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同窓会・刀城クラブ総会と教授の会のご案内

教授の会

【日 時】 令和 2 年 10 月 24 日（土）15：00 ～
【場 所】 群馬大学医学部刀城会館
【次 第】
同窓会長挨拶
１. 近況報告について
２. その他

総

会

【日 時】 令和 2 年 10 月 24 日（土）17：00 ～
【場 所】 群馬大学医学部刀城会館
【議 題】
第１号議案 令和元年度事業報告について
第２号議案 令和元年度収支決算報告について
第３号議案 令和２年度事業計画について
第４号議案 令和２年度収支予算について
第５号議案 役員の改選について
第６号議案 医学部同窓会・刀城クラブの法人化について
その他
１）地域医療貢献賞の表彰
２）推薦講演者への感謝状授与
３）その他

懇親会

「総会」及び「教授の会」による合同懇親会
【日 時】 令和 2 年 10 月 24 日（土）18：00 ～
【場 所】 群馬大学医学部刀城会館
【会 費】 5,000 円

第67回北関東医学会総会のご案内
【日時】 第 1 日目

令和 2 年 9 月 24 日（木）午後 1 時 00 分より

群馬大学医学部刀城会館

第 2 日目 令和 2 年 9 月 25 日（金）午前 8 時 50 分より

群馬大学医学部刀城会館

【特別講演Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ】 日本内科学会認定総合内科専門医認定更新 2 単位
【特別講演・同窓会推薦講演・ワークショプ】 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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セッション２

第67回北関東医学会総会のご案内

座長

金泉

14：50 〜 15：05
志保美（群馬大院・保・看護学）

４. 地域完結型の考えを基盤にすえた看護実習指

第1日

導要素の活用可能性と活用困難性

令和 2 年 9 月 24 日（木）
群馬大学医学部刀城会館

	梨木恵実子、辻村弘美、森淑江、國清恭子、近
藤由香、牛久保美津子（群馬大院・保・看護学）

【開会】午後１時 00 分

５. 医療系大学 4 年生の精神健康度とメンタルヘル

【ポスター展示】11：30 〜 15：45

スリテラシーに関する調査
1,2

	八木原ひなた 、近藤浩子
【同窓会推薦講演】13：05 〜 13：45
座長

石崎

泰樹（群馬大院・医・分子細胞生物学）

現在の医学教育の流れと本学のカリキュラム改定

（１

群馬大院・保健学研究科）

（２

群馬大医・附属病院）

６. LGBT に対する看護学生の関心度と理解に関

岸美紀子（群馬大院・医学教育センター）

する研究
1

	吉澤真歩 、近藤浩子
【特別講演Ⅰ】13：45 〜 14：25
座長

横尾

1

英明（群馬大院・医・病態病理学）

2

（１

東京逓信病院）

（２

群馬大院・保健学研究科）

女性の一生に関わる子宮内膜症
セッション３

岩瀬明（群馬大院・医・産科婦人科学）

座長
（休憩 5 分）

高橋

15 ： 10 〜 15：25
綾子（群馬大医・附属病院・核医学科）

７. Gadolinium-based Contrast Agents Induced
Cell Migration Through Integrin αVβ3 Signal-

【一般演題 A（ポスター発表）】
セッション１

14：30 ～ 14：45

座長

洋（群馬大院・医・公衆衛生学）

小山

ing Pathway
1,2

4

（１

グラフィー機器を用いた日常的皮膚疾患の診療

（２

２. Inequality of Distribution of Physical Thera-

（３
2

2

of Health Science）

Bulganchimeg Sanjmyatav and Hiroshi Koya1

（４

ma

School of Medicine）

versity Graduate School of Medicine）

８. A Trial for the Establishment of Pancreatic

Physical Therapy Department, Mongolian

Endocrine Cell Lines using a New Mouse Model

National University of Medical Sciences）

Ofejiro B. Pereye, Takashi Sato, Yuko Nakaga-

３. 日本における起立着席訓練の文献の動向と課題
1

（１

群馬大院・保健学研究科）

（２

社会福祉法人

Department of Diagnostic Radiology and

Nuclear Medicine, Gunma University Graduate

Department of Public Health, Gunma Uni-

峯浦達雄 、内田陽子

Department of Bioscience and Laboratory

Medicine, Hirosaki University Graduate School

	Oyunchimeg Erdenee , Batlkham Dambadarjaa ,

1,2

Department of Integrative Physiology, Gun-

ma University Graduate School of Medicine）

pists in Mongolia using Gini Coefficient

（２

Research Fellow of Japan Society for the

Promotion of Science）

倉繁祐太（倉繁皮ふ科医院）

（１

2

Tsushima and Noriyuki Koibuchi

１. 症例報告：皮膚科診療所における小型サーモ

1

2,3

	Winda Ariyani , Wataru Miyazaki , Yoshito

wa, Ayako Fukunaka and Yoshio Fujitani
（Lab. of Developmental Biology and Metabolism,
IMCR, Gunma University）

富士見会）
ー3ー
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９. 中性領域でのみ発光する新規蛍光色素の合成

座長

と蛍光特性の評価
1
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2

直井美徳 、須藤豊 、柴田孝之

1

（１

群馬大院・保健学研究科）

（２

高崎健康福祉大学薬学部）

横尾

14：50 ～ 15：05
英明（群馬大院・医・病態病理学）

16. The Role of GABA in Embryonic Cortical Development
1

1

	Weiru Jiang , Toshikazu Kakizaki , Goichi Mi2

1

yoshi and Yuchio Yanagawa
セッション４
座長

小湊

15：30 ～ 15：45

（１

慶彦（群馬大院・医・法医学）

Department of Genetic and Behavioral

Neuroscience, Gunma University Graduate

10. 置換基を有する弱酸特異的蛍光ラベル化剤の

School of Medicine）

骨格の探索

（２

Department of Neurophysiology, Tokyo

山浦裕紀、柴田孝之（群馬大院・保健学研究科）

Women's Medical University School of Medicine）

11. ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼの逆反

17. 成熟神経細胞特異的 RAS/MAPK 症候群モデ

応追跡による活性測定

ル動物の表現型解析
1

	山本裕二、輿石一郎、時田佳治、柴田孝之（群
馬大院・保健学研究科）

（１

12. 抗酸化薬フマル酸ジメチルによる褥瘡の予防

群馬大院・保・生体情報検査科学）

スの作成と解析

野幸子、横山洋子、鳥居良子、細井真理、茂木

1

1

1

2

1

1

	近藤友里 、小澤厚志 、渋沢信行 、渡邉琢也 、

精一郎（群馬大院・医・皮膚科学）

中島康代 、河野大輔 、山田正信

【一般演題 B（ポスター発表）】
富田

1

18. 視床下部室傍核特異的 TRH ノックアウトマウ

	井上裕太、内山明彦、山崎咲保里、関口明子、荻

座長

2

（２ 東北大学大学院医学系研究科遺伝医療学分野）

効果の検討

セッション５

2

	森谷晃 、井上晋一 、青木洋子 、大西浩史

14：30 ～ 14：45

1

（１

群馬大院・医・内分泌代謝内科学）

（２

群馬大・生調研・代謝シグナル解析分野／

代謝シグナル研究展開センター）

治芳（群馬大院・医・細菌学）
セッション７

13. 神経細胞における低温誘導性 SIRP αチロシン

座長

リン酸化メカニズムの解析
	川﨑穣二、渡辺佑美、神宮大輝、飯野美香、茂

Mice with Cerebral Malaria
1

馬大院・保・生体情報検査科学）

2,3

	Ha Ngo-Thanh , Tsutomu Sasaki , Kazutomo
1

14. ミクログリア活性化チェックポイント分子に

4

4

Suzue , Hideaki Yokoo , Koji Isoda , Wataru Ka1,5

よる脳老化制御

6

mitani , Chikako Shimokawa , Hajime Hisaeda

1

1

1

1

	富山飛鳥 、横田大輔 、今井武史 、川﨑穣二 、
1

1

1

森谷晃 、飯野美香 、森田紋子 、浦野江里子 、
2

治芳（群馬大院・医・細菌学）

19. Evidence of Blood-CSF Barrier Disruption in

田井彩香、河野泰希、浦野江里子、大西浩史（群

1

富田

15：10 ～ 15：25

1

林百合子 、橋本美穂 、大西浩史

1

（１

群馬大院・保・生体情報検査科学）

（２

群馬パース大学保健科学部検査技術学科）

6

1

and Takashi Imai
（１

Department of Infectious Diseases and

Host Defense, Gunma University Graduate
School of Medicine）
（２

Laboratory of Metabolic Signal, Institute

for Molecular and Cellular Regulation, Gunma

15. マウスモデルを用いた中枢神経系における転

University）

写共役因子の役割の解明
	天野出月、鯉淵典之（群馬大院・医・応用生理学）

（３

Laboratory of Nutrition Chemistry, Divi-

sion of Food Science and Biotechnology, Graduー4ー
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（SOD1-G93A）における皮膚虚血再灌流障害（急

ate School of Agriculture, Kyoto University）
（４

性期褥瘡）の検討

Department of Pathology, Gunma Univer-

1

1

1

1

	内山明彦 、関口明子 、井上裕太 、山崎咲保里 、

sity Graduate School of Medicine）
（５
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1

Laboratory of Clinical Research on Infec-

1

1

1

荻野幸子 、横山洋子 、鳥居良子 、細井真理 、
1

2

茂木精一郎 、藤田行雄 、池田佳生

tious Diseases, Research Institute for Microbial
Disease, Osaka University）
（６ Department of Parasitology, National Insti-

2

（１

群馬大院・医・皮膚科学）

（２

群馬大院・医・脳神経内科学）

tute of Infectious Diseases, Tokyo）
20. Trypanosoma cruzi 感染マウスを用いたシャー

第2日

ガス病の病態解析
	村田涼子、鬼塚陽子、矢澤祐典、タチアナ

ア

令和 2 年 9 月 25 日（金）
群馬大学医学部刀城会館

【ポスター展示】8：50 〜 15：45

センシオ、嶋田淳子（群馬大院・保健学研究科）
21. Effects of Novel GTN Compounds on Trypano-

soma cruzi Growth using In Vitro and In Vivo

【特別講演Ⅱ】8：50 〜 9：30

Assays

座長
1

1

	Tatiana Ascencio , Ryoko Murata , Yoko Onizu1

2

近藤由香（群馬大院・保・看護学）

Department of Molecular and Cellular Par【特別講演Ⅲ】9：30 〜 10：10

asitology, Gunma University Graduate School of

座長

Health Sciences）
（２

玉江（群馬大院・保・看護学）

がん患者の心身の安寧へのリラクセーション法の効果

1

ka , Yutaka Suto and Junko Shimada
（１

二渡

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Taka-

鯉淵

典之（群馬大院・医・応用生理学）

医療の質・安全学教育の国際的動向と群馬大学のこ
れから

saki University Health and Welfare）

小松康宏（群馬大院・医・医療の質・安全学）
セッション８
座長

齋藤

15：30 ～ 15：45
貴之（群馬大院・保・生体情報検査科学）

【ワークショップ
10：10 ～ 11：40

22. 腸管出血性大腸菌（EHEC）O157 の腸管病原

座長

性における Tol-Pal システムの役割
1

2

1

2

神谷

亘（群馬大院・医・生体防御学）

新型コロナウイルス感染症の最新知見

	平川秀忠 、鈴江一友 、滝田綾子 、粟津周子 、
富田治芳

COVID-19 の発生とその現状】

1,3

木村博一（群馬パース大学大学院保健科学研究科）

（１

群馬大院・医・細菌学）

群馬県における新型コロナウイルスへの対応

（２

群馬大院・医・生体防御学）

塚越博之（群馬県衛生環境研究所研究企画係）

（３

群馬大院・薬剤耐性菌実験施設）

公衆衛生学の立場から取り組む新型コロナウイルス
感染症対策

23. 強皮症に伴うレイノー現象・手指潰瘍に対する

内田満夫（群馬大院・医・公衆衛生学）

ボツリヌス毒素局所注入療法：
医師主導治験（ランダム化二重盲検試験）
1

1

2

2

	茂木精一郎 、関口明子 、大上美穂 、住吉尚子 、
2

中村哲也 、石川治

【評議員会 ･ 総会】12：10 ～ 13：15

1

（１

群馬大院・医・皮膚科学）

（２

群馬大医・附属病院・臨床試験部）

群馬大学医学部刀城会館
【奨励賞受賞講演】13：30 ～ 13：50
座長

24. 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症（ALS） モ デ ル マ ウ ス
ー5ー
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【特別講演

放射線性口腔粘膜炎の発症予測

座長

武者篤（群馬大・重粒子線医学推進機構）

Ⅳ】14：20 〜 15：00

齋藤

貴之（群馬大院・保・生体情報検査科学）

Mixed Reality 技術を用いた外国人介護人材技術指
（休憩 5 分）

導システムについて
李範爽（群馬大院・保・リハビリテーション学）

【優秀論文賞受賞講演】13：55 〜 14：15
座長

横尾

（休憩 5 分）

英明（群馬大院・医・病態病理学）

がんサバイバーの社会役割と治療の調和に向けた看
【特別講演

護アルゴリズム支援の評価

座長

菊地沙織、京田亜由美（群馬大院・保・看護学）

佐藤

Ⅴ】15：05 〜 15：45
健（群馬大・生調研・細胞構造分野）

魚で切り拓くヒト疾患・老化研究
（休憩 5 分）

石谷太 ［ 群馬大・生調研・個体統御システム分野
大阪大学微生物病研究所（クロスアポイントメント）］

第67回北関東
医学会総会

同 窓 会 推 薦 講 演

同 窓 会 推 薦 講 演
要度を増しています。

現在の医学教育の流れと
本学のカリキュラム改定

現在の本学のカリキュラムは平成 22 年度版のコ
アカリを踏まえて改定され、平成 24 年度入学生か
ら導入されています。診療参加型臨床実習の拡充を

群馬大学大学院医学系研究科附属
医学教育センター
准教授

岸

柱に、臨床系ブロック講義の再編、臨床推論教育・
多職種連携教育等の充実が図られました。カリキュ

美紀子（平7卒）

ラムの継続的改善のための教育組織も編成され、平

本学医学部医学科では、
「SES（Science（医の科学）、

成 29 年に医学教育分野別評価を受審した結果、本

Ethics（倫理）
、Skill（技能））の探求と統合による、

学の教育が国際基準に適合していることが認定され

医学の研究と教育の推進、並びに医学と医療をリー

ています。

ドする人材の育成」を使命として掲げ、これらのバ

また、教育のさらなる充実のために、令和 2 年度

ランスのとれた臨床医並びに研究者の育成をめざし

入学生から学修成果基盤型教育の考え方に基づく新

ています。これを達成しより良い教育を提供するた

カリキュラムを導入します。この新カリキュラムは

めに、時代の変化や社会からの要請等を踏まえてカ

平成 28 年度版のコアカリを踏まえており、多様な

リキュラムの改定が行われてきました。

ニーズに対応できる医師の育成を目指して、行動科

全国的な流れとしても、全ての医学生が履修すべ

学・医療倫理学・医療安全学教育のさらなる充実を

き教育内容として平成 13 年に公表された医学教育

図りました。人間理解、人との関わり方を重視した

モデル・コア・カリキュラム（以下、コアカリ）や、

学年縦断科目を新設したことも特長です。
本講演では、全国的な医学教育の流れを概説し、

平成 17 年に正式実施となった臨床実習開始前の共
用試験、平成 29 年の医学教育分野別評価の正式導

本学で行われてきたカリキュラム改定と新カリキュ

入等により、医学教育の継続的な見直しはさらに重

ラムについて紹介させて頂きます。
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の仕事ではない、そのような仕事は無資格の人のする

第８回日本医師会
赤ひげ大賞を受賞して

ことという考えで、
「おむつを必要とする患者さんの入
院は拒否」されてしまった。
その後益々高齢化が進むことは目に見えていたし、

医療法人大誠会

内田

令和2年（2020年）9月1日

高齢化に伴い疾病はなくとも介護を要する人は増える

好司（昭39卒）

に決まっている。この時点で私は当時の診療所の状態
では対応できないと考えるようになった。

「赤ひげ大賞」は、日本医師会前会長である横倉義

そんな悩みを抱えていた折、時の中曽根内閣時代の

武氏が、会長に就任（平成 24 年 4 月）して間もない

昭和 60 年 1 月、病院を退院してもすぐに家庭に戻れ

同年 10 月に「地域医療」への貢献度が高いとされる

ない人達を受け入れるために病院と在宅の間の中間施

医師を顕彰する制度として創設した。

設という施設基準が発表された。

新型コロナウイルスの影響がなければ本年 3 月に受

このような施設を待望していた私はすぐに厚生省や

賞記念式典が行われ、賞の創設者である横倉氏から

県に行き、昭和 63 年 9 月、病院 99 床、老人保健施設
（老

直々に表彰状を手渡される筈であった。

健）50 床の施設を当時の開業場所から現在地に移転
し開設した。更に 4 年後には老健の認知症専門棟 50

横倉氏は、過疎の山間地域や離島などで住民を支え

床が加わり、約 200 床の複合施設となった。

ている医師、障がい者・高齢者が安心して暮らせるよ
うな活動を行っている医師、更には公衆衛生活動を通

その後も高齢化は進み、平成 12 年には介護保険制

じて住民の健康管理に携わってきた医師などに光をあ

度がスタートした。ケアマネジメントの必要性が叫ばれ、

てたいという思いでこの賞を創られた。

ケアマネジャーの資格が出来て、私は群馬県の第 1 号
に認定された。

翻って、我が身をこの基準に照らすと、
「高齢者が安

このように介護関連業務に早くから関心を持ってい

心して暮らせるような活動」に従事してきたことになる

たので、多くの職種の人たちと共に活動し、介護認定

かと思う。

審査会では教育的な役割を担うことになった。

私は沼田市に生まれ、沼田高校を出て昭和 39 年に
本学を卒業した。元来不器用なので何科の医師になる

世間の介護に対する考え方は変わってきていたが、

か決めかねていたが、当時の利根中央病院の大野治

病院や施設における〝身体抑制〟については「安全」

俊先生（昭和 28 年医大 2 回卒）の「外科医に器用・

との兼ね合いもあって中々変えることができなかった。

不器用は関係ない〝手術は頭で切るんだ″」という名

しかし、八王子市の〝元〟上川病院の田中とも江総婦

言？！に誘 われて外科医になった。しかし間もなく先

長の頑張りで「抑制をしない」ことが知られるようにな

生が栄転され 1 人外科医となってしまった。そのため、

り、私は大きな衝撃を受けた。田中総婦長を招いて身

当時の第一外科から支援を受けながら約 10 年間利根

体抑制廃止の取り組みをはじめ、職員の四肢を縛って

中央病院に勤めたが、麻酔の必要を痛感し、1 年間だ

ベッドに寝かせ、抑制の実体験をしてみると殆どの職

け麻酔科医局に在籍した。この一年は後々大変役に

員がその心身の苦痛を感じ「尊厳あるケア」どころで

立った。

はないことを理解してくれた。

いざな

昭和 50 年、同僚であった産婦人科医長に誘われて、

また、地域で認知症の方を支えるため、沼田市の

その医長が開業した産婦人科医院の近くで有床診療所

担当課や沼田市社会福祉協議会と協力して平成 17 年

を開業した。開業するにあたって考えたのは、病院の

9 月に「沼田市認知症にやさしい地域づくりネットワー

外科医とは違う診療をする必要があると思い、約 1 カ

ク」を作ると共に、警察や地元のＦＭ放送局と協力し

月間中国に行って漢方や鍼の治療を学んできた。開業

て、行方不明となった認知症の方を早期発見するシステ

後、
診療後の時間を活用して専門書『肛門疾患アトラス』

ムを求め、沼田警察署に設置してもらった。また、平成
27 年 12 月から警察医となり検死例は現在 250 体を超

（南山堂）を執筆し、出版した。同書は完売し、増刷

えた。

をする程であった。
順調な診療所生活が続いていたが、世の中の高齢

「赤ひげ大賞」は光栄なことであるが、医療・介護・

化が進むにつれ、入院患者の中におむつを必要とする

福祉に携わる者の責任は重いと感じている。これから

人が出てきた。

も地域のためにという思いは変わることなく、医師とし
て出来ることは続けていきたいと思っている。

ところが当時の看護婦たちは、おむつの対応は看護
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られており、誘われて信州大医学部のある松本市へ転

一開業医として…
ご縁と絆を大切にして
小島医院
院長

小島
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居し、毎日午前様の研究生活を送っておりました。
生まれ育った太田市の地元で内科医師が亡くなり、
昭和 50 年 12 月、一転して急遽内科医院を開業し、
友人、知人、縁者も多く、これまで患者様の三世代に

章（昭43卒）

わたり、かかりつけ医として役割を果たすことができ、
これは開業医冥利に尽きます。昭和 53 年、児童養護

「光陰矢の如し」と申します。群馬大学を昭和 43 年

施設の活動に関わり、少子高齢化が進展するとともに、

卒業し、49 年余りが過ぎ、これまで大過なく医師とし

個人の意識やライフスタイルが変貌し、経済格差、家

て活動できましたことは、誠に幸甚でした。

族形態の変化等、子供を取り巻く環境が多様化、複

この度、同窓会刀城クラブより叙勲者（旭日双光章）
として、挨拶の原稿依頼がありました。光栄ではあり

雑化しました。昭和 57 年、母子寮、平成 17 年、乳児
院の設立もあり、拡充されております。

ますが、それに値するのか自問自答しております。こ

平成 11 年より、更に知的障害者の活動にも関わり、

れまでを振り返って挨拶とさせていただければと存じ

ノーマライゼーションの理念のもと、安全安心に暮らせ

ます。

る地域共生社会の実現に向け、まず通所授産施設が

小生が群馬大学を卒業したのは、インターン制度反

でき、次いで入所更生施設、そして知的障害者の働く

対の青医連運動の真っ最中でした。非入局、国家試

場である就労就業支援施設、グループホーム建設等々

験ボイコットの時代でした。医師不足が深刻な時で、

充実してきております。

国試を受けず、医師免許を持たなくても医師としてアル

診療の傍ら、乳児院、保育園、小学校から大学まで

バイトも可能でした。自主研修は非入局ですから、心

の嘱託医、様々な施設などの協力医、各種会社の産業

許ないものでした。卒業後まもなく、足尾通洞病院にて、

医と、正に乳幼児から青年期、壮年期、お年寄りまで

内科医として院長の隣で指導を受けながら診療し、銅

地域社会の皆様に密着して、今も修練が続いておりま

山に長年勤務して、定年ごろに重症の麈肺症に罹患し、

す。平成 3 年より、24 年間、太田市医師会活動にも参

結核も合併する症例を沢山経験し、当時の現場の最

画して、この間 7 年 3 か月会長職を務め、会長選挙の

前線で、命を懸けて仕事をする厳しさを実感させられま

時には、地元や周辺の刀城クラブの同窓会員の皆様に

した。

大変お世話になり、この場を借りて御礼申し上げます。

昭和 45 年 4 月、42 年卒、43 年卒、44 年卒の先

この時ほど同窓会の有難さを感じたことはありません。

生方と一緒に、二十数名にて第一内科（七条内科）へ

医師会員の皆様の協力を得て、地域医療、介護、福

入局し、内分泌・甲状腺研究の第一研究室に所属させ

祉の充実に一定の役割を果たせたと自負しております。

ていただき、山田隆司先生のご指導を受けました。若

医師会は行政に協力し、平成 26 年、元の太田市市民

い頃に留学させたいというご配慮もあり、ECFMG の

会館の跡地に、保健センターと医師会館を併設し、新

試験に合格し、急遽、米国アラバマ大学内分泌代謝

たに平日夜間急病診療所も移転させ、地域医療の更な

科へ研究員として留学しました。丁度 TRH の構造式

る充実を図りました。看護師教育にも 40 年にわたり携

が決まり、フリーＴ 3、フリーＴ 4 の測定が可能となり、

わり、特に准看護師を正看護師に養成する太田看護専

視床下部－下垂体－甲状腺系の研究が進展した頃でし

門学校の校長を 11 年間拝命し、その運営に努力致し

た。国際内分泌学会や、甲状腺学会での発表の機会

ました。以上、これまでご縁と絆を大切にして、自分

も得られました。1 年数か月でボスが UCLA の教授に

の活かされた場で一生懸命に、自分の人生は自分で造

栄転し、一緒に UCLA に移りロスに住むことになりま

る信念にて過ごして参りました。いずれにせよ、群馬

した。当時日本人が 10 万人位住んでおり、日本語新

大学医学部なくして私の人生はなく、心より感謝してお

聞やＴＶ放送もあり、毎日日本語で過ごし、結局英会

ります。

話は上達せずでした。医学の勉強のみならず、多くの

結びに、群馬大学・同窓会刀城クラブの益々の発展、

見聞を拡げ、貴重な経験をすることができました。帰

同窓会員の皆様の更なるご活躍を祈念申し上げます。

国後、山田先生は、信州大学の順応内科の教授にな

拝
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も家は大家族主義で 3 〜 4 世代家族同居が多く、家

瑞宝双光章受賞の挨拶
篠塚病院
院長

も田の字の大きな家が多くありました。
当時は心電図・胃腸疾患等の検査も充実しはじめま
した。50、60 歳代で倒れていた人が、胃腸疾患医療

相原

芳昭（昭43卒）

技術の進歩で、ピロリ菌の発見・治療が進みました。
心筋梗塞では手術や薬物療法の進歩、高血圧は薬の

今回、老人保健施設の設立運営をしたということで

進歩があり、亡くなる人が激減しました。精神疾患も

表章されました。それでその経験について私なりの考

大きく変わり始め、症状が軽症化しているように思いま

えを述べたいと思います。

す。また栄養も良くなり人々の寿命が 50、60 歳代から

私は群大 37 年入学で 43 年卒の一員です。群大精

70、80、90 歳代とかなり伸びてきました。

神科に入り横井教授に師事し、精神神経科医学医療

これと同時に家族構成も核家族・自立化が進みまし

を研鑽しました。

た。その背景には産業構造の変化があり、各個人の自

当時藤岡地区に精神科医がいないということで、昭

立化・国際化がありました。我々が今経験しているの

和 48 年から 1 ヶ月に一度の精神保健相談をするという

は大家族⇒単家族化であり、勤め先によっては単身赴

ことになり、群馬大学病院精神科在籍だった私が派遣

任化することも多くなっています。このような社会構造

されました。
（なお群馬県内各地区は、その地域で精

の変化で 1975 年〜 2000 年代を通して高齢問題が起

神病院があり、
または精神科医がいました）昭和 51 年、

こり、老人の自立、単身化が主になっております。

群大精神科を辞め、様々な事情で開業することになり

長寿化と言われる時代になり、家族構成も核家族化

ました。その後群馬大学第 2 内科にお世話になり、内

し、高齢者も自立し夫婦のみ、あるいは一人生活化し

科研修で 1 年研修させていただきました。

ています。その後高齢者が増え要介護化もみられてお

藤岡での開業を昭和 53 年 6 月としました。精神科

ります。その受け皿が子供たちでなく制度としての介護

医不在だが開業医ということで、夜中の往診等よく頑

保険制度の成立と老人介護保健施設です。

張りました。

現在では様々な長患いする疾患を持ちながら、1 人

当時 16 床の診療所の開業であり、精神病院中心の

で生きていく時代に入っております。長患いする人が要

精神医療ではなく内科疾患を長患いする患者さんや自

介護状態になり、1 人生活が無理となり障害を持ちな

己管理できる精神神経疾患を中心に担当していました。

がら生活できる場、リハビリできる場として老人介護

精神病院に入院する重度精神疾患は保健所等とよく

保健施設制度が出来ました。この制度の中で自立して

連携して精神病院に受診・入院させておりました。警

生きられるということが実感できると思います。これか

察関係の患者も保健所と連携して入院させております。

らは家族に依存せず生きる高齢社会の構築と障害を持

（当藤岡地区に精神科医がいないので）当院入院可能

ちながらも生きたいという生きがい、それを相互に育

な外来でみられる人を中心に診てまいりました。

成していけるシステム、生きがいを創造することのでき

当初 16 床から始めた診療でしたが昭和 58 年から

るシステムづくりが必要だと考えます。

は 67 床の病院を開設しました。

今後は高齢者、特に高齢障害者が集まり、生きが

その頃の地区住民は医療にかかる人は 50、60 歳代

い創造作り、実践体制づくりが必要であると考えてお

が多く、その多くは胃潰瘍・循環器疾患が多く、いわ

ります。

ゆる成人病で亡くなる人が多くいました。往診していて
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は膨大となるため、万能の医師を目指すことは益々至

73

難となるでしょう。それでも、専門の穴倉で視野を狭
窄させることなく、患者に対して高い視点から総合的

ドクターGをめざして

な目配りを心がけることは、良質で安全な医療を実現
するためだけでなく、患者から寄せられる信頼、医療

公立藤岡総合病院
院長

塚田

人としての品位にまで深く関係します。スチュアート・ミ

義人（昭62卒）

ルは「教養人とは、あらゆることについて何事かを知っ
ており、何事かについてはあらゆることを知っている人

私は昭和 62 年に群馬大学を卒業しました。当時の

である。」と言いました。個々の医師が自分の患者の

第三内科に入局し、同時期に教授に就任された成清

病態を多元的かつ重層的に洞察するために医学的な教

卓二先生のもと、腎臓膠原病の専門領域に進みました。

養人であろうとすることが重要なのです。

腎生検により様々な腎炎の診断治療をすることが手始

二つ目は地域医療、すなわち群馬県の医療を持続的

めでした。当時、急速進行性糸球体腎炎であると同時

に育て支える役割です（Gunma）。群馬大学が県内す

に多臓器に合併症を生じる疾患が、ANCA と呼ばれ

べての病院の医師確保を保証する責務は本来はありま

る自己抗体による免疫性・炎症性疾患であるという疾

せん。しかし一方で、大学病院は、地域医療とは無縁

患概念が確立される時期と重なり、それまで比較的地

の立場で大学病院にのみ期待される診療を完結させれ

味であった領域にも新たな展開が生じました。その後

ばそれで良いのでしょうか。現在、地域病院は自らの

に野島美久先生が教授に就任され、腎臓疾患に加え

医療のみならず、学生の臨床実習、研修医指導、中堅

て、先生の指導下で関節リウマチの診療を始め数多く

医師の訓練機関としての機能を求められています。地

のリウマチ性疾患の診療を経験できたことは実に幸運

域病院が疲弊していれば、十分な教育的機能を発揮し

でした。他の大学病院は腎臓領域とリウマチ膠原病領

得ず、若手医師に対して群馬で臨床をしたい、大学の

域が別個の教室になっていますが群馬大学は融合状

医会へ所属したいという動機づけを与えることが出来

態です。両分野を専門とすることは負担が大きい反面、

なくなり、間接的には大学病院の人材確保にも悪影響

臨床家としては幅の広い病態を守備範囲とすることが

が及ぶ危険が生じます。大学が幅広い病院群と活発に

でき、現在の私の貴重な糧になっています。

人事交流を行い、研修医や中堅医師が大学と地域病

卒後 15 年で大学を離れ 2002 年から現在の公立藤

院を定期的に回流しながら、双方に活気を与え、臨床

岡総合病院に勤務となり早くも 18 年が経過しました。

家として総合性と専門性を練磨していくという循環が

赴任当時の鈴木忠院長に無理をお願いして、群馬大学

望まれます。

にならい腎臓リウマチ科を掲げました。得意とする専

最後に、言わずもがなですが、国際的な視点に立っ

門領域を正式に標榜したことで、徐々に認知度が高ま

た医学研究の充実です（Global）。過去の痛切な反省

り広い医療圏からの患者さんが集まり出しました。当

の上に立ちながらの医療安全の確保は現在の群馬大

院の地域医療の対象人口は約 20 万人ですので、大学

学の大きな課題ではありますが、これはむしろ自明の

でも経験しなかった稀有で示唆に富む病態も続々と経

前提条件であり、最終目的ではないはずです。たゆま

験し臨床家としていまだに飽きることがありません。従

ず新しい知的価値を創出し世界に発信することこそが

来の人事交流だけでなく、学生実習、初期・後期臨床

大学の本来の使命であり、大学に有為な若手医師が

研修などを通じて大学医会と連携する場面が増えたこ

蝟集するための原動力となるでしょう。
以上述べた三つはいずれも重い課題であり、互い

とも特筆に値する変化です。以上の経歴を踏まえ、母

が密接に関連しており、三者が同時に達成され、相

校の群馬大学への期待を述べることにします。
一つ目は、たとえ大学病院という専門家による分業

互の好循環が実現するまでには地道で遠大な努力が

が進んだ組織であっても、各人が総合的な診療を行う

必要とされます。地域病院の一人の医師として私も微

ことの重要性を学生の教育の場でも強調していただき

力を傾けたいと思います。
「ドクター G をめざして；

たいことです（General）。高齢化社会における患者さ

General/Gunma/Global」、甚だ僭越にして欲 張りで

んは、とりわけ病態が複雑化します。各領域の知識量

すが、これが母校に望む私の言葉です。
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道の 途 中
伊勢崎市民病院緩和ケア内科
主任診療部長

押本

直子（平７卒）

私が初めて「ホスピス」
（緩和ケア）を知ったのは、
高校２年生の時でした。それは、ある週刊誌に連
載されていた柳田邦夫のノンフィクションで、当時、
死にゆく人々に対しできることはないかと考えていた
私に明確な進路を与えてくれました。
平成元年群馬大学に入学、平成７年旧第一内
科に入局し、森昌朋教授をはじめ多くの先生方に
ご教授いただき、平成 13 年、当時、西群馬病院
院長だった斎藤龍生先生のもと、後期研修医とし
て、同院緩和ケア病棟で３年間研修させて頂きま
した。
その後、４年間の出産・育児期間を経て、平成
21 年伊勢崎市民病院緩和ケア病棟開棟と同時に同
病棟勤務を始めました。幸せなことに、当時、同院
院長だった荒井泰道先生、放射線科・緩和ケアチー
ム高橋育先生のご推薦で開棟前の準備段階から関
わらせていただき、また、開棟後は内科石原真一
先生をはじめ、多くの皆様にご助力頂き、おかげさ
まで、本年 12 年目を迎えることができました。
当院の緩和ケア病棟は、悪性腫瘍あるいは後天
性免疫不全症候群に罹患し、原疾患に対する治療
が終了、あるいはできない・希望しない患者さまの
みを対象としています。
病気の進行とともに ADL（日常生活動作）は縮
小しますが、QOL（生活の質）は保ちたい、多くの
方はそう願い、そのための援助が緩和ケアです。つ
まり、痛みや嘔気・便秘等の身体的苦痛や不眠等
の精神的苦痛、経済的な不安等の社会的苦痛、孤
独・孤立、自立感の喪失等のスピリチュアルペイン
があっては、QOL は保てません。それらを和らげ
るためには適切な薬剤や放射線療法・神経ブロック
等の医療行為と同時に、罹患している疾患、現在
の症状の原因や今後の見通しについての説明、更
に生活環境の整備や家族へのケア・指導など、多
方面からのアプローチが必要となります。

令和2年（2020年）9月1日

もちろん、それらは医師のみで行うことではなく、
病棟看護師・訪問看護師・理学療法士・MSW・ケ
アマネジャー等多職種での協働を要し、そうする
ことで、より様々な視点から患者の思い・家族一人
一人の思いを汲み取ることができます。そのうえで、
時には指導し、時には叱咤激励し、患者・家族が
できるだけ同じ方向を向いて進んでいけるよう促し
ていきます。
では、そのためにはどうしたらよいか、第一歩
は、彼らにこれからおこる身体や生活の変化を正し
くイメージしてもらうことです。昨今、情報はあふれ
ています。しかし、一般の方にとってその情報と自
身の生活の変化をリンクさせて考えることは難しく、
そのため、どこにがんがある、腫瘍マーカーがいく
つになった等の事実が、患者・家族の生活に与える
影響、さらには人生にもたらす意味など、お節介が
過ぎるかなと思うくらい、もう一歩踏み込んだ情報と
して提供していかないと彼らの生活には活かされま
せん。何れの疾病に罹患していても、日々あるのは
健康な時と同じ「生活」です。たとえ悪いニュース
であっても、今、そして今後の生活に生かせる情報
こそ意味があり、その先にあるアドバンス・ケア・プ
ランニングをより現実的で具体的な意味あるものと
してゆくのだと思います。
このところ感じるのは、世の中の「普通」や「常識」
はすでになく、個々が持つ価値観や愛情の持ち方・
表現方法は非常に多様化してきているということで
す。そのため、医療者には、患者や家族、一人一人
を先入観なく理解し、とはいえ、理解できないとこ
ろも多いので、それはそれとして受け入れる、より
広い多様性が求められます。
多様化は時に軋轢を生み厄介ですが、しかし、
良いことです。今年度、新中学生・高校生になった
我が家の子供たちの世界は大人のそれよりも進み、
ジェンダーレスさえ当たり前のようです。
私たちの業界も同様で、男性か、女性かよりもど
のような医師であるか、それ以上にどのような人で
あるかを患者・家族はみています。
社会に対し広い視野を持ち、様々なことを経験し、
それらから得た多くの知見について深く考え、自身
の中の教養を育て、私たち自身が多様な引き出しを
持つことで、多様な患者・家族の苦しみ・悲しみに
心を砕き、ほんの一瞬ですが、その方の人生に伴
走することができるのではないでしょうか。
今年で 50 歳になりなりました。若い時にしか見
えないもの、今だからこそ見えるものがあり、無駄
な経験は何もないと感じています。未だ道の途中、
初心を新たに、日々に感謝し、今後も精進していき
たいと思います。
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医学科における新カリキュラムとコロナ禍での学生教育
なりました。しかしながら教職員一丸となってこの

はじめに

難局を乗り切って参りました。今回、新カリキュラ
ムのご紹介とともに、コロナ禍でのこれまでの対応

医学部教務委員会医学科部会長
同窓会刀城クラブ幹事長

松﨑

利行（平9卒）

について同窓会員の皆様方にもご報告できればと思
い、特集を組むこととしました。
群馬大学では群馬大学基金を原資として、アルバ

新型コロナウイルス感染症拡大により、学生教育

イトの休止などで収入の減少した学生に対し補助金

にも大きな影響が出ました。2020 年度は、これま

を支出しました。また同窓会刀城クラブからは、医

での知識・技能の教育に加えて、医師としての人間

学科学生へのご支援をいただきました。皆様の温か

教育に力を入れた新カリキュラムでの新入生の教育

いご支援をいただき、心より感謝申し上げます。引

が開始される年度であり、オンライン授業による教

き続きご支援、ご協力を賜れれば幸いです。

育には戸惑いと、やりきれない思いでのスタートと

もと、2013 年より、WFME グローバルスタンダー

群馬大学医学部医学科の
新カリキュラム
応用生理学

鯉淵

ドに基づく医学教育のトライアル評価が開始され
た。そして 2015 年に日本医学教育評価機構（Japan
Accreditation Council for Medical Education:

典之（昭60卒）

JACME）が発足し、本格的に医学教育分野別評価
が始まった。群馬大学は 2017 年度に JACME によ
る分野別評価を受審した。受審結果を受け、従来の

現在、群馬大学を含め、全国の医学部では急ピッ

カリキュラムの問題点が明らかとなり、新カリキュ

チでカリキュラム改革が進んでいる。改革が進ん

ラム策定が本格的に開始することになった。以下、

だ 理 由 は い く つ か あ る が、 最 も 大 き い の は 2010

現在進行している新カリキュラムの概要について報

年 の 米 国 ECFMG（Educational Commission for

告したい。

Foreign Medical Graduates）からの「2023 年以降、

以前から、「海外の医学生と比べ、日本の医学生

国際基準で認証・評価を受けた医学部の卒業生のみ

は卒業時の臨床能力が劣る」と言われてきた。原因

に ECFMG（医師免許資格試験）の申請資格を与え

の１つとして、日本では座学の講義が重視され、実

る」と言う通告であろう。これを受け 2011 年、「今

習時間が海外に比べて少ないことが考えられた。ま

後の医学部入学定員のあり方に関する検討会」か

た、大学教育は、学体系別の試験に合格し、卒業要

ら、「我が国が国際水準の教育を実施していること

件の単位を取得すれば卒業という、いわば「プロセ

を証明するためにも、日本の医学部が世界医学教育

ス基盤型」で行われてきた。学体系ごとの授業が中

連盟（WFME）のグローバルスタンダードに基付

心の教育では、各学問分野の特徴がよくわかり、研

く医学教育プログラムの評価を受ける環境を整備促

究者や専門家養成という点では悪くないだろう。し

進し、医学教育に特化した分野別評価制度を確立

かし、学修した内容を統合し、実際の課題解決に応

すべきである」との報告がなされた。この方針の

用する能力を学ぶ機会は限られていた。さらに、態
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度教育は臨床実習での実地教育に任され、体系的に

令和2年（2020年）9月1日

した卒業生を送り出せるよう図っている。

は行われていなかった。これらの理由により、日本

新カリキュラムは 2020 年度入学生から実施され

の医学生は国際水準と比べ、十分な臨床能力が取得

ている。残念ながら COVID-19 拡大の影響を受け、

できないまま医学部を卒業してきたと考えられる。

順風満帆の船出とはならなかった。医系の人間学は

そして、臨床研修で実体験を積みながら、学んだ知

対面・討論型の能動的学修形態による授業を想定し

識を再編成する作業を経ないと、「使える」医師に

ていたが、Web 授業による画面を通じての対話が

はなれない、というのが今までの医師養成の過程で

続いており、当初の目的が十分に達成できているの

あっただろう。

かどうか、不安な点もある。しかし、新カリキュラ

そこで、本学では、医学教育分野別評価受審をきっ

ム編成を通じ、従来よりも多くの教員が学生教育に

かけに教育方針をプロセス基盤型から学修成果（ア

心を砕くようになり、また臨床系の教員も初年次か

ウトカム）基盤型に転換することとした。アウトカ

ら学生教育に関わるようになった。カリキュラム検

ム基盤型教育では「何を教わったか」ではなく「何

討委員会委員を中心に、カリキュラム改革について

を身につけたか」を卒業時に評価するとともに、卒

の教員の意識はまだ高いと感じている。今後も新カ

業までに習得すべき能力を設定し、学生に明示し、

リキュラムで教育を受けた学生が卒業する６年後に

設定した目標に基づくカリキュラムを策定すること

向け、微調整を続けてカリキュラムをより良いもの

が必要である。そこで、まず 8 項目のアウトカムを

にしたいと考えている。

設定し、その具体的内容として 48 項目のコンピテ
ンシー（例えば、自己省察力のコンピテンシーの１
つに「自分の課題を把握し、解決に取り組む姿勢を
持つ」がある）を設定した。従来の学体系別の集中
講義形式となっていた授業は帯型の授業とし、科目
間で連携し、関連する内容を並行して講義するよう
に配置しなおした。また、基礎・臨床統合型の授業
も増加させた。授業の中には積極的に team based
learning（TBL）などの能動的学修機会を導入する
こととした。そして、コンピテンシーのうち、どの

新カリキュラムの特徴
A. アウトカムに基づくカリキュラム編成
B. 授 業は相互に関連づけられた帯講義で
実施
C. 医系の人間学の新設による統合型社会
教育・態度教育の実施
D. 臨床実習の長期化
E. 能動的学修の促進

項目を学ぶのか、科目ごとに明示することとし、ア
ウトカムに沿った編成とした。さらに、医師として
の態度を熟成させるための教育として、１年次か

群馬大学医学部医学科のアウトカム

ら 3 年次まで「医系の人間学」を週１回、午後時間

A. 自己省察力

に設置した。医系の人間学では、ケーススタディ、

B. 知識の獲得と知識を応用する力

ドラマ教育、ユマニチュード、模擬医療面接などを
活用し、
「他者が異なる価値観を持つことを理解し、
どのように他者と関わっていくのか身につけ、それ
を医療現場で応用できる」ことを目的とした教育が
行われる。さらに、臨床実習は４年次後期からの
実施とし、十分な時間を確保するとともに、学内外
の診療科が連携して着実に学生評価ができるよう、
評価体制を構築した。これらの改革により、本学
の教育の理念である、「科学的知（Science）、倫理
（Ethics）
、技能（Skill）」の３つの面にわたって卓越
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C. コミュニケーション能力
D. チーム医療の中で協働する力
E. 基本的な総合診察能力
F. 地域医療の向上に貢献する能力
G. 医学研究を遂行する能力
H. 自己研鑽

令和2年（2020年）9月1日

群馬大学医学部刀城クラブ会報

With Corona医学教育、研究、
臨床に向けて
数理データ科学教育研究センター・
先端医療開発センター
センター長

浅尾

高行（昭58卒）

世界的に新型コロナウイルス感染症が蔓延してい
る中、日々の診療に取り組まれている同門の先生に
感謝申し上げます。
この世界的な緊急事態に際し、群馬大学ではいち
早くオンライン体制を確立してきました。緊急オン
ライン講義導入における数理データ科学教育研究セ
ンターの取り組みと、with corona 社会での新たな
医学教育、研究、臨床を支援するシステムについて
紹介します。
＜全学におけるオンライン講義＞
教育・企画担当理事の要請を受け、数理データ科
学センター長として危機対策本部会議に出席いたし
ました。当時は国の緊急事態宣言が出される前であ
り、事態を楽観視する見方が大勢を占め、実習を行
わないと卒業基準を満たさないとの理由で、例外的
に登校を求める意見が複数の学部から出されていま
した。しかし、職員と学生の生命を最優先に考え、
先手の対策をとるとの学長判断により、学生のキャ
ンパス内への立ち入り禁止と、並行して全学オンラ
イン講義の緊急導入が決定しました。
数理データ科学教育研究センターは、平成 29 年
にデータサイエンスを共通軸とした学部横断的教
育研究を推進する目的で設置された全学組織です。
データ科学の基本を入学者全員に必修講義として提
供するために E-learning の導入と普及を進めてい
ました。今回 6000 名の学部学生、大学院、教職員
を対象とした全学ミッションにノウハウを活用でき
たのは幸いでした。教職員全員を対象とした、オン
ライン講義の方法をオンライン FD 形式で毎日開催
し、
大きな問題なくスタートすることができました。
一方、受講側では、群馬大学の PC 必携化が２年
後に延期されていたため、自宅で講義を受けられ
ない学生が多数出るとの予想もありましたが、PC、
ポケット WiFi の貸し出しを大学事務や共同研究を
おこなっている通信関係の企業の協力のもと体制を
構築できました。また配信のためのインターネット
インフラも総合情報メディアセンターが中心となっ
て整備していただき、他大学のようにシステムがダ
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ウンすることなく運用しています。
＜医学部における臨床実習及び臨床講義のオンライ
ン化＞
全学のオンライン講義は、対象人数の多さを考慮
し、zoom を用いた配信を選択しましたが、医学部
の臨床講義、実習、解剖学講義など秘匿性が重要視
される場合のオプションとして、学内のサーバ上に
オンライン ICT 環境：G-learning system を構築し
ました。その詳細については別稿を参照ください。
＜病院におけるカンファレンスのオンライン化＞
附属病院は、病院改革の中で全国をリードする
チーム医療体制を構築してきた実績があり、多職
種でのカンファレンスでコンセンサスを得ながらの
チーム医療が進められており、週あたり 60 のカン
ファレンスが行われています。万が一カンファレン
ス内で感染者が出れば、多くの医療従事者が濃厚接
触者として医療の戦線を外れざるを得ない状況が想
定されます。機密を守り「密」を避けるために、病
院に導入したサーバに G-Conference system を構築
して先端医療開発センターが運用を行なっていま
す。このシステムは、大学の地域貢献事業として関
連病院には無料で使用できる体制が整っており、伊
勢崎市民病院、桐生厚生総合病院、北関東循環器病
院などで導入が進んでいます。 必要な医療機関に
はいつでも提供できる体制が整っていますので、詳
しくは先端医療開発センターにお問い合わせ下さい
（027-220-8347）。
また、従来会場に集まって行われていた研究会や
学術集会もオンラインで開催できるシステムも提供
していますので合わせてお問い合わせください。今
年の北関東医学会での利用が検討されています。
＜ With corona 社会における医療と医学教育、研究＞
一旦収まるかと思えた新型コロナウイルス感染症
は再び増加の傾向をたどっており、「新型コロナウ
イルスとともに医療・医学教育・研究」を進めてい
く必要があります。残念ながら、新型コロナウイル
ス感染症との戦いは 10 年単位での長期戦となるこ
とが想定されます。大学は協力して英知を集め、新
たな生活様式に対応できる教育、研究そして臨床の
システムの開発と普及に取り組むことが求められて
います。
この場を借りてご協力いただいた関係者の皆様に
感謝申し上げますとともに、今後ともご協力をお願
いいたします。
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昭和キャンパスにおける
オンライン授業の対応について

ムである Moodle が活用されています。学生の方が
新しい授業方法に慣れるのが早く、授業や課題に取
り組んでいます。
学生の活躍

医学教育センター

今回の新型コロナウイルス感染症に

岸 美紀子（平7卒）、鎌田 英男（昭56卒）

対して、学生も積極的に対応してくれました。学

新型コロナウイルス感染症の広がりを受け、本学

医学生としてどのように行動したらよいか、教務部

でも３月に令和元年度卒業式と令和２年度入学式が

会や厚生補導委員会、感染制御部にも相談しながら

中止されました。人生の節目となる式を行うことが

友会や運動部会を中心に、このような状況において

「群馬大学版

医学生の感染予防指針」「群馬大学版

できなかったことは、学生たちや保護者の皆様はも

臨床実習中の医学生の感染予防指針（院外編）
」「昭

ちろんのこと、私たち教員にとっても大変残念なこ

和キャンパス版

とでした。

とめてくれました。また、学生のネット環境や不安

例年でしたら、新入生は入学式前の４月１日から
各種オリエンテーションやプレイスメントテストを

課外活動再開方針」を短期間でま

に感じていることなどについてもアンケートを取り
教員に学生の状況を知らせてくれています。

受け大学生の一歩を踏み出すのですが、これらも全
て中止または延期となりました。４月３日には全学

７月時点での状況

年の授業開始日が 2 週間延期されることとオンライ

なってから、本学ではオンライン授業を基本としな

ン授業に切り替えることがアナウンスされ、学生は

がらも、一部の実験科目や試験での登校（大学構内

自宅待機となりました。感染拡大を防ぎながらも大

への入構）が認められ、ようやくキャンパスに学生

学としての学びをどのように提供するのか、教員も

の姿がみられるようになりました。学生の課外活動

職員も試行錯誤が続きました。

も、対策をたてて事前に届け出た団体に限り認めら

短期間に全学年のオンライン授業配信の準備を実

群馬県における警戒度が１に

れ活動を再開しています。

施する必要があり、一部の IT に明るい教職員を除
いては、みな手探りで ZOOM や G-learning の操作

現在の課題

を覚え、また対面式授業とは異なる資料と講義の準

避けるための教室の確保が課題となりました。教室

備に追われることとなりました。授業開始前には配

の収容人数を減らして複数の教室を使用する必要が

信・受信のテストも兼ねた学年オリエンテーション

あるためです。基礎医学の実験では実験室を増やす

が実施されました。新入生オリエンテーションでは

ことができないため、分散登校で実施する等の対応

白倉同窓会長からも入学歓迎のお言葉をいただきま

をしています。また、一日の中で通学授業とオンラ

した。十分な準備と発信ができたかどうか、学生に

イン授業が混在する日もあり、住まいの場所によっ

情報が伝わっているかどうかとても心配しながらの

ては休み時間だけでは移動できずに大学でオンライ

実施でしたが学生ほぼ全員が聴講できていたことに

ン授業を受ける学生もいます。今後は、臨床基本手

一安心でした。

技の実習も予定されています。実習スペースやシ

学生の登校が認められてから、三密を

ミュレータの確保等、引き続き対応が必要です。
オンライン授業

大学は学生にとって学びの場であるだけでなく、

昭和キャンパス内に授業を配信す

るためのスタジオを３室設置しました。スタジオと

新しい人間関係を作り、視野を広げる場でもありま

いってもグループ学習室に１台のノート PC のみと

す。通学できない期間が長くなることでこれらの経

いう形でスタートし、カメラもマイクも PC につい

験が少なくなってしまうことが懸念されます。また、

ているものを利用していました。後に G-learning の

特に新入生にとっては初めての場所であり一人暮ら

配信スタジオに追加のディスプレイが設置されまし

しを始めた学生も多いことから、日常生活にも不安

た。一度に多くの学生と教員が学内 LAN に接続す

を抱えているのではないかという心配もあります。

るせいか、特に動画はスムーズに配信できないこと

困りごとのある学生は、チューターや健康支援セン

も多く試行錯誤が続きましたが、徐々に PC やアプ

ター、医学教育センター等に早めに相談するように

リの操作にも慣れて現在では順調に配信できていま

呼びかけて、必要な支援を提供していきたいと考え

す。資料の配付やレポート提出には学修支援システ

ています。
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者が出ていない地域も含め今年度は全面中止といた

オンライン臨床実習について
医学教育センター

齋藤

従道、鎌田

しました。
さらに、4 月からの群馬大学の授業開始が延期さ
れ、大学の講義が全てオンライン授業に変更になり

英男（昭56卒）

ました。しかし、学生の学内への入構が禁止され、
臨床実習が延期、中止となっても、卒業に必要な単
位を修得するために実習時間の確保が必要であるこ

令和 2 年 3 月上旬より新型コロナウイルス感染症

とから GW 以降の臨床実習を再開することを決定

（COVID-19）の拡大に伴い全国の大学医学部で臨

し、必然的にオンラインによる臨床実習を検討し始

床実習の制限、休止などが行われるようになりまし

めました。それまでオンラインによる臨床実習など

た。コロナウイルス感染がいつ終息するのか不明の

は考慮したこともなかったため、各診療科での実習

中、2-4 週間の実習を延期もしくは中止し、その間

は混乱を極めることが予想されました。そこで、オ

はレポート課題などで代替する大学が見受けられま

ンラインによる臨床実習で何ができるのか、どのよ

した。国立大学医学部長会議の 3 月 6 日時点の調査

うに進めていくかの情報提供を行う「オンライン臨

結果では国立 42 大学のうち従来通り臨床実習を実

床実習 WG」を新たに設置致しました。腎臓リウマ

施している大学＝ 13 校、制限を付けて実施（一部

チ内科の廣村桂樹教授が委員長に就任され、各診療

休止を含む）＝ 13 校、原則的に全面休止＝ 16 校で

科でオンライン下に何ができるかのアンケート調

した。群馬大学では学生に感染対策を促し、実習を

査、他大学の状況などの情報収集など精力的に行っ

継続しておりました。

ていただき、4 月 30 日には第一回の WG 会議を開

この中 3 月 7 日（土）に群馬県で初めて太田市で

催いたしました。並行して、医学科 5、6 年生の臨

新型コロナウイルス感染（COVID-19）検査陽性患

床実習運営委員や学友会の学生と、学生さんの気持

者さんが報告されました。これに伴い、3 月 8 日（日）

ちや不安、要望などについてオンラインでの話し合

に臨時教務部会をメール会議で開催し、医学部附属

いを持ちました。幸い、4 月下旬から群馬大学オリ

病院での臨床実習は必修、選択とも継続、学外での

ジナルの Web 講義システム（G-learning）の利用が

臨床実習（選択）での一部地域における実習につい

可能となり、情報の安全性が担保されるようになり

ては、3 月 9 日は学生を終日自宅待機とし、10 日以

ました。そのため個人が特定できないよう十分な配

降は病院の受け入れ状況と感染の状況を見て判断す

慮のもと、手術映像や画像などを実習の一環として

ることを決定し、事務担当者へのメールと直接施設

利用することが可能となり、オンライン臨床実習で

への FAX と電話での連絡を行い、臨床実習中の学

行える幅が広がりました。数理データ科学教育研究

生さんには大学から当該施設で実習中の学生は自宅

センターの浅尾教授と井上准教授に作成していただ

で待機するようにメールで連絡し、その旨を実習病

いた「オンライン用臨床実習マニュアル（教官用と

院にもお伝えしました。幸い、実習協力施設と学生

学生用）」、「Google ドライブを利用した Moodle で

さん双方に混乱はありませんでした。3 月 10 日以

の動画公開マニュアル」をもとにオンライン臨床実

降実習再開となる施設もありましたが、県内の感染

習 WG から実習例を提示いたしました。さらに「臨

者増加により臨床実習受け入れを中止する施設が増

床実習危機管理 WG」を設置し、群馬県の警戒度に

えてきました。そのため附属病院内での臨床実習（必

応じた実習生の病院内への立ち入り制限、実習制限

修）は春休み明け 4 月 13 日からの 4 週間の実習を

など具体的に決定・提示いたしました。

12 月に振替実施とし、臨床実習（選択）は 4 月 1

臨床実習（必修）は 5 月 18 日よりオンライン臨

日より一時中止し、学生には自学自習を促しました。

床実習として再開いたしました。各診療科ともオン

しかし、
4 月 16 日に緊急事態宣言が全国に拡大され、

ライン臨床実習を工夫され、症候による臨床推論、

群馬県の感染状況を鑑み、臨床実習（選択）は感染

臨床実習中講義、カンファランス、臨床シナリオト
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レーニングを積極的に取り入れていただきました。

ライン臨床実習に関する進捗情報など学生と情報共

学生からのオンライン臨床実習アンケートでも有意

有し、オンライン実習に対する学生の要望も取り入

義であったとの意見が大半を占めておりました。6

れるようにいたしました。

月 29 日より学生が病院内での実習を再開しました

このように目まぐるしく状況が変化し、先行きが

が、新型コロナウイルス感染症の終息を見通せない

不透明な中で、臨床実習をいかに安全に、的確に遂

今後もオンライン臨床実習を一部継続し、より充実

行できるか検討を進めて参りました。前例のないオ

したものにする意義があるものと考えております。

ンライン臨床実習という形式に学生たちは不安や動

臨床実習（選択）は単位修得のために必要な実習

揺を感じたと思います。しかし、ぜひ学生たちには

時間が不足している学生に対する緊急対応として、

このような状況の中でも学ぶことを忘れずに、研鑽

Post-CC OSCE や研修医に必要である技術習得に関

を続けて欲しいと切に願っています。

する動画の視聴、レポート提出、臨床シナリオによ

廣村先生を中心としたオンライン臨床実習 WG、

る検討・発表会を Web 上にて行い、代替臨床実習

大学内各診療科、学外実習協力施設の先生方には新

を実施いたしました。

型コロナウイルス感染症への対応に追われる中、学

同時に、医学科 5、6 年生は臨床実習が中止にな
り、自宅待機を余儀なくされ、経済的、精神的に問

生実習に大変ご協力いただきました。この場をお借
りして深謝申し上げます。

題が出てくることが予想されました。そこで、オン

再開が本来より４週間遅くなりました。この間に学

新型コロナウイルスと臨床実習
大玉

生にオンライン実習についてのアンケートを取って
意見を集約したり、それを元に先生方と意見交換を

浩嗣（医学科5年）

したりしました。そして５月下旬よりオンライン実
習が始まりました。内心、そもそも本当にオンライ
ンで実習ができるのだろうかなどと不安に思ってい

こんにちは。群馬大学医学部医学科５年生の大玉

ましたが、各診療科の先生方のお陰で、オンライン

浩嗣です。この度は学生から見た、新型コロナウイ

で講義を受けたり、模擬症例についてグループディ

ルスの影響下での臨床実習について書かせていただ

スカッションを行ったり、手技についての動画を見

きます。

たりすることができました。また、一般的に用いら

私たちの臨床実習は、2020 年１月から始まりま

れている会議用ツールにはセキュリティの問題が指

した。各診療科で１～２週ずつ実習する中で、実際

摘されているものもありますが、実習で使用してい

の患者さんと関わったり、シミュレーターを使った

る G-learning は完全セキュアなもので安心して使用

りすることは、これまでの臨床医学の講義や CBT

することができました。例のない事態の中、学習の

の勉強では得られない事を学べると実感しました。

機会を設けて下さった皆様に心より感謝申し上げま

しかし、２月中旬頃からは新型コロナウイルスの影

す。

響で、入院している患者さんとの接触や外来の見学

とはいえ、可能であれば現場での実習を行いたい

が禁止されるなど、実習の一部が制限され始めまし

というのも事実です。この記事を書いている７月下

た。実習を行いたいという気持ちはあるものの、患

旬は各地での陽性者が増えており、未だ楽観視はで

者さんや医療従事者、実習生の安全を優先するべき

きない状況ですが、少しでも早く現場での実習がで

ですから、制限されるのは仕方ないと思いつつ春休

きるようになること、また、安心して日常生活を送

みに入りました。

れるようになることを願っております。

４月からの１か月分の実習が冬に延期され、実習
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財 団 の ペ ー ジ
を執行出来ました。

令和１年度事業報告及び
新役員のご紹介

また賛助会員 95 名の方々に賛助会費 3,080,000 円
のご支援をいただきました。令和 2 年度は役員の任期
満了に伴う役員改選が行われ、第 25 回理事会・第 15

公益財団法人群馬健康医学振興会
理事長

回評議員会の議決をへて 3 名の新任を加え下記の新役

鈴木 忠（昭45卒）

員が選出されました。

平素より群馬健康医学振興会の活動にご理解とご支

新型コロナウイルス感染症の感染拡大で社会活動の

援・ご協力をいただき感謝申し上げます。おかげさま

制限下ですが、新体制のもとで健全な財団運営に邁進

で令和１年度は公益目的事業として研究助成６件、海

いたしますのでよろしくお願いいたします。

外留学の助成１件、学会・研修会等に対する助成４件
（新役員一覧）
役 職 名
理 事 長
常務理事

理

事

監

事

顧

問

評 議 員

氏
名
鈴木
忠（再任）
中里 洋一（再任）
（業務担当）
大島
茂（再任）
（財務担当）
白倉 賢二（再任）
飯野 佑一（再任）
木谷 泰冶（再任）
長嶋起久雄（再任）
根本 俊和（再任）
萩原 俊一（再任）
安部由美子（再任）
鈴木 庄亮（再任）
金澤 紀雄（新任）
饗場 庄一
奈良 純夫
山中 英壽
森川 昭廣
小山
洋（再任）
猿木 和久（再任）
横江 隆夫（再任）
山田 正信（再任）
渡邊 秀臣（新任）
宮久保純子（新任）

公立藤岡総合病院名誉院長

勤務先等

医療法人社団日高会日高病理診断研究センター長
群馬県立心臓血管センター顧問
群馬県済生会前橋病院リハビリテーションセンター長
くすの木病院乳腺健診センター長
医療法人中沢会上毛病院
独立行政法人群馬中央病院外科
公立七日市病院名誉院長
上毛新聞社専務取締役
群馬大学大学院保健学研究科生体情報検査科学講座准教授
エコヘルス研究会代表
高崎総合医療センター名誉院長・参与
群馬県健康づくり財団名誉院長
奈良内科医院院長
古作クリニック名誉院長
社会福祉法人 希望の家附属北関東アレルギー研究所顧問
群馬大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座教授
さるきクリニック理事長
国立病院機構渋川医療センター特命診療顧問
群馬大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科学分野教授
高崎健康福祉大学保健医療学部長・理学療法学科教授
宮久保眼科院長

賛群馬健康医学振興会
賛助会員のご案内

立された群馬健康医学振興会は、医学研究、教育や

公益財団法人群馬健康医学振興会
常務理事(財務担当）

開しています。

学会・研修会等に対する研究助成事業、医療関連書
籍発刊事業、講師派遣事業などの公益目的事業を展
このうち令和 2 年度の研究助成および海外留学助成

大島 茂（昭53卒）

の対象研究者は、本号中里理事の記事の通り決定しま
した。

群馬県の保健、医療、福祉への貢献を目的として設

ー 18 ー
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康医学シリーズ』として最新の医療情報や医学の進歩

こうした事業を遂行するために当財団では医師賠償

に関する書籍を発刊しています。平成元年４月に健康

責任保険の委託契約集金事務を行っていますが、公益

医学シリーズ 1「主治医のアドバイス」
（H1.4 月）を創

目的事業を安定して継続するためには賛助会員からの

刊して以降、
「わが家のドクター」
（H5.7 月）、
「健康づ

会費も不可欠です。賛助会費は個人、法人共に税制上

くり百科

の優遇措置を受けることができますので、当刀城クラ

―からだと生活と環境―」
（H8.6 月）、
「続・

主治医のアドバイス」
（H13.4 月）、
「重粒子線

切らず

ブ会報を読まれている皆様におかれましては群馬健康

に治すがん治療と医療最前線」
（H22.3 月）
、
「肥満と

医学振興会の活動についてご理解いただき、賛助会員

疾患」
（H29.8 月）まで計 6 冊を刊行しています。健

へのご入会を宜しくお願いいたします。
（詳細は、公益

康医学シリーズ 7 の具体的な内容は未定ですが、循環

財団法人 群馬健康医学振興会のホームページから『賛

器疾患をメインテーマとして令和 4 年刊行を目途に準

助会員ご入会のお願い』をご覧ください。）

備を進めています。
しますので、ふるってご応募くださるようお願いいたし

研究助成および
海外留学助成

ます。募集要項など詳細は当財団のホームページでお
知らせしております。

－令和２年度報告と令和３年度募集－

http://tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/zaidan/
ご不明な点などありましたら遠慮なく当財団事務局

公益財団法人群馬健康医学振興会
常務理事(業務担当）

にお問い合わせください。

中里 洋一（昭47卒）

公益財団法人群馬健康医学振興会事務局

公益財団法人群馬健康医学振興会（当財団）では

〒 371-8511 群馬県前橋市昭和町三丁目 39-22

公益目的事業の一つとして助成金の交付を行っており

群馬大学医学部刀城会館内

ます。令和 2 年度は研究助成と海外留学助成について、

TEL027-220-7873 ／ FAX027-235-1470

それぞれ 6 件（表 1）と 1 件（表 2）を採択し、助成

E-mail: gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp

金を交付しました。令和 3 年度も同様に助成金を公募
表１．令和２研究助成金採択者一覧
採択者氏名
解良

武士

黒住

献

柴田

淳史

徳江

浩之

平川

隆史

塚越真梨子

勤務先・職名
高崎健康福祉大学
保健医療学部理学療法学科 教授
群馬大学医学部附属病院 外科診療センター
乳腺・内分泌外科 助教（病院）
群馬大学 未来先端研究機構
内分泌代謝・シグナル学研究部門 准教授
群馬大学医学部附属病院
放射線診断核医学科 助教（部内講師）
群馬大学大学院医学系研究科
産科婦人科 准教授
群馬大学大学院先端腫瘍免疫治療学講座 助教、
群馬大学医学部附属病院外科診療センター 肝胆膵外科

研究テーマ
地域虚弱高齢者に対するサルコペニアスクリーニング
の妥当性と比較に関する研究
浸潤性乳癌における腫瘍免疫マーカー発現の臨床病
理学的有用性の解明
DNA 傷害により惹起される免疫制御系リガンド発現
制御機構の研究
死後画像検査を利用した群馬県内の孤独死の死因究
明と予防策
プラチナ耐性再発卵巣明細胞癌における薬物療法の
個別化
肝胆膵周術期サルコペニア症例に対するリハビリテー
ション栄養の効果に関する研究

表２．令和２年度海外留学助成金採択者
採択者氏名
山口

公一

勤務先・職名
群馬大学医学部附属病院
呼吸器・アレルギー内科 医員

研究テーマ
膠原病関連間質性肺炎の
基礎ならびに臨床研究
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留学先と留学期間
Department of Medicine / University
of Pittsburgh School of Medicine Division of Rheumatology and Clinical
Immunology
2020 年 9 月 1 日〜 2022 年 9 月 30 日

令和2年（2020年）9月1日

受賞

学

高安

幸弘（平 10 卒） 大学院医学系研究科耳鼻咽
喉 科・頭 頸 部 外 科 学 分 野
准教授

令和 2 年 8 月 1 日
信澤 純人（平 17 卒） 大学院医学系研究科病態病
理学分野 准教授

他 22 名

報告事項
１．法人のその後の活動について
２．第 67 回北関東医学会同窓会推薦講演について

謹

３．刀城クラブ会長立候補者及び会長適任者の推薦
受付（案）について
５．ご寄附のお願い（群馬大学基金）について

正会員

６．その他

昭和56年卒 三浦

協議事項
１．令和 2 年度同窓会「総会」と「教授の会」実施要
項（案）について
３．令和元年度収支予算書（案）について
４．大学からの困窮学生支援の依頼について
５．学術集会補助金について
６．会員名簿の発注業者について
７．会報編集状況について
８．会報のデジタルデータ化について

第 5 回役員会 （令和２年７月３０日）
他 20 名

報告事項
１．法人のその後の活動について
２．その他
協議事項
１．令和元年度収支決算書 ︵ 案 ︶ について
２．群馬大学医学部同窓会・刀城クラブ次期会長の推
薦について
３．令和 2 年度地域医療貢献賞候補者の推薦について

６．ホームページ運用規定及びロゴマークについて
７．会報編集状況について
８．その他

弘康先生（令和 2 年 4 月 8 日逝去）

昭和47年卒 広川

尚之先生（令和 2 年 4 月 8 日逝去）

昭和25年卒 濱田

毅先生（令和 2 年 5 月12日逝去）
正先生（令和 2 年 6 月27日逝去）

昭和29年卒 市川

典彦先生（令和 2 年 6 月29日逝去）

昭和35年卒 竹腰

昌明先生（令和 2 年 7 月 6 日逝去）

昭和50年卒 水沼

英樹先生（令和 2 年 7 月 9 日逝去）

昭和34年卒 新井

郁郎先生（令和 2 年 7 月13日逝去）

コロナウイルス感染により、これまで
自由に行動できていたことが規制さ
れ、マスクやフェースガードをつけての診療に疲れがた
まってきた今日この頃です。また梅雨前線の長期停滞
による大雨が各地に甚大な被害を与えました。被害の
大きかった熊本、大分、山形の 3 県には刀城クラブの
会員の方が多数ご活躍されております。被災された会
員の皆様には心よりお見舞いを申し上げます。今号は
北関東医学会総会や医学生のオンライン授業などにつ
いての内容です。東医体も中止になり、本当の夏が来
ない令和 2 年となりました。会員の皆様のご健康を祈
念申し上げます。
（藤田欣一）

編集後記

９．その他

５．学術集会補助金について

進先生（令和 元年 5 月24日逝去）

昭和32年卒 滝

昭和33年卒 湊

２．令和 2 年度地域医療貢献賞実施要項（案）について

４．令和 2 年度事業計画（案）について

告

ご逝去の報が同窓会事務局に入りました。
ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。

４．北関東医学会評議員候補者の推薦について

白倉会長

事

行雄（平 7 卒） 大学院医学系研究科脳神経
内科学分野 准教授
令和 2 年 7 月 1 日

第 4 回役員会 （令和２年６月２５日）

出席者

人

藤田

役員会だより
白倉会長

内

【昇 任】
令和 2 年 7 月 1 日

第８回日本医師会赤ひげ大賞
内 田 好 司（昭 39 卒）

出席者
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福田利夫（昭 51 卒）、平戸政史（昭
53 卒）、 藤田 欣一（ 昭 56 卒）、 安
部由美子（昭 57 卒）、大山良雄（昭 63 卒）、菊地麻美
（平 7 卒）
、星野綾美（平 13 卒）板垣由宇也（6 年）、
大玉浩嗣（5 年）、佐藤聖佳（5 年）、大津圭吾（3 年）、
中里優理（3 年）、中島拓海（2 年）、成瀬豊（事務局）、
清水ちとせ（事務局）
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