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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
【日 時】平成25年10月５日（土）16：00〜
【場 所】群馬大学医学部刀城会館
【次 第】
同窓会長挨拶
１．支部の在り方等について
２．その他

総 会
【日

時】平成25年10月5日（土）17：00〜
【場 所】群馬大学医学部刀城会館
【議 題】
第１号議案 平成24年度事業報告について
第２号議案 平成24年度会計決算報告について
第３号議案 平成25年度事業計画について
第４号議案 平成25年度会計予算について
その他
１）地域医療貢献賞の表彰
２）推薦講演者への感謝状授与
３）その他

懇親会
「総会」及び「全国支部長・支部代表者会議」による合同懇親会
【日 時】平成25年10月５日（土）18：00〜
【場 所】群馬大学医学部刀城会館
【会 費】5,000円

第60回 北 関 東 医 学 会 総 会 の ご 案 内
【日時】
第１日 平成25年９月26日（木）13：00〜 群馬大学医学部刀城会館
第２日 平成25年９月27日（金） 8：50〜 群馬大学医学部刀城会館
【特別講演】
日本内科学会認定総合内科専門医認定更新２単位
【特別講演・推薦講演・ワークショップ】
日本医師会生涯教育講座指定公開講座
【特別講演・ワークショップ】
群馬大学大学院医学系研究科指定大学院講義
【特別講演・ワークショップ】
群馬大学大学院保健学研究科指定大学院講義
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Graduate School of Medicine）（ ２ Universitas
Padjadjaran, Indonesia）
９．Selenium Enrichment in Mung Bean Sprouts
Rusiati１, ２, Deni K. Sunjaya２, Irvan Afriandi２, Dewi M.
D. Herawati２, Chiho Yamazaki１, Satomi Kameo１ and
Hiroshi Koyama1（１ Department of Public Health,
Gunma University Graduate School of Medicine）
（２
Universitas Padjadjaran, Indonesia）

第60回北関東医学会総会プログラム
第１日 平成25年９月26日（木）
群馬大学医学部刀城会館
【開会】 午後１時00分
【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 13：05〜13：35
座長 柴崎 貢志（群馬大院・医・分子細胞生物学）
１．神経系細胞のトリブチルスズに対する耐容量は
分化に伴って変化する
杉田佳祐、作田隆義、倉知正、柴崎貢志、石崎泰
樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）
２．周産期水酸化 PCB 曝露が成熟後仔マウスの運動
協調機能へ及ぼす影響
島旭、下川哲昭、高鶴裕介、天野出月、レスマ
ナロニー、鯉淵典之（群馬大院・医・応用生理学）
３．細胞質型チロシンホスファターゼShp2の成熟脳
における機能解析
草苅伸也１、橋本美穂２、柴崎貢志３、吾郷由希夫４、
松田敏夫４、Benjamin G. Neel５、小谷武徳６、村
田陽二６、的崎尚１，６、大西浩史２（１ 群馬大・生
調研・バイオシグナル分野）（２ 群馬大院・保・
生体情報検査科学）
（3 群馬大院・医・分子細胞生
物学）（４ 大阪大学大学院薬学研究科薬物治療学
分野）（５ オンタリオがん研究所）（６ 神戸大学
大学院医学系研究科シグナル統合学分野）
４．神経幹細胞分化に伴う遺伝子座核内配置の転写
依存的変動解析
伊藤謙治、魚崎祐一、野口東美、荒川浩一、滝沢
琢己（群馬大院・医・小児科学）
５．ニューロン成熟過程における LaminB1 発現変
動のクロマチン核内配置への影響
野口東美、伊藤謙治、魚崎祐一、荒川浩一、滝沢
琢己（群馬大院・医・小児科学）
６．成熟ニューロンにおける複製依存性ヒストンの
発現解析
魚崎祐一、伊藤謙治、野口東美、荒川浩一、滝沢
琢己（群馬大院・医・小児科学）
セッション２ 13：40〜14：15
座長 伊藤 一人（群馬大院・医・泌尿器科学）
７．幼弱期ストレスにより生じるグルタミン酸受容
体発現量の変化
戸谷秀太郎、高鶴裕介、天野出月、鯉淵典之（群
馬大院・医・応用生理学）
８．Health effects of aruk Rice in diabetic model mice
Dian Kartika Sari１, ２, Novian Febiyanto１, ２, Irma
Melyani Puspitasari１, Ardini S. Raksanagara２, Dewi M.D.
Herawati２, Deni K. Sunjaya２, Chiho Yamazaki１,
Satomi Kameo １ and Hiroshi Koyama １ (１
Department of Public Health, Gunma University

10．関節リウマチ患者における骨質の検討
米本由木夫、岡邨興一、金子哲也、大倉千幸、小
林勉、高岸 憲二（群馬大院・医・整形外科学）
11．TCPC 術後不整脈に対するカテーテルアブレー
ションの経験
池田健太郎１，２、豊原啓子１、泉岳１、竹内大二１、
庄田守男３、中西敏雄１（１ 東京女子医科大学循環
器小児科）（２ 群馬大院・医・小児科学）（３ 東
京女子医科大学循環器内科）
12．本邦小児におけるインパルスオシロメトリー
法を用いた呼吸抵抗の基準値
萩原里実１、望月博之２、村松礼子１、小山晴美１、
小林徹 ３ 、坂本なほ子 ４ 、滝沢琢己 1 、荒川浩一 １
（１ 群馬大院・医・小児科学）（２ 東海大学医学
部小児科学）（３ Division of Clinical Pharmacology and Toxicology, The Hospital for Sick
Children）
（４ 国立成育医療研究センター 成育疫
学研究室）
13．尿中 LTE4 と呼気 NO による小児気管支喘息
の炎症状態の評価
ソロンゴ オロソー、滝沢琢己、荒川浩一（１ 群
馬大院・医・小児科学）
セッション３ 14：20〜14：40
座長 富田 治芳（群馬大院・医・細菌学）
14．環境感知応答システムに依存した腸管出血性
大腸菌O157のホスホマイシン抵抗性と炭素源獲得
のトレードオフ
倉林久美子１、平川裕子３、谷本弘一３、富田治芳２，３、
平川秀忠１（１ 群馬大・先端科学者育成ユニット）
（２ 群馬大院・医・細菌学）（３ 群馬大院・附
属・薬剤耐性菌実験施設）
15．SIRPαによる脾臓Ｔ細胞の恒常性の調節
橋本美穂１、齋藤泰之２、金子哲也２、大西浩史１、
草苅伸也１、小谷武徳３、村田陽二３、岡澤秀樹３、
的崎尚 ３ （１ 群馬大院・保・生体情報検査科学）
（２ 群馬大・生調研・バイオシグナル分野）（３
神戸大学大学院医学研究科シグナル統合学分野）
16．南米型トリパノソーマ感染細胞におけるオー
トファゴソーム形成と関連タンパク質の解析
高橋千由紀１、畑生俊光２、嶋田淳子１（１ 群馬大
院・保・生体情報検査科学）（２ 岡山大学大学院
環境生命科学研究科）
17．ネズミマラリア感染臓器におけるスカベンジ
ャー受容体の発現解析
宮下大地１、畑生俊光２、嶋田淳子1（１ 群馬大院・
保・生体情報検査科学）（２ 岡山大学大学院環境
生命科学研究科）
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【一般演題Ｂ（ポスター発表）
】
セッション４ 13：05〜13：25
座長 小山 徹也（群馬大院・医・病理診断学）
18．乳癌、とくに TNBC における Aquaporin の発
現
半田正１、古谷未央２、井出宗則１、瀬川篤記１、佐
野孝昭１、堀口淳３、福田利夫４、小山徹也１，２（１
群馬大院・医・病理診断学）（２ 群馬大医・附属
病院・病理部）（３ 群馬大院・医・臓器病態外科
学）
（４ 群馬大院・保・生体情報検査科学）
19．胎盤での Cathepsin 遺伝子発現制御における
IRE1αおよび XBP1 の役割
岩脇隆夫１，２、及川大輔１（１ 群馬大・先端科学者
育成ユニット）
（２ 理化学研究所 基幹研究所）
20．強皮症の皮膚線維化におけるノルエピネフリ
ンの役割
上原顕仁、山田和哉、内山明彦、荻野幸子、横山
洋子、竹内裕子、石川治、茂木精一郎（群馬大
院・医・皮膚科学）
21．創傷治癒における MFG-E8 による血管新生の
制御
内山明彦、山田和哉、上原顕仁、荻野幸子、竹内
裕子、Mark C. Udey、石川治、茂木精一郎（群馬
大院・医・皮膚科学）
セッション５ 13：30〜13：50
座長
橋 昭久（群馬大・先端科学者育成ユニッ
ト）
22．間葉系幹細胞による悪性黒色腫の腫瘍血管新
生の制御
山田和哉、内山明彦、上原顕仁、荻野幸子、横山
洋子、竹内裕子、石川治、茂木精一郎（群馬大
院・医・皮膚科学）
23．急性骨髄性白血病における microRNA29
family とその前駆体 primary microRNA29 およ
び McI-1 の発現
金子文香１、半田寛２、増田裕太１、須田いつみ１、
岩崎篤史１、大宮千春１、神谷明１、新田恭浩１、齋
藤 貴之１、村上 博和１（１ 群馬大院・保・生体
情報検査科学）
（２ 群馬大医・附属病院・血液内科）
24．急性骨髄性白血病における Common Fragile
Site 遺伝子、WW domain-containing Oxidoreductase (WWOX）と、RAS association domain
family protein A（RASSF1A）のメチル化
須田いつみ１、半田寛２、金子文香１、増田裕太１、
岩崎篤史１、大宮千春１、神谷明１、新田恭浩１、齋
藤 貴之１、村上博和１（１ 群馬大院・保・生体情
報検査科学）
（２ 群馬大医・附属病院・血液内科）
25．多発性骨髄腫における8p11領域遺伝子
FGFR1, WHSC1L1発現の検討
増田裕太１、半田寛２、金子文香１、須田いつみ１、
新田恭浩１、岩崎篤史１、大宮千春１、神谷明１、齋
藤貴之１、村上博和１（１ 群馬大院・保・生体情報
検査科学）
（２ 群馬大医・附属病院・血液内科）
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セッション６ ３：55〜14：20
座長 小山
洋（群馬大院・医・公衆衛生学）
26． The Relationship between Health Insurance
Schemes and Quality of Life in Bandung city,
Indonesia
Dea Winiarti １ , ２ , Nora Sukma Dewi １ , ２ , Chiho
Yamazaki１, Satomi Kameo１, Dewi M. D. Herawati２,
Nanan Sekarwana２, Deni K. Sunjaya２ and Hiroshi
Koyama１（１ Department of Public Health, Gunma
University Graduate School of Medicine）（ ２
Universitas Padjadjaran, Faculty of Medicine）
27．Do Community Empowerment Activities
Affect Quality of Life of People in Bangka and East
Belitung Districts, Indonesia?
Nora Sukma Dewi １ , ２ , Dea Winiarti １ , ２ , Chiho
Yamazaki１, Satomi Kameo１, Henni Djuhaeni２, Avip
Syaefullah２, Deni K. Sunjaya２ and Hiroshi Koyama１
（１ Department of Public Health, Gunma University
Graduate School of Medicine）（２ Universitas
Padjadjaran, Faculty of Medicine）
28． Effects of selenomethionine and sodium
selenite supplementation on the risks of type-２
Diabetes in Kuo Kondo Alel-y (KKAy) mice under different status of selenium level Novian Febiyanto１, ２,
Dian Kartika Sari１, ２, Irma Melyani Puspitasari１, ２, Deni
K. Sunjaya２, Dewi M. D. Herawati２, Gaga Irawan
Nugraha２, Chiho Yamazaki１, Satomi Kameo１ and
Hiroshi Koyama１（１ Department of Public Health,
Gunma University Graduate School of Medicine）
（２
Universitas Padjadjaran, Faculty of Medicine)

29．筋萎縮性側索硬化症療養者への事前意思確認
書の導入状況と課題
塚越設貴１、古田夏海１、牛久保美津子２、猪熊綾子３、
市川幸恵３、冨田千恵子３、渡邉充子４、池田将樹１
（1 群馬大医・附属病院・神経内科）（２ 群馬大
院・保・看護学）（３ 群馬大医・附属病院・看護
部）
（４ 群馬県神経難病医療ネットワーク）
30．乳癌治療に伴う食欲不振、味覚障害、リンパ
浮腫などに漢方薬が著効を呈した１例
古川和美、大嶋清宏、中村卓郎、萩原周一、大山
良雄、青木誠、村田将人、金子稔、田村遵一（群
馬大医・附属病院・救命・総合医療センター）
セッション７ 14：25〜14：45
座長 村上
徹（群馬大院・医・機能形態学）
31．群馬ナースヘルス研究コホートを用いた女性
特有疾患におけるＳＮＰｓ解析
冨吉賢作、林邦彦、嶋田淳子（群馬大院・保・生
体情報検査科学）
32．多発性骨髄腫（MM）患者におけるIL-10、IL17、IL-18サイトカイン遺伝子多型解析
新田恭浩 １ 、齋藤貴之 １ 、岩崎篤史 １ 、ノルジマー
バトチメグ１、増田裕太１、須田いつみ１、金子文香１、
半田寛２、村上博和１（１ 群馬大院・保・生体情報
検査科学）
（２ 群馬大医・附属病院・血液内科）
33．多発性骨髄腫（MM）患者における塩基除去修
復（BER）遺伝子多型解析
岩崎篤史 １ 、齋藤貴之 １ 、新田恭浩 １ 、ノルジマー
バトチメグ１、増田裕太１、須田いつみ１、金子文香１、
半田寛２、村上博和１（１ 群馬大院・保・生体情報
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検査科学）
（２ 群馬大医・附属病院・血液内科）
34． The association of polymorphism in DNA
BER genes OGG1, XRCC1, APE1 and
MUTYH with the risk／clinical characteristics of
myelodysplastic syndromes (MDS)
in Japanese patients
Batchimeg Norjmaa１, Takayuki Saitoh１, Atsushi
Iwasaki １ , Yasuhiro Nitta １ , Hiroshi Handa ２ and
Hirokazu Murakami１（１ Department of Laboratory
Sciences, Gunma University Graduate School of
Medicine ）
（２ Department of Hematology, Gunma
University Hospital）

【特別講演Ⅰ】 14：50〜15：30
座長 富田 治芳（群馬大院・医・細菌学）
ヒトサイトメガロウイルスの宿主ストレス応答を
利用した翻訳制御
磯村寛樹（群馬大院・医・分子予防医学）
【同窓会推薦講演Ⅰ】 15：35〜16：15
座長 飯野 佑一（群馬大学名誉教授）
群馬大学における乳癌診療25年間の変遷 ―外科
治療、薬物治療、基礎および臨床研究―
堀口淳（群馬大院・医・臓器病態外科学）
【同窓会推薦講演Ⅱ】 16：15〜16：55
座長 田村 遵一（群馬大院・医・総合医療学）
総合医育成への期待と課題
大山良雄（群馬大院・医・総合医療学）
【特別講演Ⅱ】 17：00〜17：40
座長 岡島 史和（群馬大・生調研・シグナル伝達
分野）
ユビキチン修飾による細胞機能制御と疾患
徳永文稔（群馬大・生調研・分子細胞制御分野）

第２日 平成25年９月27日（金）
群馬大学医学部刀城会館
【ポスター展示】 ８：50〜16：00
【特別講演 Ⅲ】 ８：50〜９：30
座長 三井 真一（群馬大院・保・リハビリテーシ
ョン学）
タンパク質チロシンリン酸化シグナルによる脳機
能・行動の制御
大西浩史（群馬大院・保・生体情報検査科学）
【特別講演Ⅳ】９：30〜10：10
座長 柳川右千夫（群馬大院・医・遺伝発達行動学）
脳科学の発展と精神疾患
福田正人（群馬大院・医・神経精神医学）
【ワークショップ】10：15〜11：45
国際的なチーム医療教育推進拠点の形成にむけた取
り組み
座長 渡邊 秀臣（群馬大院・保・リハビリテーシ
ョン学）

平成25年(2013年)９月１日

篠h博光（群馬大院・保・看護学）
１．群馬大学医学部におけるチーム医療教育
浅川康吉、外里冨佐江（群馬大院・保・リハビリ
テーション学）
２．世界保健機構（WHO）との共同活動について
李範爽（群馬大院・保・リハビリテーション学）
３．途上国に対するチーム医療教育支援
時田佳治（群馬大院・保・生体情報検査科学）
４．アジアにおけるチーム医療教育の普及活動
金泉志保美（群馬大院・保・看護学）
５．Literature Review によるチーム医療教育に関
するエビデンス構築
松井弘樹、安部由美子（群馬大院・保・生体情報
検査科学）
６．学生組織（SIPEC）の国際交流について
高橋麻衣子（群馬大院・保・リハビリテーション
学）高林美佳、杉浦泉美（群馬大院・保・看護学
専攻）川本響子、斉木綾香、下山富子、西村明日
実（群馬大院・保・検査技術科学専攻）関はるな
（群馬大院・保・理学療法学専攻）
【評議員会･総会】12：10〜13：15
群馬大学医学部刀城会館
【奨励賞受賞講演】13：30〜14：50
座 長 小湊 慶彦（群馬大院・医・法医学）
ABO式血液型の転写調節機構の解明と血液型亜型
の解析
佐野利恵（群馬大院・医・法医学）
座 長 鯉淵 典之（群馬大院・医・応用生理学）
脳梗塞後の機能代謝における健常半球の役割
高鶴裕介（群馬大院・医・応用生理学）
座 長 秋山 英雄（群馬大医・附属病院・眼科）
網膜に与えるＬＥＤの影響―サル網膜におけるＬ
ＥＤ照射後の機能と形態の経時的変化について―
向井亮（群馬大医・附属病院・眼科）
座 長 小山 徹也（群馬大院・医・病理診断学）
Ｂ細胞リンパ腫における染色体転座の発生機序の
解析
山根有人（群馬大院・医・病態腫瘍薬理学）
【優秀論文賞受賞講演】14：55〜15：15
座長 対馬 義人（群馬大院・医・放射線診断核医
学）
レジオネラ肺炎における血中尿素窒素の高値は
ICU入室の予測因子となり得る
橋爪裕（前橋赤十字病院呼吸器内科）
【特別講演Ⅴ】15：20〜16：00
座長 渡邊 秀臣（群馬大院・保・リハビリテーシ
ョン学）
群馬大学における多職種連携教育（チーム医療教
育）
篠h博光（群馬大院・保・看護学）
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第60回北関東
医学会総会

同 窓 会 推 薦 講 演
同 窓 会 推 薦 講 演

群馬大学における
乳癌診療25年間の変遷

総合医育成への
期待と課題

〜外科治療、薬物治療、基礎および臨床研究〜
臓器病態外科
准教授

堀口

第231号

総合医療学

淳（昭61卒）

准教授

このたびは第60回北関東医学会総会において同

大山 良雄（昭63卒）

2010年に500万人だった要支援・要介護者は、

窓会推薦講演を行う機会を与えて頂き、北関東医学

2030年には1.8倍の900万人に達すると予想されて

会および同窓会関係各位に心から感謝申し上げま

いる。既に医療需要は、単一疾患・単一エピソード

す。また、座長の労をお引き受け頂きました群馬大

を治療すれば完治につながるような疾病から、治療

学名誉教授・医学部同窓会会長の飯野佑一先生には

が困難な複数の疾患を抱えており、「急性期」に続

心よりお礼を申し上げます。

き「回復期」、「慢性期」を経て、また急性増悪を繰

本講演では乳癌診療25年間の変遷について紹介

り返す「ケアサイクル」に入った高齢者への対応が

します。本邦における乳癌診療は欧米に比較してや

中心になってきているが、今後ますます、この傾向

や遅れていたものの、この25年間に大きく変化し

が強まる。医療の焦点も「治すために一時的に入院

てきました。外科手術では拡大手術が縮小手術に向

する病院」から「地域で続けて生活する高齢者」に

かい、最近では乳房温存手術が標準手術となり、腋
窩リンパ節郭清もセンチネルリンパ節生検により
80％以上は郭清を省略しています。教室での乳房
温存率は60%前後を推移し、センチネルリンパ節生
検も積極的に取り入れ、患者のＱＯＬ向上に寄与し
ています。化学療法ではアントラサイクリンを中心
とした治療が最近ではタキサン系抗癌薬などの作用
機序の異なる薬剤が多く使用できるようになりまし
た。また、分子標的治療の進歩によりＨＥＲ２蛋白
をターゲットとした抗ハーツー療法が開発され、乳

移行せざるを得ない。入院を担当する病院勤務医と
ともに、患者を長期的に診療し、ケアサイクルを回
す「総合医／かかりつけ医」の需要が増え、その役
割がより重要になってくる。国保中央会の「総合医
体制整備に関する研究会」の報告書では、2025年
には総合医が８万〜12万人必要としている。厚生
労働省の「専門医の在り方に関する検討会」でも、
2025年までに総合医が６〜10万人必要と発言があ
った。
本当に、10数年後に６〜12万人の規模の総合医

癌治療に大きな変化をもたらしました。教室では抗
ＨＥＲ２薬のグローバル治験に参加し、本邦での抗
ＨＥＲ２薬の承認に貢献してきました。また、内分
泌療法では抗エストロゲン薬をからアロマターゼ阻

を誕生させることは可能であろうか。基本領域専門
医数は、最も多い外科専門医で２万1816人、総合
内科専門医は１万4753人（2012年８月現在）であ

害薬やＬＨ-ＲＨアゴニスト、最近ではフルベスト

る。10数年後に６〜12万人の規模にするためには、

ラントなどの新しい内分泌療法薬が使用できるよう

新規に総合医（総合診療専門医）を認定することと

になりました。現在、乳癌の全身治療はそのサブタ

は別に経過措置を置き、現有の医師を大量に認定す

イプに応じて治療薬を決定するようになっていま

る必要がある。安易に大量の総合診療専門医を認定

す。教室では、1980年代よりホルモン受容体、Ｈ

することは、総合診療専門医の社会的評価を低める

ＥＲ２蛋白、腫瘍の増殖能の研究を行い、それらの

ことになる。超高齢社会を迎え、地域で高齢者を看

因子が乳癌治療法を決定するバイオマーカーとなっ

取る医師を確保することは重要な課題であるが、総

ています。以上、本講演で乳癌診療25年間の進歩

合医の養成は、必ずしもそのためだけに行うもので

と当教室の関わりについて少しでもご紹介できれば

はない。総合診療専門医の質を担保する研修プログ

と考えております。

ラムや認定基準の作成が望まれる。
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失調症などの精神疾患の病態生理を検討する研究を

新任教授紹介

行いました。1998年末に群馬大学に赴任してから
は、第５代教授の三國雅彦先生の深いご配慮で近赤

国民病としての精神疾患

外光を用いて脳血流を測定する近赤外線スペクトロ
スコピィＮＩＲＳという方法論に携わる機会に恵ま
れました。ベッドサイドで座位のままで脳機能を測

神経精神医学（精神科神経科）
教授

定できる小型の装置です。

福田 正人（特別会員）

この研究成果は、2009年に「光トポグラフィー
このたび2013年６月１日付けで、群馬大学大学

検査を用いたうつ症状の鑑別診断補助」として、厚

院医学系研究科脳神経発達統御学講座神経精神医学

労省から先進医療の承認を受けました。精神医療に

分野（精神科神経科）の第６代教授を拝命いたしま

おける唯一の先進医療を、群馬大学発で実現できた

した。群馬大学医学部同窓会のご高配により、刀城

ことを非常に嬉しく思っております。こうした精神

クラブ会報でご挨拶を申しあげる機会を与えていた

疾患の臨床検査としての実用化は世界に先行したも

だきましたことに、深くお礼を申しあげます。

ので、三國先生が一貫して取り組んでこられたテー

私は1958年（昭和33年）に、栃木県の宇都宮市

マ「精神疾患のバイオマーカーの臨床検査としての

で生まれました。卒業した宇都宮高校は県立ですが

実用化」のひとつの成果になります。脳科学・神経

男子校で、前高や高高と同じように「うたか」と呼

科学が急速な発展をとげ、人間の精神の基盤につい

びます。生徒を鍛えるという趣旨からか、冷房はも

ての解明が進みつつある時代ですので、これからも

ちろん暖房もない高校でした。校庭の真中を遮断機

神経科学の分野の先生方との共同研究を進め、最先

もないＪＲ日光線が横切っていたことは、おそらく

端の基礎研究成果を精神疾患の臨床場面で実用化さ

全国唯一だろうと思います。

せるトランスレーショナル・リサーチの実現に努め

1977年（昭和52年）に、東京大学医学部に入学

てまいりたいと考えております。

しました。栃木県が設けた寮に入り、江副育英会か

精神疾患は本年４月から医療法にもとづく５疾病

ら給付の奨学金を受けるなどして過ごした在学中

のひとつに加えられ、がん・心筋梗塞・脳卒中・糖

は、ホヤの卵へのイオンチャンネルのパッチクラン

尿病と並んで医療計画に加えられることになりまし

プ、国立がんセンター小児科での白血病の実習、同

た。もはや特別な疾患でも特別な科でもない国民病

級生との免疫学の勉強会などを行った記憶がありま

の時代であることを象徴しています。いっぽうで精

す。今から考えるとまるで方向性が定まっていなか

神科は、クリニックでさえ初診が数週間待ちという

ったようです。当時は「精神科に進むのは医師でな

状況が日本全国にあり、受診希望の患者さんやご紹

くなることだ」とまで言われる時代でしたが、その

介をいただく先生方にご迷惑をおかけせざるをえな

点についてはなぜか迷いがありませんでした。普通

くなっております。そうした医療としての基本につ

の医師らしくない人間であると自覚していたからか

いての現状の改善が急務と考えております。

もしれません。

この11月に100歳をお迎えになる第２代教授の臺

精神科はどうしても特別な科と見られがちです。

弘先生は、お馴染みの患者さんの外来診療をお元気

その理由のひとつに、診断や治療のための検査がな

に続けておいでとお伺いしております。臺先生は、

いことがあります。例えば、うつ病を診断する脳検

一方では患者さんのＱＯＬの向上を基本におき生活

査はありませんし、統合失調症の治療の指標となる

に注目した診療の確立に尽され、他方では世界に先

血液検査もありません。そのために精神科は、曖昧

んじて精神疾患の脳研究を進めてこられました。そ

であったり漠然としているという印象を持たれがち

うした志を受け継ぎ、精神科の諸先輩の先生方のお

で、場合によっては科学的ではないとさえ思われて

力をお借りし、また同窓会の先生方にご理解とご協

しまいます。

力をお願いして、「生活と脳」というキーワードの

そうした状況を少しでも変えられないかという研

もと５疾病に相応しい精神医療を群馬県内で実現

究にこれまで取り組んでまいりました。東京大学時

し、患者さんに役立つ研究を発展させるよう力を尽

代は、脳の情報処理を反映する脳波である事象関連

くす所存でおります。ご支援を賜りますよう何卒よ

電位ＥＲＰのＰ300成分という指標に注目し、統合

ろしくお願い申しあげます。
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と、日本中の研究者をあたりやっとのことで協力し

新任教授紹介

ていただける方に出会うことができました（現遺伝
学研究所、相賀裕美子先生）。しかし、私がベクタ

着任のご挨拶

ーの作製に半年以上かかり、そして筑波までＥＳ細
胞のピックアップに通うなど大変苦労いたしました
が、何とか完成に至りました。これらの行程は大学

病態制御内科学（第一内科）
教授

での病棟のオーベンをしながらでしたので、当時は

山田 正信（昭58卒）

体力があったのだなと自分でも驚きます。そして完
成したＴＲＨノックアウトマウスは、みごとに３次

この度、群馬大学大学院医学系研究科病態制御内

性甲状腺機能低下症となり、さらに糖尿病も発症し

科学分野（第一内科）の第４代教授を拝命し、平成

ました。その後、佐藤哲郎君を筆頭として私のもと

25年６月１日付けで就任いたしました。同窓会の

には多くのリサーチマインドのある仲間や大学院生

ご高配により、このような場をお借りして、ご挨拶

が集まってくれ、核内受容体の研究や新たなホルモ

申し上げる機会をいただき大変感謝しております。

ンの発見、内分泌腫瘍や原発性アルドステロン症の

私は、昭和33年３月に山梨県の甲府市で生まれ、
その後父の転勤により愛知県の半田や名古屋、浜松、

発症機構に関する研究などが展開し多くの成果を発
表することができました。

静岡、沼津、横浜、品川と転居が続き、幼稚園３回、

群馬大学第一内科は、昭和19年６月に初代の七

小学校３回、中学校２回の転校の後、神奈川県の光

條小次郎先生によって創設され、２代小林節雄先生、

陵高校を卒業し、群馬大学医学部へ入学致しました。

３代森昌朋先生そして私と約70年の歴史がありま

学生時代は卓球部に所属し卓球ばかりしておりまし

す。当初より、内分泌糖尿病学、呼吸器アレルギー

たが、昭和58年に卒業後第一内科へ入局致しまし

学、消化器肝臓病学の研究グループがあり、現在で

た。

も附属病院では内分泌糖尿病内科、呼吸器アレルギ

大学病院で研修を始めた際の最初の室長が前代の

ー内科、消化器内科、肝臓代謝内科として北関東全

森昌朋名誉教授で、熱心に研究されているお姿を見

域から患者様をご紹介いただいております。第一内

て、留学帰りの先生の一番弟子にしていただきまし

科病棟の症例像は、この20年余りをみても急激な

た。大学で１年間研修の後、原町赤十字病院そして

高齢化と近年の治療による成果によって変化し続け

高崎日高病院で臨床研修し、多くの急性期の例など

ています。入院患者さんは、肺癌や副腎腫瘍（特に

を経験することができ大変勉強になりました。そん

原発性アルドステロン症）、炎症性腸疾患、ＮＡＳ

な忙しい中毎晩大学へ通い、森先生より

Ｈなどが急増しています。これらの疾患動態の変化

Thyrotropin-releasing hormone（ＴＲＨ）のラ

に対応すべく、最新の治療法や診断法の導入と同時

ジオイムノアッセイ（ＲＩＡ）やレセプターアッセ

に、副腎専門外来の開設や肺癌の外来化学療法の推

イなどをご指導いただきました。そして、卒後4年

進などを行っています。また、多くの第一内科医会

目の1986年には米国の New Orleans のルイジアナ

員が県内の多数の病院でお世話になっております

州立大学内科学教室の Wilber 教授の元へ留学させ

が、やはり医師不足は否めません。今後は県内の関

ていただく機会を得ました。

連病院において、各種疾患数の把握とそれに応じた

1986年当時は、まさに分子生物学の幕開けの時

専門医の配置、すなわち「拠点病院化とネットワー

で、内分泌学研究所（現在の生体調節研究所）で

ク化」そして「30分圏内で完結出来る医療の提供」

Northern blot 法の全学での講習会が始まったそん

を目指すことが必要と考えております。同窓会の先

な時期です。渡米後は何とか分子生物学を修得しよ

生方にもこの点をご理解いただき、ご協力の程をお

うと見よう見まねで、教科書もなく失敗の連続でし

願い申し上げます。

たが、その経験が今日大学院生を指導するのに役立

最後になりましたが、私はここまで第一内科ばか

っています。詳細は省きますが、その後 ＮＩＨ で

りでなく多くの他科の先生方と一緒に臨床や研究を

仕事をする機会をいただき、ヒトＴＲＨ遺伝子をク

させていただき、さらに多くのよき先輩や後輩達に

ローニングすることができました。

恵まれここまでやって参りました。この場をお借り

帰国当時は視床下部のＴＲＨに障害があっても本

して皆様に深謝させていただくととともに、今後も

当に甲状腺機能低下症になるか不明でしたので、Ｔ

変わらぬご指導ご鞭撻のほどをお願い申し上げ、ご

ＲＨを欠損したノックアウトマウスを作製したい

挨拶とさせていただきます。
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れ、世界的にみても他の先進諸国に比べて早いスピ

新任教授紹介

ードで高齢化が進んでいる我が国では大きな社会問
題にもなっています。このため認知症診療への神経

就任のご挨拶

内科医の貢献は社会的要請度も高く、群馬大学神経
内科教室では開講当初よりアルツハイマー病の基礎
的臨床的研究をメインテーマの一つと位置付け多く

脳神経内科学
教授

の実績をあげており、附属病院では関連部局の先生

池田 佳生（平４卒）

方やスタッフの皆様と一緒に認知症疾患医療センタ

この度、平成25年７月1日付で群馬大学大学院医

ーの運営を担当させていただいております。認知症

学系研究科脳神経内科学教授を拝命いたしました。

患者の約半数を占めるアルツハイマー病では近年、

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

複数の治療薬が使用可能になり、認知症重症度や

私は平成４年に群馬大学医学部を卒業し、平井俊

BPSD（認知症に伴う行動障害と精神症状）の有無

策先生が主宰されていた神経内科教室に入門致しま

に応じた治療薬の使い分けやアルツハイマー病以外

した。神経内科学の臨床を研鑽しつつ、研究面では

の認知症疾患の鑑別診断など神経内科医の役割が以

主として脊髄小脳変性症の遺伝学的研究に携わり、

前に増して大きくなっています。認知症診療におい

本邦からは初めて群馬県における脊髄小脳失調症８

ては、病状の進行とともに家族を中心とした介護者

型（SCA8）の臨床遺伝学的特徴を発表させていた

の負担が大きくなり、長期的視野を念頭に置いた対

だいたのを契機に米国ミネソタ大学人類遺伝学研究

応も必要であることから、地域の家庭医の先生方や

施設へ留学し、SCA5 の遺伝子クローニング、

行政の各部局の皆様との連携を密にし相互の協力体

SCA8 のマウスモデルの解析研究などを通じて脊髄

制を構築して療養支援、在宅介護支援についても推

小脳変性症の病態研究を行いました。幸い本研究分

進したいと考えます。

野において SCA5 の原因遺伝子ベータⅢスペクトリ

近年の研究成果により病態解明の進んだ多発性硬

ン同定や新たな分子病態の発見に携わることができ

化症や他の免疫性神経疾患、パーキンソン病ではよ

ました。留学から帰国に際して岡山大学神経内科に

り disease-modifying therapy に近い治療選択肢

赴任し阿部康二先生よりご指導をいただき、研究面

が増えて患者さんの病状改善に寄与できるようにな

ではアルツハイマー病をはじめとする認知症や脳梗

りましたが、その一方で筋萎縮性側索硬化症や脊髄

塞の病態解明・治療開発研究に携わり研究の幅を広

小脳変性症など神経難病と呼称される疾患では未だ

げることができました。また中国地域に多く存在し、

有効な治療が存在せず、進行時には高度の ADL 障

小脳失調症と運動ニューロン疾患の臨床的特徴を併

害を来たし得るため、これら疾患の病態解明と根本

せ持つ新たな遺伝性神経変性疾患 Asidan/SCA36

的治療法の開発は患者、家族および我々神経内科医

の遺伝子クローニングにも携わり、その原因遺伝子

の悲願であります。高度の専門医療を担う大学病院

変異として世界で初めての非翻訳領域に存在す

の使命として、これら難治性神経疾患に対する医療

る GGCCTG の６塩基繰り返し配列の伸長変異を同

貢献として新規治療法の開発に積極的に挑みたいと

定しました。脊髄小脳変性症と運動ニューロン疾患

思います。群馬大学では伝統的に神経科学分野にお

といった二大神経変性疾患の病態解明・治療法開発

いて素晴らしい業績をあげている基礎医学教室が多

において重要な key molecule として注目を集めて

くありますので、関連する他講座の先生方と積極的

います。

な共同研究を行い、トランスレーショナルリサーチ

神経内科の臨床においては、頭痛疾患やめまい、

を推進したいと思います。また、これらの臨床・研

しびれといった common disease、高齢化社会を迎

究活動を推進するためには優秀な神経内科医を多く

えて患者数が急増している認知症疾患、メタボリッ

育成することが不可欠であり、魅力ある学生教育・

ク症候群や生活習慣病と関連の深い脳卒中、さらに

専門医教育を実践したいと思います。

パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変

最後になりましたが、私の故郷である群馬の神経

性症、多発性硬化症、重症筋無力症といったいわゆ

内科診療の発展のため、また母校である群馬大学に

る神経難病など広い分野を担当させていただいてお

貢献できるよう粉骨砕身、努力していきたいと思い

ります。日本における認知症の有病率については

ますので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお

65歳以上の高齢者の15％（439万人）に及ぶとさ

願い申し上げます。
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ることです。ここでは

母校に望む 47

第231号
¸保育園/幼稚園から人材

を育成して、大学選抜ではそれぞれの分野への適性
を測定する方法を編み出し、学力試験に加味するこ

専門があって専門のない
研究医師を目指せ

とです。教育は個人の成長と共にスパイラルに連続
して積み重ねていかなければと思っています。既に
幼児から一貫教育はスタートしていると思います。

国立大学法人浜松医科大学
名誉教授

大学入学前後（18歳前後）までの人格形成期に、

吉田 孝人（昭30卒）

人の生死を見つめ・考え、宇宙観、人生観、倫理観、
等々をある程度確立しておく必要があると思いま

昨年、同窓会60周年記念の催しに出席して、母

す。天性を見つめ、引き出してもらっておくことが

校の進展していく様子を身近に感じました。刀城会

大切です。入試までに出来上がった適性を見抜く公

クラブ会報で、「卒前・卒後一貫教育によるＭＤ−

平な試験方法を特に教育学部の協力で編み出し、医

ＰｈＤ養成コース」が「放課後型ＭＤ−ＰｈＤコー

学部に応用させていただきたいと考えました。幼少

ス」に加えて動き出していること、また、「研究医

期より豊かな情操教育を受け、人類愛に富み、勤労

養成コンソーシアム」が４大学（群馬、東京、千葉、

をいとわず、人間性豊かな人。好き嫌いのない人。想

山梨）で夏のリトリートを学生が中心となって行っ

像力豊かで、関連性のある水平思考のできる人。洞

ていることに感銘しました。創設期から私達の医学

察力のある人。これらの基本的な適性はヒトを対象

部在学当時（1951-1955）は、基礎の講義が始まり

にしている医学生には必要であるし、医学生になっ

ますと、自主的に基礎教室に放課後出入りする学生

てからも磨いていく必要があります。¹講義の聴講

が増えました。私の学年では卒業まで出入りしてい

制度を構築してはと考えます。教授法を医学部では

たのは法医学教室井関尚栄教授の下に行った故古川

教えませんので、教育学部の先生に教えていただい

研君（母校の教授となり功績を上げた）と微生物学

た方がよろしいのではないかと考えております。教

教室山本郁夫教授の下に行った私でした。

科書やインターネットで予習をしてきて、大学では

更に、付属病院が臨床研究を推進するために、臨

実習・討論を主体とする時代でしょう。º現在の医

床エビデンスを構築する臨床研究中核病院に生まれ

療は理工学との協力によるものが多いので、共同で

変わろうと、日本発革新的診断治療法開発の整備事

作ることから、現場での使用まで一緒にやらなけれ

業を開始したことを知りました。実は、名誉教授に

ばなりません。ここでも講義・実習の聴講制度を構

なってから、ＧＣＰに則ったＩＲＢ委員長を務め、

築してはと考えます。桐生の理工学部との交流を学

Ｉ相試験を実施する治験医も経験したことがありま

生時代から大いに行う必要があると考えます。»各

したので、母校の新たな動きに注目し、声援を送り

学部で女性の割合が増加しています。特に目立つの

たい一人なのです。現役時代の研究は基礎でしたの

が医学部です。女医さんの一生を医学部だけの問題

で臨床のためのモデル実験・研究が大部分でした

とせずに、日本の社会として、次の世代を担う子供

が、ヒトがんＥＢウイルスで誘発される上咽頭がん

らを残し、育てながら、医学・医療に従事していけ

研究もしました。自家腫瘍免疫のマウス等を用いた

る社会の構築をしていただきたいと願うものです。

モデル実験（文部省がん特Ｉ

自家腫瘍

12年）、文部省免疫の特定研究（ リソース

の班長

「略歴」
（後輩の先生が希望されたので付記した）

班長

浜松医大微生物学教授（1974−1996）・名誉教授

研究（班長５

（1996〜現在、光線力学的診断・治療研究、国内外

年）等はみな前臨床研究に相当したものでありまし

の学会発表）、愛知県がんセンター研究所ウイルス

た。難病財団の援助で、国際シンポジュウムを開催、

部室長(1965-1974、カロリンスカ研究所へWHOフ

３年、）厚生省

難病の疾患モデル

「Molecular approaches to the study and treat-

ェロー３ヶ月）、北里研究所研究員、東大伝染病研

ment of human diseases: Editors Takato O.

究所研究生（1963-1965、東大医学博士1965）、ニ

Yoshida and James M. Wilson, International

ューヨークスローン・ケッタリング癌研究所研究員

Congress Series 966, Excerpta Medica, 1992」

（1962-1963）
、米国ミシガン大学・医・微生物学教

を出版、 モデル研究から臨床へ、臨床からモデル

室研究員（1959-1962）、東大伝研研究生、東京都

研究へ という時代でした。

衛生研究所技師（1957-1959）、群大・医・大学院

そこで、母校に望むことは医・理工・教育・社会
情報４学部共同ワーキンググループ／部門を設立す

微生物学専攻（1956-1957）、群大・医・病院イン
ターン（1955-1956）
、群大・医卒（1955）
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女性医師を取り巻く
環境について
麻酔科蘇生科

麻生 知寿（平９卒）

今回原稿のご依頼を頂いた際、これまで本シリ
ーズに掲載された記事を同封いただき拝読しまし
たところ、皆さん女性医師として結婚・出産・育
児といったイベントを乗り越え立派に仕事を続け
てこられた方々ばかりで大変感銘をうけました。
私には出産、育児の経験はなく、医学部卒業後大
学院生として過ごした４年間を除きずっとフルタ
イムで働き続けてきました。その間、女性医師を
取り巻く環境も大きく変化したように思われま
す。16年のキャリアを振り返りながら、これま
での、そしてこれからの女性医師を取り巻く環境
について考えてみたいと思います。
私は平成９年に卒業後、麻酔科蘇生科に入局し
附属病院での研修を始めました。その頃から麻酔
科は比較的女性医師の多い科として認識されてい
ましたが、当院には麻酔科の女性のオーベンは一
人もおらず、手術室に出入りする女性医師もまだ
まだ少ない状況でした。私の同級生は３分の１が
女性ですが、女性で外科系を専攻したのは片手程
度で麻酔科に入局したのも私ともう一人だけでし
た。麻酔科に入局後は、早朝オペ室に入り、出る
のは真っ暗になってから、とその日の天気もよく
わからない生活となりました。手術中は刻々と変
わる患者さんの状態にヒヤヒヤし執刀医の厳しい
眼差しに縮こまり、とにかく早くオーベン達のよ
うに麻酔をかけられるようになりたい、そんな思
いで一杯でした。できないことだらけでしたが、
オーベンに守られ励まされ導かれ、１年半後関連
病院での研修へと旅立ちました。当科は県外の関
連病院も多く、宇都宮市で１年半、長野県で１年、
勤務し主に手術麻酔と集中治療に従事しました。
関連病院では同世代の外科系女性医師も多く、仕
事にプライベートに多くの時間をともに過ごしま

平成25年(2013年)９月１日

した。早晩来るはずの独り立ちの時は思いのほか
早く訪れ、３年目の始まる頃には夜間の緊急手術
やＩＣＵ患者受け入れも一人で担当するようにな
りました。初めはヒヤヒヤの毎日でしたが、緊急
手術や重症患者管理にどっぷり浸かりやりがいを
覚えるようになっていきました。５年目で前橋に
戻り前橋赤十字病院勤務となりました。半年間で
したが、手術室業務、ＩＣＵ管理、ペインクリニ
ック外来のすべてに従事させていただき、心身と
もに大変でしたが充実したキャリアとなりまし
た。この頃には周りの医師の女性の割合もグンと
増し、周りはどう思っていたかわかりませんが、
少なくとも自分では「女性医師だから……」と感
じることはほとんどなくなりました。その後、大
学病院へ戻り６年目で大学院へ進学し、和泉孝志
先生（生化学）の元で４年間お世話になりました。
研究室には医科出身の女性研究者、大学院生も所
属していて、懸命に基礎研究に取り組んでいまし
た。皆バックグラウンドも様々で、独身の人から
家庭持ち、妊娠・子育て中の人までそれぞれのペ
ースで研究や臨床に従事し、実績を残そうと必死
でした。大学院卒業後は麻酔科に戻り、主に手術
室での麻酔業務に従事しています。その間３年に
渡って医会長として、主に医会所属医師の勤務状
況の整備や新人医師勧誘等に携わる機会を得まし
た。女性医師に限らず多くの医師が様々な事情を
抱えながら仕事にしていることを思い知らされ、
マネジメントに頭を悩ます日々がありました。そ
して現在に至っています。
この16年間で一番変わったのは現場にいる女
性医師の絶対数です。今や女性医師は特別な存在
ではなく、働き方やバックグラウンドも千差万別、
そんな中で新たに問題となるのはキャリアや待遇
の格差だと思います。女性医師の活躍は個人の努
力はもちろんのこと、社会的な意識の変革と支援
体制の整備によるところが大きいと考えられま
す。また、その影響か若い女性医師の出産・育児
の機会も以前より増えていることを実感していま
す。ますます多様化が予想されるなか、すべての
人々が自分の能力を活かしていきいきと働ける環
境を整えることは容易でありません。制度や決ま
り事だけを充実させてもこの問題は解決しないで
しょう。個別な事情を加味したオーダーメイドな
対応が必要で、何よりお互いの立場を理解して努
力することが重要だと思います。「女の敵は女」
になることなく、多くの女性医師がキャリアを積
んで活躍できることを願ってやみません。
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て汗を流した。最終講義の終了時に、黒板わきで学

追 悼

生サッカー部員による先生の胴上げは、欣喜雀躍な

恩師 辻 達彦先生
を偲ぶ

もので、これは先生の日頃の人柄のあらわれであり、
長く語り種になっていった。
教職から引退された以後は「余生余滴」「越中島
から」「余生語録」の各シリーズで、医学、文学、

元同窓会長

箕輪 真一（昭28卒）

文芸、歴史、時評さらには自分史、近況などの多方
面の短篇執筆を続け、それらを先生ご自身でパソコ

群馬大名誉教授 辻達彦先生は平成25年５月１日

ンで編集して冊子を作製し、年に５〜８篇の割合で

逝去なされた。享年97歳の長寿を全うされ、われ

門下生や知人に郵送を続け、その精力的な文筆活動

ら門下生は在りし日の温顔を偲び心痛の思いである

は驚異的であった。私はその冊子を生涯の「通信教

が、同時に数々の教訓を想起し、叱咤激励される心

書」と心得て、広い教養と生きる力を与えられ、そ

境でもある。

の都度味読した感想と謝意を込めた返信をすること

辻先生は水戸藩代々の藩医の家系に大正５年に茨

を心掛けていた。

城県に生れ、旧制水戸高校を経て昭和15年東京帝
大医を卒業。直ちに国立公衆衛生院に勤務、同年９
月〜20年12月まで海軍軍医（少佐）として従軍。
昭和21〜29年に国立公衆衛生院に復帰。その間ハ
ーバード大に留学。医博、ＭＰＨ（Harverd 1952）
取得。昭和29〜56年に群馬大公衆衛生学教授、昭
和56〜62年に日本歯科大（衛生学）教授。その後
は意欲的な文筆活動を終生続けられた。
顧みれば昭和29年春、辻先生が本学公衆衛生学
教室に教授として着任し、その時にインターンを終
えた私ども同級生3人（矢野亨、高橋宏の両君と私）
は助手としてその教室に入った。当時の公衆衛生の
先進国アメリカの学問を修めた先生の講義と研究理
念は、すべて新鮮であり、先鋭的で魅力があった。
特に疫学、統計学、スクリーニング方法論などは珍
しく興味津津であった。しかも先生の公私にわたる

先生はこれらの冊子を適宜に集大成し、次のよう
な著書を上梓している（参考までに、その時の先生
の年齢を記した）
。
③『村医の疫学』（W.N.PICKLES著）、訳、私家版、
平６（78歳）
④『全生学・悔いなき一生のために』メディカル、
私家版、平８（80歳）
⑤『全生学・付養生論集』文芸社、平13（85歳）
⑥『征途日記』個人書店、平17（89歳）
⑦『深川夜ばなし』個人書店、平21（93歳）
⑧『余生語録選集』個人書店、平22（94歳）
以上の④と⑤は先生の人生哲学「全生学」であり、
人生を全うすることは如何なることかを説いてい
る。⑥は圧巻で先生が真珠湾攻撃（昭16.12.８）の
開戦４か月前から、後方支援作戦で太平洋上の潜水

親しい指導は、公衆衛生を専攻する者に、遣り甲斐

艦内で刻々と迫り来るその日を前に綴った日記であ

ある前途洋々の希望を与えてくれた。在職中に発刊

り、さらにインド洋、パラオ島の転戦に、海軍軍医

された著書は、

の決死の活躍の実態を如実に記録したもので、世に

①『基礎公衆衛生学』朝倉書店、昭43

稀れな異色の著書である。
さて早や10年前の平成15年５月18日、上野・精

②『統計的方法入門』金原出版、昭47
両著とも国内では未だ学問的構築が定まらない当

養軒において、「辻先生ご夫妻の長寿のお祝い会」

時に、先生ご自身の学究と実体験から国内外の資料

が開かれた。先生は米寿、奥様は傘寿、重ねてダイ

を網羅して完成したもので、先駆的で独自性ある感

ヤモンド婚のお祝いだった。門下生など30人の集

銘深い著書であり、全国の関係者の衆目を集めるこ

いは和気藹藹、先生ご夫妻は終始笑顔でお元気だっ

ととなった。

た。その後も頻繁に文通を続けていたが、身近で親

その他、先生は人間陶冶として公衆衛生マインド

しくお逢い出来たのはあの時が最後だった。

の育成に情熱を注ぎ、学生や門下生、行政官と親し

先生は公衆衛生の基本は思いやりである。孔子の

く接し、登山、スキー、サッカー、野球などを愛好

「恕」の精神であり、その恕の上下を分割して、わ

し、教室員との旅行も楽しみにしていた。学生サッ

れらの同門会を「如心会」と命名された。

カー部長を引受け、ご自身も練習試合に度々参加し
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級友、柴崎晋さんを
偲ぶ
白倉 卓夫（昭31卒）
私が今、改まって柴崎晋（シー）さんを偲ぶ文を
書かねばならないという現実感が全くない。「やー
お元気かい」といつもの透き通った歯切れのいい彼
の声を電話越しにもう聞けなくなってしまったとは
とても考えられないというのが今の心境だ。
彼とは大学医学部に入って間もなく始まった解剖
学実習で同じティッシュグルッペの仲間同士となっ
たのがお付き合いの始まりだった。夜遅くまで電燈
の下で彼が異常なまでの熱心さで「これはズルクス
00、これはフォッサ00だ！これはバリアチォンだ
ぞ？」などなど解剖図譜と首っ引きで実習に取り組
む姿にはほんとに吃驚させられた。いつも腰から長
くぶら下げた手拭で額の汗を拭きながら口角泡を飛
ばして議論する彼の若々しい青春像が今、昨日のこ
とのように蘇ってくる。
卒業後のインターンの臨床研修期間にも同じグル
ープで病院内外で行動を共にすることが多かった。
シナ語研究会 という怪しげな勉強会を立ち上げ
たのもこの頃で、彼もそうだったかと思うが、中国
語はなに一つ習得しないで麻雀言葉ばかりを覚え
た。そんなある時、持ち回りの世話人に彼がなった
時、青々とした田園風景の広がる群馬県島村の彼の
ご実家を訪れる機会があった。この地で長年医業に
努められてこられたお父様、そしてお母様と初めて
お会いすることができた。実直で優しさあふれるご
両親の温かいもてなしを受けたことを忘れることは

平成25年(2013年)９月１日

できない。自然豊かな美しい彼の故郷、島村で愛情
豊かなご両親のもとに育まれた彼の心の原点をそこ
に見る思いがした。
大学を定年退官してから間もなく、一年後輩の亀
井民雄君も加わって三人のファミリーの集まり、３
Ｆ会が誕生した。奥様方にいつも同席していただい
たこの会では、専門の立場から提供される味わい深
い、しかしポピュラーな話題を中心にしていつも席
は盛り上がった。形態学一筋に超ミクロの世界にの
めり込んでいった彼が、そんな或る時、人体の機能
形態学の重要性に触れたのは意外だった。私はつね
づね 人体構造は全て生態に適応した機能の究極の
表現だ。形態こそ多くの有用な情報を我々に教えて
くれる と思っていたから、この時はわが意を得た
りと喜んだ覚えがある。そうかと思うと、太平洋戦
史に詳しい彼が「世界に冠たる日本国のあるべき理
想像」を声高らかに語り勇ましい気炎を挙げて会が
締めくくられることもあった。こんな彼が奥様のパ
ッチワークの作品展示会には欠かさず会場に来てい
て、来場者に作品を説明する奥様を片隅から誇らし
そうに見守る彼の姿が必ずそこにあった。奥様への
彼の深い愛情をいつも私は感じていた。ライフワー
クともいえるパッチワーク・キルトの奥様の作品の
魅力にはいつも私は圧倒されていたが、奥様がこれ
からも益々この手芸に励まれて素晴らしい作品を発
表して私共を楽しませてくれるものと思っている。
先日奥様にお会いした折、彼が生前、私の菜園で
採れるジャガイモを心待ちにしていたことを知っ
た。今夏は出来が悪くて贈るのを遠慮したが、願い
事など一度も言った事のない彼からの初めての願い
事に驚き慌てた。遅きに失したが、とても新鮮とは
言えない皺の出来かかった小粒で不揃いのジャガイ
モを早速送らせていただいた。
シーさん、安らかにお眠りください。

ありし日の光景（柴崎 晋 教授定年退官記念誌より）
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代は「じゃまなか」と呼ばれていたようなので、不

書評

遇な境遇を乗り越えないと、新天地は開けないのか
も知れません。いずれにしても、外科医時代の様々

「穏やかな死に医療はいらない」

な延命治療に疑問を抱き、「治療をやめて、患者さ

（萬田緑平著・朝日新書）

んの侍従として働く」という、180度の発想の転換
を経て、現在の「在宅緩和医療」にたどり着いたの

静岡県立静岡がんセンター・病理診断科
部長

中島

です。

孝（昭49卒）

この本の中で、彼は、人生の最後は「ゆっくり」、

この本は、外科医から緩和ケアの医師となって、

「じんわり」と「老衰モード」、つまり「終末期モー

「患者さんが自宅で最後まで幸せに生き抜くお手伝

ド」になって亡くなることを推奨しています。この

い」を続けている萬田先生の最新の著書です。萬田

ような最後は家族に見守られた「在宅医療」でのみ、

先生が在宅の緩和ケア医として、活躍されているこ

かなうことができ、病院での医療では不可能とまで、

とは、2010年に出版された群馬大学医学部同窓

言いきっております。日本における終末期医療も次

会・刀城クラブ編、上毛新聞社発行の「重粒子線、

第に在宅医療の方に目を向けてきたように思います

切らずに治す癌治療と医療最前線」の中にも「在宅

が、彼が行っているような終末期在宅医療はまだま

緩和医療」としても既に取り上げられています。彼

だ少ないのが現状です。この本が、将来誰にでも訪

が「緩和ケア診療所・いっぽ」の医師となったのが

れる人生の最後、その時をどのように過ごしたらよ

2008年であり、今回、この著書に書かれた多くの

いかを考える参考になるのは間違いない。今から、

事柄が僅か５年間で経験されたことには驚きです。

心の準備をしておきたいものです。ちなみに萬田先

大学病院の外科医として、苦悩しながら延命治療を

生の講演活動はhttp://blogs.yahoo.co.jp/rmanda-

行っていた当時、先輩から「落第生」と馬鹿にされ

jp/45127938.htmlで、ご確認ください。

ていたとは思えない活躍ぶりです。そういえばｉＰ

朝日新聞出版（朝日新書） 発売日：2013年２月13日

Ｓ細胞でノーベル賞を受賞した山中先生も研修医時

定価：798円
（税込） ISBN：9784022734891

第 29 回 医 学 祭 開 催 の お 知 ら せ
下記のように第29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25年11月３日（日）および４日（月・祝）
群馬大学昭和キャンパス

第29回医学祭のテーマは、『lnfinity→Gunfinity』に決まりました。現在、群馬県の人口は減り続
けており、高齢化や過疎化といった問題が、ここ数年語られ続けています。しかし群馬県には、他の
県にはない魅力がたくさんあります。
今回のテーマには２つの想いが込められています。
一つ目は、『Infinity（無限大）』という言葉に表されています。この言葉には、群馬県のもつ無限の
可能性を地域住民や県内・県外の方々と共有し、群馬県や前橋市を一緒に盛り上げよう、という想い
が込められています。
二つ目は、『→Gunfinity』です。これは、GunfinityとInfinityを→（右矢印）でつなぎ、無限大の
チカラを様々な人たちと共有しながら、群馬県がさらに良い街に成長できるように願ったものです。
群馬県には、温泉だけではなく、自然豊かな空間が広がっています。山に入れば、鹿や猪にも出会
える県です。自然には、私たち人間を超えたチカラがあります。自然と人間の共生。医学という領域
を超えて、社会や自然と向き合える祭りにしようと思っております。高校生、大学生を含めた若者だ
けではなく、高齢者や障害者の方々、病院に入院している方々も楽しむことができるようなイベント
にしたいです。今後も実行委員共々、努力して参ります。
何卒、ご指導、ご協力の程よろしくお願い致します。
第29回医学祭実行委員長 山極 和貴（医学科４年）
− 14 −
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学会報告（同窓会補助）

学会報告（同窓会補助）

第８回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・
学術講演会を振り返って

第21回日本がん検診・
診断学会総会を開催して

小児科学
教授

泌尿器科学
教授 鈴木

荒川 浩一（昭58卒）

和浩（昭63卒）

平成25年６月20日と21日、前橋テルサにおいて

平成25年７月19日（金）20日（土）に、前橋テ

第８回日本小児耳鼻咽喉科学会学術講演会を、本学

ルサにおいて第21回日本がん検診・診断学会総会

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教授の近松一朗先生およ

を開催いたしました。本学会は、消化器がん、乳が

び鶴谷病院耳鼻咽喉科の安岡義人先生のご協力を得
て開催いたしました。会期中の２日間に約580名の
参加者を得、盛況の内に終了することができました。
耳鼻咽喉科疾患に罹患した小児のトータルケアを

ん、肺がん、小児がん、婦人科がん、泌尿器がん、
そして放射線科と、7分野のがん検診とそれに関連
した各種診断を、領域横断的に議論していく学会で

実現するためには、専門性の高い耳鼻咽喉科だけで

す。毎年この時期に総会が行われ、今回第21回を

なく、包括した医療を担う小児科やコメディアカル

群馬大学泌尿器科が担当しました。がん検診は集団

など複数の視点で捉える必要があります。そのため、

検診として広く一律に行うという対策型検診が政策

本学会のテーマを「協働：子どものすこやかな発育

として行われていますが、その受診率は低率である

のために」としました。

ことは周知のことです。今回の学会では、がん検診

会長講演では「アレルギー性疾患発症因子の解明」
と題して、出生コホートからエピジェネティクスま
で最近の我々の教室からの研究成果を紹介いたしま
した。特別講演は、ペック研究所の児童精神科医で

を、「テーラーメード」、「リスクオリエンテッド」
といった個々に合った検診スタイルへの提言や、２
次予防から１次予防を意識したがん検診など、確実

ある吉田友子先生に「耳鼻咽喉科臨床と自閉症スペ

に次世代型がん検診が、実践されてきていることが

クトラム障害」、子どもの発達支援を考える ST の

実感されました。オープニングセミナーでは病態総

会理事長である中川信子先生に「子どものこころと

合外科学桑野博行教授より、上部消化管の診断と治

ことばの育ち─親子を共に支援するために─」と題

療について最新の治療法を交えてご講演いただきま

してご講演いただきました。その他、シンポジウム
４題、ミートザエキスパート４題、教育セミナー４
題、モーニングセミナー１題が執り行われました。
安岡先生、肝いりのシンポジウム「難治小児疾患

した。ランチョンセミナーでは放射線診断核医学、
対馬義人教授より、がん画像診断における最近の進
歩についてご講演いただきました。そして、胃がん

へのチャレンジ airway problem と嚥下障害」で

検診におけるピロリ菌感染とペプシノーゲンによる

は、気道疾患のその症状と原因は多岐にわたり、耳

リスク分類（ＡＢＣ検診）について積極的に取り組

鼻咽喉科のみならず小児科、外科、リハビリ等のチ

まれている本学第１内科ＯＢであられる乾純和先生

ームで様々な角度から取り組む重要性を再認識させ

（乾内科クリニック院長、NPO法人日本胃がん予

るものとなりました。本学名誉教授の池康嘉先生に

知・診断・治療研究機構）から「胃がん撲滅元年を

は、ミートザエキスパートで「多剤薬剤耐性菌の現
状」というテーマで、抗菌薬大量投与は細菌がより
高度耐性菌へ進化する可能性を警鐘されました。
一般演題は117題に至り、非常に活発な討議がな

迎えて─胃がん検診の終焉─」と題した特別講演を
いただきました。今回の学会を象徴するメッセージ
として、参加者の心に響くものでした。お世話にな

されました。ここに改めて、同窓会の皆様方に厚く

りました関係各位に、この場をお借りして、あらた

御礼申し上げるとともに、御協賛、御協力いただい

めて御礼申し上げます。どうもありがとうございま

た方面の皆様に感謝申し上げます。

した。
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た。滝沢牧子先生（第三内科）には「子育てとキャ
リア」と題し、臨床・研究・留学等々、なんでもト
ライできるという可能性を、若い方たちにみせてい
ただきました。須賀達夫先生（第二内科/プラーナ
クリニック）は、ご自身のキャリアから、これから
目指すものなどを、さすがのプレゼン力でお話いた
だきました。
何が起こるかわからない、なんでもチャレンジし
てみよう、みなさんの経験からのお話はとても説得
力がありました。

医療人能力開発センターだより⑦

女性医師等教育
支援部門より
医療人能力開発センター 副センター長

永井 弥生（山形大学医学部

第231号

昭63卒）

当部門は４年目を迎えました。私は４月からは医
療安全管理部と兼任しながら、女性医師支援の担当
を継続しています。
今回は、この１年間に開催した女性医師支援に関
わるイベントを紹介させていただきます。今年度も
内容を進化させて開催予定です。
①第２回 Wind Joy Net Plus Meeting
（2012年９月10日）石井ホール
前年を大幅に上回る医学科の女子医学生（５年生）
28名、医師41名（女性36名、男性５名）ほか、計
70名が参加し、大盛況のうちに終了しました。
３名の先生にミニレクチャーをお願いしました。
内田紗弥香先生（乳腺・内分泌外科）には卒後の研
修から専門の選択とこれからなどご自身の経験を、
平澤裕美先生（核医学科・画像診療部）には育児と
仕事の両立におけるご自身の工夫や苦労を中心にお
話いただきました。中島邦枝先生（麻酔科蘇生科）
からは、女性の生き方という大きな視点でお話いた
だきました。
懇親会はとても賑やかに話が弾みました。事前の
学生さんへのアンケートでは、専門の選択、将来の
キャリア、結婚や出産育児と仕事といった問題に不
安がある、という回答がいずれも８割近くありまし
た。わからないことは不安ですので、多くの先輩医
師に直接聞くことのできる貴重な機会です。
②医学生と研修医等をサポートするための会
（2013年２月5日）刀城会館
群馬県医師会主催ですが、一昨年より当センター
で企画を担当しています。今回は、医学生を中心に
50名の参加がありました。
５人の先生からご講演をいただきました。内藤千
晶先生（初期臨床研修医）は群馬大学での研修の楽
しさを、青木誠先生（救急部シニアレジデント）は、
なぜ救急部を選択したか、これから目指しているも
の、などをお伝えいただきました。周東孝浩先生
（泌尿器科）からは、仕事の魅力と「イクメン」と
しての一面を垣間みせた楽しいお話をいただきまし

③女性医師支援プログラム説明会兼情報交換会
（2013年３月13日）前橋テルサ
昨年に引き続いての開催です。参加者23名、託
児所の子供さんは１歳から７歳まで10名と大盛況
で、BS朝日の取材もあり、にぎやかに開催されま
した。
プログラムを利用された3名の先生方にミニレク
チャーをお願いしました。中島康代先生（第一内科）
からは子育てと研究の継続に向けて、頼もしいお話
をいただきました。花田厚枝先生（眼科：現群馬中
央総合病院）は利用終了後、現在は関連病院勤務で、
一人医長の厳しさも感じながら頑張っていらっしゃ
います。小児科の鈴木江里子先生は、出産・育児休
暇後、群馬へ転居され、本プログラムを利用されま
した。最初は不安があったものの、仕事ができるあ
りがたさを感じたとお話されました。
女性医師支援プログラムは、今年度新たに11名
の新規に利用を開始され、これまでの利用者は計
57名となりました。これまでの利用は15診療科と
なり、幅広く利用していただいています。プログラ
ム修了者は33名、大学病院や関連病院にて活躍さ
れています。
システムとしては群馬県医師会と連携し、保育サ
ポーターバンク制度の利用をお勧めしています。
「利用者の声」というパンフレットもありますので、
興味のある方は、ぜひお問い合わせください。男性
医師も利用可能です。
復帰に不安のある方には、医学教育センターリカ
レ ン ト 部 門 か ら 復 帰 支 援 の た め の Basic skills
course をお勧めします。電子カルテの使い方が心
配、というご希望にもお答えしています。仕事を継
続できるシステムとともに、キャリアアップを目指
しモチべーションを高めることも必要でしょう。
様々な学習の機会を提供しています。
このような情報は医療人能力開発センター・医学
教育センターのニュースレター（７月号はNo.32と
なりました）に紹介しています。ホームページに掲
載しておりますので、ぜひご覧ください。

− 16 −

群馬大学医学部刀城クラブ会報

第231号

平成25年(2013年)９月１日

生に受付の補助と相談役をお願いしたところ、スナ

クラス会だより

ップ写真も撮影していただきました（48toujoukai

昭和48年卒クラス会報告
卒後40周年、前橋テルサにて

へのメール登録者にはネットで連絡あり）。会場に
スクリーンが常設されＰＣプロジェクターの使用が
可能であったので、あらかじめ紹介画像を送るよう
連絡し、５名が近況の紹介時に画像(孫、趣味、旅

幹事

井上

洋（昭48卒)

行、研究会連絡など）を投影しました。すでに公的
病院での要職を退官し、あるいは学会・研究会の理

2013年６月８日前橋テルサにて、当初１月12日

事・世話人の任を終了し、民間病院での医療へと第

を予定していた48卒クラス会を開催しました。連

二のスタートを切った人、激務にもかかわらずいま

休ではない週末のため、遠方あるいは勤務が多忙の

現在も地域医療を支えている人、等々で、医療と医

先生には、ご参加いただけませんでしたが、21名

学の進歩に貢献し、各々の分野で年輪を重ねた面々

が出席しました。卒後40年が経過し、今年度で全

に再開できました。集合写真はＶＴＲ用カメラで撮

員が法的に高齢者となります。年にあわせて、宴会

影したためやや不明瞭で、顔のしわが目立たない写

の料理は量より質となりました。残念ながら当初の

真となりました。40年ぶりの再会もあり懐かしく

幹事で、夫婦同伴を呼びかけた鈴木先生が参加でき

楽しいひと時を過ごすことが出来ました。次回は福

ませんでしたので(回復を皆で祈願)、当日は鎌田先

井での開催予定（伊藤先生）です。

48卒クラス会（平成25年６月８日 前橋テルサ）
後列左より：内田、岩田、金子、清水、飯島、高橋、根本、小堀、松尾、武井、田中
二列左より：鎌田、一色、大谷、三隅、西村
前列左より：西松、伊藤、有川、井上夫妻、宮夫妻
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貢献を続けている。悲しいことに20名がこの世を

群馬大学医学部昭和32年（三仁会）
の最終クラス会

去っている。
最終クラス会には、14名が出席し、もっとも遠
地からは、釧路の白糠町の滝弘康君が出席した。開
宴に先立ち今は亡き級友20名の御霊に黙祷を捧げ

武田
堀内

文和（昭32卒)

てから、お互いの現況を語り合う時間へと移行した。

宏（昭32卒)

欠席した級友から幹事が集めた現況情報も一同で共
有した。欠席の理由は、業務の都合（３名）、本人

昭和32年卒のクラス会は「三仁会」と名乗って

の体調不良あるいは配偶者の介護（12名）で、出

おり、今年は最年少者も80代となったので、2013

席者中にも腰痛や下肢痛などの訴えがある高齢者集

年７月５日（金）の午後、さいたま市ＪＲ大宮駅に

団であったが、盛り上がる話題には事欠かなかった。

近いパレスホテル大宮で最終クラス会を開催した。

二次会にはほぼ全員が参加し、夕刻近くになり解

一学年50名定員であった私達のクラスは、卒業

散した。最終クラス会を最終とせず、再び集まろう

式の前夜に、附属病院本館が全焼し、翌日の史上最

との声も出たが、１〜２年後の健康状態の予見がで

短時間の卒業式で医学部生活が終わった。付属病院

きないと誰もが次回幹事役をためらい、しばらく経

本館の焼失で、母校でのインターンと決めていた級

過してから意見を求めることになった。

友は、新たにインターン病院を探すことに迫られた

既に幹事を担当した級友が、クラス会の慶弔用の

りした。こうして卒業した49名からは、国立大学

経費を集め、その現金が代々のクラス幹事に引き継

の学長、母校および他の国立大学医学部の基礎や臨

がれてきたが、その残額も少なくなっており、以後

床の主任教授、有名医療機関の長などが輩出し、多

の三仁会の連絡用経費にあてるべく現幹事が管理す

くが定年退職の後も、それぞれの体調に応じた社会

ることになった。

昭和32年卒クラス会（三仁会）
（平成25年７月５日 パレスホテル大宮）
（以上14名（敬称略）
）
後列左より：堀内宏、石橋英男、福島勇、柿沢弘基、吉田洋二、松本修一、田中久夫
前列左より：益田澄夫、古谷章二、武田文和、滝弘康、須藤謙三郎、小暮正久、逸見てる子
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寄稿

第３回群馬浦和会報告
群馬浦和会
再発足しました！
常川 勝彦（平11卒)
荻野 隆史（平２卒)
小山 徹也（昭59卒)
群馬浦和会は元群馬大学医学部法医学教授、古川
研教授（在任期間：1972˜1995年 旧制浦和高校
卒）を中心に「浦和から都落ちするような形で群馬
に来た肩身の狭い思いをしている浦和高校卒業生の
ために？」と群馬大学内で年１回の集まりがありま
した。しかし、古川先生ご退官後は浦和会も自然消
滅の形となり、16年の月日が経ってしまいました。
2009年、群馬大学医学部保健学科長に渡邊秀臣
先生、群馬大学病理診断学教授に小山徹也先生就任
されたこと、また江森英世先生（群馬大学教育学部
附属小学校校長）、牧原 功先生（群馬大学国際教
育センター准教授）、吉川大輔先生（伊勢崎市民病
院副院長）、蒔田富士雄先生（国立病院機構西群馬
病院副院長）、甲賀英明先生（公立藤岡総合病院診
療技術統括部長）など浦和高校出身者が群馬県内で
医療、教育の分野で幅広く、ご活躍されておられる
ことより、故神尾政志先生（元くすの木病院副院長）
、
渡邊先生、小山先生が発起人となり、2012年１月
に群馬浦和会（群馬県内における埼玉県立浦和高校、
浦和第一女子高校卒業生）が再発足しました。現在、
群馬浦和会は54名（医師51名うち浦和第一女子高
校卒業生２名、歯科医師１名、教育学部教官２名）
で、現在の会長は小山先生、副会長は渡邊先生、吉
川先生、蒔田先生、甲賀先生で、事務は常川勝彦
（群馬大学医学教育センター）と荻野隆史（高崎総
合医療センター）が行っています。

平成25年(2013年)９月１日

2013年５月11日に第３回浦和会を常川が幹事を
行ない、群馬大学医学部の新入学生を含め参加者は
医師16名、学生が17名で、前橋のマーキュリーホ
テルで開催しました。会冒頭で小山先生により
2013年３月８日にお亡くなりなられた神尾先生に
対する追悼の意が表され全員の黙祷が行われた後、
長沢 亨先生（伊勢崎市民病院検診センター長）の
乾杯のご発声で会は始まりました。司会進行は常川
先生で、参加者全員が挨拶され、林 雅道先生（古
作クリニック東分院院長）、伊藤一人先生（群馬大
学大学院泌尿器科学准教授）、石塚隆雄先生（公立
富岡総合病院主任内科医長）や筒井貴朗先生（日高
病院腎臓内科部長）より思い出話、現況など大変有
意義のお話からどうでもよい内容のお話までさまざ
まな話題が出てとても楽しい時間が過ごされまし
た。すべての挨拶に塚越裕先生（桐生厚生総合病院
麻酔科）がオヤジギャグで突っ込みを入れ、浦和高
校の校是である堅忍不抜の精神（意志が堅く、つら
いことでもじっと耐え忍んで心を動かさないこと）
を著しく貶めたことは記憶に残る出来事となりまし
たが、あの入学時の好青年も時代とともに変わるの
だと実感されました。また浦和会会長、副会長を含
めた先輩諸氏がたが、「自分を踏み台にとし大きく
羽ばたけ」と皆おっしゃられたことは後輩諸氏の大
きな励みとなり、浦和高校校歌の最後の「広き宇内
に雄飛せん」を思い起こさせました。最後は浦和高
校元応援団長である渡部隆夫先生（日高病院歯科口
腔外科主任医長）による指導の下、大変熱い校歌斉
唱となり、出席者一同 浦高健児魂 を思い起こさ
せられたひと時でした（浦和第一女子高校出身者に
は申し訳ございませんが）
。
以上、先輩後輩が厚い きずな で結ばれている
群馬浦和会の現況をご報告させていただきました。
また近くに群馬浦和会のご連絡がない埼玉県立浦和
高校、浦和第一女子高校卒業生の方がいらっしゃい
ましたら常川または荻野（下記連絡先）にご一報く
ださりますようよろしくお願いいたします。
連絡先
荻野隆史：ogino@takasaki-hosp.jp
常川勝彦：ktsune@med.gunma-u.ac.jp
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財 団 の ペ ー ジ
一般財団法人 群馬健康医学振興会
賛助会入会のお願い
一般財団法人群馬健康医学振興会
理事長

森川 昭廣（昭44卒)

本振興会は新制度のもと、一般財団法人として再
発足して、１年を過ぎました。
６月から賛助会員の募集を始め、次の入会者の報
告のとおりご入会をしていただいております。
群馬健康医学振興会の趣旨にご賛同頂き心より感
謝いたします。
今後公益法人化に向け、研究助成金・講師派遣の
事業を運営していく上で重要な資金として活用させ
ていただきたく、ご理解とご協力とともに入会方法
のご案内のとおりご入会をよろしくお願いしたいと
思います。
◆◆◆ 賛助会員ご入会者の報告 ◆◆◆
（平成25年６月３日〜同年７月31日迄）
到着順（敬称略）
【個人会員】山中英壽（昭39卒）、森川昭廣（昭44卒）
乃木道男（昭34卒）、牛島義雄（昭41卒）、鈴木庄亮
（昭37卒）
、白倉賢二
（昭50卒）
、望月教弘
（特別会員）
【法人会員】公立藤岡総合病院（鈴木忠院長・昭45
卒）

群馬健康医学振興会
助成金のご案内
一般財団法人群馬健康医学振興会
常務理事（研究助成金担当）
白倉 賢二（昭50卒)
群馬健康医学振興会の研究助成は財団の公益事業
の柱になるもので、26年度はこの活動をさらに強
化することになっております。この助成金は地域の
健康増進のために行われる研究、事業が対象で医師
のみならず医師以外の研究者、大学院生、地域の医
療職などに交付されます。たくさんの応募をお待ち
しております。

平成26年度 群馬健康医学振興会助成金
一般財団法人群馬健康医学振興会は地域の保健・
医療・福祉の向上のため、以下の助成を行う。
１．対象
群馬県内または近郊、その他の地域に勤務する医

◆◆◆ 入会方法のご案内 ◆◆◆
○入会の手続き
賛助会員入会申込書（財団ホームページよりダウ
ンロード）に所定事項を記入の上お申し込みくださ
い。http://tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/
zaidan/index.html
又は、財団事務局（担当・五十嵐）にご連絡くだ
さい。申込書をご送付いたします。
○お申込み先
一般財団法人 群馬健康医学振興会
〒371-8511 群馬県前橋市昭和町３丁目39−22
TEL027-220-7873 FAX027-235-1470
メールアドレス（どちらへも送信できます）
gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp（財団事務局受信専用）
yoshik@oak.gunma-u.ac.jp（財団事務局）
○会費の振込先
＊銀行振込の場合：東和銀行 前橋北支店 普通
店番012 口座番号481694
イッパンザイダンホウジングン マ ケンコウ イ ガクシンコウカイ

一般財団法人群馬健康医学振興会
リ ジ チョウ

モリカワアキヒロ

理事 長 森川昭廣
＊郵便振替の場合：振込口座記号番号
00130−３− 728390
一般財団法人群馬健康医学振興会
＊他金融機関からゆうちょ銀行に振込の場合：
ゼロイチキュウ

〇一九 店（019） 当座0728390
イッパンザイダンホウジングン マ ケンコウ イ ガクシンコウカイ

一般財団法人群馬健康医学振興会
師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、療法士、保健
師、社会福祉士、その他の保健、医療および福祉関
連職、教員、団体等が年度内に行う研究または事業
であって、以下の群馬健康医学振興会の設立の趣旨
に則った活動であること。
１）健康医学調査・研究活動
２）健康医学普及・社会貢献活動
３）健康医学国際交流・研究活動
４）医学部学生の健康医学実習
５）その他、
保健・医療・福祉の向上に貢献する活動
２．件数及び助成金
５〜10件、総額150万円程度とする。
３．申込方法
応募希望者は、応募用紙を財団のホームページから
ダウンロードの上、平成25年10月１日より平成26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の22
一般財団法人群馬健康医学振興会（刀城会館）
http://tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/zaidan/index.html
メールアドレス（どちらへも送信できます）
gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp（財団事務局受信専用）
yoshik@oak.gunma-u.ac.jp（財団事務局）
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財 団 の ペ ー ジ
一般財団法人 群馬健康医学振興会 役員（理事・監事）顧問及び評議員名簿
（任期 選任後（平成24年４月１日）２年以内に終了する事業年度（平成25年度）のうち最終のものに関
する定時評議員会の終結の時まで）
役

職

名

理

事

長

森 川 昭 廣

44

社会福祉法人希望の家附属北関東アレルギー研究所所長

常務 理事

白 倉 賢 二

50

群馬大学大学院医学系研究科リハビリテーション医学分野教授

〃

柳 川 洋 子

44

柳川小児科医院院長

飯 野 佑 一

46

くすの木病院乳腺健診センター長

〃

岡 田 恭 典

平３

〃

木 谷 泰 治

41

医療法人大誠会内田病院副院長

〃

鈴 木

忠

45

公立藤岡総合病院院長

〃

竹 吉

泉

57

群馬大学大学院医学系研究科臓器病態外科学教授

〃

田 村 遵 一

57

群馬大学大学院医学系研究科総合医療学教授

〃

永 井 伊津夫

43

永井外科胃腸科医院院長

〃

長 嶋 起久雄

44

日高病院検診事業部健康管理センター副センター長

〃

根 本 俊 和

39

メディチクリニック院長

理

事

氏

名

卒年

勤

務

先

群馬大学医学部附属病院小児科講師

（任期 選任後（平成24年４月１日）４年以内に終了する事業年度（平成27年度）のうち最終のものに関
する定時評議員会の終結の時まで）
役

職

監

名
事

〃
役

職

顧

氏

卒年

勤

務

鈴

木

庄

亮

37

ＮＰＯ法人国際エコヘルス研究会理事長

梅

枝

定

則

46

梅枝内科医院院長

名
問

名

氏

名

卒年

勤

務

先

先

饗

場

庄

一

31

群馬県健康づくり財団名誉医院長

〃

奈

良

純

夫

31

奈良内科医院院長

〃

山

中

英

壽

39

医療法人社団美心会黒沢病院予防医学研究所所長

（任期 選任後（平成24年４月１日）４年以内に終了する事業年度（平成27年度）のうち最終のものに
関する定時評議員会の終結の時まで）
役

職

名

評

議

員

氏
金

子

〃

小

山

〃

猿

木

〃

福

〃
〃

名
達

卒年

勤

務

先

夫

53

群馬県立心臓血管センター副院長

洋

56

群馬大学大学院医学系研究科公衆衛生学教授

和

久

53

さるきクリニック理事長

田

利

夫

51

群馬大学大学院保健学研究科生体情報検査科学教授

山

田

邦

子

44

若宮内科医院院長

横

江

隆

夫

52

渋川総合病院院長
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同窓会財政基盤強化協賛金
ご協力の御礼とお願い
財務委員長

梅枝 定則（昭46卒)

会員の先生方には会報の発行時に毎回協賛金のお

第231号

願いをし恐縮です。
下記の如く予定している1000名にはまだまだ程
遠いので引き続きのご依頼をお願いする次第です。
なお、平成25年７月30日現在、493名と法人等５
件から11,001,000円の協賛金をいただきました事
をご報告させていただきます。

同窓会財政基盤強化ご賛同者一覧（平成25年５月16日〜平成25年７月30日まで）
卒 年
昭34卒
昭34卒
昭39卒

ご芳名（敬称略）
齋 藤 和 子
塩 崎 秀 郎
古 谷 信 雄

卒 年
昭45卒
昭45卒
昭49卒

ご芳名（敬称略）
稲 澤 正 士
馬 場
i
久保川
透

群馬大学医学部同窓会刀城クラブ及び
群馬大学工学部同窓会（一般社団法人群馬大学工業会）
主催による講演会実現の経緯
同窓会刀城クラブ会長

飯野 佑一（昭46卒)

私が森川前同窓会刀城クラブ会長の後任として同
窓会会長に就任したのが平成25年10月の末でした。
その時すでに工業会の金子理事長より森川会長（当
時）に将来的な展望も視野に入れた話し合いの要望
があったと聞いております。ちょうど会長交代の移
行期だったため後任に私が決まって間もなく話し合
いが実現しました。平成24年11月30日懇親会を兼
ねて双方４名ずつ集まりました。工業会は金子理事
長、石原副理事長、横山事務長、亀井工業会群馬大
学支部担当の４名、医学部同窓会刀城クラブは私飯
野と梅枝副会長、柳川会計担当、関口事務長（当時）
の４名でした。
話し合いの内容は以下のごとくでした。１）群馬
大学には医学部、工学部、教育学部、社会情報学部
があり、それぞれ同窓会を持っている。それぞれの
同窓会は会員相互の親睦を図るため、その学部の発
展に寄与するため、そして社会に貢献するために活
躍している。それぞれの同窓会を群馬大学という大
局的な立場に立って更に発展させられないか。２）
将来的な展望としては良いことではあるが現時点で
はいろいろ無理な点が多い。今後いろいろ建設的な
意見を反映させてゆきたい。他の学部との話し合い
も必要である。３）とりあえず同窓会刀城クラブと
工業会の主催で講演会を開催し、刀城クラブ会員と
工業会会員相互の発展、親睦に役立てたい。４）現
在最も関心の深い話題の一つに防災、減災の問題が
あるが今回はこの問題を取り上げてみたい。幸い、
工学部の片田教授はこの分野では有名な方であるの
で、お一人は片田教授にお願いすることとして、も
うお一人は医学部のどなたかにお願いすることにし
たい（後日、柳川先生からの推薦で県立小児医療セ
ンターの丸山先生にお願いした）
。

卒 年
昭50卒
昭59卒
昭62卒

ご芳名（敬称略）
松 沢 一 夫
吉 田 雅 彦
飯 島
徹

以上が刀城クラブと工業会主催による講演会開催
に至った経緯です。次回は別の話題を取り上げてみ
てはと思っています。このように講演会をお互い協
力して開催することで刀城クラブ会員と工業会会員
相互の親睦が深まり、建設的な発想が生まれてくる
ことを期待しています。
【日 時】平成25年11月9日
（土）13：30〜15：45
【場 所】群馬大学医学部刀城会館
（前橋市昭和町三丁目39-22）
【対象者】群馬大学の各学部同窓会会員
【趣 旨】
群馬大学の医学部同窓会・刀城クラブと工業会
(工学部同窓会)が合同で、いま一番関心のある防災
と医療の在り方をテーマとして、第１回の講演会を
実施する。
大学の同窓会が、大学、地域等と連携して、防災
と医療の問題点について情報を共有し、防災・減災
活動を実践する環境を構築する。
我々が、災害時に危険を感じつつも避難をためら
う一因として、自己に都合の悪い情報を無視して、
自身の行動を正当化しようとする心理的な特性を見
直すことにより、今後の防災・減災活動に役立てる。
【講 師】
群馬大学理工学研究院教授 片田 敏孝氏
群馬県立小児医療センター新生児科医師
丸山 憲一氏
【日 程】13：30 講演会開始
主催者挨拶、共催機関の紹介
13：35 講演開始（講師紹介を含む）
片田教授
14：25 質疑応答
14：35 講演終了
（休 憩）
14：45 講演開始（講師紹介を含む）
丸山医師
15：35 質疑応答
15：45 講演会終了
【主 催】群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ
一般社団法人群馬大学工業会
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役員会だより
第１回役員会（平成25年１月24日）
出席者 飯野会長 他17名 学友会３名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．財政基盤強化協賛金について
３．東京支部総会、四国瀬戸内海沿岸地区同門会
からの出席依頼について
４．医学科謝恩会への招待について
５．その他
協議事項
１．医学部同窓会入会（準会員）申請について
２．交換交流学生奨学補助について
３．平成25年３月卒業生に対する記念品について
４．会報編集状況について
５．その他

第２回役員会（平成25年２月28日）
出席者 飯野会長 他18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．医学部代表者及び新任教授との懇談会について
３．退任記念送別会について
４．財政基盤強化協賛金について
５．その他
協議事項
１．平成25年度新入生歓迎行事について
２．会報編集状況について
３．広報打合せについて
４．その他

第３回役員会（平成25年３月28日）
出席者 飯野会長 他12名 学友会１名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．教授退任記念送別会について
３．東京支部総会について
４．四国瀬戸内海沿岸地区同門会について
５．新入生オリエンテーションについて
６．財政基盤強化協賛金について
７．前橋支部役員会について
８．その他
協議事項
１．交換学生奨学補助について
２．会報編集状況について
３．その他

第４回役員会（平成25年４月25日）

平成25年(2013年)９月１日

報告事項
１．法人のその後の活動について
２．平成25年度新入生オリエンテーションにつ
いて
３．同窓会写真集ＤＶＤ作成について
４．財政基盤強化協賛金について
５．その他
協議事項
１．第60回北関東医学会同窓会推薦講演につい
て
２．同窓会・財団宛のメールアドレス移行につい
て
３．会報編集状況について
４．その他

第５回役員会（平成25年５月23日）
出席者 飯野会長 他13名 学友会２名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．その他
協議事項
１．平成24年度地域医療貢献賞実施要項（案）
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

第６回役員会（平成25年６月20日）
出席者 飯野会長 他８名 学友会１名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．太田館林邑楽郡支部総会について
３．同窓会・財団メールの移行について
４．その他
協議事項
１．平成25年度一般会計収支予算書
（案）
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

第７回役員会（平成25年７月25日）
出席者 飯野会長 他20名 学友会３名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．財政基盤強化協賛金について
３．その他
協議事項
１．平成24年度地域医療貢献賞について
２．平成24年度収支決算書（案）について
３．会報編集状況について
４．その他

出席者 飯野会長 他16名 学友会１名
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学

内

人

事

謹 告

【採用】平成25年４月１日
竹内 一夫（昭60年卒）大学教育・学生支援機構
健康支援総合センター教授
平川 隆史（平７年卒）産科婦人科学講師
【昇任】平成25年７月１日
池田 佳生（平４年卒）脳神経内科学教授
【昇任】平成25年６月１日
山田 正信（昭58年卒）病態制御内科学教授
福田 正人（特別会員）神経精神医学教授
宗宮
真（平７年卒）リハビリテーション医学
講師
【昇任】平成25年８月１日
浅尾 高行（昭58年卒）寄附講座がん治療臨床開発学
講座教授

学

外

人
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事

【昇任】平成25年４月１日
玉木 義雄（昭55年卒）筑波大学医学医療系教授

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31年卒
昭和24年卒
昭和50年卒

町田 正治先生（平成23年２月９日逝去）
柴崎
晋先生（平成25年７月２日逝去）
辻村
啓先生（平成25年７月25日逝去）
松沢 一夫先生（平成25年８月26日逝去）

同窓会・財団宛てのメールアドレスの
変更のお知らせ
全学メールサービスの変更に伴い、現在、同窓会
事務局で使用しているアドレス（tojoclub@showa.
gunma-u.ac.jp）は平成26年３月31日以降使用でき
なくなります。
これに伴い、同窓会事務局、財団事務局用に下記
のアドレスを用意し、既に使用可能ですので、事務
局へのメールでの連絡は下記のアドレス宛に御願い
します。
同窓会事務局：tojoclub@ml.gunma-u.ac.jp
財 団 事 務 局：gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp
なお、事務局からの返信は事務局担当者の個人ア
ドレス（個人名@oak.gunma-u.ac.jp）からの送信
となります。
今年は例年になく早く梅雨が明
け、猛暑の日々が続きましたが、
９月を目前にして秋の気配があちこちで感じられ、
北関東医学会、同窓会総会のことが話題になり始め
ています。今号は恒例の北関東医学会総会、同窓会
総会のご案内、一年ごとに開かれる全国国支部長・
代表者会議、医学祭のご案内を掲載致しました。
今回の表紙は基礎講義棟のスケッチで飾りまし
た。同窓の皆様には系統解剖実習室とともに想い出
深い建物と思いますが、今年の秋から改修工事が始
まり、来春には模様替えした新しい教室での講義が
始まります。改修前の懐かしい講義室で名講義をさ
れた辻達彦先生、柴崎晋先生が今年の春から夏にか
けて逝去され、両先生の追悼文を頂いております。
秋のひとときの想い出の一こまになれば幸いです。
（福田 利夫）

編集後記

平成24年度版同窓会会員名簿
編集委員会からのお知らせ
(第６報)
昨年12月発行の平成24年度版会員名簿に在庫
がありますので、入手を御希望の方は事務局ま
で御連絡下さい。名簿は３年に一度更新されて
おりますが、住所・勤務先等変更の際にはFax、
E-mail、お葉書、お手紙等で、事務局まで御連
絡下さい。

福 田 利 夫 （ 昭 5 1 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）、星野綾美
（平13卒）
、岩崎竜也（4年）
、稲葉遥（4年）
、小尾紀翔
（3年）
、成瀬豊（事務局）
、須田和花早（事務局）

編集委員
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