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と言って無駄な明かりのスイッチを切ってい

総会を迎えるに
あたって

る姿はまさに国民全員でこれからやってゆく方向を

医学部同窓会・刀城クラブ

のごとく９月17日に刀城会館で開催されます。総

示しているように感じました。
さて、本年の同窓会総会と全国支部長会議が下記
会では昨年の事業報告と会計報告、本年の新たな活

森川 昭廣（昭44卒)

会長

動方針と予算案を皆様にご検討いただきます。来年
３月11日の東日本大震災につきましては、被災さ

は同窓会創立60周年となり、学校の創立からはまも

れた方々に心からお見舞い申し上げます。多くの方

なく70周年を迎えます。それについても皆様のご意

が亡くなられ、また現在も行方不明の方が多数おら

見をいただければと考えています。また、地域医療

れること、さらに震災以来震度５弱以上の余震が40

貢献賞を受賞された皆様の表彰式も行われ、北関東

回をこえ、また福島の原発事故もまだまだ不安定な

医学会での同窓会推薦講演者への感謝状の贈呈も行

経過をとっているなど多くの国民の頭から離れない

われます。ぜひ、多くの会員の皆様のご参加をいた

ことが沢山あります。これから短期間に解決しなけ

だければと思います。

ればならないこと、そして一方で10年、20年の長

全国支部長会議も同時に開催されます。支部の充

期にわたる対策と実施を考えると、国民一人一人が

実は我々が目指してきた大きな課題であり、それに

この国難に不断のそしてできる努力を重ねてゆくこ

よって全国的な人の絆が結ばれると考えています。

とが必要でありましょう。小さな子供が

多くの支部長の方々のご参加をお待ちしています。

せつで

同窓会総会と全国支部長・支部代表者会議のご案内
全国支部長・支部代表者会議

第３号議案 平成23年度事業計画について

【日 時】平成23年９月17日（土）16：00〜

第４号議案 平成23年度会計予算について

【場 所】群馬大学医学部刀城会館

その他

【次 第】

１）地域医療貢献賞の表彰

同窓会長挨拶

２）推薦講演者への感謝状の授与

１．支部の在り方等について

３）その他

２．その他
懇親会
総 会

「総会」及び「全国支部長・支部代表者会議」

【日 時】平成23年９月17日（土）17：00〜

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23年９月17日（土）18：00〜

【議 題】

【場 所】群馬大学医学部刀城会館

第１号議案 平成22年度事業報告について

【会 費】5,000円

第２号議案 平成22年度会計決算報告について

第58回北関東医学会総会のご案内
【日 時】 第１日 平成23年９月29日（木） 13：00〜

群馬大学医学部刀城会館

第２日 平成23年９月30日（金）

群馬大学医学部刀城会館

８：50〜

【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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第 58 回 北 関 東 医 学 会 総 会 プ ロ グ ラ ム
第１日 平成23年９月29日（木）
群馬大学医学部刀城会館
【開
会】13：00
【ポスター展示】11：30〜17：40
【一般演題 Ａ（ポスター発表）
】
セッション１ 13：05〜13：45
座長 石崎 泰樹（群馬大院･医･分子細胞生物学）
１．マウス扁桃体外側核のGABA受容体応答の可
塑性に関する研究
藤枝智美１，２、白尾智明２、三輪秀樹３、関野祐子１，２
（１．国立医薬品食品衛生研究所薬理部、２．群
馬大院・医・神経薬理学、３．群馬大院・医・
遺伝発達行動学）
２．マーモセット脳におけるドレブリンの免疫組
織化学的解析
梶田裕貴１、三輪美樹２、児島伸彦１、中村克樹２、
白尾智明１（１．群馬大院・医・神経薬理学、２．
京都大学霊長類研究所行動神経研究部門）
３．発生期小脳におけるC D 4 4発現細胞の分布と
その存在意義
横山就一、成瀬雅衣、倉知正、柴崎貢志、石崎
泰樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）
４．CIN85の機能欠損はドーパミン受容体のエン
ドサイトーシスを抑制し多動を引き起こす
下川哲昭、鯉淵典之(群馬大院・医・応用生理学）
５．アストロサイト傷害の組織学的指標として
のcorpora amylacea貪食像：視神経脊髄炎剖
検例９例における検討
鈴木文１、横尾英明１、柿田明美２、高橋均２、針
谷康夫３、伊古田勇人１、中里洋一１（１．群馬大
院・医・病態病理学、２．新潟大学脳研究所病
理学分野、３．前橋赤十字病院神経内科）
６．脳腫瘍におけるnestinの発現―悪性神経膠腫
病理診断への有用性に関する検討
新井秀雄１，３、伊古田勇人１、菅原健一２、平戸純
子３、中里洋一１（１．群馬大院・医・病態病理
学、２．群馬大医・附属病院・脳神経外科、３．
群馬大医・附属病院・病理部）
７．GABA仮説に基づく統合失調症モデルマウス
の開発と解析
藤原和之１，２，３、三輪秀樹１，２、柿崎利和１，２、三國
雅彦３、棚平千代子４、玉巻伸章４、柳川右千夫１，２
（１．群馬大院・医・遺伝発達行動学、２．独立
行政法人科学技術振興機構，CREST、３．群馬
大院・医・神経精神医学、４．熊本大学大学院
生命科学研究部脳回路構造学）
８．神経幹細胞性質変換に伴う遺伝子座の核内配
置の変動解析
伊藤謙治１、中島欽一２、荒川浩一１、滝沢琢己１
（１．群馬大院・医・小児科学、２．奈良先端科
− 3 −

学技術大学院大学バイオサイエンス研究科分子
神経分化制御学講座）
セッション２ 13：50〜14：15
座長 村上
徹（群馬大院・医・機能形態学）
９．SIRPαは腎糸球体上皮細胞の形態と蛋白尿
制御に関与する
高橋哲史１、廣村桂樹１、富岡麻衣１、浜谷博子１、
坂入徹１、青木武生２、大西浩史３、的崎尚４、野
島美久１（１．群馬大院・医・生体統御内科学、
２．群馬大院・医・生体構造学、３．群馬大・
生調研・バイオシグナル分野、４．神戸大学大
学院医学系研究科シグナル統合学分野）
10．男性ホルモンによる代謝機能制御機構の解析
佐藤隆史１、沢津橋俊１、佐々木努２、溝端健亮１、
三宅由花１、齋田佳織１、森和俊３、北村忠弘２、
加藤茂明４、北川浩史１（１．群馬大・生調研・
核内情報制御分野、２．群馬大・生調研・代謝
シグナル分野、３．京都大学大学院理学研究科、
４．東京大学分子細胞生物学研究所）
11．GranuphilinとSyntaxin-la二重欠損マウス
を用いたインスリン分泌機構の解析
王昊１、石崎玲１、藤原智徳２、赤川公朗２、泉哲郎１
（１．群馬大・生調研・遺伝生化学分野、２．杏
林大学医学部細胞生理学教室）
12．マウスマラリア赤内期感染防御におけるCD8＋
T細胞の関与
今井孝、石田英和、平井誠、鈴江一友、久枝一
（群馬大院・医・国際寄生虫病学）
13．気道上皮細胞のウイルス感染モデルにおけ
るINF-γのムチン分泌抑制の分子基盤
小柳貴人１，２、滝沢琢己１、中嶋直樹１、八木久子１、
小林靖子１、荒川浩一１（１．群馬大院・医・小
児科学、２．新潟大学大学院医歯学総合研究科
小児科学）
セッション３ 14：20〜14：45
座長 小山
洋（群馬大院・医・公衆衛生学）
14．病院と地域看護職者間によるALSデスカンフ
ァレンスで見出された地域連携課題
大谷忠広１、牛久保美津子２、冨田千恵子１、猪熊
綾子１、中村聡洋１、池田将樹３、牛込久美子４、
田代美智子５、小林直樹６、大槻雪枝７、阿久沢と
も子７、中村伊津江７、小川美由紀７（１．群馬大
医・附属病院・看護部、２．群馬大院・保・看
護学、３．群馬大医・附属病院・神経内科、４．
群馬県保健予防課、５．前橋市保健所、６．訪問
看護ステーションホームナース、７．群馬県看護
協会訪問看護ステーション）
15．Development and Validation of an
Assessment Scale for Continence Selfcare (ACS)
Yoko Uchida １ 、Manami Kamiyama １ and
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Ryo Ando2 (1.Gunma University Graduate
School of Health Sciences、2.Department of
Master Course, Gunma University Graduate
School of Health Sciences）
16．Impact of Urinary Symptoms on Quality
of Life in Community Female Residents Ryo
Ando１、Yoko Uchida2 and Manami Kamiyama2 (1.Department of Master Course, Gunma
University Graduate School of Health Sciences、2.Gunma University Graduate School
of Health Sciences）
17．Usefulness of Relaxation Technique for
Diabetic Blood-sugar Control-difficult Patient
by Analysis of One Clinical Case Yuko Katada、
Kikuyo Koitabashi and Shoichi Tomono
(Department of Nursing, Gunma University
Graduate School of Health Sciences）
18．クロステストにおけるWISH型股関節装具の
効果
佐藤江奈１，２、山路雄彦２、佐藤貴久３、渡辺秀臣２
（１．社会保険群馬中央総合病院リハビリテーシ
ョン科、２．群馬大院・保・リハビリテーショ
ン学、３．群馬大医・附属病院・整形外科）
【一般演題Ｂ（ポスター発表）
】
セッション４ 13：05〜13：30
座長 小山 徹也（群馬大院・医・病理診断学）
19．乳頭腫脹と虹彩毛様体炎を合併した成人発
症Still病の一例
野田聡実、岸章治（群馬大医・附属病院・眼科）
20．手根管症候群患者における超音波診断の有用
性と臨床所見の関連について
田鹿毅、小林勉、山本敦史、金子哲也、澁澤一
行、高岸憲ニ（群馬大医・附属病院・整形外科）
21．整形外科領域神経障害性疼痛に対するプレガ
バリンの短期効果と副作用発現に関する検討
入内島崇紀、白倉賢ニ、和田直樹、宗宮真、田
澤真之（群馬大医・附属病院・リハビリテーシ
ョン部）
22．頭頸部free flap連続200例を対象とした血栓
形成危険因子の検討
牧口貴哉１、橋川和信２、宮崎英隆１、根岸明秀１、
寺師浩人２、丹生健一３、田原真也２、横尾聡１（１．
群馬大院・医・顎口腔科学、２．神戸大学大学
院医学系研究科形成外科学、３．神戸大学大学
院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
23．眼窩底骨折に対する生体吸収性プレート
(Lactosorb Ｒ ）の使用経験 ―これまでの経過と
今後の課題―
牧口貴哉１、皐月玲子２、宮崎英隆１、根岸明秀１、
横尾聡１（１．群馬大院・医・顎口腔科学、２．淀
川キリスト教病院）
セッション５ 13：35〜14：00
座長 伊藤 一人（群馬大院・医・泌尿器科学）
24．Nd：YAGレーザーを用いて外照射と組織内
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照射を同時に行った頬粘膜血管奇形の１例
宮崎英隆、金舞、牧口貴哉、金留依、早田隆司、
小川将、根岸明秀、横尾聡（群馬大院・医・顎口
腔科学）
25．口腔扁平上皮癌におけるFAMTならびにFDG
集積とMIB-1標識指数に関する検討
宮下剛１、宮久保満之１、根岸明秀１、横尾聡１、樋
口徹也２、有坂有紀子２、石北朋宏２、対馬義人２
(１．群馬大院・医・顎口腔科学、２．群馬大院・
医・放射線診断核医学）
26．再度の腸骨移植を必要とした口唇・口蓋裂症
例の検討
根岸明秀、五味暁憲、宮崎英隆、牧口貴哉、横
尾聡（群馬大院・医・顎口腔科学）
27．開鼻声値の評価基準の検討―口蓋裂患者およ
び口腔癌患者の言語評価に向けて
五味暁憲１、根岸明秀１、平原成浩２、緒方祐子２、
宮崎秀隆１、牧口貴哉１、高山優１、横尾聡１（１．
群馬大院・医・顎口腔科学、２．鹿児島大学大
学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科学）
28．大胸筋皮弁再建における内側胸筋神経温存・
再形成の意義
高山優、宮崎英隆、牧口貴哉、横尾聡（群馬大
院・医・顎口腔科学）
セッション６ 14：05〜14：45
座長 富田 治芳（群馬大院・医・細菌学）
29．顎 口 腔 領 域 に 生 じ た L a n g e r h a n s c e l l
histiocytosisの臨床的検討
小川将、信澤愛子、宮崎英隆、根岸明秀、横尾
聡（群馬大院・医・顎口腔科学）
30．フローサイトメトリーによる血球由来マイク
ロパーティクルの測定法
小川孔幸１、内海英貴１、三井健揮１、横濱章彦３、
半田寛１、塚本憲史２、野島美久１（１．群馬大院・
医・生体統御内科学、２．群馬大医・附属病院・
腫瘍センター、３．群馬大医・附属病院・輸血部）
31．多発性骨髄腫におけるInterleukin-18 promoter多型解析
高荷智紀１、森山紀彦１、斉藤貴之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・腫瘍センター）
32．特発性血小板減少性紫斑病の重症度とサイト
カイン多型
森山紀彦１、牛江千明１、高荷智紀１、斉藤貴之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・腫瘍センター）
33．Helicobacter Pylori感染患者除菌前後におけ
るリンパ球サブセットの解析
佐藤友香１、小河原はつ江１、井出規文１、新井勝
哉１、渡部悟１、牛木和美２、神山知沙子２、井上
まどか２、静怜子２、早川昌基２、河村修３、下山
康之３、草野元康３、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・検査部、３．群馬大医・附属病院・光学医
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療診療部）
34．総合アレルギー対策住宅転居によるCD4陽性
T細胞サブセットの変化
新井勝哉１、小河原はつ江１、井出規文１、渡部悟１、
佐藤友香１、牛木和美２、井上まどか２、静怜子２、
早川昌基２、小林良乃２、村上正巳２、土橋邦生１、
原澤浩毅３、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・臨
床検査医学、３．ハラサワホーム株式会社）
35．合成洗剤アルキルベンゼンスルホン酸の酵母
に対する毒性解析と変異株の単離
神道麻美１、伊藤昇１、菅井貴裕２、田中進３、保
坂公平１（１．群馬大院・保健学研究科・保健学
専攻、２．群馬大医・附属病院・輸血部、３．
高崎健康福祉大学健康福祉学部健康栄養学科）
【特別講演Ⅰ】14：50〜15：30
座長 神田 清子（群馬大院・保・看護学）
乳がん患者のトータルケアをめざして
二渡 玉江（群馬大院・保・看護学）
【同窓会推薦講演Ⅰ】15：35〜16：15
座長 森
昌朋（群馬大院･医･病態制御内科学）
潜在性内分泌代謝疾患と生活習慣病
山田 正信
（群馬大医・附属病院・内分泌・糖尿病内科）
【同窓会推薦講演Ⅱ】16：15〜16：55
座長 三國 雅彦（群馬大院・医・神経精神医学）
精神科における高齢者医療について
米村 公江
（群馬大医・附属病院・精神科神経科）
【特別講演Ⅱ】17：00〜17：40
座長 久枝
一（群馬大院･医･国際寄生虫病学）
腸球菌のバンコマイシン耐性獲得
富田 治芳（群馬大院・医・細菌学）

第２日 平成23年９月30日（金）
群馬大学医学部刀城会館
【ポスター展示】８：50〜17：00
【特別講演Ⅲ】８：50〜９：30
座長 村上 博和
（群馬大院・保・生体情報検査科学）
Ｔ細胞サブセット検査の保健学への応用
小河原はつ江
（群馬大院・保・生体情報検査科学）
【特別講演Ⅳ】９：30〜10：10
座長 竹吉
泉（群馬大院･医･臓器病態外科学）
補助循環を用いた心肺蘇生
大嶋 清宏（群馬大院･医･臓器病態救急学）
【ワークショップ】10：15〜11：45
理学療法・作業療法研究における新たな視点
座長 臼田
滋
（群馬大医・保・リハビリテーション学）
外里冨佐江

平成23年９月１日

（群馬大医・保・リハビリテーション学）
１．慢性閉塞性肺疾患に対する吸入療法併用の呼
吸リハビリテーション効果について
長谷川信、白倉賢ニ（群馬大医・附属病院・リハ
ビリテーション部）
、土橋邦生（群馬大院・保・
リハビリテーション学）
２．空間座標系の視点からみる半側空間無視
李
範爽（群馬大院・保・リハビリテーショ
ン学）
３．痙縮に対する評価と介入
竹内 伸行
（高崎健康福祉大学保健医療学部理学療法学科）
４．理学療法におけるDual Taskを応用した評価
と介入
大角 哲也（榛名荘病院リハビリテーション部）
５．地域で取り組む認知症予防
荒木 祐美（前橋市役所介護高齢課）
【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】13：30〜15：30
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．肝疾患における細胞特異的なSTAT3の役割
堀口 昇男（群馬大医・附属病院・肝臓・代謝
内科）
２．前立腺癌責任遺伝子の探索に関する基礎研究
松井
博（群馬大院・医・泌尿器科学）
３．腎性全身性線維症の石灰化誘導機序について
岡田 悦子（群馬大医・附属病院・皮膚科）
４．進行肺癌の集学的治療における放射線治療の
高精度化に向けた臨床的検討
齋藤 淳一（群馬大院・医・腫瘍放射線学）
５．前立腺癌の増殖に関する基礎研究 ―脂質と
の関連について―
関根 芳岳（群馬大院・医・泌尿器科学）
６．乳癌、大腸癌のリンパ節転移におけるリンパ
節外浸潤（ECI）の意義
藤井 孝明（群馬大医・附属病院・消化器外科）
【優秀論文賞受賞講演】15：35〜16：15
座長 石崎 泰樹（群馬大院･医･分子細胞生物学）
１．労働者における抑うつ状態の因子構造の性差
―うつスクリーニング質問紙「こころのチェッ
クシート」の因子分析―
山口 実穂（群馬大院・医・公衆衛生学）
２．口腔扁平上皮癌における18F-FDGの集積と腫
瘍の病理学的増殖能との相関に関する研究
豊泉
修（群馬大院・医・顎口腔科学）
【特別講演Ⅴ】16：20〜17：00
座長 小湊 慶彦（群馬大院・医・法医学）
エピゲノムと疾患
畑田 出穂
（群馬大・生調研・生体情報ゲノムリソースセ
ンター）
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平成23年９月１日

第58回 北関東
医学会総会

第222号

同 窓 会 推 薦 講 演

潜在性内分泌代謝
疾患と生活習慣病

精神科における
高齢者医療について

附属病院内分泌糖尿病内科
講師 山田 正信（昭58卒)

附属病院精神科神経科
講師 米村 公江（昭60卒)

生体のホメオスターシス（恒常性）を維持する重

我が国の高齢化は各分野で大きな問題となってい

要な機構として内分泌代謝系があります。内分泌代

る。昨年の高齢者人口は過去最高の2958万人と報

謝系は糖代謝や脂質代謝、血圧の制御、水電解質代

告された。年齢が上がると受療率も上昇するため、

謝に深く関わっており、わずかなホルモンの分泌の

高齢患者の増加は当然の事であろう。精神科領域で

亢進や低下が糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの

も、高齢患者の増加がみられており、治療や対応に

生活習慣病に関与していることは容易に想像できま

配慮が必要になることが多い。
今回は、精神科の現場での高齢者患者の問題点を

す。このような病態として「潜在性内分泌代謝病」

呈示する。精神科の場合、長期に治療を受けている

という疾患群があると考えられます。
潜在性内分泌代謝病の代表として潜在性甲状腺疾

患者さんは多い。また、高齢になって初めて精神科

患があります。甲状腺機能は、血中甲状腺ホルモン

を受診される患者さんもいる。このため、各々につ

値（特にT4）とTSHで評価できますが、TSHが甲状

いて問題を見ていく。
まず、長い経過の患者でみられる問題である。代

腺ホルモンの変化に鋭敏に反応するため、甲状腺ホ
ルモンが基準値内でも血清TSH値の軽度異常により、

表的な疾患として統合失調症患者を例にとる。統合

潜在性甲状腺機能低下症や中毒症と診断できます。

失調症は、人生の比較的早期に始まることが多く、

潜在性甲状腺機能低下症は高齢女性では約15％に

40年以上服薬を続けながら生活している患者も多

達し、高LDLコレステロール血症などの心脳血管障

い。高齢化で加わる問題として、①身体的な面では、

害の危険因子となります。また、潜在性甲状腺中毒

当然ながら加齢に関連した疾患の合併が見られる。

症は、心房細動や骨粗鬆症の原因となります。さら

身体的治療が必要な場合でも諸要因で十分な治療が

に、私たちは、TRH遺伝子のクローニングやノッ

受けられないことがある。②精神科的な面では、新

クアウトマウスの解析と多数の下垂体腫瘍症例の検

たに認知症が加わることがある。③社会的な面では、

討から、「潜在性中枢性甲状腺機能低下症」という

家族、特に、両親という身近な援助者を失うことで

新たな疾患概念が存在することを見いだしました。

様々な影響が出ることが多い。服薬援助を受けられ

また、身近な潜在性内分泌代謝病の一つとして、

ず症状が悪化する、親を介護する立場になり社会資

これまで本態性高血圧症と考えられている10人に

源を十分利用できず疲弊し症状が悪化する、などで

１人は原発性アルドステロン症であり心脳血管障害

ある。

が高頻度におこります。私たちは、この原発性アル

次に、高齢者になって精神科を受診した患者の問

ドステロン症にさらにコルチゾールのわずかな過剰

題である。認知症以外でも、感情障害や不安障害が

分泌を合併すると、心脳血管障害の危険がいっそう

多く、心気的な症状も目立つ。この場合の問題とし

高くなることを見いだしました。

ては、診断や治療の困難さがある。高齢者では非定

さらに、最近の私たちの研究から、内分泌代謝系

型な症状が多く診断が難しい。治療に関しても、身

に関与する核内受容体や転写共役因子の変化が、脂

体機能の低下や多剤服用の問題のため、推奨される

質異常症や肥満症そして腫瘍発生にも深く関与して

治療を十分行えないことが多い。
こういった高齢患者特有の問題に配慮しながら診

いることが明らかになりつつあります。
このように内分泌代謝疾患は、糖尿病や肥満、高

療を行うためには、身体科の主治医や、家族・地域

血圧症、癌などの生活習慣病の病態に深く関与して

援助者との連携をとり、細やかな支援を考えること

います。

が必要である。
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学外者による

平成23年９月１日

同 窓 会 推 薦 講 演

平成23年８月24日実施

平成23年８月25日実施

司法精神医学の世界

狭き門より入れ

群馬県立精神医療センター
院長 武井
満（昭48卒)

群馬県立がんセンター
院長 福田 敬宏（昭45卒)

一般身体科と精神科の一番の相違点は何かと問わ
れたら、どう答えたら良いでしょうか。切り口はい
ろいろあると思いますが、演者は精神科には強制権
が働く場合があることを挙げたいと思います。本人
が医療を拒否していても、強制的にも医療を受けさ
せることができるということを意味しますが、この
ようなことが可能になるのは、もちろんさまざまな
条件が満たされた上でのことになるのは言うまでも
ありません。強制力の発動という公権力の行使は、
個人の意志が尊重されなければならない近代社会に
あって、もっとも重視されるべきものであり、その
ために精神医療の場合は、医療法以外に、精神保健
福祉法という法律に基づいて治療が実施されること
になります。
司法精神医学というと、精神鑑定のことなどがま
ず浮かびますが、それはもちろんですが、強制権の
発動に関する法的手続きなど、それ以外にも大きな
課題が山積しており、たとえば精神科病院等にもし
問題があるとすれば、精神保健福祉法に対して、司
法精神医学的検証が充分になされて来なかったこと
が、原因の一つに挙げられると言えます。
またわが国の刑法は、世界中がそうであるように、
責任主義を執っており、刑法39条では、責任能力
のない者は罰しないとされています。責任能力概念
は法律概念であり、最終的には裁判所が決めること
ですが、その根拠となる資料は、精神科医が提供す
ることになります。それが精神鑑定です。したがっ
て、日本の刑法が責任主義を執っている以上、精神
科医の果たす役割は大きく、その判断を無視するこ
とはできないということになります。このように強
制権の発動や責任主義の問題は、まさに司法精神医
学の課題そのものであるということになりますが、
それがわが国ではもっとも遅れていたというところ
に、精神医療を取り巻く問題の根深さがあったとい
うことになります。
平成17年７月に心神喪失者等医療観察法が施行
され、現在、わが国の刑事司法と精神医療とは、裁
判員制度とも絡まりながら、大きく変貌しようとし
ています。そのときのキーワードが、司法精神医学
であり、精神医学の一分野として、その世界は、今
後、ますます広がっていくことが期待されます。

わが国は「人口減少社会」に移行しつつある。特
に老年人口が増大する中、生産年齢人口が減少して
おり、経済社会の活力が長期的に減退していくこと
が懸念されている。さらに中国を中心とする新興国
から政治的・経済的に激しく追い上げられている
中、今回の震災と原発事故が追い打ちをかけた。
我々の国、社会、組織、仕事、生活等々に対して、
各方面による将来予測が悲観的になるのも仕方がな
いことかもしれない。
こうした憂鬱な予測に対抗しうるメッセージは何
だろうか。米国の社会心理学者ランドルフ・ネッセ
の「苦労の免疫学」を紹介したい（以下、山田昌弘
（2004）
『希望格差社会』筑摩書房による）
。
彼は、「人には年相応の苦労が必要で、これを克
服した体験が①困難に立ち向かう気力を養い、②自
信と達成感を培い、③新たな困難に立ち向かう力を
作る」と述べている。試練と闘い、克服するよう
日々努力する。それによって集積された達成感が、
人を成長させ、自立することへの自信を培うと言う
のである。
医師の仕事は人命と直結しており、自分の判断・
手技が直接的な結果となって現れやすく緊張を強い
られる職業である。こうした緊張に生涯耐え続けて
いくためには、さまざまな選択肢の中から「先が読
みやすい方」、「易しい方」、「楽な方」を選びたくな
る誘惑に負けないことが大切である。
困難な中にこそ達成感があり、それが武器になり
財産になるのも医師という仕事の持つ特徴だからで
す。医師として成長し、医師としての人生を全うす
るためにも、ネッセが言う「達成感」を集積し続け
る事が重要なのである。
聖書の言葉「狭き門より入れ。滅びにいたる門は
大きく、その道は廣く、之より入る者おほし。生命
にいたる門は狭く、その道は細く、之を見いだすも
のは少なし」（マタイ福音書）は、医師として成長
を求める医学生への指針でもある。
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平成23年９月７日実施

脳科学に基づいた
脳神経外科学

糖尿病の最新の話題

琉球大学脳神経外科
教授 石内 勝吾（昭60卒)

獨協医科大学越谷病院内科
教授 麻生 好正（昭62卒)
世界的な肥満者の増加により、世界的規模で２型

海馬・歯状回に存在する神経幹細胞は、認知・記
憶・学習などヒトの脳機能に重要な役割を果たして

糖尿病患者が急増している。国際糖尿病連盟（IDF）

いる。この神経幹細胞の機能異常は様々な脳疾患を

の試算では、2010年における世界の糖尿病患者数は

引き起こすことが知られており当教室では、高解像

２億8500万人とされ、2030年には４億3900万人

度3T Discovery (GE health Care)によるfMRI、

まで増加することが予想されている。本邦において

MRSを用いた非侵襲的な言語、運動、視覚機能解

もその傾向は例外ではなく、2007年の厚生労働省

析、非侵襲的な海馬の神経新生機能の評価を行う一

の統計では糖尿病人口は890万人と推定され、近々、

方、疾患脳から摂取した神経幹細胞を用いて疾患の

糖尿病患者1000万人時代に突入することは必至で

根本治療の創出をめざしている。fMRI によるnew,

ある。

lure, sameの物品の識別タスクから、海馬・歯状回

糖尿病は発症初期より約10年近く無症状の時期

はpattern separation(差異の識別),CA1ではpat-

が続くため、放置され、糖尿病細小血管合併症（網

tern completion(形状の認知)に機能分化がなされ
ており、またMRSにて1.28ppmに同定される幹細
胞マーカーは正常海馬においても若年から高齢者ま
で同定され、さらに歯状回・下帯周囲の腫瘍発生部
位では数倍のピークが認められることからグリオー
マは神経新生機能の異常亢進であると推察してい
る。
沖縄は、地理的、歴史的、かつ文化的に日本本土
とは異なった地域環境にあり、医学的課題にも特有
のものが多い。日本本土と比較して早期に欧米化し
たライフスタイルや人口比で100分の１の縮図であ
ることに加え、未治療高血圧症患者の存在、飲酒へ
のaddiction, 激増する肥満患者とtype2 Diabetes
Mellitus有病数、脂質代謝異常の合併などこれらの

膜症、腎症、神経障害）あるいは動脈硬化性疾患
（虚血性心疾患、脳血管障害、下肢閉塞性動脈硬化
症）などの合併症を併発して、初めて診断されるケ
ースが未だに多い。その結果、QOLの低下（人工
透析など）、患者の寿命の短縮に至り、医療経済は
勿論、社会的にも重大な問題になっている。したが
って、早期診断に基づく、早期からの積極的な血糖
コントロールが糖尿病治療の大原則であることに疑
問の余地はないが、治療へのアドヒアランスを維持
し、受診を継続させ、患者に治療中断をさせないこ
とも重要である。
現在まで、糖尿病治療薬として、インスリン、ス
ルフォニル尿素薬、ビグアナイド薬、チアゾリジン
薬など種々の治療薬が主に使用されてきたが、長期
間の血糖コントロールが維持できない、低血糖を誘

基礎疾患はvascular risk factorとなり急増する心

発する、治療による体重増加などいくつかの問題を

疾患、脳卒中が臨床的には重要である。またこれ等

有している。近年、２型糖尿病の複雑な病態生理が

疾患に伴うcognitive impairment, dementiaも高

解明され、新たな作用機序の治療薬が、続々と開発

齢化に伴い徐々に深刻な社会問題となりつつある。

されている。中でも、インクレチン関連薬は２型糖

その一方で癌や糖尿病、脳卒中、認知症に罹患して

尿病治療のパラダイムチェンジを予感させる薬剤と

いない元気な百寿者の存在は健康長寿学的に極めて

して期待されている。

興味深い事実である。南の島でのんびりと気楽に過

本講演では、現在、最もホットな分野である糖尿

ごすことで長寿が得られると思われがちであるが世

病治療に焦点を当て、本邦および海外の最近の話題

界第一位の沖縄の長寿者から学んだ健康長寿への王

を盛り込みながら、「糖尿病のUpdate」について述

道をお話したい。

べてみたい。
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着任のごあいさつ
細菌学
教授

富田 治芳(特別会員）

この度、平成23（2011）年５月１日付で、群馬
大学大学院医学系研究科生体防御機構学細菌学分野
の教授に着任しました富田治芳です。どうぞよろし
くお願いいたします。今回、群馬大学医学部同窓会
のご高配により、刀城クラブ会報でご挨拶申し上げ
る機会を頂戴いたしました。この場を借りまして御
礼申し上げます。私の経歴と研究内容をご紹介し、
着任のご挨拶とさせていただきます。
私は埼玉県立熊谷高校を卒業後、山梨医科大学
（現山梨大学医学部）に入学し、平成元年（1989年）
に卒業しました（四期生）。卒業後、長町幸雄教授
が主宰されていた群馬大学医学部第一外科教室（現
病態総合外科学）に入局し、大学附属病院、群馬総
合中央病院、多野総合病院（現藤岡総合病院）で一
般外科医、消化器外科医として研修、勤務を行いま
した。この間、東毛がんセンターで麻酔科研修と大
学附属病院でICU研修も行わせていただきました。
入局４年目に再開された大学院（外科学専攻）を希
望し入学しました。進学のきっかけは中央病院でご
指導いただいた相澤勇先生（昭48卒：現相澤医院
院長）の勧めがあったからでした。教授の方針で大
学院の前半は基礎医学教室で指導を受けることにな
り、第一外科の先輩方が研究でお世話になっていた
微生物学教室（現細菌学教室）を選びました。大学
院生として平成４（1992）年から池康嘉教授（現
客員教授）の元で細菌の基礎研究を開始しました。
当初、基礎教室での研究は２年間の予定でしたが、
途中、外科学から微生物学へと転専攻し、大学院の
４年間を微生物学教室でお世話になることにしまし
た。指導していただいた先生方（池教授、藤本修平
先生：現東海大学医学部教授、谷本弘一先生：現薬
剤耐性菌実験施設准教授）は皆さん個性的でしたが、
研究者として大変素晴らしく、引き続きご指導を受
けたいという気持ちからでした。卒業後は助手とし
てスタッフにしていただき、現在に至っています。
この間、池教授のご紹介で、米国ミシガン大学の
Don B Clewell教授の元へ２年間の留学を経験させ
ていただきました。
研究においては、院生時代から留学中を含め一貫
して腸球菌を研究の対象としてきました。腸球菌は

平成23年９月１日

グラム陽性の球菌でヒトを含め哺乳動物の腸管内の
常在菌です。臨床ではしばしば尿路感染症や心内膜
炎、術後感染症の起因菌として分離されますが、一
般的には日和見感染菌と考えられています。医療の
高度化に伴い、易感染患者が増加したため、特に多
剤耐性のバンコマイシン耐性腸球菌VREによる院
内感染症が欧米諸国を中心に深刻な問題となってい
ます。私はこの腸球菌の病原性と接合伝達性プラス
ミド、薬剤耐性に関して分子遺伝学的手法を用いた
研究を行っています。特に臨床分離腸球菌のバクテ
リオシンと高頻度接合伝達性プラスミドを主なテー
マとしてきました。バクテリオシンは細菌の生産す
る蛋白質性の抗菌活性物質であり、広い意味での定
着因子、菌の病原性に関与すると考えています。こ
れまでにいくつかの新規バクテリオシンを臨床分離
株から見出し解析しています。高頻度伝達性プラス
ミドはグラム陽性菌においては腸球菌でのみ知られ
ていますが、私達は附属病院から分離された腸球菌
から新規の高頻度伝達性プラスミドを発見し、
pMG1（plasmid Maebashi Gunma #1）と命名し
ました。世界中で分離されたVRE株にもこのpMG1
と類似のいわゆるpMG1型高頻度伝達性プラスミド
が存在することを明らかにしています。現在、この
pMG1型プラスミドの高頻度伝達性調節機構につい
ての解析を進めています。また腸球菌の薬剤耐性、
特に国内でも最近問題となりつつあるVREを中心
に疫学研究を行っています。国内の病院で分離収集
されたVRE、また輸入肉から分離されたVREの解
析はもちろん、欧米以外では唯一の腸球菌の基礎研
究機関として韓国、中国、台湾、タイ、スペインで
分離されたVREについての解析も各国の研究機関
と共同で行っています。
群馬大学には国が認めた唯一の薬剤耐性菌の専門
研究機関である薬剤耐性菌実験施設があり、私はこ
の施設長も兼任させていただいております。現在、
谷本准教授とともに耐性菌についての基礎研究を行
っています。将来的には全国で臨床分離された各種
耐性菌の解析と保存を行う公的なセンターとして、
抗菌薬の開発や薬効判定のための菌株供与、またそ
れらの委託解析を行うなど耐性菌に関する日本の中
心施設にすべく整備を進めています。
最後になりましたが、現在まで私が所属してきま
した細菌学教室、病態総合外科学教室（旧第一外科）
、
および直実会（熊谷高校卒業生会）の方々をはじめ
といたしまして、多くの同窓会の先生方のご指導に
より今日の私があることに改めて感謝申し上げま
す。今後ともご指導ご鞭撻の程、何卒よろしくお願
いいたします。
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られるようになりました。
最近のUSの進歩にも著しいものがあります。そ

着任御挨拶

のリアルタイム性と非侵襲性がゆえに、CTやMRI
などとやや異なる使い方がされてきましたが、ここ

放射線診断核医学
教授

数年の急激な技術進歩は、従来の２次元画像のみな

対馬 義人（昭63卒）

らず、３次元あるいは４次元（リアルタイムの３次
元）の画像を得ることが可能となりました。新たな

この度、群馬大学大学院医学系研究科放射線診断

超音波造影剤の出現によって、肝腫瘍などはCTや

核医学分野教授を拝命いたしました。医学部同窓会

MRIの結果を待たずして、ある程度の質的診断まで

の御高配で、御挨拶申し上げる機会をいただきまし

可能となり、場合によってはこれら画像技術によっ

た。

て得られる情報を凌駕するまでになっています。
このような続々と登場する新技術を皆さんに知っ

私は、昭和38年東京都の生まれで、都立井草高
等学校卒業後、群馬大学医学部に入学し、昭和63

ていただき、さらに的確に利用していただくには、

年に卒業しております。学生時代に画像診断学とい

臨床各科の先生方との密なコミュニケーションが非

う学問に非常な魅力と将来性を感じ、卒後は直ちに

常に重要です。先生方の需要と私たちの供給をマッ

群馬大学附属病院中央放射線部研修医となり、平成

チさせ、特定の目的のために最も的確な方法を選択

５年に大学院を卒業しております。その後、利根中

し、さらに無駄を排する努力は、限られた医療資源

央病院内科、防衛医科大学校放射線科、本島総合病

を効率的に利用するという観点からも重要です。技

院放射線科などで経験を積ませていただき、平成

術進歩とともに画像のデータ量も爆発的に増加して

16年に群馬大学附属病院核医学科講師を経まして、

います。もはやフィルムでの運用は不可能であり、

平成23年６月１日より現職となりました。途中、

すべてIT化されておりますが、さらなる業務の効率

平成６年から一年ちょっと、フィンランドのトゥル

化を進めなければなりません。群馬県内の画像診断

ク大学放射線診断科フェローとして、ヨーロッパの

医は、私が医学部を卒業した頃は10名に満たなか

放射線診断学に接する機会をいただきました。

ったのですが、現在では40名ほどになっており、

放射線診断核医学分野は、単純X線写真から始ま

隔世の感があります。しかしそれでも人手不足は深

り、CTやMRI、超音波検査(US)などの一般画像診

刻です。画像診断が診療の律速段階となってしまう

断学と、核医学、さらにInterventinal Radiology

ことは断じて避けなければなりません。検査待ち時

(IVR)まで総括的に扱う部門です。一臨床科という

間の短縮と共に、迅速な読影報告は私たちの重要な

よりも附属病院の中央部門としての役割が求められ

課題です。そのための環境整備と人材育成のための

ているものと理解しております。

努力がますます必要と考えています。

私たちの部門の守備範囲は非常に広く、また進歩

アイソトープを用いた核医学治療や、血管造影等

の速い分野です。一人の画像診断医が全ての分野に

の画像診断技術の治療への応用であるIVRも私たち

精通することはもはや不可能となりました。かつて

の守備範囲です。そのため附属病院に２床お借りし

は単なる横断像でしかなかったCTは、あらゆる断

ております。こちらも需要は増加するばかりです。

面の画像を作成することが容易となり、３次元画像

群馬県内の緊急IVRにはできるかぎり対応すべく努

を扱うことも日常的です。血管造影で診断せざるを

力しておりますが、未だ力不足の面も多々あり、各

えなかった冠状動脈疾患ですら、装置の技術進歩に

科の先生方さらには患者さんに御迷惑をおかけして

よって現在ではCTが第一選択となっています。

いることもあろうかと思います。

MRIの技術進歩にも目覚しいものがあります。かつ

最後になりましたが、私は核医学教室、中央放射

てはT1，T2強調画像といったごく基本的な画像を

線部の先生方をはじめとして、とても多くの方々に

得ることしかできませんでしたが、たとえばMR

御指導いただき、ここまでやってまいりました。厚

Angiographyの技術は診断目的の血管造影をほぼ

く御礼申し上げるとともに、今後ともお力添えをい

駆逐し、水のブラウン運動を画像化する拡散強調画

ただきたくお願い申し上げます。

像や組織特異性をもった造影剤の出現など、解剖学
− 10 −
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私の場合
附属病院血液内科

滝沢 牧子（平７卒）
卒後16年もの年月が経ってしまいました。現
在は血液外来と輸血部業務を中心に、フルタイム
勤務をしています。９歳と４歳の女の子の母親で
もあります。
私自身、このコーナーの愛読者ですし、仕事も
家庭も、臨床も研究もすべてが中途半端になって
いる気がして落ち込むこともありますが、私なり
にいろいろな場面でその都度悩んで選んできた道
ですので、その経験が少しでも後輩の皆様の参考
になれば嬉しいです。
私は卒後１年目は東大病院で、２年目は国立国
際医療センターで内科ローテーション研修を受け
ました。３年目に内科の中での専門を選択する際
には、呼吸器、循環器、血液で迷いましたが、臨
床と研究の距離が近い血液内科により魅力を感じ
ていました。
同級生であった夫との結婚を機に群馬に戻り、
第三内科に入局し血液グループに入りました。大
学・関連病院に勤務し、忙しい中にも充実した臨
床医生活を２年ほど送った後に、夫と同時期に大
学院に入学しました。入学後半年ほど第二内科の
研究室でご指導いただいた後に、機会があり幹細
胞制御におけるサイトカインの役割を研究テーマ
にしていた田賀哲也教授（東京医科歯科大学）の
研究室に国内留学しました。研究室には神経と血
液の二つのグループがあり、夫と私はそれぞれ神
経グループと血液グループに所属し、基礎研究に
従事しました。研究室で医師免許を有するのは私
達夫婦だけの基礎の研究室でしたが、今思えば、
そのことで却って研究に没頭できたのだと思いま
す。研究者としては全く何もできない状態から、
多くの実験手法と研究における考え方の基本を教
えていただきました。研究では結果を出さないと
論文が出せず、実験がうまく進まないと鬱々とし
た日々を過ごすことになり、臨床とはまた違った
大変さを感じました。
大学院４年目に第一子を出産し、卒業後すぐに、

平成23年９月１日

約２年間、大学の病棟でフルタイムの非常勤（い
わゆる中ベン）をしました。しばらく臨床から離
れていたため、早く臨床に復帰したいという気持
ちが強かったように思います。
子供は保育園に預け、週３日は民間会社のベビ
ーシッターさんにお迎えにいっていただき夜９時
前後まで自宅で見てもらい、週２日は夫婦交代で
７時までに保育園に迎えに行くようにしていまし
た。両方の両親とも前橋から数時間の距離におり、
子供の具合が悪くて保育園にいかれない時は、自
宅に来て助けてもらうこともしばしばありまし
た。病棟当直もあり、何よりも受け持ちの患者さ
んがいるので、平日でも12時間勤務、土曜日も
出勤していました。血液疾患の患者さんは全身状
態が悪く、急変することも多いのですが、夫も大
学の非常勤医師であったため、今思うとかなりの
綱渡りの毎日でした。夫が当直の日には患者さん
の具合が悪くて呼ばれても行かれないということ
が２〜３回あったと記憶しています。そんなとき
には同じチームの先生や血液グループの先生方が
サポートしてくださいました。振り返ってみると
無理していた（家族にもさせていた）なと思いま
すが、このときのがんばりも無駄ではなかったと
思っています。
その後、夫の留学先となった米国の国立衛生研
究所（NIH）の別の研究室に４年ほど留学しまし
た。Ｂ細胞腫瘍の染色体転座のメカニズムの研究
をして、論文も出すことができました。米国は個
人主義の国で、個人や家族と過ごす時間を大事に
する文化があり、女性にとって（男性にとって
も？）大変働きやすい環境であると感じました。
帰国後、夫の仕事の都合で奈良に２年ほど住む
ことになりました。長女は６歳、アメリカで出産
した次女が１歳になっていました。長女は日本語
があまり得意でなく、精神的にもアメリカ人でし
たし、次女も幼かったので、一年は専業主婦をし
て、その後パートで内科医として働きました。そ
して縁あって今年の４月から群馬大学に戻ってく
ることになりました。以前はなかった院内保育
所・女性医師復帰支援制度はじめ子育てをサポー
トする体制が次第に整ってきていると感じていま
す。しかし、将来的には「女性医師」というくく
りではなく、医師全体の勤務体制が見直されて男
性医師も女性医師も次世代の命を育てるという重
要な任務に参加できるような体制作りがなされれ
ばよいなと思っています。
私自身は今後も家族や職場の理解と協力をいた
だいて、仕事も家庭も大切にしていきたい、そし
てできれば血液にかかわる仕事をしたいと思って
います。
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た（今回地元の方々から伺い初めて知ったのですが、

東日本大震災復興支援報告

炊き出しの食材は基本的に被災地側から提供するそ

群馬県医療救護班としての
災害地派遣の経験
臓器病態救急学
教授 大嶋

第222号

うです）。我々も毎食御相伴に与りました。また、
仮設住宅の建設が進められていました（写真３）。
電気もないので、朝は日の出とともに起床、夜は日

清宏（平４卒）

の入りとともに就寝（校舎３階の１教室が群馬県医

平成23年３月11日に発生した東日本大震災は日

療班の部屋で、夜はそこに布団を敷き６名で雑魚寝

本列島に未曾有の災害をもたらしました。私は、津

状態）という生活でした。闇夜の漆黒が、普段我々

波により甚大な被害を受けた被災地の一つである、

がいかに電気により明るい夜を過ごしていたのかを

宮城県本吉郡南三陸町に群馬県医療救護班第17班

痛感させてくれました。校内のトイレを使用できる

（群馬大学附属病院班としては第５班）として救護

のは小のみで、しかも使用後はペットボトルに入れ

所での医療活動を行う機会を頂戴しました。期間は

た水を流すことが義務付けられていました（東京都

平成23年４月27〜30日の４日間で、我々医療救護

庁からの応援の方々が水の補充をして下さっていま

班の陣容は、医師２名（研修医１名と私）、看護師

した）。大に関しては、校庭に設置された仮設トイ

２名、薬剤師１名、事務員１名の計６名でした。

レを使用するしかなく（勿論水洗ではありません）、

４月27日午前５時に群馬大学附属病院を出発
（群馬県のワンボックス車、運転も県の方がしてく

夜は暗闇の中を移動せねばならず、避難されていた
高齢者には大変な負担と思われました。

ださった）し、東北自動車道から目的地を目指しま

南三陸町だけでも50余か所にもおよぶ避難所で

した。午前11時半に南三陸町のベイサイドアリー

の救護活動は、地元の基幹病院であった公立志津川

ナに到着、我々の前任チーム（総合太田病院）と合

病院のスタッフによる統括の下、全国から参集した

流しました。その後、我々の活動場所となる、避難

様々な医療チームにより行われていました。毎朝

所の一つの南三陸町立志津川中学校に移動し申し送

７：30から全体ミーティングが行われ、統括から

りを受けました。前任チームを見送った後、我々の

は「医療の自立・再生を目指し、この時期は『もと

活動が始まりました。

もとの南三陸町の医療』への移行期との意識を持っ

我々６名は、志津川中学校で避難されている住民
の方々（その時点で60余名）と寝食を共にしなが

てほしい」との話が連日なされ、我々もその意識を
共有しながら活動にあたりました。

ら、日中は中学校内の教室の１つを救護所として使

救護所で診療対象となるのは、高血圧や血糖管理

用し診療にあたりました（写真１）。その時点では、

といった慢性疾患が殆どで、診療機会も１日に10

志津川中学校周辺はまだ水道も電気も復旧していま

名程度でした。ところが、我々が滞在していた４月

せんでした。道路からは瓦礫が撤去され車が走るの

29日と30日に、被災した方々の元気を取り戻そう

には不便はなかったですが、道路以外の場所には瓦

という目的で、志津川中学校を会場とした『福興市

礫が山となっていました（写真２）。校庭には自衛

（ふっこういち）』が開催されることとなっており、

隊の方々（我々がいた時には沖縄の隊でした）が駐

数千人の来場が見込まれるとのことだったので、期

屯しており、毎食の炊き出しをして下さっていまし

間中は我々診療班も大変緊張いたしました。福興市

写真１

写真２
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には全国の商店街有志が店を開き、有名芸能人も来

況が逃げようのない現実なのだ、と帰路につきなが

場し、大変盛況でした。福興市の途中から次の班

ら考えさせられました。医療班として行ったからも

（館林厚生病院）への申し送りとなってしまい最後

うよい、ということでなく、今後も被災地の復興に

まで参加できなかったのですが、心配していた怪我

向けて、自身でできることをしっかりと行っていき

人や急病人も殆どなく無事に終わったことは何より

たいと思いを強くした次第です。

でした。志津川中学校を去る際に、救護所で我々と
一緒に過ごしてくれた公立志津川病院看護師の菅原

写真３

さんが「どんな芸能人よりもあなた方に会えたのが
嬉しい」と言っていただき、感無量でした（その後、
菅原さんから頂いた手紙のコピーは私の机に張って
あります、読む毎に元気をもらっています）
。
今回、被災地の惨状や被災者の方々の避難生活を
目の当たりにしたことは、私にとって忘れ得ること
のできない体験でした。我々は任務が終わればまた
帰るところがありますが、被災者の方々にはあの状
長がパジャジャラン大学医学部同窓会のThaufiq会

パジャジャラン大学医学部賞
（ANGRAH FK UNPAD)受賞の報告
公衆衛生学
教授 小山

長を表敬訪問しています。出張レクチャーも鯉淵教
授、山崎助教、白尾教授によって行われています。
インドネシアが抱える健康問題の根源には貧富の
格差や、それに伴う医療格差および健康公正の問題

洋（昭56卒)

があり、そうした中でどのように健康を支える社会
資源を整備していくかが大きな課題となっています。

パジャジャラン大学医
学部賞（ANGRAH FK

しかしながら、現地で貧困の中にあるこころの豊か

UNPAD）を頂きました。

さなどをみて帰国するたびに改めて日本のあり方を

2011年２月21日にバン

考えさせられます。インドネシアを通して日本が見

ドンを訪れ、Tri医学部

える。何度行ってもそのような感を強く持ちます。
今年度、パジャジャラン大学医学部公衆衛生学の

長より授与されました。

Ardini主任の提案で公衆衛生修士課程のダブルディ

（写真）これまでの群馬
大学側の国際交流の努力が相手校に認められ、評価

グリーコースが開設されます。日本とインドネシア

されたものと考えています。

の医療や福祉制度の比較を共同研究として行いなが

群馬大学とパジャジャラン大学との姉妹校協定は、
前任の鈴木庄亮名誉教授の尽力により1996年に締

ら、両大学にとって実り多い国際交流を続けていき
たいと考えています。

結され、以来、毎年４名ずつの学生交換を行い、こ
れまでにそれぞれ50名以上の学生がお互いの大学
を訪れています。このプログラムを体験したパジャ
ジャラン大学の卒業生が３名、大学全体として計
10名が、群馬大学大学院医学系研究科に進学して
います。2004年には小澤医学部長（当時）が意見交
換のために、2005年には後藤医学部長（当時）が
スマトラ島沖地震の義援金を携えてパジャジャラン
大学を訪れています。また、同窓会レベルでも
2007年には山中会長（当時）が、2009年には森川会

Tri医学部長からパジャジャラン大学医学部賞を受ける小山 教授(写真右)
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チェンマイ大学交換留学報告（同窓会補助)
チェンマイ大学交換留学
プログラムに参加して
大島祐太郎（医学科６年)
この度、私はチェンマイ大学交流プログラムに参
加させていただき、実習を行いましたので、ここに
報告させていただきます。
チェンマイ大学医学部附属病院は、タイではバン
コク以外の都市に最初に作られた医学部で、北部タ
イ地域において、医学教育・診療・研究に関して中
核的な役割を果たしている施設です。附属病院は、
約3,000床のベッドがあり、医学部と附属病院で大
きなキャンパスを形成しています。
この交換留学でまず驚いたのは、現地の学生の学
習意欲の高さです。患者の容態について積極的に担
当の先生と討論し、自分で薬をオーダーするなど、
自分たちと同い年なのに格段に知識も技術も備えて
いる彼らを見て、とてもいい刺激になりました。病
棟では、日本ではあまり見られないような、たんぱ
く質・エネルギー障害であるマラスムスなどの症例
を見ることができたり、リハビリの一環としてタイ
の古式マッサージを取り入れていたり、タイでは
100人に２人がHIVに感染していて国を挙げて対策
を講じているなど、日本とタイの医療事情の違いを
感じることもできました。また、今回、交換プログ
ラムに参加した学生以外にも現地の学生と話す機会
があったのですが、皆、英語が堪能で、自分ももっ
と英語力を磨かなければという気持ちになりました。
今回の訪問を通じて、タイの医療の現状や教育に
ついて多くを学んだことはもちろん、逆にふだんあ
まり意識しない日本の医療についても考えさせら
れ、とても貴重な体験をすることができました。
最後になりますが、今回のチェンマイ交換留学プ
ログラムでは、同窓会の皆さまから多大なご支援を
賜りましたことを心から感謝いたします。今後も、
この経験を活かして、色々な事に対して積極的に取
り組むよう心がけたいと思います。本当にありがと
うございました。

報告いたします。
チェンマイ大学での実習は４月７日からでした
が、私たちは４月２日にバンコクに到着していたた
め、６日にチェンマイに向かうまでの間は自由時間
として過ごしました。その間に、王宮・寺院からム
エタイ・ニューハーフショーまで様々な経験をする
ことができました。また、６日のチェンマイ行きの
飛行機に乗り遅れるという稀有な経験もすることが
できました。
７日からはチェンマイ大学での実習でした。チェ
ンマイ大学の病院では、日本との違いに驚いたこと
がたくさんありました。まず、日中は40℃近くま
で気温が上がりますが、ICUを除いて病室にエアコ
ンはありませんでした。しかし、患者さんは慣れて
いるようで、涼しい顔をして過ごしていました。ま
た、スクーターの運転中にバッファローと衝突し怪
我をして入院している患者さんがいたり、外来では
脊椎カリエスの患者さんがその他大勢の患者さんと
同じ待合室や診察室を使用したりと、日本とは異な
る状況を経験できました。病棟での実習以外にも、
HIVについての講義や関連病院の見学などをさせて
いただきました。
病院では多くのチェンマイ大学の学生が実習をし
ていました。彼らは私たちより多くの課題を課され
ており、日々のカルテ入力はもちろん、薬の処方か
ら当直までこなしていました。
チェンマイでの最終日に、ソンクラーンという水
掛け祭りに参加してから帰国しました。
実習を通じて感じたことは、チェンマイ大学の病
院では、上記のような点では日本と異なりますが、
病気に対する治療の方針や使用する薬などは日本と
共通だということです。
今回の交換留学に参加し、タイの医療に触れるこ
とで、日本の医療に対して距離を置いて考えるとい
う機会を得ることができました。
最後になりましたが、今回はこのようなすばらし
い経験をする機会を与えていただき、本当にありが
とうございました。

チェンマイ大学交換留学
プログラムに参加して

チェンマイ大学との
交換留学を終えて

田ヶ原綾香（医学科６年)

神山 真孝（医学科６年)
４月２日から14日にかけて、交換留学としてタ
イのチェンマイ大学に行き、実習を行ってきたので

日本の医療と外国における医療を比較検討し、外
国の医学生との交流を深めたいと思い、この交換留
学プログラムに参加させていただきました。
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私が訪れたタイのチェンマイ大学附属病院は、タ
イでも有数の大規模病院で、先進的な医療が行われ
ていましたが、それと共にタイ独自の伝統的な医療
も実践されていました。今回は短い留学期間の中で、
様々な診療科や関連病院を回らせていただき、タイ
の医療の多くの面を見ることができました。中でも
印象的だったのが、タイの伝統医療であるタイマッ
サージを大学病院でも行っていたことや、禁煙のた
めの治療を伝統的な薬草を使って行っていたことで
した。これらの伝統医療も統計的に効果が証明され
ており、現代医療との併用によって、高い効果がは
かれるとのことでした。また、タイでは４〜６年生
が病棟での実習を行っているのですが、６年生は日
本の研修医のような実習を行っていました。タイの
６年生と関わる機会が多かったので、実践的な力の
あるタイの学生からは非常に良い刺激を受けたよう
に感じます。チェンマイ大学は世界中の様々な国か
ら留学生を受け入れているので、タイの学生も先生
もとても親切に面倒を見て下さいました。病棟で熱
心に指導をして下さっただけでなく、食事会なども
開いてくださり、多くの方と交流することができま
した。私たちが実習を終えた後にタイはお正月を迎
えたため、お正月のお祭りなど、タイの文化にも触
れることができ、本当に貴重な経験ができたと思い
ます。
学生の間に外国での医療現場を目にすることがで
き、本当に良い経験になりました。このような貴重
な機会を与えてくださった、分子予防医学教室はじ
め関係者の方々に本当に感謝しています。ここで学
んだ経験を将来にいかしていきたいと思います。ど
うもありがとうございました。

平成23年９月１日

する現場や貧困と戦う現場は、その刹那的な幸福と
の戦いでもある訳です。長期的ロジックやリスクテ
イクは明日があるから成り立つ、ということを私は、
明日が保障された日本で過ごす中で忘れていた様に
思います。刹那的な幸せに依存した現場で、刹那的
な幸せに依存しないシステムを作り出す難しさを感
じるとともに、法整備、医療整備を含めたそのシス
テム構築に大きな魅力と将来を感じました。医療を
臨床からだけではなく、その様なシステム構築とい
う側面からも見れたことは大変勉強になりました。
ありがとうございました。
最後に、チェンマイ大学での実習の帰りにバンコ
クでエイズ孤児院に立ち寄った際に先生がおっしゃ
っていた言葉です。
「子どもたちにね、将来何がしたい？って聞いたと
きに、明日、明後日のことじゃなくて、５年後、
10年後の答えが返って来た時、こんな嬉しいこと
はないよね」

医学部会議室にて（平成23年４月11日）

チェンマイ留学で学んだこと
平井麻依子（医学科６年)
高校生から、バンコクのエイズ孤児院に寄付を続
けている事から、エイズという疾患、またタイとい
う国に興味を持ち、このプログラムに参加しました。
このプログラムに参加中、私は、「幸せの定義」と
いうものについて度々考えさせられました。特に、
エイズ患者さんと接している時やこの国の貧困とい
うものを目にしている時は、それを考えざるを得ま
せんでした。私は、かねてから、短期的、直接的、
つまり刹那的にしか物事が考えられなくなることを
恐れていました。長期的ロジックとリスクテイクに
よって得た幸せを失ってしまったら、それは本当の
幸せであるのかと。しかし、エイズ を治療対象と

医学部附属病院手術室前にて（平成23年４月12日）

医学部附属病院H I V 研究室前にて
（平成23年４月12日）
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医療人能力開発センター便り
〜スキルラボセンター部門〜
附属病院腎臓リウマチ内科
助教

坂入

徹（平10卒）

これまで臨床研修だよりでは、群馬大学医学部附
属病院における初期研修・後期専門研修に関する話
題を中心にお届けして参りました。今回から、医師
の卒前・卒後から生涯学習まで幅広く推進する目的
で、平成20年度に附属病院内の診療支援部門とし
て設置された「医療人能力開発センター」の各部門
の活動状況について医療人能力開発センター便りと
して、ご報告させていただきたいと思います。医療
人能力開発センターには、事務部門（管理運営部門）
の他に、臨床研修部門、スキルラボ部門、女性医師
等教育・支援部門、地域医療推進研究部門（群馬県）
の４つの部門が含まれております。今回はスキルラ
ボ部門についてお送りいたします。

スキルラボセンター部門
医学部附属病院スキルラボセンターは、関東・信
州広域循環型専門医養成プログラム（大学病院連携
型高度医療人養成推進事業）から援助を頂き、当院
におけるシミュレーション医学教育の拠点となるべ
く、平成21年４月、旧手術棟の１階西側に開設され
ました。開設後わずか２年あまりですが、平成21年
度に延べ2385名、平成22年度には前年を大きく上
回る延べ4437名と、
多くの方に利用されております。
利用者の内訳は、看護師27％、医学生25％、医
師・研修医20％、コメディカル13％、一般（院外）
13％、事務部２％と看護師の利用が最多となって
います。
具体的な活動内容ですが、以下にお示しするよう
な、シミュレータ（模型やマネキン）を利用した、
様々な講習や実習が行われております。シミュレー
ターの利用については、当院の臨床工学技士がサポ
ートを行っております。
１．採血・静脈穿刺、中心静脈カテーテル穿刺挿入、
気道確保、縫合、導尿、吸引等の基本手技習得ト
レーニング
２．Basic Life Support（B L S ）＋A E D 講習、
Immediate Cardiac Life Support（ICLS）など
の救急救命講習
３．内視鏡手術シミュレーターを使用した外科手技
習得トレーニング
４．高性能模擬患者シミュレーターを用い、病状急
変のような実際の場面を再現したシナリオ研修
さて、当院だけでなく、全国的に、シミュレーシ
ョン教育が医学教育のなかで重要な役割を果たすよ
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うになってきています。それはなぜでしょうか？
背景の一つとして、安心・安全な医療の実現が強
く求められているということが挙げられます。平成
15年に、腹腔鏡下手術の執刀経験がほとんどない
医師３人により、前立腺癌患者さんに対して内視鏡
を用いた腹腔鏡手術が行われた結果、患者が死亡し
たという医療過誤事例が社会問題となりました。ま
た、患者の権利意識の変容を背景に、患者からのク
レームや患者とのトラブルが相次いでいるという現
状もあります。安全な医療教育の確立が求められた
結果、患者の治療をしながら技術を習得するという、
これまでの医学教育の慣習が見直され、本物の患者
で行う前に、失敗してもよいシミュレーターで練習
するという方法がとられるようになっています。ま
た、シミュレーション教育が、参加型学習法である
ということも、注目されている点です。臨床現場に
近い環境で実際に体験する参加型学習法は、従来の
講義中心の受動型学習法と比べて学習効率がよいと
考えられています。稀な疾患に対する学習機会が補
償されるという点もシミュレーション教育の利点で
す。アナフィラキシーショックのような、一生に一
度遭遇するかどうかの稀な疾患に対して、機会を待
つことなくトレーニングを受けることができます。
さて、最後に当スキルラボセンターの今後の取り
組みについてご紹介させて頂きます。これまで、病
院職員や医学部学生の利用がほとんどでしたが、今
後は、群馬県内の多くの医療従事者の方々に利用し
ていただくべく、院外の方の利用のための制度の整
備をすすめております。既に、スキルラボセンター
のホームページから申し込みが可能となっていま
す。また、新しいシミュレーターの導入や研修利用
者の増加に対応すべく、共用施設棟（旧西病棟）５
階に、シミュレーターの保管や研修のための新たな
スペースをいただく予定です。
利用のご希望やシミュレーターに関するご質問が
ございましたら、医療人能力開発センター事務局ま
でお問い合わせいただければ幸いです。
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平成23年度 群馬健康医学振興会助成金受給者

群馬健康医学振興会
助成金のご案内

研究・事業題目

研究者名

群馬県における脳卒中地域連携クリニカルパスの

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)

共通化と改良

前橋赤十字病院 朝倉健

リンパ脈管筋腫症患者が抱く不安・苦悩に関する
研究

群馬大学医学部附属病院 安達純江

第29回喘息・アレルギー児サマーキャンプ

同窓会と並立する群馬健康医療振興会の理念は、
群馬県と近隣住民の医療福祉活動の振興と国際交流

群馬大学大学院医学系研究科小児科 荒川浩一

の活性化を図るものです。研究助成は書籍発行と並

「機能性消化管障害」に関する学習機会を県内の

んで財団の公益事業の柱をなすものです。23年度

養護教諭に提供する
群馬大学医学部附属病院 岡村信一

もさまざまな分野の専門家で構成された選考委員会

治験専用検体処理保管室運用に関する検討

の審議を経て、８件の研究計画が採択されました。

群馬大学医学部附属病院 久保田有香

採択された活動は医師だけでなく看護師、薬剤師、

重症心身障がい児（者）の喘鳴性疾患の診断

療法士など多職種が参加したグループによる研究計

希望の家療育病院 田中宏子

画が目立ちます。来年度の助成も財団の活動理念に

薬物療法併用による呼吸リハビリテーションにお

あった活動が対象となりますが、特に活動費が十分

ける効果について

とは言えない学生、大学院生、ボランティア団体等

群馬大学医学部附属病院 長谷川信

を含めた広い層の研究者の力になれればありがたい

群馬県医療施設におけるチーム医療の現状と課題

と思います。多数の応募をお待ち申し上げます。

に関する研究 群馬大学医学部保健学科 李範爽

平成24年度 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

２．件数及び助成金

健・医療・福祉の向上のため、以下の助成を
行う。

５〜10件、総額100万円程度とする。
３．申込方法

１．対象

応募希望者は、応募用紙を同窓会のホーム

群馬県内または近郊、その他の地域に勤務

ページからダウンロードの上、平成23年10月

する医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、

１日より平成24年１月末日までに郵送または、

療法士、保健師、社会福祉士、その他の保健、

メールにて申請する。

医療および福祉関連職、教員、団体等が年度
内に行う研究または事業であって、以下の群

提出先：〒371-8511

馬健康医学振興会の設立の趣旨に則った活動

前橋市昭和町３丁目39−22

であること。

同窓会事務局内

１）健康医学調査・研究活動

財団法人群馬健康医学振興会

２）健康医学普及・社会貢献活動

ホームページアドレス：

３）健康医学交際交流・研究活動

http://tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp

４）医学部学生の健康医学実習

/foundation/index.html

５）その他、保健・医療・福祉の向上に貢

メールアドレス：

献する活動

tojoclub@showa.gunma-u.ac.jp
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

第20回日本腎泌尿器疾患
予防医学研究会報告

第26回日本脳神経外科
国際学会フォーラム

泌尿器科
教授 鈴木

第222号

福岡山王病院 脳・神経機能センター
センター長 池h 清信（昭53卒)

和浩（昭63卒)

平成23年７月７日（木）８日（金）に前橋テルサ
において、第20回日本腎泌尿器疾患予防医学研究
会を開催いたしました。本研究会は泌尿器科領域の
予防医学に関する学術集会を毎年この時期に開催し
ています。日本がん検診・診断学会の泌尿器科にお
ける基本研究会として位置づけられています。今回
は第20回の記念大会を群馬大学で担当させていた
だきました。７日は記念プログラムとしてオープニ
ングセミナーおよびイブニングセミナーを企画し、
20年前に本研究会の立ち上げにご尽力いただいた
先生方から、排尿障害、メンズヘルス、前立腺癌検
診、予防医学の観点からご講演いただきました。こ
のなかで、前同窓会長である山中英壽名誉教授には
前立腺癌検診の歴史から現状・展望についてお話い
ただきました。８日のプログラムは一般演題21題、
シンポジウム２題（遺伝子異常と泌尿器疾患・前立
腺癌の１次予防・化学予防・検診）、ランチョンセ
ミナー（東京大学生物統計学・大橋靖雄教授）によ
って構成され、会員の今後の予防医学に関する知見
が深まりました。記念大会であることもあり、例年
の倍以上の参加者数となり、盛会のうちに終わるこ
とができました。出席いただいた同門の先生方をは
じめ、会の準備・進行に関わってくれた医会員の先
生方、研究会の開催におきまして助成いただきまし
た、森川昭廣同窓会長、その他の関係者の方々にこ
の場をお借りして御礼申し上げます。
最後になりますが、先に述べました日本がん検
診・診断学会を平成25年に担当する予定となって
おります。この学会は内科、小児科、外科、産婦人
科、放射線科など横断的に検討するものですので、
何卒ご指導いただけますようお願い申し上げます。

第26回日本脳神経外科国際学会フォーラム(JNEF)
と第25回日本脳神経外科同時通訳団夏季研修会を
平成23年７月22〜23日、福岡市のヒルトン福岡シ
ーホークで開催させて頂きました。開催にあたり群
馬大学同窓会より多大なご支援を賜り、厚く御礼申
し上げます。
プログラムは、一般演題38題、教育講演４題、招
待講演３題、ランチョンセミナー３題、文化講演１
題で構成し、全国から約150名の参加を頂きました。
国内の留学生、2013年世界神経外科機構会議会長
（ソウル国立大学校総病院長）、大韓民国神経外科学
会会長、国立台湾大学主任教授などにもご参加を頂
きました。また、卒業後小職を育てて頂いた九州大
学名誉教授・故福井仁士先生の追悼記念講演を挙行
することができ、少しでもご恩返しができたものと
思っております。
国際化が叫ばれて久しく、語学能力の必要性は増
す一方ですが、海外名門大学に留学する日本人は
年々減少し、国際学力テストでも韓国や中国に抜か
れ下位に甘んじている現状を憂いているのは、小職
ばかりでしょうか。
JNEFは、発表や質疑応答、進行など全て英語で
行われ、若手脳神経外科医の国際学会登竜門です。
英語力は勿論の事、態度、内容、スライドの質など
が評価されます。シニアメンバーから、
「tumorの発
音は？」「聴衆にではなく、スライドに話しかけて
いるのですか？」「眼球のinternal rotationとはど
んな意味ですか？」
「スライドに表を出して、細かく
て済みませんと言うくらいなら出すな！」
「原稿を読
むな、スライドにだらだらと原稿を書きこむな」な
ど鋭い指摘が飛びます。医局で予行が済んでいるは
ずですが、近年は指導者の能力が落ちたのか、厳格
な指導やチェックがないのではないか危惧します。
一方、同時通訳団は、招聘した海外のエキスパー
トに積極的に討論に参加して貰うことを目的に作ら
れた脳神経外科医によるユニークな組織です。会場
には４つの同時通訳ブースを設置し、日→英、英→
日の同時通訳研修を行いました。参加した若手の中
には、目を見張るほどの語学力を有する者も多くみ
られましたが、平均的な日本人の語学力はかなり劣
っているものと思われます。論文だけでなく、国際
学会で積極的に討論する能力を身につける事は、学
術的にも、また人生の上でも価値あるものと考えて
います。
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第 28 回 医 学 祭 開 催 の お 知 ら せ
下記のように第28回医学祭を開催することをお知らせします。

と

き

ところ

平成23年11月５日（土）および６日（日）
群馬大学昭和キャンパス

今回の医学祭に関しては、東日本大震災の影響を踏まえ、実行委員会の中で開催するか議論があり
ました。しかし、このような状況の中で私達学生にできることがあるのではないか、という考えの下、
開催に踏み切ることを決定しました。
今回はそんな状況の中、No Borderというテーマを掲げ、学年、学科、大学、地域、といった垣根
を超えて今自分たちにできることを考える、ということを目標にしていきたいと思います。
なお、医学祭開催中には被災地への義援金を集め、また、災害時の医療に注目した展示等を積極的
に行っていきたいと考えています。
何卒、ご指導、ご協力の程よろしくお願い致します。
第28回医学祭実行委員長 宮坂 勇平

ます。第３に会員に郵送されている同窓会報にはな

同窓会・財団
ホームページのリニューアル

いインターネットならではの特性を生かした運用を
行いたいと考えます。会員の利便性を高めるために、
会員からの近々の便り、人事などの情報、クラス

広報委員長

会・学会などの行事のお知らせ、支部会便りなどの

白倉 賢二（昭50卒)

投稿を受け、インターネットの速報性を生かした投

本年度より広報委員を担当することになりまし

稿窓口の活用化を図るシステムを構築いたします。

た。同窓会員からインターネットのウェブサイト充

学生からのアプローチも歓迎したいと考えておりま

実の要望が寄せられたことを受け、さっそく広報委

す。会員が大学や同窓会の最新の情報を得る手立て

員会を開催し、刀城会および群馬健康医学振興会の

になるようなサイトにしたいと考えます。そして第

ホームページのリニューアルに着手いたしました。

４にインターネットの利便性と相反する危険性を考

広報委員の討論を経て、以下の４つの点を提案いた

慮に入れた運営をおこなうために、会報とは違った

します。先ず、現在のウェブサイトのブラッシュア

形での編集システムを作り上げたいと考えます。先

ップです。古い記事・記録、活用されていない部分

ずは、これらの方針に従って運用し、皆様のご意見

を削除し、議事録等はすべて２年以内のものといた

をうかがいながらウェブサイトの充実を図っていき

します。第２に、同窓会のウェブサイトと財団のウ

たいと思います。年内にはこのリニューアルを完了

ェブサイトをパラレルに運用することといたしま

する予定です。ウェブサイトにご注目ください。皆

す。会員を支援していくための同窓会活動と、地域

様のご協力をお願い申し上げます。
ホームページアドレス：

の住民の健康医療福祉活動を支援する財団の活動の
それぞれの役割に合った広報活動が望ましいと考え

http://tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/
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支

部

だ

よ

群馬大学の近況や群馬県における震災の影響や東北

り

地方の同窓生の被災状況など報告して下さった。愛
媛在住で最年長の41年卒の藤倉隆先生のご挨拶と

平成23年 群馬大学医学部同窓会
四国・瀬戸内沿岸地区同門会報告
木村

第222号

乾杯の音頭の後、ホテル自慢の瀬戸内料理に舌鼓を
打ちながら全員に近況報告をして頂いた。二次会は
恒例のカラオケ大会となったが、皆少しばかり年を

誠（昭50卒)

とったせいか早めに切り上げたようであった。翌日
平成23年４月16日、愛媛県松山市道後温泉宝荘

はエリエールゴルフクラブ松山で親睦ゴルフが行わ

ホテルにて第８回目の四国支部の同門会が行われ

れ、オフィシャルハンディキャップ０の高田博先生

た。今回は四国、中国のみならず福岡、大分、宮崎、

が貫録のベスグロ優勝を遂げられた。ご夫妻の合計

兵庫まで案内をひろげてみた。例年のごとく神戸の

ネットで争うベストカップル賞は横山芳信先生ご夫

横山芳信先生ご夫妻、三重の平石友先生ご夫妻、大

妻が獲得された。来年も４月第３週の土曜日に香川

分の早野良生先生が遠方にもかかわらず参加して下

県で行う予定である。少しでもご興味のある方は是

さった。群馬からは群馬健康医学振興会理事長で前

非ご参加いただきたい。

同窓会長の山中英壽先生ご夫妻が出席して下さり、

四国・瀬戸内沿岸地区同門会（平成23年４月16日

道後温泉宝荘ホテル）

写真は、
前列左から川村武夫、鶴野正基、萩山正治、藤倉隆、山中英壽、山中夫人、岡林弘毅、高田博
後列左から川村夫人、木村誠、萩山夫人、早野良生、横山芳信、黒岩祥男、野元正弘、平石友、
黒岩夫人、高田夫人、石川浩、横山夫人、木村夫人。

− 20 −

第222号

群馬大学医学部刀城クラブ会報

管・一般外科教授）が発起人となり、開催すること

埼玉医科大学・
群馬大学医学部同窓会

となりました。
永井正規先生（昭49卒、公衆衛生学教授）の開
会の御挨拶で会は始まり、各々群馬大学卒業後，ど

石橋敬一郎（平３卒)

のような経緯で現在埼玉医科大学に勤務しているか

３月１日（火曜日）午後７時30分より埼玉県川
越市

平成23年９月１日

などの報告や、高橋先生からは、現在の群馬大学の

幸すしにて、１月１日付で群馬大学腫瘍放射

現状についてのお話がありました。現在まであまり

線学分野より、総合医療センター放射線科（放射線

交流のなかった先生方も、同窓ということで学年を

腫瘍科）教授に就任された高橋健夫先生（昭63卒）

超えた有意義な時間を過ごすことができました。

の教授就任のお祝いと、埼玉医科大学に勤務する群

今回の参加者は、永井正規先生、石田秀行先生、

馬大学卒業生の親睦を深める目的をかねて、第１回

新浪博先生、森圭介先生（昭62卒、大学病院眼科

埼玉医科大学に勤務する群馬大学同窓会を開催いた

准教授）、高橋健夫先生、芳賀紀裕先生（平元卒、

しました。埼玉医科大学は群馬大学の隣の医科大学

総合医療センター消化管・一般外科准教授）、石橋

でありますが、どこにあるのかご存知ない先生方も

敬一郎（平３卒、総合医療センター消化管・一般外

多いかと思います。埼玉医科大学は毛呂山キャンパ

科）、塩川一郎先生（平11卒、総合医療センター形

ス（大学病院、毛呂山町）、川越キャンパス（総合

成外科）、本城裕章先生（平19卒、総合医療センタ

医療センター、川越市）、日高キャンパス（国際医

ー消化管・一般外科）の９名でありました。今回は、

療センター、日高市）と３つに分かれており、なか

初めてということ、準備期間も短かったということ

なか、キャンパス間の交流が少なく、現在まで群馬

もあり、諸先生方のご都合にあわせた調整ができず、

大学の卒業生同士の交流が、個人的なつながりしか

また、同窓生全員に案内が行き届かなかったなど、

ありませんでした。高橋先生の教授就任を機会に、

ご迷惑をおかけいたしました。今後、埼玉医科大学

同窓生の親睦を深められないかと、新浪

での群馬大学同窓生の親睦を深める場として続けて

博先生

（昭62卒、国際医療センター心臓血管外科教授）、

行きたいと考えております。

石田秀行先生（昭59卒、総合医療センター消化

埼玉医科大学内・群馬大学医学部同窓会（平成23年３月１日

− 21 −
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間あまりの時間、フランス料理を食べながら四方山

クラス会だより

話をして楽しく過ごしました。
当日が新宅君の誕生日と結婚記念日とが重なりま

昭和23年卒(前橋医専一回生）
クラス会報告

したので、ケーキに蝋燭を立ててお祝いしました。
山口君は兵庫県の芦屋市からの参加で、一番遠方か
らの参加でした。

春田 孝正（昭23卒)

次回は来年（24年）の６月10日（日曜日）に開

東日本大震災の後ですが、我々昭和23年卒も、
年齢も86歳以上となり、元気で生きている数も

く事にして、予約しました。場所は今年と同じ帝国
ホテルの中二階のレ・セゾンです。

年々少なくなってきているので、やはり今年も同窓

会員名簿では、まだ30名くらいは生きているは

会を開こうという事で昨年に引き続き東京の帝国ホ

ずです。今年参加されなかった方も元気で都合がよ

テルにて、６月12日に開きました。

かったら是非参加してください。

出席者は夫人５名を含んで13名でした。桂・新

次回幹事は、八尾君と津田君に、依頼しました。

宅・八尾・山口・津田君の５名が夫人同伴で増村・

今回のホテルの予約は総べて津田君にして頂きま

望月君と春田の３名が一人参加でした。昼の約３時

した。

昭和23年卒クラス会（平成23年６月12日

帝国ホテル）

昭和37年４月の出会いから49年３カ月、つまり

昭和43年卒クラス会

50年目の節目の再会です。青森からは白倉君、浜
松からは本間君など、遠くから駆け付けてくれ、
25人出席の賑やかなクラス会になりました。

今井 育一（昭43卒)

私達の学年は卒業を目の前にして、インターン反

昭和43年卒のクラス会が卒後43年の平成23年６

対、国家試験ボイコット、非入局等のスローガンを

月18日（土）に伊香保温泉福一で行われました。幹

掲げた学生運動が全国的に激しく燃え上がっている

事は鈴木洋君と今井育一です。

特異な時期でした。それから43年経ちました。
− 22 −
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今では第一線を退いた人もいますが、郡市医師会

平成23年９月１日

語の教科書を持ってきてくれました。その古い教科

の会長や副会長、中核病院の院長や理事長としてま

書は50年前にタイムスリップさせてくれました。

すます元気に活動している人もたくさんいました。

そしてダブル43年の伊香保の夜は遅くまで盛り上

会は盛り上がり、学生時代の懐かしい話に花が咲

がり、来年の再会を約束して閉会となりました。

きました。思い出の品を持参した者もおり、重城君
はボロボロになった骨董品のような、当時のドイツ

翌日のゴルフ組も８名が参加しました。雨も降ら
ず暑すぎず、快適なゴルフ日和となりました。

昭和43年卒クラス会（平成23年６月18日
前列左から
中列左から
後列左から

佐竹文介、有坂實、駒井實、中村保子、駒井和子、永井伊津夫、山室雅男
平嶋勇、深町彰、本間誠一、岡野昭、横森忠紘、津久井知道、浦田重治郎、鈴木洋
最上建治、志村稔美、小島章、平嶋昇、権守日出海、大竹正夫、阿美邦栄、重城明男、白倉外茂夫、今井育一

会員の

同窓会役員会（平成22年９月16日）決定に基づき、会員の先生方に著書リスト作製の
ご協力を依頼し、回答を頂いた分について、事務局への回答到着順に掲載致しました。

著書リスト
(４月16日から
６月30日までの追加分)
姓名(敬称略） 卒年
笠原 群生
〃
小沼 杏坪

平４
〃

伊香保温泉福一）

なお、掲載著書の条件は１．平成22年1月より現在までに刊行されている。２．臨床医
学、基礎医学、その他医学に関連する単行本。３．会員が著者、編集、監修者のいずれか
である。の全てに該当する著書です。
書

名

著

者

等（全員）

出 版 社 名

定価(税込)

こどもの肝移植＿『いのち』と救うタイミング

著：笠原群生

診断と治療社

3,990

小児肝移植・肝臓病アトラス

著：笠原群生他
監：松井陽 編：独立行政法人国立成育医療研究センター

診断と治療社

7,350

著：小沼杏坪他

成文堂

3,570

著：小沼杏坪他

医学書院

19,950

精神障害受刑者の社会復帰促進策について．「PFI刑務所の新しい試みー島根あさひ
昭42
社会復帰促進センターの挑戦と課題，（島根県立大学PFI研究会編）」 P207-229
薬物依存 drug dependence．「今日の治療指針2010年版
（Volume 52）
」 P794-796

〃

〃

〃

〃

物質依存．
「専門医のための精神科臨床リュミエール13精神科救
急医療の現在」 P243-257

著：小沼杏坪他
編：平田豊明、分島徹

中山書店

7,350

〃

薬物依存 drug dependence．「薬局増刊号2009，Vol60 No4，病
気と薬パーフェクトBOOK 2009」 P892-894

著：小沼杏坪他

南山堂

7,350

〃

〃

薬物依存 drug dependence．「薬局増刊号2010、Vol61 No4、病
気と薬パーフェクトBOOK 2010」 P1010-1014

著：小沼杏坪他

南山堂

7,350

〃

〃

薬物依存 drug dependence．「薬局増刊号2010、Vol62 No4、病
気と薬パーフェクトBOOK 2011」 P1087-1092

著：小沼杏坪他

南山堂

7,350

〃

〃

覚せい剤依存の臨床．
「脳とこころのプライマリケア ８依存」
P251-263

著：小沼杏坪他
編：福居顕二

株式会社シナジー

〃

覚せい剤依存症の治療．
「専門医のための精神科臨床リュミエー
ル26 依存症・衝動制御障害の治療」 P98-110

著：小沼杏坪他
編：福居顕二

中山書店

7,560

〃

紹介状と返事の書き方，7）向精神薬依存症，アルコール依存症．「精神
科医のためのケースレポート・医療文書の書き方 実例集」 P145-147

著：小沼杏坪他
編：山内俊雄、松原三郎

中山書店

9,240

〃

〃
〃
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叙

役員会だより

従四位 瑞宝小綬章
故 土屋

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 村田貞雄先生 （平成 21年12月

昭和29年卒 佐藤詩朗先生 （平成 22年10月 9 日逝去）
昭和25年卒 小島春善先生 （平成 23年 2 月 6 日逝去）
昭和26年卒 川船月夫先生 （平成 23年 3 月31 日逝去）
昭和25年卒 須藤和史先生 （平成 23年 6 月 7 日逝去）
昭和31年卒 丸山和雄先生 （平成 23年 6 月12 日逝去）
昭和35年卒 山中忠夫先生 （平成 23年 6 月16 日逝去）

編集後記

人

初秋の候、同窓会員の皆様におか
れましては、いかがお過ごしでしょ

うか。今号ではトップページに、この夏の東医体の
写真を掲載しました。編集委員会で今号を企画した
際、最近の会報にはこのようなトップページは見当
たらないことに気づきました。大学教育が教官と学

事

【昇任】平成23年５月１日
笠原 群生（平４卒）国立成育医療研究センター
臓器移植センター長

内

逝去）

昭和30年卒 大橋 宏先生 （平成 22年10月 2 日逝去）

出席者 森川会長 他12名 学友会４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．同窓会役員の選出について
２．北関東医学会評議員候補者の推薦について
３．平成22年度地域医療貢献賞について
４．平成22年度収支決算（案）について
５．学術集会補助金について
６．刀城クラブ及び財団のホームページについて
７．その他

学

純先生（昭34卒）

謹 告

第６回役員会（平成23年７月28日）

人

正先生（特別会員）

従三位 故 石川 英一先生（特別会員）

出席者 森川会長 他14名 学友会４名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．同窓会総会及び全国支部長・支部代表者会議に
ついて
３．その他
協議事項
１．平成23年度収支予算（案）について
２．学術集会補助金について
３．その他

外

勲

正三位 故 前川

第５回役員会（平成23年６月23日）

学

第222号

生の個性に大らかにゆだねられていた時代に学生時
代を過ごされた先生方におかれましては、夏の思い
出が東医体と強く結びついている方が多いことと推
察申し上げます。一方、学生会員の皆様は、先輩、

事

後輩、同級生の写真から、同窓会報に関心をもって

【昇任】平成23年５月１日
富田 治芳（特別会員）細菌学教授
菊地 麻美（平７卒）医学教育センター講師
平成23年６月１日
対馬 義人（昭63卒）放射線診断核医学教授
斎藤 淳一（平９卒）腫瘍放射線学講師
平成23年７月１日
木村 孝穂（平４卒）臨床検査医学講師
平成23年８月１日
大野 竜也（平５卒）重粒子線医学センター教授
樋口 徹也（平４卒）放射線診断核医学准教授
【採用】平成23年８月１日
岸 美紀子（平７卒）医学教育センター講師

いただけましたでしょうか。
今号は、同窓会総会のご案内や北関東医学会総会
プログラム等、９月号に必須の情報も発信しており
ます。今後とも同窓会報が会員の皆様のお役に立つ
媒体であるよう努めたいと思います。
(安部由美子）

編集委員

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)、岩崎竜也(３年)、稲葉遥(２年)、
書上奏(２年)、小尾紀翔(１年)、関口淳一(事務局)
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