にリサイクルされ、一部は後期エンドソームを
経てライソゾームに至ること、②細胞内の小胞輸送
を阻害すると細胞内へAβが蓄積してくること、③
その場合に細胞内でAβを蓄積する細胞内小器官が
後期エンドソームの特性を備えていること、④さら
に、同じ小器官がオートファゴソームの性質も兼ね
備えていること、⑤培養細胞でオートファジーを制
御すると、Aβの産生と分泌に影響がみられること、
⑥アルツハイマー病の患者脳ではオートファゴソー
ムの性質をもつ顆粒空胞変性が増加し、そこには神
経細胞死に関連する多種多様な蛋白が存在するこ
と、⑦同様の病理変化が他のAβ蓄積疾患でも存在
することを示し、アルツハイマー病の発症機構に、
細胞内輸送障害とオートファジーが関与している可
能性を指摘した。
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学外者による同窓会推薦講演
平成22年８月26日実施

平成22年９月１日実施

グリア細胞の
神経病理学

院内感染対策の
基礎と最前線
東海大学医学部基礎医学系
生体防御学
教授 藤本 修平（昭58卒)

埼玉医科大学病理学
教授 佐々木 惇（昭55卒)

感染症は社会、文化、習慣の変化に伴ってダイナ
ミックに変容する疾患群である。次々と新しい感染
症が現れ、われわれの健康を脅かす。院内感染症も
科学(医学)の進歩が生んだ新興感染症の一つである。
医学の進歩、特に高度先進医療の普及によって悪性
腫瘍、自己免疫疾患、重症の外傷、熱傷、中毒など
従来予後不良とされた多くの疾患の予後が著しく改
善した。その一方で、いわゆる日和見感染菌による
院内感染症がそれらの疾患の予後を左右するように
なった。様々な機構（生体防御能）が病原菌の持つ
病原性に対抗してわれわれを感染症から守っている。
最初の防護壁は侵入門戸における皮膚粘膜の物理的
バリアーや生理的な防御機構であり、最後の守りは
液性、細胞性、貪食細胞系などのいわゆる免疫機構
である。病原菌(強毒菌)とはそのようなすべての生
体防御能に打ち勝って感染症を起こす菌を指す。そ
れに対して、生体防御能に障害があるために病原菌
でない菌（非病原菌・弱毒菌）が起こす感染症を日
和見感染症と呼び、その起因菌を日和見感染菌と呼
ぶ。日和見感染菌は常在菌や環境菌である。これら
の菌は長時間病院内に存在し、免疫機構による排除
を受けないため抗菌薬による選択を受けやすく、耐
性菌、中でも高度耐性菌や多剤耐性菌が占める割合
が高くなり抗菌薬による治療を困難にしている。さ
らに、耐性菌に有効な新規抗菌薬の開発は著しく停
滞しておりわれわれは非常に困難な局面におかれて
いる。
私は、院内感染症の抑止、耐性菌拡散の抑止によ
って国民の安全を守ることを目的に、電子化による
感染対策の高精度化に取り組んでいる。常在菌の分
離状況の中から院内感染の原因となる問題を自動的
に見つけ出す方法の研究について最新の成果を紹介
する。また、主催者の希望に沿い時間の許す範囲で、
現在の研究に至った経緯や国家試験に役立つ知識に
ついても触れるようにしたい。

私は1980年に群馬大学医学部を卒業後、直ちに
群馬大学第一病理学教室の大学院生となり、以後、
「人体病理学」と「神経病理学」の診断・研究に従
事してきました。私の専門テーマは、「ミクログリ
ア」と「脳腫瘍の病理」です。神経病理学は、病理
学の一つの分野であり、具体的には、神経疾患の正
しい病理診断（神経疾患診療・医療における神経病
理学）と、神経疾患の原因・病態の解明（神経科学
的研究における神経病理学）とに大別されます。今
回は、「グリア細胞」を中心に私の行ってきた細胞
分子病理学的研究と脳腫瘍病理診断についてお話し
したいと思います。
1)「ミクログリアの研究」：ミクログリアは、脳実
質内に在住するマクロファージ系細胞です。ミクロ
グリアの機能は未だ不明な点が多いのですが、病的
状態で活性化され、脳の修復、免疫などに関与し、
神経細胞に対して種々の機能をもつと考えられてい
ます。私は、1987年に培養ミクログリアにおける
MHC class II抗原発現の解析を始め、ヒト神経疾患
脳組織を主体に、トランスジェニックマウスを含む
動物脳組織や培養細胞も使用してミクログリアの細
胞分子病理学的研究を行ってきました。従来の研究
から、ヒト疾患脳の神経病理学的研究は脳研究にお
いて非常に重要であることを改めて強調したいと思
います。
2)「脳腫瘍の病理診断」：現在、埼玉医科大学では
国際医療センターにおいて年間約150例の脳生検が
行われています。その中で脳腫瘍の30%近くを占め
るのはグリオーマです。グリオーマの病理診断では、
より客観的で再現性の高い病理診断を目指し、増殖
マーカーの定量的な画像解析や染色体のFISH法も
ルーチンに教室内で実施しています。脳外科医、神
経放射線医との脳腫瘍カンファレンスの開催や、現
在進行している複数の悪性グリオーマの臨床試験に
も協力しています。神経病理医は、エビデンスにも
とづく病理診断を行い、脳腫瘍の治療や研究におい
て重要な役割を果たす立場にあります。
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平成22年９月８日実施

平成22年９月21日実施

最近の心臓血管
外科の動向

周術期の体温管理
：基礎と臨床

埼玉医科大学国際医療センター
心臓血管外科
教授 新浪
博（昭62卒)

山梨大学医学部麻酔科学
教授 松川
隆（昭60卒)

昨今の外科領域におけるキーワードは「手術の低
侵襲化」で、このことは心臓血管外科領域でも例外
ではありません。心臓血管外科領域における低侵襲
手術には大きく分けると二通りあります。一つは心
臓手術の際に人工心肺を用いないで行うことです。
心臓血管外科領域では大半の手術に人工心肺装置は
不可欠です。しかしながら冠動脈バイパス手術に際
しては人工心肺を用いずに心拍動下で手術を行う方
法が10年程前より行われるようになりました。人工
心肺は肺と心臓の働きを代行するポンプですが、こ
れを用いないことから一般的にオフポンプバイパス
と呼ばれています。人工心肺には50年以上の歴史が
あり心臓血管外科領域では確立された装置となって
いますが、人工心肺駆動中生体は非生理的な状態に
あり、サイトカイン放出などと相まって術後生体に
負の影響を与えます。オフポンプバイパスは生体に
とって侵襲的な装置を用いないことで手術を低侵襲
化するものです。欧米におけるオフポンプバイパス
の普及率は２割程度ですが、日本においては世界で
も群を抜いて７割近くとなっており、オフポンプバ
イパスは心臓血管外科領域では日本のお家芸の手術
の一つとなっています。
もう一つの手術の低侵襲化としては創部を小さく
することです。手術の際には人工心肺を用いますが、
皮膚切開を５cm程度で直視下に弁膜症の手術を行う
方法や、内視鏡を用いて行う方法、さらには手術を
遠隔操作で行うロボット手術が行われ始めています。
従来の手術のように患部に直接アプローチするの
ではなく、ソケイ部の大腿動脈からカテーテルを用
いて大動脈瘤を治療する血管内治療法も低侵襲手術
の一つです。ステントと呼ばれる枠組みに薄い人工
血管がカバーされたものを折り畳んだ状態で動脈瘤
まで持っていき、そこで開いて動脈瘤を治療するも
ので、本邦でも急速に普及しています。さらに近年
注目されているのは大動脈弁置換術をカテーテルで
治療する方法です。
このように様々な方法がこの10年の間に登場し
て心臓血管疾患領域の治療をより「低侵襲化」に向
かわせています。

平成22年９月15日

Ⅰ．初めに
本講演では体温管理の基本的な概念、生理学的な
考え方等について基礎的・臨床的に述べる。
Ⅱ．体温測定方法
１．中枢温（核心温）：鼓膜温、食道温、肺動脈温、
鼻咽頭温、直腸温、等
２．末梢温（外殻温）：皮膚温
Ⅲ．体温調節機構
１．自律性体温調節
視床下部は身体各部からの情報を統合して、シグ
ナルを発し自律性の体温調節反応（発汗、末梢血管
収縮、シバリング）を惹起する。
２．皮膚温と中枢温
ヒトでの自律性体温調節反応の閾値温度への皮膚
温の寄与率は発汗：約10%、他２者（末梢血管収縮、
シバリング）：約20％である。
Ⅳ．熱のバランス
１．麻酔時の中枢温変化
３相性の変化（①麻酔導入から30分以内の間に急
激に低下、②その低下の度合いがやや鈍りながらも
約２時間は低下が持続、③平衡状態）が典型的。
２．麻酔導入時の熱の再分布
麻酔導入後の急激な中枢温の低下に熱の再分布が
重要な役割を果たす。
３．中枢温低下への再分布性低体温の関与
再分布性低体温が第1相では約80%、三つの各相
を平均化すると約65%関与。
４．熱の喪失方式
１）放射、２）蒸発、３）対流、４）伝導。
Ⅴ．保温方法
１）室温上昇、２）輸液・輸血の加温、３）患者を
直接的に保温（温水ブランケット、温風式加温装置）
等。
Ⅵ．低体温の利点と欠点
１．利点
１）脳低体温療法、２）脳外科手術時の低体温麻
酔、３）小児心臓外科手術後、４）脳蘇生後の低
体温（24時間）
２．欠点
１） 心筋虚血の頻度増加、２） 出血量の増加、
３） 術後感染頻度増加
Ⅶ．小児と体温
１．小児の体温の特殊性
２．小児の体温調節：環境温と中枢温
３．小児の体温変化
Ⅷ．循環と体温
１． 尿量と膀胱温の正確性
２． Off-pump CABGと心房細動
３． 術後：心房細動への影響
Ⅸ．まとめ
周術期に体温は最も容易に測定できるパラメータ
の一つである。患者管理の更なる 質の向上 を目
指していく上でも、体温に関して正しい認識・知識
を持つことが必要であろう。
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だいたことに大変感謝しています。このレジデント

母校に望む 42

制度は通常卒後３年目から５年目の医師に３年間循

臨床研修医の多く
集まる大学に

環器の専門診療を勉強してもらうための制度です。

群馬県立心臓血管センター

になり、現在ジュニアレジデント９名、シニアレジ

院長

大島

その後、卒後６〜７年目の循環器内科医を対象と
してシニアレジデント（２年間）も受け入れるよう
デント９名、計18名の医師が全国の大学や病院か

茂（昭53卒)

ら集まり、熱心に勉強しています。
私は昭和47年に群馬大学医学部に入学、昭和53
年に卒業して第二内科に入局しました。

心臓血管センターは比較的専門に特化した病院で
あるため、１病院で臨床研修医を受け入れて教育す

現在病院長を務める群馬県立心臓血管センターに

ることはできません。そこで県立がんセンター、県

は昭和56年の半年間、及び昭和61年６月から現在

立精神医療センター、県立小児医療センターを併せ

までと併せて約25年間勤務しています。この間、病

た県立４病院で一つの病院群を形成し臨床研修医を

院の場所は変わりませんが、本館に加えて外来・手

受け入れています。しかし、臨床研修医を教育し広

術棟、総合リハビリ棟、屋外リハビリテーションの

い知識を持った医師に育てるのには、やはり専門病

ためのぐんまリハビリパーク等が平成15年までに完

院群よりは総合力のある大学病院の方が適している

成し、名称も県立前橋病院から県立循環器病センタ

と思います。群馬大学の研修医数は減少傾向ですが、

ー、県立心臓血管センターへと変わっています。

医学生を惹きつけるプログラム、教育方針や行政と

私は昭和57年９月から約２年半、おもに虚血性心
疾患の診断・治療について学ぶ目的で東京・虎の門

の連携によって今後研修を希望する医師が増えるこ
とを願っています。

病院へ国内留学しました。この当時、虚血性心疾患

心臓血管センターにおける循環器部門の診療は循

のカテーテルはほとんどが診断のための冠動脈造影

環器内科医29名、心臓血管外科医６名、計35名の

でした。冠動脈造影には穿刺部位、使用するカテー

体制で行っています。しかし、循環器部門以外では

テルの違い等によりSones法とJudkins法があり、

医師不足の影響が出ており、ここ数年で神経内科、

同病院部長の山口洋先生は日本にSones法を導入さ

一般内科の医師が不在になりました。現在も常勤医

れた先生でした。虎の門病院で急性心筋梗塞に対す

師あるいは非常勤医師を派遣していただいています

る血栓溶解療法(PTCR)が開始されたのが昭和58年、

外科、整形外科、麻酔科、核医学科、眼科、病理の

経皮経管冠動脈形成術(PTCA)が開始されたのが昭

群大各科には大変感謝しています。こうした各科の

和59年であり、この頃からカテーテルは治療手段と

診療を維持・継続するためには人材の確保が第一で

して進歩していくことになりました。ちょうどこう

あり、群馬大学さらには群馬県全体の医師数が増加

した時期に第一線の病院で研修することができ、ま

することを期待しています。

た、西村重敬先生(埼玉医科大学国際医療センター

心臓血管センターの心臓血管外科は24時間緊急

心臓内科教授)、代田浩之先生(順天堂大学医学部循

手術にも対応できる体制をとっています。これを６

環器内科教授、副院長)など、循環器内科を一緒に

人の医師で維持していくことは精神的・肉体的な負

勉強する同僚にも恵まれたことは大変幸運でした。

担が大きすぎるように思われますので、以前と同様

昭和60年に群大第二内科に戻りましたが、県立

一人でも多くの心臓血管外科医を育成し、派遣して

前橋病院に冠動脈造影装置が導入されることになり

いただくことを希望します。そして、心臓血管部門

昭和61年６月に医長として赴任しました。

に限らず、群馬大学のすべての診療科が連携し、広

その後、谷口興一先生の後任として平成16年４月
に第６代目の院長となりました。第二内科も村田和

い領域で群馬県における指導的立場を発揮されるこ
とを期待しています。

彦先生から永井良三先生、倉林正彦先生と教授が代

以上のように、「臨床研修医が多く集まる大学に

わりましたが、一貫して循環器内科の医師を派遣し

なること」、「各診療科が連携して広い領域の専門医

ていただきました。特にレジデント制度を導入した

を育成すること」が現時点で母校に望むことです。

平成９年からは、入局者の少ない年でも優秀な若手

そして、母校の群馬大学がいい意味で一層注目され、

医師を（ジュニア）レジデントとして派遣していた

期待される病院になることを望んでいます。
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家事・育児の手助けと巡り合って
群馬中央総合病院麻酔科
部長

今

紀子（昭55卒）

群馬大学を卒業して30年、こんなに長く麻酔医
を続けるとは自分ながら驚いています。1980年
麻酔科は、教室を開いて14年という若い医局で
した。集中治療部も前年にオープンし、古い手術
室から新しい手術室に（今のさらに前の手術室で
す）引っ越したのも、この頃です。エーテルの気
化器も健在でした。麻酔科先輩方は確実に、今の
私より10歳以上若い！でも、自信にあふれ、何
でも出来て、憧れの存在でした。藤田達士教授の
下、団結し、少々アメリカの香りがし、自由奔放
な気風で、とても楽しかったのを思い出します。
私は麻酔科に入局してすぐ、出産しました。子
育てと、自分育てが、一緒に始まったのです。産
休明けで長女を大学の敷地内の保育園に預け、夕
方は、お迎えの人をお願いし、仕事が終わるとそ
こに迎えに行きました。多少の体調不良なら、お
迎えの方が自宅で預かって下さいました。所謂病
児保育です。職場の中に保育園があったので３ヶ
月までは、午後３時におっぱいタイムも、ありま
した。当番日以外は、早く帰れるよう配慮もして
いただきました。麻酔科の、on call制は、とて
も良かったと思います。その後５年間に長男、二
男と我が家は子供が３人に増えました。大学から
転勤になってもフルタイムの仕事を選んでいた私
は、平日は、私の母やお手伝いさんに子供たちを
任せ、土日はパートナーと２人で、子供たちと過
ごすという生活をしました。手術時間で仕事時間
が左右され平日の帰りは不規則でした。なるべく、
時間を無駄にしないよう努力しましたが、臨床の
研修時間は、圧倒的に足りなかったと思います。
いまでも、少し残念です。あまり、忙しい病院へ
の転勤は、避けてたこともあり、麻酔に自信がつ
くまで少し時間がかかりました。できたら、基礎
を学ぶ時期には、集中して学び、それから子供を

平成22年９月15日

持つ方が、理想的かなと思います。
卒後７年目に、前橋日赤に転勤になりました。
昔もとても忙しい救急病院でした。沢山の急患麻
酔、やけどや、重症患者さんの病棟での管理、そ
して、ペインクリニックもさせていただき、非常
の勉強になりました。でも、仕事を覚えるにつれ、
更に忙しくなり、病棟からの呼び出しは、昼夜を
問わず、土日もない、という状況になりました。
患者さんが具合悪いのですから、医者としては当
然です。仕事は楽しく、興味が尽きることはあり
ませんでしたが、子供たちの寝顔をみて出かけ、
寝顔を見に帰る生活は良いことではありませんで
した。そして、私自身も家に帰ると体も疲れ、遊
ぶ元気もない！病院では、元気なのに・・・臨床
の自信はつきましたが、少し燃え尽き気味でした。
何故、ギリギリになるまで、相談できなかった
のだろう。医療も家庭もチームなのに！患者さん
がいる限り、医者は自分の都合で仕事はできませ
んが、困った時は相談する！自分自身のことは、
話さないと解ってもらえない！特にお互い忙しい
ときはよけいに。それが、今の反省点です。
結局、麻酔科を２年間休職！でも、大切な２年
間となりました。私は、老人病院の９時−３時の
週４日パートとして１日中患者さんとゆっくり話
し、高血圧、糖尿病、脳梗塞などの治療もさせて
いただきました。収入は半減しましたが、新鮮で
のんびりとした貴重な体験でした。同時に週半日
の手術麻酔は、私を麻酔科に復帰させる原動力と
なりました。麻酔を忘れられなかったのです。
子供たちにとって、家で出迎えるちょっとうる
さい母親が、良かったかは、自信はありませんが、
この２年間に、例えば「ゲーム機の隠し場所」な
ど、今でも皆で笑えるネタは沢山できました。
臨床医として、成長するにはやはり、雑多な症
例を経験しなくてはなりません。時には遅くまで
病院に残り、頑張ってみることも必要でしょう。
そんな時、家事や育児の手助けをしていただける
良い方に巡り合えると幸せです。また、子育てに
限らず、時間を制限して働かなくてはならない時、
少しずつでも臨床にかかわっていけるポストが沢
山用意されるといいと思います。でも、こんな、ポ
ストの裏で、夜遅くまで働いて下さっている先生
方のご努力も忘れてはなりません。支える側にも、
バランスのとれた労働体制の整備が望まれます。
卒後30年、私は相変わらず興味津津で麻酔医
を続けています。歩みは遅いのですが、いつまで
も、楽しい仕事に巡り合えて、幸せです。皆様に
感謝です。
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訪問インタビュー

国立感染症研究所 渡邉治雄所長を訪ねて
岩立
山本

拓子（医学科２年）
青葉（医学科２年）

■渡邉治雄所長の
プロフィール

昭和24年生まれ。昭和50
年群馬大学医学部卒業後、１
年の臨床を経て同大学大学院
に入学。スイスのジュネーブ

去る７月３日、学友会執行委員６人で東京戸山（早稲田)・国

大学留学を経て国立感染症研

立感染症研究所に、この春、同窓生として初めて国立の研究機

究所に入り、室長、部長、副

関の所長に就任された渡邉治雄先生を訪ねた。早稲田大学や国

所長を経て今春より所長に就

立国際医療研究センターと様々な重要施設が立ち並ぶ早稲田は

任、現在に至る。平成17年

歴史と今尚続く活気を感じさせる街だった。インタビューは所

小島三郎記念文化賞、平成

長室につながる大きな会議室で約２時間お時間を頂き行われた。

22年細菌学会浅川賞を受賞。

渡邉：こんにちは。では、最初に感染症研究所（通

渡邉：もともとは遺伝学に興味がありました。始め

称感染研）の説明をしましょう。感染研は1947年に

はどうして自分は親に似たのかという素朴な疑問か

設立されました。約320人の正規研究職員がいて、

らのスタートでした。自分が大学に入ったのはちょ

全ての職員がMDまたはPhDの資格を持っています。

うどワトソン、クリックがDNA螺旋構造を見つけ、

感染研の仕事で一番重要なものは感染症およびその

遺伝子工学の技術が開発された走りのころ。彼らの

原因となる病原体の基礎的な研究だと思っています。

本を仲間と読み、感激を受けましたね。四年の時に

何でもそうですが基礎的なことが分からないとダメ

当時、遺伝子を用いての研究をしていた微生物教室

なんですよね。その研究成果をベースにして予防法

に行き、実験をしていました。医師免許を取得した

や治療法の開発が出来て行くのです。もうひとつの

一年目は臨床がやりたくて群大の第一内科に入局。

大切な仕事は疫学調査です。患者さんの足取りを追

他の先生が見抜けなかった疾患を見抜いたりして臨

っていくことでその途中に関わった人物、原因物質

床が楽しくて続けようかとも思いましたが、１年で

や病気の発生源などを調べていきます。また、感染

３、４人の患者さんの死を目前にして大きなショッ

研では各感染症の発症状況を調査し、月報・週報と

クを受けました。もっと色々な事を勉強する必要を

してその情報を、HPを介して国民に広報していま

感じて群大の大学院に入学。微生物を専門に毎日研

す。

究していると、それが楽しくなってきたのです。何

――基礎研究に進んだきっかけ、動機などを教えて

だかゲームみたいで、自分の推定が正しいと愉快に

下さい。

なる。論文はなかなか思い通りに書けなかったけど、
− 10 −
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大学院の最後に微生物分野で一番
の雑誌に投稿、アクセプトされて
本当に嬉しかったですね。その論
文を気に入ってくれた人に誘って
もらって東京に来ました。その後、
スイスのジュネーブ大学に留学。
感染症に興味を持ち、帰国と同時
に感染研からオファーが来て35
歳で室長、38歳で部長となりま
した。６年前からこの４月まで副
所長をかねていました。自分でも
好き勝手な人生を歩んできている

国立感染症研究所玄関にて

と思いますね。給料もらいながら
好きなことをやっている。興味を持つと解明したい

自体が趣味みたいなものですね。そういう意味では

と思っちゃう。分子レベルで明らかにしてそれが少

趣味でお金をもらっていることになりますね。有り

しでも世の中の為になったら嬉しいですよね。

難いです。

――今まで研究のお話をうかがいましたが、それ以

――今後やりたいと思ってらっしゃることを具体的

外のことで大学での思い出を聞かせて下さい。

に教えて下さい。

渡邉：大学時代はワンゲル部に入っていて、谷川縦

渡邉：この研究所が、アジアの中でのリーダーシッ

走とか、南アルプスの縦走などに行きました。南ア

プを取れるようにしていきたい。最終的にはASIA

ルプスの縦走には10日間かけて行きました。赤岳

CDCというものを作っていきたい。EUでも同じこ

というところで、裏富士から御来迎を見てとても感

とをやっているのですが、ASIAはEUよりも国ごと

激しましたね。夜中に台風が来て一晩中テントを支

で文化や経済が多様で難しいですね。感染症には国

えて過ごして生きた心地がしなかったこともありま

境が無くて、一度発生すると一気に世界中に回って

した。今思うとよくやったなあという感じです。

しまうのです。だから日本だけでなく世界のネット

――群大を出ていてよかったと思うことはあります

ワークを作っていかなくてはならない。

か。

――最後に会報を読む学生・同窓生にメッセージを

渡邉：赤城の景色・雄大さの中で過ごすと気持ちが

お願いします。

穏やかになりました。東京はビルだらけで殺伐とし

渡邉：夢を持って下さい、と言いたいですね。「世

ていますね。年に一回くらい群馬に戻るのですが、

の中のために尽くしたい」とか「新しい病気を見つ

あの景色を見ると安心します。

けたい」というものを持っていると色々なことが苦

――大学時代に楽しかったことを教えて下さい。

労にならないと思います。自分が成功する確率はと

渡邉：楽しかったことはやはり恋をしたことです

ても低いけれど、そういった夢や目標があると、そ

ね。あと仲間で勉強会をしてセシルやハリソンの英

れのためには山があるのは当たり前だ、苦労ではな

語版を読んだのが楽しかった。英語はやっておいた

いと思えるようになる。山登りと同じでなかなか頂

方がいい。原書を読めないと、臨床に入ったときに

点は見えないけれど、頂点に立った時は感激です。

翻訳本ができてくるのには時間がかかってしまうか

◇

ら。

◆

◇

紙面の関係上、詳しく書くことはできませんでし

――現在の趣味や、研究の傍らでやっていることを

たが、この他にも先生が今までなさった研究の内容

教えて下さい。

など沢山の興味深いお話を聞くことができました。

渡邉：所長になって今は趣味をする時間が取れない

所長としてお忙しいなか、インタビューに応じて下

です。趣味をやらなくていいのですか、みたいに聞

さった渡邉先生にこの場を借りてお礼を申し上げま

かれることもあるのですが、ここでやっている仕事

す。
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

第42回日本小児
呼吸器疾患学会

第50回日本人間ドック学会学術
大会、第２回国際人間ドック会議
三井記念病院総合健診センター所長
昭和大学医学部衛生学
客員教授 山門 實（昭47卒)

東海大学医学部専門診療学系小児科学
教授 望月 博之(昭56卒)

第50回日本人間ドック学会学術大会ならびに第

平成21年10月17日（土）・18日（日）の２日間、
群馬県高崎市の高崎シティーギャラリーと高崎市役

２回国際人間ドック会議を刀城クラブの補助のも

所を会場として、第42回日本小児呼吸器疾患学会

と、平成21年９月３日、４日の両日にわたりグラ

を開催させていただきました。会期中、多数の会員

ンドプリンスホテル赤坂で開催致しました。参加者

の皆様にも参加していただき、盛会裡に終了できま

は会員3,810名、海外からの８名を含む招待者97名、

したことをご報告申し上げます。

学生・研修医12名、市民公開講座1,015名、プレス

学会を通じて、若手には呼吸器学の重要性を改め

関係者97名と、総参加者数は5,031名でした。特筆

て認識して臨床の技術を吸収できるように、臨床に

すべきことは、同時開催の学会創立50周年記念祝

忙しい世代には、これからのビジョンを確かなもの

賀会に、天皇・皇后両陛下に行幸啓いただいたこと

にしていただけるようにとの思いを込めて、テーマ

です。この機会に両陛下におかれましても国民の健

を

康にとって予防医学が重要であることをご理解いた

いきをすること、いきること

としまして、

「呼吸」という生理活動の重要性をメインにしまし

だけたものと思います。さらに、両陛下におかれま

た。この結果、招聘講演、特別講演、会長講演、教

しては医師不足、ことに予防医学担当医師の不足を

育講演各１題、シンポジウム２題、ワークショップ

懸念されておりましたが、学生・研修医がわずかで

２題、教育セミナー４題、さらに一般演題は67題

すが参加した事実は、今後の予防医学への若い医師

と多数の応募を頂き、充実した内容になりました。

の積極的な参加が期待されます。

当然のごとくタイトな時間割となってしまいました

テーマは「エビデンスの構築から未来へ：Gate

が、どのセッションもまさにup to dateの話題であ

to the Future」としました。これは、これまでの

ふれ、興味深いものであったと思います。

50年間の実績を検証することにより、今後の50年

さらに今回は、第20回日本小児呼吸器外科研究

の課題を明確にすることにありました。課題として

会（会長、北川博昭先生、聖マリアンナ医科大学）

は、人間ドック受診者を１つの集団とした、がん登

との同時開催を試み、一般演題や特別講演のジョイ

録を含めた予後調査研究と考えました。したがって

ントを行いました。これに加え、恒例となりました

特別講演には国際的に評価の高い「久山町研究」と

ハンズオン・セミナーも３題行われ、熱心な質疑・

「NIPPON DATA」とし、また、シンポジウムも

応答が随所でみられました。困ったのは、多くの講

「世界のコホート研究」としました。さらに、学術

演や一般演題のプログラムを組む上でどうしても会

大会長指定ワークショップとして「テーラーメード

場が４つも必要になったことです。その分、会場間

の健診を目指して」、シンポジウム「がん検診の現

に複雑な導線を描かねばならず、参加された先生方

況と将来」、「特定健康診査・特定保健指導の検証」、

には甚大なご迷惑をおかけいたしまして申し訳あり

ワークショップ「人間ドック健診におけるこれから

ませんでした。

の画像診断」について討論いただきました。一般演

最後になりますが、私がこの学会開催の直前に、

題459題については査読の結果に応じて、口演とポ

群馬大学から現在の東海大学へ異動しましたので、

スターで討論いただきました。これらの積極的な討

事務局の先生方を始め会員の皆様には並々ならぬご

論は、まさに本学術大会が

苦労をおかけいたしました。改めてお詫びとお礼を

になったと思います。

Gate to the Future

本学術大会へのご援助をいただきました刀城クラ

申し上げます。

ブの会員の皆様に感謝申し上げます。
− 12 −
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〝重粒子線照射施設への支援〟

群馬大学長からの感謝状授与
幹事長

岡田 恭典（平３卒）

され、当日の役員会では、同窓会の事業計画（案）
が審議され、「重粒子線照射施設への支援」の新た
な項目が承認されました。
また、刀城クラブ会報第214号（平成21年９月１
昨年度、重粒子線治療の普及に係る募金事業に対

日発行）には、学長からのメッセージとして「重粒

し、医学部同窓会として寄附手続きを致しましたと

子線治療の普及に係る募金事業について」が掲載さ

ころ、本年５月27日（木）開催の同窓会役員会に、

れました。
更に、同年10月10日（土）開催の同窓会総会に

高田邦昭学長が見えられ、感謝状の授与式が行われ

高田邦昭学長が出席され、「重粒子線治療の普及に

ました。
高田邦昭学長は、昨年７月23日（木）開催の同

係る募金事業」の説明と協力の依頼が行われ、翌

窓会役員会に出席され「重粒子線治療の普及に係る

11月26日（木）開催の役員会において、200万円

募金事業」及び「重粒子線照射施設」について説明

の寄附について全員の承認を頂きました。

群馬大学医学部同窓会･
刀城クラブ旗 更新
財団法人群馬健康医学振興会旗
新規 作成
幹事長

岡田 恭典（平３卒）

長い年月使ってきた「同窓会・刀城クラブ旗」の傷

も同様のシンボルマークを用いて新しく作られ、そ
の後36年余りの間、毎年、新入生歓迎行事・卒業
謝恩会をはじめ、同窓会総会、全国支部長会議、教
授の会等の同窓会行事に掲揚してきました。
同窓会の活動方針の一つである支部活動の活発化
のために、今後は各地区（県・市）における支部総
会にもご要望があれば幹事長が持参して掲揚します
ので、事務局にご連絡ください。

みが目立ち、
この度同じデザインで新たに作りました。

また、財団法人群馬健康医学振興会（昭和54年

最初のシンボルマークは昭和27年同窓会設立時、

設置）の存在をアピールするために、この度旗を作

学生服の詰襟や背広の胸に付けるバッジのシンボル

成しました。
同窓会の諸行事に「同窓会・刀城クラブ旗」と並べ

マークとして「赤城山のレンゲツツジ」に「大学」

て「財団法人群馬健康医学振興会旗」を掲揚し、各地

の文字をアレンジしたものでした。
昭和49年６月「赤城山のレンゲツツジ（群馬県

区で開催される支部総会にも幹事長が持参いたします。
旗のデザインは、刀城クラブの旗と同じデザイン

の県花）」と「刀城」の文字をアレンジして現在の
シンボルマークが決まり、「同窓会・刀城クラブ旗」

で、同じシンボルマークを使いました。
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『群馬県女医会60年史』
発刊にあたり
群馬県女医会
会長 山田

邦子（昭44卒)

群馬県女医の第一号は、明治40（1907）年、前
橋市紺屋町（現在の千代田町）に、産婦人科を開業
した、真中すず先生であります。開業の翌年には前
橋・伊香保間にちんちん電車が開通し、都市ガスも
入り、生活環境が整い、西洋医学の広まる時期でし
たが、まだまだ女性が医師を目指すには困難な時代
でした。
明治42年群馬県庁南庭で撮影された群馬県の医
師たち117名中、真中先生は紅一点でした。その後
徐々に開業試験に合格する女医が増え、面倒見のよ
い先輩女医先生が、後輩の先生達を誘って、手料理
を振る舞ったり、梁へ鮎を食べに行ったり、うなぎ
の蒲焼きを食べたり、また、女子医学生に診察の見
学をさせたりと、親睦会の様な会があちこちであり
ました。
この様な会も第二次大戦終戦当時は窒息状態にな
っていましたが、当時占領軍政部のネージャー女史
の働きかけもあり、真中すず先生の呼びかけで、昭
和22年８月『群馬県女医会』が誕生しました。会
員は90名でした。『会員各自の品性の向上、知識技
能の進歩』をめざして努力をし、児童福祉週間には
毎年無料乳児検診をするなど、『社会貢献』もしま
した。
第一代群馬県女医会長真中すず先生の女医会理念
は、第二代会長岸直枝先生（桐生）、第三代会長丸
茂畠子先生（高崎）
、第四代会長角田智恵子先生（高
崎）、第五代会長田所浪子先生（前橋）と引き継が
れ、現在の群馬県女医会会則の、第二条（目的）
『本
会は、会員相互間の親睦を深めるとともに、学術の
向上を図り、地域医療・地域保健への貢献に努める
ことを目的とする』と、受け継がれております。
群馬県女医会員の中には、日本女医会員となって
いる方もあり、昭和32年から日本女医会群馬県支部
も兼ねております。そのため群馬県女医会では、昭
和55年に、第25回日本女医会総会を、伊香保福一
旅館を借り切って開催し、全国から173名日本女医
会員を招待いたしました。そして翌日には、榛名湖
観光コースと桐生織物ショッピングコースに分かれ
ておもてなしをいたしました。
元来、群馬県女医会は、独立した任意団体であり
ますので、毎年一回総会を開きます。県下の女医会
員の集まりは再会とおしゃべりの楽しいものです。

第218号

その折には、医療講演会、学術講演会、バイオリン
独奏会、シャンソン等のアトラクションもあり、ご
馳走を食べながら意見交換をし、若い会員には家
庭・育児の相談相手になるなどと、設立当初から続
いている風景も見られます。
女医会60年の間には、会員の目覚ましい活躍もあ
ります。特に女性会員であればこその活動が目立ち
ます。昭和57年に、岸直枝先生を初代会長として、
『ぐんま思春期研究会』が発足し、思春期の子供を
持つ母親の勉強会や、新社会人女性の職業人意識啓
蒙、性と健康の啓蒙、調査・研究等、あらゆる人々
が健やかに過ごせる社会をめざし、現在も活動中で
す。昭和60年には、群大小児科学教室出身の女性医
師21名で、『母乳育児を広める会』を発足し、母乳
育児電話相談も開設しました。
そして、昭和60年８月12日、今から25年前の今
日夕方この時刻に、日航機123便が、羽田を離陸し、
大阪に向かう途中、群馬県上野村の御巣鷹山に墜落
したのです。奇跡的に４名の生存者がおりましたが、
520名死亡という大惨事が起きました。自衛隊、群
馬県警、群馬県警察医会、前橋・原町赤十字病院、
群馬県医師会、群馬県歯科医師会と総動員して、救
出、検案、身元確認と、困難な状況下で不眠不休の
活動が続きました。県女医会でも、岸直枝会長が声
をかけ、多くの会員が藤岡に向かいました。群馬県
内医師にとって、忘れられない、忘れてはならない
事故でした。
群馬県女医が一人だったのはわずか100年前でし
たが、最近は、医師国家試験合格者の３割が女性で
あり、医学部入学者の４割が女子学生という時代に
変化しています。しかし、この全ての女性医師が存
分に医療に従事することが出来る環境にいるかとい
うと、残念ながら一部では、手助けが必要です。こ
れからは、行政、医師会、医療現場、医学教育の全
ての連携で、女性医師を十分に活用する場を整備す
る必要があります。群馬県女医会は、いつでも後輩
女性医師の面倒見、相談相手の理念を持ち続けてい
ます。
このたび、『群馬
県女医会60年史』
を発刊いたしまし
た。群馬大学図書館、
石井記念ホール、研
修医室、委員会室、
同窓会室に寄贈させ
ていただきました。
ご希望の方は、お申
し出ください。
2010年８月12日
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臨床研修センター便り ⑬

る症例が多彩な点も県内唯一の大学病院精神科であ

〜シニアレジデント制度
(後期研修プログラム）⑨〜

会、研究への参加、学会や論文での発表を通じ精神

るための特徴です。診療以外では、系統講義や抄読
科医としての視野を広げます。こうした大学での１
年が終わると、市中第一線の精神科病院や総合病院

医学部附属病院臨床研修センター
副センター長

での研修となります。ここでは、全国でも有数の精

大山 良雄（昭63卒)

神科救急医療、司法精神医学、リエゾンを経験でき、

1）平成23年度「シニアレジデント」募集

数多くの症例を指導医からのフィードバックを得な

群馬大学医学部附属病院では、平成18年度よりシ

がら診療できるため、実践的な臨床能力を養うのに

ニアレジデント制度を立ち上げています。シニアレ

理想的と言えます。こうした研修の後、各専門分野

ジデントとは、専門医の取得を目指す後期研修の最

の臨床や研究、あるいは大学院進学といった進路が

初の２年間の身分です。当院の後期研修は、関連病

用意されています。

院と連携して各専門領域の学会認定専門医を取得す

＜取得を目指す専門医名＞

るためのプログラムであり、原則として、専門医を

精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、精神

取得することによってプログラムを修了しますが、

保健判定医、日本児童青年精神医学会認定医、日本

専門医取得後も生涯研修をサポートします。また、

総合病院精神医学会専門医、日本老年精神医学会専

大学院に入学して、高度医療・専門医療に関連した

門医、日本臨床精神神経薬理学会専門医

研究を行うことも可能です。更に、信州大学、獨協

<専門医を取得するまでのおよその研修期間>

医科大学、日本大学、埼玉医科大学の附属病院とそ

精神保健指定医および日本精神神経学会は後期研

の関連病院と連携して、より多様なプログラム（関

修の３年間で、他は精神保健判定医を除き３〜５年

東・信州広域循環型専門医養成プログラム）を作成

間で取得可能。

し、よりすぐれた専門性の高い後期研修を提供しま

<学会の研修施設として認定を受けている関連病院名>

す。この連携プログラムのニックネームは、参加し

中之条病院、伊勢崎市民病院、岸病院、田中病院、

ている５大学の頭文字を用いて、「GDNSS（グッド

西毛病院、群馬県こころの健康センター、群馬県立

ネス）」です。多くの若手医師に、この「GDNSS」

精神医療センター、公立藤岡総合病院、厩橋病院、

を利用していただければと思います。それでは、今

前橋赤十字病院、三枚橋病院、公立富岡総合病院、

回は、当院の後期研修プログラムの中から、精神科

上毛病院、桐生厚生総合病院、高崎総合医療センタ

神経科と眼科のプログラムの概要を紹介させていた

ー等（すべて日本精神神経学会専門医研修施設）

だきます。
なお、現在、平成23年度「シニアレジデント」を
募集しています。応募締め切りは平成22年10月29
日（金）です。詳しくは、臨床研修センターのホー
ムページをご覧いただくが、臨床研修センターまで
問い合わせください。よろしくお願いいたします。
2）精神科神経科後期研修プログラム
当科の後期研修の目標は、①実践的な臨床能力と、
②バランスのとれた精神医学への基本姿勢をもつ精
精神科神経科病棟にて

神科医を育成することであり、３年を経て精神保健
指定医および日本精神神経学会専門医の取得が可能

3）眼科後期研修プログラム

です。１年目は大学で、常時病棟にいるオーベンの

眼科の後期研修では５年間のプログラムを通じて

指導を得ながら５名程度の症例をじっくりと受け持

①すべての眼科疾患への理解と診療ができる能力を

つところからはじめます。児童思春期、老年期、器

身につけ、②眼科基本手術の執刀術者となり、③国

質性精神障害や摂食障害、緩和ケアなど、経験でき

内・国際学会での発表、和文・英文の学術論文作成
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能力を身につけ、④日本眼科学会認定専門医を取得

手術、専門学会発表。

することを目標としています。また当教室の特徴は

日本眼科学会専門医取得（一般的な場合)

県内外から様々な疾患を抱えた患者様が紹介受診す

<学会の研修施設として認定を受けている関連病院名>

ること、学会活動が盛んであることで、眼科医とし

後期研修が可能な関連病院は県内外を含めて、前

て知らなくてはならない広く深い知識と経験の習得

橋赤十字病院、伊勢崎市民病院、群馬中央総合病院、

に大変有利であり、また学会に参加することで他大

公立富岡病院、日高病院、館林厚生病院、桐生厚生

学、病院、研究施設の先生方とも交流を図ることが

病院、石井病院、利根中央病院、上尾中央総合病院

でき、さらなる知識の幅を広げることが可能です。

(埼玉県)、佐久総合病院（長野県）などで、この全

この研修プログラムの終了後に海外留学、国内留学、

てが日本眼科学会認定病院です。

学位取得、専門的手術者などの道を選び活躍してい

4）群馬県の医師確保修学研修資金
群馬県では、県内の病院において特に充実する必

きます。
<取得を目指す専門医名>

要のある小児科、産科婦人科、麻酔科、救急科、総

日本眼科学会専門医、光線力学的療法認定医、臨床

合科に将来従事する意欲のある大学院生又は後期研

遺伝専門医

修医（シニアレジデントを含む）に対して、修学又

<専門医を取得するまでのおよその研修期間および

は研修に要する資金を、４年間を限度として貸与し

研修施設>

ています（月額15万円）。資金貸与後、一定期間、

後期研修１年次：大学病院で研修。

知事が別に定める県内の公立病院等で小児科医、産

外来診察、レーザー治療、手術室（斜視手術、白内

婦人科医、麻酔科医、救急医、総合医（総合内科医）

障手術基本、手術助手など）、臨床連続講義、症例

として勤務することによって、その返還が免除され

検討会、眼病理輪読会、学会発表

ます。平成21年度では、小児科医14名、産婦人科

後期研修２年次：主に大学病院で研修。

医12名、麻酔科医４名、救急科医１名の合計31名

外来診察、レーザー治療、手術室（斜視手術、白内

が貸与を受けています。この群馬県の医師確保修学

障手術基本、手術助手など）、臨床連続講義、症例

研修資金の詳細は、臨床研修センター、あるいは群

検討会、眼病理輪読会、学会発表、論文作成

馬県の医務課まで問い合わせください。
5）医療人能力開発センター
臨床研修センターは、初期研修医および後期研修
医（シニアレジデント）の研修を管理する部門です
が、臨床研修センターが所属する組織として、医療
人能力開発センターがあります。医療人能力開発セ
ンターは、高度な専門性を有する医療人の育成を支
援するために、教育プログラムおよび教育環境の充
実を図る組織であり、臨床研修センター（臨床研修
部門）に加え、スキルラボセンターを管理するスキ
ルラボ部門、女性医療人に対する支援を行う女性医
師等教育・支援部門、群馬県の地域医療再生計画に
基づく寄附研究部門（地域医療推進研修部門）があ

眼科研究室にて

ります。医療シミュレーション施設であるスキルラ

後期研修３・４年次：関連病院で研修。

ボセンターの利用希望や、結婚や出産・育児等で一

一般臨床、レーザー治療、白内障手術、外来小手術

旦臨床現場を離れた女性医師向けの支援プログラム

後期研修５年次：主に大学病院で研修。

への参加希望等がございましたら、医療人能力開発

外来診察、難治白内障手術、緑内障手術、学会発表

センターまで問い合わせください。どうぞよろしく

後期研修６年次：主に大学病院で研修。

お願いいたします。

外来診察、難治白内障手術、緑内障手術、網膜剥離
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立腺癌、頭頸部非扁平上皮癌、肺癌（Ⅰ期非小細胞

重粒子線施設だより

肺癌）ですが、現時点では治療患者は前立腺癌がほ
とんどを占めております。その理由として、重粒子

重粒子線医学
センター稼働中

線治療は従来の通常Ｘ線治療とは大きく異なり、き
わめて高精度な放射線治療であるため、一つ一つの
疾患（部位）に対して特有の治療技術を用います。

腫瘍放射線学
准教授 高橋

例えば部位によって照射時の固定法が異なります

健夫（昭63卒)

し、肺癌や肝臓癌であれば臓器の呼吸移動に対応す
るため、呼吸同期照射を用います。また治療計画の

放射線治療に用いられている粒子線は陽子線と重

計算方法も全く異なります。よって部位別に各々高

粒子線（炭素線）であり、後者は本邦では放射線医学

精度な治療技術を確立しながら治療を進めていく必

総合研究所（放医研）
、兵庫粒子線治療センターに次

要があるわけです。９月以降は上記疾患に加え肝臓

いで群馬大学重粒子線医学センターが稼働しました。

癌、直腸癌骨盤内再発に対する治療が開始予定であ

炭素線は大きく分けて物理学的利点と生物学的利点

り、続いて骨軟部腫瘍に対する治療も開始されます。

の二つを持ち合わせています。ブラッグピークを有

さらに頭頸部悪性黒色腫、頭蓋底腫瘍、等のプロト

し、加速された速さに応じて一定の深さで大量のエ

コール作成が始まる予定です。当面は放医研ですで

ネルギーを一気に放出して停止します。このためビ

に実績のある疾患から治療が開始されていきます

ームが停止した先にはほとんど影響を及ぼさず、従

が、今後は大学病院の機能を生かし、また地域病院

来のＸ線治療に比べ物理的線量分布が極めて良好で

との積極的な連携のもと、重粒子線治療を用いた集

す。生物学的効果に関しては、X線と比較した生物

学的治療を視野に入れ、新規臨床試験を計画してい

学的効果比(RBE)が炭素線で3.0と高い生物学的効果

きたいと考えています。放医研は重粒子線単独治療

を有しています。よって通常放射線治療では制御困

ですが、群馬大学では集学的治療が行えるのが大き

難である放射線抵抗性腫瘍（悪性黒色腫、骨肉腫、頭

な強みとなります。今年度は約60名程度の治療と

頸部非扁平上皮癌など）に対して炭素線治療は有効

なりますが、来年度以降は順次治療件数を伸ばして

で、高い局所制御率が得られています。また高い生

いく予定となっています。

物学効果、良好な物理線量分布により、通常のＸ線

多くの特徴と利点を持つ重粒子線治療ですが、こ

治療に比べ分割照射回数が少なくて済むことも大き

れがあれば従来のＸ線による通常放射線治療が必要

な特色の一つで、前立腺癌ならびに頭頸部非扁平上

なくなるわけではまったくありません。通常では制

皮癌の治療は16回照射（４週間）、Ⅰ期肺癌、肝癌に

御困難であった疾患に対する治療が重粒子線治療に

対する治療は４回照射（１週間）で行われています。

より可能となり、さらに疾患によっては従来の治療

群馬大学重粒子線医学センターの現況ですが、今

法に比べ良好な治療成績が期待できることが重粒子

年３月に前立腺癌患者に対して重粒子線治療が開始

線治療の大きな強みであり、重粒子線治療があるこ

され、12名の治療施行後、先進医療の認定を取得し

とで治療選択の幅が広がります。多くの先生方に治

順調に治療が推移しています。重粒子線治療の装置

療方針の選択肢の一つとして有効に重粒子線治療を

を中心としたハード面が安定しており、ほぼ計画通

使用していただき、また地域がん診療拠点病院をは

りに治療が行えています。治療は基本的に臨床試験

じめとする多くの病院と、共同でがん治療を行ってい

（第Ⅱ相試験）のプロトコールに基づいて行われま

く診療体制を構築すべく努めていくことが重要です。

すが、臨床試験の適格条件を一部満たしていなくて

現在の診療体制ですが、ご紹介・お問い合わせの

も、重粒子線治療の適応があると判断される場合に

窓口は当院の患者支援センターとなっております。

は治療を行う場合があります。臨床は各臓器別に設

詳しくはホームページ（群馬大学附属病院→重粒子

けられている群馬大学重粒子線治療検討委員会の各

線治療のご案内）をご参照ください。

専門部会が中心となり、プロトコールの作成等が行
われています。現在、治療が開始されているのは前

多くの先生方とともに重粒子線治療を発展させ、
がん治療に貢献していきたいと考えております。
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チェンマイ大学交換留学実習
チェンマイ大学との
交換留学を終えて

【外科部門】
外科では、肝・胆・膵のグループに同行しました。
外科の一日は、学生による症例発表から始まります。

医学部医学科６年

５年生の学生が実際にとった所見や必要だと考えた

伊東 秀崇、江原
玄
添野 祥子、有路登志紀

検査結果をプレゼンテーションし、レジデントの先生
や教授に確認をします。その後、入院患者の回診を

【はじめに】

し、術前術後の状態を確認します。回診後に手術室

私たちは、分子予防教室星野教授が行っている群

に移ります。私たちは腹腔鏡下胆嚢摘出術を見学し

馬大学・チェンマイ大学交換留学プログラムに参加

ました。執刀していたのは、３年目のレジデントの

しました。

先生と６年生の二人でした。伺った話によると、難

今回も、チェンマイ大学より３名の学生が日本に

しい症例では上の先生が入ることもあるそうですが、

滞在し、一緒に実習をしました。群馬での実習期間

簡単な症例では、レジデントの先生と学生のみが多

は、分子予防教室や外科を中心に２週間行い、その

いそうです。また、６年生では実際に執刀すること

間、茶道、華道、書道、弓道、剣道といった日本の

もあり、多くの学生が虫垂炎やヘルニアの手術等で

文化やスキー、日光、温泉と言った観光を行いまし

は執刀しているそうです。このように外科領域にお

た。特にスキーなどは、来日前から要望も強く、非

いても、学生が周術期管理や手術等全ての事柄にお

常に喜んでもらえ私たちもほっとしております。群

いて、大きな役割を担っていると思いました。学生

馬大学での実習では、主に外科を希望している学生

が使用している教科書はSchwartz'sやSabiston等

が多かったため、外科を中心として予定を組みまし

でした。

た。それに加え、内科や眼科の先生方も英語でのレ
クチャーをやって頂き、麻酔科では工場見学、放射

【ＥＲ部門】

線では重粒子施設見学など、様々なプログラムを提

ERでは、心筋梗塞や、呼吸不全、喘息発作、腹痛

案して頂きました。多くの反省点もありましたが、

などの内科疾患の患者さんも多くいましたが、特に

振り返ってみても非常に充実したプログラムとなっ

印象深かった事は、外傷の患者さんが多くいたこと

たではないかと自負しております。

です。チェンマイでは、主要な交通手段がバイクで

その後、私たちは、４月１日から４月８日までチ

あること、交通ルールが整備されていない、違法で

ェンマイ大学で実習を行いました。チェンマイ
はタイ王国の北部に位置し、およそ300万人を
擁するタイ北部最大の都市です。実際に行って
みますと、多くの古い寺院などがある町中に近
代的な病院関係の建物が並んでおり、ここを中
心にタイ北部地域での医学教育、診療、研究に
おいて中核的な役割を担っていると実感できま
す。私たちは、内科、家庭医学部門、代替医療
部門、肝胆膵外科部門、ER外傷センター等を
見学しました。その他に、HIV感染孤児施設
Ban Rom Saiを見学しました。以下に各部門
で学んだことをまとめます。

チェンマイ大学医学生とER実習 平成22年４月８日
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ありながらも飲酒運転が日常化していること
など、交通事故が後を絶ちません。また、ヘ
ルメットを着用している運転手もわずかであ
り、ERに運ばれてくる外傷者の多くは頭部
にも外傷を負っていることが多いです。その
ような状況下であっても、医学生はどの症例
にも落ち着いて対応していました。問診後に
頭部から下肢まで一連の身体・神経学的所見
を取り、検査の必要性、治療の必要性を決め
ます。重症の症例でない限り、指導医の支持
を受けずに学生が初診から退院まで全てを行
っていました。私達もチェンマイの学生と一
学部長と留学生たち 平成22年４月７日

緒に所見の取り方や手技を学びましたが、チ
ェンマイの学生の知識や手技にはただただ脱帽する

カスによる髄膜炎を疑って検査中の患者さんや、ノ

のみでした。しかし、ＥＲで学生の手技を見ていて、

カルジア感染を疑われ、肺、脳、皮膚など全身を検

一応の処置は出来るものの個々人の能力には差があ

索されている高齢の女性もいました。

り、指導医から適切に指導を受けられていないと思

・Ban Rom Sai

う点も多少ありました。

バーンロムサイはタイの財団法人の一つで、1999

【感染症部門・エイズ孤児施設見学】

年にチェンマイ市郊外に開設され、施設にはエイズ
孤児たちが現在30人（６歳〜18歳）育てられてい

タイは、90年代初頭に実施した、政府、産業界、

ます。この子どもたちはタイでの母子感染の第一世

メディア、NGOなどを動員したエイズ対策により、

代であるため、薬の副作用は今の時点では不明であ

流行を抑制することに成功し、感染抑制のモデル国

り、また、将来の進学、就職、結婚、いまだに残る

と称されています。今回の実習では、感染症部門と、

差別など、問題は次々と浮上しているそうです。

エイズ孤児施設（Ban Rom Sai）を見学し、タイ

・タイでのエイズ感染対策について
タイでは学校での性教育やコンドームの着用奨

でのエイズの予防・ケアを学び、今後日本での感染
対策にどう活かすことができるか検討しました。

励、辺境地の村落への訪問診療など、さまざまな対

・外来

策が普及しています。日本でも、タイを見習い、教

見学当日の外来患者83人中、80％以上がHIV陽

育関係者、医療関係者、企業、NGO等とあらゆる

性で、私がお会いした患者さんは全員、AIDS発症

分野が協力し、予防に関する普及啓発・感染の早期

前で10年前後抗ウイルス療法を続けている患者さ

発見と適切な治療・感染者に対する理解の促進を図

んでした。タイのHIVに対する治療では、lamivu-

るべきだと思いました。

dine 、Stavudine、Nevirapineという逆転写酵
素阻害剤を標準的に用いるようです。患者の主訴は

【家庭医療部門見学】
この部門では、患者さんの家への往診へ同行し、

抗ウイルス療法の副作用（糖・脂質代謝異常など）
による症状が多く、とくにStavudine の副作用であ

病院では見られないタイの人々の実際の生活を見る

るlipodystrophyが出現した場合は、ジドブジン

ことができました。家庭医療では、病気だけではな

zidovudine というARVに変更します。

く、その人、そして家族まで含めた視点で医療を提

・入院病棟

供します。だからこそ実際に家庭に訪れて、普段の

入院患者もやはりHIV陽性の患者が多く、HIV感
染と合併しやすく注意すべき感染症として、結核な

生活、住環境、背景を理解することが重要であるの
だと感じました。
家庭医療は初期診療という意味でも重要ですが、

どの抗酸菌（Acid-Fast Bacilli）、Nocardiosis、ト
キソプラズマ症などがあるそうです。クリプトコッ

家庭を含めて考える視点は医療をするうえですべて
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の医師がもつべき重要な視点だと思います。そうい

るからです。ただ、指導医は自分の仕事に忙殺され

った意味で、チェンマイ大学では学生への教育プロ

ていて、学生の傍に常にいるわけではなく、相談し

グラムがあり、良いと思いました。しかし、専門と

たい時に出来ないということも見受けられました。

しての家庭医療は日本と同じくまだ手探りの状態で

実習において、最も刺激になったことは、４年生

あると思います。タイの医療の中で、家庭医がどの

ですでに、私達以上の知識や臨床能力を持っていて、

立場になるか今後期待し、そこから日本も学び参考

さらに、毎日患者さんと顔を合わせることで医師と

にしていかなければならないでしょう。

しての自覚が私達もより格段にあり、医師としての
風格が表れていたことでした。私達もこの機会を励

【まとめ】

みに、実習や今後の研修に積極的に参加しなければ

チェンマイの学生は４年生から病棟実習が始まり、

ならないと思いました。

すぐに患者さんを持ちます。私達が回診を見学して

また、このプログラムは多くの先生やスタッフ、

いる時も４年生が適切に症例のプレゼンテーション

学生の方に支えられていることも実感しました。本

していました。おそらく、４年生の知識や実力は私

当に、このように充実した経験をさせて頂き感謝し

達と同等かそれ以上だと思いました。何故、このよ

ております。今後にどれだけ生かせるのかは自分次

うに４年生がすでに実力を持っているのかという

第ですが、真摯に医学、医療の道を邁進していきた

と、実習の合間を見ていても、４、５、６年生皆が

いと思います。

仲良く、上級生が下級生の面倒をとても良く見てい
田醇一、春田孝正、八尾十三、増村雄二郎の８名で

クラス会だより

あった。集まったものは皆80歳半ばであり、多少
の疾患があったりしているが、一応元気にしている

前橋医専１回生クラス会

状態であった。佐藤普、新宅、八尾のお３人の奥様
方の参加があり、一段と華を添えていただけた。
なごやかな談笑のうち、２時間程の懇親会もまた

増村雄二郎（昭23卒）

たく間に過ぎ、次回の世話人を決め、再会を期して
前橋医専１回生のクラス会は、ここ数年秋に群馬

散会した。

と東京と交互に毎年行ってきたが、昨年は都合で行

記念写真は、新宅君の撮影によるもので、腕前は

わなかったので、今年は去る６月16日に八尾十三

プロ並みである。なお、日時の関係でご希望に添え

君のお世話で、東京のフォーシーズンズホテルに於

ず欠席された先生がおられたので、次回はできるだ

いて開催された。

け多くのものが参加できるように企画できればと思

参加者は桂保平、佐藤正、佐藤普、新宅喜治、津

っている。

前橋医専１回生クラス会（平成22年６月16日 フォーシーズンズホテルにて）
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弘之先生（昭37卒）に交代となりました。豊泉先
生は長年にわたり支部の活動にご尽力くださいまし

高崎・安中 (群馬郡)
支部だより

た。ここに改めて支部会員を代表しまして謝意を表
したいと思います。新支部長の牧元弘之先生は、皆
さまもご存知のとおり高崎市医師会長として長年尽

岡本 克実（昭54卒)

くされ現在は、箕輪真一先生（昭28卒）とともに
高崎市医師会顧問としてご指導いただいています。

刀城クラブ高崎・安中支部総会および懇親会が高

講演は、豊泉清先生が「日本語の語彙に定着した

崎市内で開催されました。高崎・安中（群馬郡）支

外来語」という演題でお話いただきました。今まで

部では、長年にわたり毎年春の総会および秋の講演

は土曜日の開催が多かったのですが、今年から平日

会と毎年２回の定例会を開催してきました。総会時

開催にしてみようということになり、今までなかな

の懇親会では会員の仕事（研究）の話や趣味の話を、

か出席できなかった会員の皆様も久しぶりに出席し

また秋の講演会では主に群馬大学の若手の同窓教授

ていただき、和やかな雰囲気で会は終了しました。

を招いて講演をしていただいております。

今後とも、ますます多くの会員に参加いただけるよ

今回、支部長が豊泉清先生（昭37卒）から牧元

うに、回を重ねてゆきたいと考えています。

高崎・安中支部総会（平成22年６月30日 暢神荘にて）
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第38回刀城クラブ同窓会
太田館林邑楽支部総会開かる

第218号

月より平成24年３月まで支部長を務められること
に決まりました。また、太田市の市町村合併による
名称変更等会則の変更も承認されました。
総会終了後、群馬県立がんセンター 湊浩一先生

太田館林邑楽支部
幹事 黛

の司会で、①「獨協医科大学から見た群馬大学」、

卓爾（昭42卒)

②「乳がん治療の変遷と病理診断」と題する小山徹

７月５日（月）PM７：00より館林市ジョイハウ

也教授の講演会が行われました。群馬大学教授に就

スにて、第38回支部総会が、群馬大学第二病理学教

任される前に獨協医科大学の教授をされていたこと

室教授小山徹也先生（昭59卒）を講演会講師にお

から、私学と国立の違い、研究費の違い、学生の気

願いして開催されました。出席者は33名、当支部圏

質の違い、授業料から国家試験対策に対する学校の

内での群大卒業生は130名ですので、約27％の出席

取り組み、女子学生の多寡等、今まで耳にしたこと

率でした。最近の傾向は病院の先生方の出席が少な

のない興味あるお話でしたので、講演終了後の質問

いことでしたが、今年は県立がんセンターからは院

も群馬大学がなぜ女子大生を多く入学させるのか、

長、副院長２名、医療局長ほか５名の出席があり、

なぜ群馬大学に研修生が残らないのか等、医師不足

総会を盛り上げてくれました。今年は支部長並びに

を深刻に受け止める発言がありました。

役員改選の年でした。

卒業生の多くは皆出身地で研修を受けたがるの

本支部の役員会は25名で構成されていて、年１

で、大学に残るのは30％足らずとのお話には皆シ

回役員会を開いています。役員会は４月26日（月）

ョックを受けたようです。卒業生をどうしたら群馬

に開催され、総会提出の議案の検討が行われました。

県に引き止められるか、これは大学だけで解決され

ここで次期支部長に前期支部長の成田忠雄先生（昭

そうにないと感じた次第ですが、さてその方策は、

35卒）を推薦することが決められました。役員も

となると五里霧中。思い切って群馬県の高校出身者

一部の役職変更があるほか、ほとんど前期幹事が残

を半分くらい入学させてはいかがでしょうか。独立

ることになりました。総会では役員会が提出した事

行政法人になったのですから、これくらいは大学だ

案がすべて承認され、成田忠雄先生が平成22年４

けで決めてもいいのではないでしょうかね。

太田館林邑楽支部総会（平成22年７月５日 館林市ジョイハウスにて）
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群馬健康医学振興会
助成金のご案内

平成22年９月15日

群馬健康医学振興会助成金
財団法人群馬健康医学振興会は地域の保

財団法人群馬健康医学振興会
常務理事（研究助成担当）
白倉 賢二（昭50卒)

健・医療・福祉の向上のため、以下の助成を
行う。
１．対象

財団法人群馬健康医学振興会による平成22年度

群馬県内または近郊、その他の地域に勤務

研究助成金には多数の応募がなされ、この研究助成

する医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、

事業への期待の大きさが窺えました。選考委員会に

療法士、保健師、社会福祉士、その他の保健、

よる公正な審議を経て、５件が採択されました。採

医療および福祉関連職、教員、団体等が年度

択されたものは社会福祉事業、癌やその他の疾病に

内に行う研究または事業であって、以下の群

対する研究活動、学生教育に関する事業などでした。

馬健康医学振興会の設立の趣旨に則った活動

平成23年度は財団事業の公益性をさらに高め、社

であること。

会からの要望に応えるため22年度の実績５件、総額

１）健康医学調査・研究活動

50万円を５〜10件、総額100万円程度と充実させ

２）健康医学普及・社会貢献活動

て、この10月より募集を開始いたします。応募要

３）健康医学交際交流・研究活動

領は、財団のウェブサイトにも公表されております

４）医学部学生の健康医学実習

が、応募資格は同窓会員に限らず、医師以外の皆様、

５）その他、保健・医療・福祉の向上に貢

学生を含めて地域住民の健康増進に貢献するための
事業、研究をされている皆様を対象としております。
平成23年１月に応募を締め切り、４月までに採
択の決定を行い、公表通知する予定となっておりま
す。本事業が地域の公益事業の活性化につながるこ
とを期待し、たくさんの応募をお待ちしております。

平成22年度群馬健康医学振興会助成金受給者
研究・事業題目

研究者名

献する活動
２．件数及び助成金
５〜10件、総額100万円程度とする。
３．申込方法
応募希望者は、応募用紙を同窓会のホーム
ページからダウンロードの上、平成23年１月
末日までに郵送、またはメールにて申請する。
提出先：〒371-8511
前橋市昭和町３丁目39−22

情緒障害児短期治療施設における被虐待児への治療

同窓会事務局内 財団法人群馬健康医学振興会

的ケアーの研究

メールアドレス：
青い鳥ぐんま 会田茂男

保健行動相互作用モデルをもとにした心不全アセス
メントツールの作成

tojoclub@showa.gunma-u.ac.jp
４．選考と採否の通知について
選考は群馬健康医学振興会助成金選考委員

群馬大学医学部附属病院 小曾根龍志
壮年期がん患者の就業・職場復帰支援プログラムの
開発

会が行い、平成23年４月中に通知する。
５．受給者の公表
受給者は、本人に通知の後、同窓会の会報

群馬大学医学部保健学科 武居明美
小児がん患者を持つ父親への看護支援の現状と課題
に関する研究

およびホームページに公表する。
６．その他の関連事項
活動終了後、すみやかに報告書にて活動報

群馬大学医学部附属病院 福島竜一ほか
模擬患者(特にがん模擬患者)養成と研究

告を行う。また、活動内容を公表する場合は、
群馬健康医学振興会助成金の助成を受けた

いるか薬局 吉江福子
以上
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学

役員会だより

外

人

事

【昇任】平成21年10月１日

第５回役員会（平成22年５月27日）

渡邉 直行（昭63卒）群馬県立県民健康科学大学診
療放射線学部教授

出席者 森川会長 他20名 学友会４名
報告事項

謹 告

１．法人のその後の活動について
２．教授の会について

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。

３．その他
協議事項

正会員

１．平成21年度地域医療貢献賞実施要項(案)について

昭和50年卒
昭和25年卒
昭和27年卒
昭和41年卒
昭和26年卒
昭和26年卒

２．その他

第６回役員会（平成22年６月24日）
出席者 森川会長 他18名 学友会４名

田中敏博先生 （平成 21年 2 月 逝去）
武島龍雄先生 （平成 22年 2 月 7 日逝去）
松本朝之先生 （平成 22年 3 月26 日逝去）
今高治夫先生 （平成 22年 7 月18 日逝去）
星野矩之先生 （平成 22年 7 月21 日逝去）
原澤幸彦先生 （平成 22年 逝去）

特別会員

報告事項

城所良明先生（平成22年7月26日逝去）

１．法人のその後の活動について
２．平成21年度地域医療貢献賞について

編集後記

３．その他

今年は９月に入ってもほぼ全国的
に猛暑が続き、前橋市内でも真夏日、

協議事項

猛暑日の記録が更新されていますが、同窓の先生方に

１．同窓会総会及び教授の会実施要項(案)について

はお元気にお過ごしのことと思います。
今号は恒例の同窓会総会、北関東医学会総会のご案

２．平成22年度収支予算(案)について
３．交換留学生奨学補助金について

内をメインに編集しました。両総会の日程とともに、

４．医学部附属病院地域医療連携施設登録への支援

教授の会のご案内、同窓会推薦講演の抄録も掲載して
ありますので、多くの先生方のご出席を御願い致しま

について

す。

５．その他

第７回役員会（平成22年７月22日）

さて、今号では約20年ぶりに学生による訪問インタ
ビューが復活しました。今回は渡邉治雄先生（昭50

出席者 森川会長 他23名 学友会２名

卒）が 同窓生として初めて国立の研究機関の所長に

報告事項

就任された ことをきっかけとして、学生が先生の研

１．法人のその後の活動について

究室に伺って、お話を聞いて感じたことを中心に紹介

２．その他

してあります。同窓会報の訪問インタビューは平成元

協議事項

年から平成２年にかけて５回掲載され、好評を頂きま

１．平成21年度収支決算（案）について

したが、その後中断されていました。今号で再開でき

２．平成21年度地域医療貢献賞について

たのも、同窓の先生からのアイデアのお陰です。同窓

３．学術集会補助金について

会報を益々充実させるためにも先生方の引き続きのご

４．その他

支援を御願い致します。

学

内

人

事

【昇任】平成22年７月１日
大嶋 清宏（平４卒) 臓器病態救急学教授
【昇任】平成22年９月１日
横濱 章彦（平４卒) 輸血部副部長

編集委員

（福田利夫）

福田利夫(昭51卒)、平戸政史(昭53卒)、
萩原治夫(昭56卒)、藤田欣一(昭56卒)、

安部由美子(昭57卒)、大山良雄(昭63卒)、星野綾美(平13卒)、
宮永朋実(平15卒)、青木 誠(平22卒)、稲葉 敦(平22卒)、
関口淳一(事務局)
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