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　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。群
馬大学医学部は 1943 年に開校し、9 年後の 1952 年
に群馬大学医学部同窓会・刀城クラブは創設されま
した。刀城クラブの刀は利根川の刀（利）、城は赤
城山の城から名付けられたとされ、さらに刀は刀圭

（医術）に通じ、城は医学会における仲間が結集す
る城郭を表しております。刀城クラブの名前は当時
の先輩達が抱いていた母校への強い愛情と誇りを象
徴し、現在に受け継がれております。
　同窓会活動の目的は、会員相互の連携を図り、群
馬大学の発展に寄与し、医学の進歩に貢献するとい
うものです。皆さんは入学と同時に刀城クラブの会
員となります。刀城クラブは学生の学園祭やクラブ
活動への支援、国際交流支援、同窓会表彰などの活
動を行っております。卒業生に対しては、会員が主
催する学会・研究会への助成、会員の表彰など会員
への支援活動、国内各地における支部会活動の支援、
広報活動などを行っております。特に重要なのは名
簿編集事業で、大学に代わり卒業生の動向を把握す
ることです。群馬大学を卒業した医師は、家族やご
自身のためだけで無く、地域社会や国の財産でもあ
ります。会員の卒後動向調査は文部科学省の大学評

価の 1 つになっており、3 年に 1 度改訂される会員
名簿の編集は、大学評価に対応する大切な業務でも
あり、大学支援は同窓会活動の重要な使命です。
　同窓会は今年度中に一般社団法人を申請し、法人
化して、大学そして会員支援を強化してまいります。
同様に大学を支援する外郭団体に公益財団法人『群
馬健康医学振興会』があります。群馬健康医学振興
会は同窓会の資金を基に 1979 年に設立され、現在
は県民の健康増進を目的として、学会支援や医学研
究助成などの活動を行っております。地域貢献も医
学部同窓会の重要な活動です。
　群馬は観光地に恵まれ、あまり知られておりませ
んが古墳、埴輪が多く出土し、日本三古碑の 1 つで
ある多胡碑は歴史的に価値の高いものです。前橋は
器械製糸発祥の地で、市内各地に近代生糸産業発祥
の歴史が刻まれております。上毛三山（赤城、榛名、
妙義）に代表される山々にかこまれ、昭和キャンパ
スの近くには、古来より日本を代表する河川とされ、
兄弟に擬された名称をもつ日本三大暴れ川（利根川・
板東太郎、筑後川・筑紫次郎、吉野川・四国三郎）
の利根川が流れ、「水と緑と詩

ウタ

の街」と称され落ち
着いた街です。県外から来られた学生さんもきっと
群馬が好きになると思います。今年は残念ながら新
型コロナウイルス感染症の蔓延で、入学式が縮小さ
れ、対面授業もまだ完全には復活されていない状況
ですが、皆さんは規則正しい生活を身に着け、これ
からの 6 年間を医学生らしく立派に、そして楽しく
過ごしていただきたいと思っております。

新入生の皆さん、
入学おめでとうございます
医学部同窓会・刀城クラブ

会長　白倉　賢二（昭50卒）

入学おめでとうございます

新入生歓迎会（令和３年4月5日　刀城会館）
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　学友会執行委員長を務めております、医学科 3 年
の大津圭吾と申します。刀城クラブの先生方のご厚
意により、1 年ぶりに新入生歓迎会（同窓会オリエ
ンテーション）が執り行われましたこと、学友会よ
り感謝申し上げます。
　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
直接お会いする機会が少ないことが悔やまれます
が、このように紙面を通して皆さんにご挨拶できる
ことを大変嬉しく思います。
　さて、皆さんはこれから群馬大学の医学生の一員
として歩み始めます。学生生活の中では、もちろん
勉学に励み、医学を修めることが一番大切ですが、
その傍らで様々なことに挑戦することもまた大切で
す。部活動やサークルに打ち込むのもいいですし、
関心のある分野の学会や勉強会に参加するのもいい
でしょう。MD-PhD コースを活用して学部生のうち
から研究に励むこともできます。ぜひ、そういった
活動を通して、また様々な人たちとのかかわりの中

で視野を広く持ちながら、群馬大学での学生生活を
より豊かなものにしていってほしいと思います。
　もし、学生生活を送る上で不安に感じることや改
善すべきと思うことがあれば、学友会執行委員会に
教えてください。学友会は群馬大学医学部医学科の
全学生加盟による学生自治会で、執行委員会が大学
と学生との“橋渡し”の役割を担っています。例え
ば年 2 回行われる懇談会では、学生のアンケート結
果を踏まえ、教職員の方々とカリキュラムや大学施
設など学生生活全般について意見交換を行っていま
す。一人ひとりの声は小さくても、多くの声を集約
し、学生の“総意”として示すことで、これまで多
くの要望が実現してきました。執行委員会としても、
学生みながよりよい学生生活を送れるように努めて
まいりますので、アンケートやネット目安箱を通じ
て多くの意見をお寄せいただけたらと思います。ま
た、これらの活動に興味を持った方がいれば、ぜひ
執行委員として一緒に活動しましょう。
　最後になりますが、同窓会の皆様におかれては日
頃より様々な場面でご支援をいただき、大変感謝し
ております。我々学友会がこのように活動を継続で
きているのは、教授の先生方をはじめとする教職員
の皆様、そして大学関係者の皆様が学生の声に耳を
傾けてくださっているからに違いありません。今後
とも温かいご支援・ご協力を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。

ようこそ、群馬大学へ
学友会執行委員長

大津　圭吾（医学科3年）

入学オリエンテーション

令和２年度群馬大学医学部医学科新入生歓迎会（令和３年４月５日　基礎研究棟前にて）

コロナ禍のため、令和２年度新入生の集合写真は昨年度の入学時には撮影できませんでした。
今年４月に刀城クラブのオリエンテーションを実施した日に撮影することができました。
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　令和 3 年 4 月 1 日付けで公衆衛生学分野教授を拝
命いたしました浜

はまざき

崎景
けい

と申します。私は 1971 年に
東京に生まれ、3 歳半の頃父の仕事の関係でボスト
ンに行き 7 歳まで住んでいました。現地の小学校に
通った記憶はおぼろげですが、帰国時に家族 5 人で、
今にも壊れそうな緑のカローラで（実際何度も壊れ
て足止めされながら）アメリカ横断したことはよ
く覚えています。晴れていればテント、よっぽど雨
が降ればモーテルというジプシーのような生活を送
り、3 週間ほどでサンフランシスコにたどり着きま
した。そこでカローラを売って飛行機代にして何と
か日本に戻ってきたのですが、所持金が 2,500 円ほ
どしかなかったそうで、かなり無茶で冒険的な両親
でした。こんな両親が反面教師となり小心者の私が
出来上がったのだと思います。
　帰国後は、小学校 2 年生から中学校 1 年生まで千
葉に、その後、父の転勤で富山に移りました。高校
に入学した秋に、また父の仕事の関係で半年間シカ
ゴに移ったのですが、半年では中途半端だと思い、
クラスの友人達を通じて自力でホストファミリーを
探してお世話になることになりました。振り返って
みますと、理解のある、楽しいファミリーに支えら
れた、あの半年間が私に大いに影響を与え、人生の
ターニングポイントになった気がします。
　三重大学を卒業後（1996 年）は同大学の第 3 内
科に入局し、関連病院を含めて 4 年間の研修を積ま
せて頂きました。その後、大学院は実家のある富山
医科薬科大学（現在の富山大学）に進学し、念願で
あった父とのω3 系多価不飽和脂肪酸に関する共同
研究が始まりました。最初の頃は主に循環器疾患に
関する観察研究やランダム化比較試験などを行なっ
ておりました。その後、2006 年には脳神経とω3 系
多価不飽和脂肪酸の権威であるアメリカ国立衛生研
究所（NIH）の Hee-Yong Kim 博士のもとで 2 年間

留学し、脳虚血モデルの動物実験におけるω3 系多
価不飽和脂肪酸の役割であったり、精神疾患患者の
死後脳を用いた海馬における多価不飽和脂肪酸の役
割だったりを報告して参りました。このラボでは毎
週のように、各研究者がボスのところに進捗状況を
報告しなければならなかったのですが、私の場合に
は何故か将来の進路についての話しが多かったよう
に記憶しております。“大学で研究の道に進みなさ
い”というご助言だったのですが、私自身はしばら
く研究したらなんとなく臨床に戻ることを考えてい
たので、最初のうちは話半分に聞いておりました。
しかし、後半になるとだんだんと、後進育成の重要
性、教室を持つことの楽しさ・生きがい、研究成果
を世の中に還元するすばらしさなどを真剣に考える
ようになっていきました。そして運良く帰国後は、
以前学位の副査をして頂いた公衆衛生学講座の稲寺
秀邦教授にお誘いいただき、助教として大学に残る
ことができました。2010 年には、国家プロジェク
トである環境省の「子どもの健康と環境に関する全
国調査（通称“エコチル調査”）」という出生コホー
ト研究に参加することになりました。立ち上げ当初
は、あまりの忙しさに自分の研究がほとんどできな
い状態がしばらく続きましたが、10 万人のデータ
を使ってω3 系多価不飽和脂肪酸関連の論文を執筆
させて頂けるという幸運にも恵まれました。母子保
健領域のω3 系多価不飽和脂肪酸では、周産期うつ
と神経発達がトピックスとなっており、この両者と
も執筆させて頂きました。そんな折、群馬大学で公
衆衛生学分野の教授の公募があることを知りまし
た。他大学にはない“食健康科学教育研究センター”
という魅力的な組織があり、また前任の小山洋教授
が“セレン”という栄養学的な研究もされており、
是非この教室を後任させて頂きたいという強い気持
ちが湧き、この度教授として着任させて頂いた次第
であります。ご採用頂いたからには、今後は教育や
研究のみならず、群馬県のためにも粉骨砕身貢献し
て参りたい所存です。もうすでに諸先生方、事務の
方々より心のこもったご支援を頂き感謝しておりま
すが、今後ともどうぞご指導ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

着任のご挨拶
公衆衛生学

教授　浜崎　景（特別会員）

新任教授紹介
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母校に望む 76

　私は昭和 58 年に群馬大学を卒業しました。中学
では卓球、高校では弓道をやっていましたが、大学
では浦和高校出身ということでサッカー部に拉致さ
れました。学部 5 年生で学友会運動部長をした時、
東医体総合 3 位になり表彰を受けたこともありまし
たが、いろいろな運動部の先輩や後輩と交流を持て
たのが、卒後 38 年経た今でも私の財産となってい
ます。
　卒業後は旧第二外科に入局し、大学の他、関連病
院をローテーションし、一般外科研修後に消化器外
科専門医を取得。平成 3 年 6 月に現在の渋川医療セ
ンターの前身である国立療養所西群馬病院に赴任し
ました。私の西群馬でのミッションが肝臓外科を始
めることでしたので、赴任後すぐに国立療養所松戸
病院（現在の国立がん研究センター東病院）に肝切
除の勉強のため国内留学しました。松戸の肝癌治療
は内科・外科・放射線科・病理がいつもカンファレ
ンスして方針を決め、外科医も肝動脈塞栓術やエタ
ノール注入などの内科的治療を放射線科医、内科医
とともに行い、キャンサーボードによる患者の治療
方針決定も安全な医療を提供することを重視して行
われました。当時の貴重な経験も私の財産です。
　平成 3 年 12 月から西群馬病院で肝臓外科医として
スタートし、最初の肝切除 1 例目は緊張しましたが、
その方が 17 年間生存されたのは大きな励みとなりま
した。肝がん診療は消化器内科医 3 名に私が一緒に
加わって松戸方式で診療を行い、消化器外科医の後
輩を育てながら、肝がん患者台帳を作りデータベー
ス化して学会・論文発表も精力的に取り組んできま
した。平成 15 年 7 月に副院長に昇任し、病院運営管
理業務を行いながら肝がん診療を中心に症例数を重
ね、平成 28 年 4 月に渋川総合病院と合併して現在の
国立病院機構渋川医療センターになってからは、若
干肝細胞癌症例が減りましたが、治療を行った初発
の肝細胞癌症例は 600 例にのぼっています。
　“母校に望む”と言うことで私なりに、医学生や

若手医師の皆さんと母校に対し想うことを述べさせ
ていただきます。
　私は学生時代に運動部に所属していたので先輩か
ら群馬大学の学生歌“山

やま

脈
なみ

さやかに”をよく歌わさ
れ覚えさせられました。歌う機会など全然ない今で
も『山

やま

脈
なみ

さやかに　薄
うす

靄
もや

截
き

りて・・・』というメロ
ディーが頭の中にすぐに浮かび歌えます。他に忘れ
てしまう歌はいくらでもあるのに不思議です。
　外科医師として駆け出しの頃、やはり先輩から「術
後の患者さんは、いつおかしくなるかわからない。
少しでも早く異常を察知することが肝要」と教わり
ました。入院患者を昼間はいつでも観察できるが、
夜は昼間と同じ長さの時間があるのに患者さんを観
察できないことで気にかけていた私は、毎朝早めに
出勤して朝一番に入院患者さんを診察しカルテに記
録すること。また夜帰る前にも患者さんを診察し声
掛けすることを何十年もずっと行ってきました。院
長になった今でも毎朝 6 時過ぎには病院に来て、朝
7 時の入院患者さんの朝食前に診察を行い、カルテ
記載をしています。自分の中では当たり前のことに
なっています。
　第 9 代米沢藩主で名君として名高い上杉鷹山の

「なせば成る　なさねば成らぬ何事も　成らぬは人
のなさぬなりけり」という言葉がありますが、成功
しないのはやろうとしないからであって、自らやる
気を起こさなければ何もできない、人任せで言われ
たことしかしない人間はつまらない一生を終えてし
まうのだと思います。
　若手の先生方には、患者さんの気持ちに寄り添い、
専門性に磨きをかけ、質の高い安全な医療を提供す
ること。そして新型コロナウイルスにより、人との
交流もままならぬ時期ですが、コミュニケーション
力を身に付けチーム医療のリーダー的役割を果たせ
る医師になってもらいたいと思います。また、ロボッ
トや AI の活用など現在の医療の日進月歩は目覚ま
しく、いろいろ新しい経験ができることが、興味を
持ち習得していくきっかけになるので、常に患者さ
んに最先端の医療を提供しながら症例を積み重ね、
患者さんに良好な結果をもたらせるべく、修練し精
進を重ねていってもらいたいと思います。
　最後に、『若き世代の心のすみか』である母校の

『群馬大学』には、医療人としての高い倫理観をも
ち、コミュニケーション力をそなえ、他とも協調し
てリーダー的役割も果たせる医師の育成に力を入れ
てもらいたいと願います。

国立病院機構渋川医療センター
院長　蒔田　富士雄（昭58卒）

“山
やま

脈
なみ

さやかに”に想
おも

う
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　五十嵐先生は、“一筋の道”というタイトルで平
成 3 年 2 月 28 日に定年退官最終講義を行っていらっ
しゃいます。学生に対する講義でしたが、先生の在
職 33 年間における業績をまとめてあり、いつまで
も色あせない専門家の学生に対するメッセージだと
思います。（五十嵐先生の退官記念の業績集・臨床
統計集）
　先生の講義が分かりやすい理由は、病態とその症
状を科学的に結び付けることの説明から始まり、さ
らにその病態を理解した上での治療法までもが理論
的に一つの線で結ばれるように解説されていたから
だと思います。同様に、先生の著書、産婦人科最新
診療指針は、世代を超えて全国の産婦人科の診療医
に読まれ、実際の診療のバイブルとされていたと産
婦人科学会の重鎮の先生方に教えられました。当時
は産婦人科ガイドラインが編纂されてなく、適切な
診断と治療の指針を示す書がありませんでしたが、
五十嵐先生の授業からもわかるように、本書では、
論理的に病態を説明しその科学的根拠を基に治療を
解説するというもので、さらに最先端の論文の引用
を丁寧に行い実際的な処方法も示されて、産婦人科
医の中でのベストセラ―でした。
　1970 年代に構造解析が成功した LH-RH だけでは
解釈できないため未知のホルモン制御機構を理解す
るために、五十嵐先生は豚の脳 28 万頭分を 2 年間
かけて集めて、新規の生理活性物質を同定すること
を開始します。私が先生の研究室にお世話になるの
は、1977 年に産科婦人科教室に入局した時で、産
婦人科の研究室には、床から天井まで届きそうな長
いゲルろ過のカラムがあり、五十嵐先生自ら、豚の
視床下部の抽出物から分子量を基に分離されてサン
プルをつくるのに使用されたものでした。共同研究
者であった松尾寿之、寒川賢治両研究者が再分離し
たサンプルを基に、毎週五十嵐先生が先頭に、金曜
一日をかけて、検体を作りその中に含まれる FSH
と LH の量を測定しました。その測定数は数千本に
もなり、我々がお手伝いをしながら、一週間以内に
結果をだし、毎週同様の実験を進行させ目標を絞っ
ていくというものでした。当時は最新のアイソトー

プを測定する機械が共通のアイソトープの機器室に
ありましたが、当教室が何千本もの測定を毎週行う
のが恒例となっており、ホルモン標識用のアイソ
トープを施設で許可される限られた量のほとんどを
使用し RIA をおこなっていました。
　この実験系を利用して、長谷川喜久、宮本薫
先生を中心に、視床下部からの新規の活性物質
は LH-RH 類似のものとして鳥類の脳から報告し、
FSH の分泌制御に関わる新規の物質としてインヒ
ビンの構造決定さらには、新規の成長因子として
のアクチビンの構造決定へとつながっていきます。
インヒビンの分泌動態の検討から、インヒビンが
FSH 分泌を抑制するように卵巣から分泌され、各
動物の排卵数を制御していることが明らかになり、
ヒトの単一排卵のメカニズムに深くかかわっている
こともあきらかになります。この発見までは、視床
下部の LH-RH の分泌制御により下垂体からの LH・
FSH の分泌が排卵を誘導し、卵巣からのエストロ
ゲンは視床下部の LH-RH 分泌に影響することはし
られていましたが、新たに卵巣からの蛋白因子であ
るインヒビンは、下垂体の FSH 分泌を抑制するこ
とを明らかにした画期的研究成果です。この成果が
報告がされた頃は、私は留学中であったため、日本
での反響を知ることはできませんでしたが、国際的
には大変注目を集め生殖内分泌の分野のトピックと
して評価された研究成果でした。
　五十嵐先生は、一般外来、不妊外来、手術、金曜
日一日中の研究、教授会での用務、産婦人科学会、
不妊学会での学会の業務に邁進し、さらにご子息か
らのお話では、毎早朝からの論文執筆、論文検索を
され、大学の勤務前から仕事を始めておられました。
　ご自分では、私の同級生はみな才能があったので
医師を選ばなかったが、私は才能がないので医師の
道を選んだのですと学生時代のことを述懐されるこ
とがありました。先生は、医学に対する情熱から、
研究、臨床と教育において創意工夫を日々の知識の
蓄積から導き、自己研鑽の在り方をスケールの大き
いレベルで示していただきました。さらに、退官後
の子宮内膜症に関する臨床研究で研究室を休日に独
占して資材を作成するお姿からも、五十嵐先生は、
医学・医療に研鑽できる並外れた才能をお持ちの先
生でした。
　五十嵐先生の示された医学・医療に対する姿勢が、
群馬大学の学生、大学院生、また産婦人科の医師が
継承するべき姿勢であり、群馬大学の伝統となるこ
とを、祈念いたします。

故 五十嵐正雄先生を偲ぶ
　　　　　　　　　　群馬大学名誉教授

　峯岸　敬（昭52卒）

追　悼
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　群馬大学重粒子線医学センターは刀城クラブ会
員をはじめとする学内外のみなさまのご協力によ
り 2010 年の治療開始以来順調に治療を続けており、
2020 年 12 月までにのべ 4561 名の治療を行ってき
ました。疾患別としては前立腺癌が 6 割程度となっ
ており、この割合は長らく変わっていません。一時
停滞していたこともありますが近年の治療人数は増
加傾向であり、今年度中に 5000 名を超える予定で
す。昨年はコロナ禍により治療人数の減少が危惧さ
れましたが、過去最高の 700 名を超える患者さんの
治療を大きな問題なく行うことができました。短期
間での治療が可能で、QOL が良好な重粒子線治療
を必要とする患者さんが多くいらっしゃることをあ
らためて感じます。一方で、重粒子線治療を受ける
患者さんは群馬県内にとどまらず、非常事態宣言が
発令された首都圏など遠方からの方も多く、感染対
策に苦慮しました。大学病院としてのメリットを生
かし、感染制御部等からご指導いただき、さまざま
メディカルスタッフの連携体制を整え、結果として
大きな問題なく治療継続できていることは幸いで
す。非常事態宣言は終了しましたが、油断できる状
況にはなく今後も感染予防対策を行い、患者さんが 
安心して重粒子線治療を受けることができるよう、
スタッフ一同で取り組んでまいります。
　治療開始から 10 年を超え、コロナ以外の重粒子
線治療を取り巻く環境も変化しています。2021 年 4
月に重粒子線医学推進機構の改組が行われました。
以前より、大学の重粒子線医学推進機構内の研究
部門と臨床部門、さらに病院の中央部門としての組
織があり、構造やスタッフの所属の複雑性が問題と
なっておりました。今回、機構内を研究・教育を目
的とした重粒子線医学研究センターの医学部門、物
理学部門、生物学部門に再編し、臨床部門である病
院の重粒子線医学センターとの関係、協力体制を明
確にしました。このことによりガバナンスを高め、

重粒子線治療開始10年
を超えて

重粒子線施設だより⑨

重粒子線医学研究センター　医学部門
教授　河村　英将（平15卒）

効率的な運用が行えるようになったと考えます。通
常の X 線を用いた放射線治療も含む学内外との連
携という点でも今後の更なる発展を期待していま
す。
　本年2月に山形大学医学部 東日本重粒子センター
での治療が開始され、日本の重粒子線治療施設は 7
施設となりました。山形では群馬大学で研修を受け
たり経験を積んだりした医師、物理士が施設の立ち
上げ、運営に貢献しています。大学病院に併設さ
れる重粒子線治療施設として群馬大学が期待される
役割の一つである人材育成の成果であり、重粒子線
治療の普及に貢献することができたと考えておりま
す。日本国内の全ての重粒子線治療施設が参加した
J-CROS というグループがあり、多施設共同研究を
進めています。この J-CROS の取り組みによって得
られた成果が認められ、従来先進医療として行われ
ていた疾患のうち、根治的切除不能な骨軟部腫瘍、
口腔咽喉頭の扁平上皮癌を除く頭頸部悪性腫瘍、転
移のない前立腺癌が順次保険適用となりました。重
粒子線治療は施設や治療人数の絶対数が少なく、さ
らなる保険適用の拡大にむけて施設間の協力体制
を構築しています。各施設が学会主導の統一方針に
則った治療を行い、症例登録により臨床成績の集積
を行っています。重粒子線治療施設は日本の他では
ヨーロッパの数施設、中国と少なく、重粒子線治療
についての知見では日本が世界のトップを走ってい
ますが、世界でも増加傾向にあります。アメリカで
も設置が決まり、日本製の治療装置で治療が行われ
る予定です。日本が世界を牽引するリーダーとして、
今後も研究および人材育成の国際的な拠点として発
展できるように、国内外の連携を深めていきたいと
考えております。
　昨年行われた医学部附属病院の医療安全週間では
重粒子線医学センターの緊急対応訓練についての報
告が優秀賞をいただきました。重粒子線治療は多数
の職種の協働が必須であり、また、病院内の各部門、
地域の先生方のご協力を得て成立しております。刀
城クラブの皆様を中心としたたくさんの方々のご支
援が基盤になっているものと思います。今回の受賞
は治療開始より 10 年以上、チームとして治療にあ
たり、皆でさまざまな困難に対応してきたことが一
つの形となり、ご評価いただいたものと考えており
ます。引き続きご支援、ご指導のほどよろしくお願
いいたします。
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　2021 年 2 月 11 日（木）〜 25 日（木）の 14 日間、
第 24 回日本遠隔医療学会学術大会ならびに第 25 回
国際遠隔医療学会、日本遠隔医療学会スプリングカ
ンファランス 2021 を WEB 開催いたしました。本
学術集会開催にあたり群馬大学医学部同窓会のご支
援を賜りましたこと、会を代表し深く御礼申し上げ
ます。
　本来であれば 2020 年に対面で行う予定でしたが、
COVID-19 パンデミックに対応して翌年に延期の
上、大会のテーマである「遠隔医療　時空を超える
絆」を実現する新しい生活様式を取り入れた Web
開催方法にデザインし直しました。
　今、世界では交通や対面のコミュニケーションが
遮断されていますが、本大会では完全なオンライン
形式で感染のリスクや移動・時差の問題を排除し、
自由な時間に学会に参加できるようにしました。ま
た、リアルタイムなオンライン発表では、時差の問
題や発表者や座長が参加できないリスクがあるた
め、発表は全て事前収録としました。
　大会は国際大会（英語）と国内大会（日本語）の
2 部構成で、全 207 演題、一般演題数は国際大会 31
演題、国内大会 99 演題を採用し、大会企画シンポ
ジウムは国際 7 セッション、国内 4 セッションで合
計 52 名のシンポジストが登壇しました。参加者も
過去最高となり、世界 25 か国から 441 名に参加い
ただきました。
　COVID-19 到来で世界の遠隔医療は大きく前進し
ましたが、COVID-19 はまだ我々を脅かし続け、遠
隔医療を活用できない同胞も世界に多くいます。今
回、COVID-19 第 1・2 波で経験した遠隔医療の活
用方法を本大会で世界の同胞にシェアすることがで
きました。人類の英知を結集し、時空を超えた絆で
COVID-19 パンデミックを乗り越えましょう！ご協
力・ご支援賜りましたすべての皆様に心より感謝申
し上げます。ありがとうございました。

第24回日本遠隔医療学会学術大会、第25回国際遠
隔医療学会ならびに日本遠隔医療学会スプリングカ
ンファランス2021へのご支援の御礼

利根中央病院　診療部長・外科
郡　隆之（平6卒）

学会報告（同窓会補助）

　初夏の候、同窓会の皆様におかれましては、益々
ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、新型コ
ロナウイルスの感染拡大に伴い、診療などに尽力さ
れている皆様に対し、心から敬意を申し上げます。
　さて、第 94 回日本内分泌学会学術集会を開催さ
せていただきました。新型コロナウイルスの感染が
拡大している状況を鑑み、本集会は完全バーチャル
開催及びオンデマンド開催（2021 年 4 月 22 日〜 4
月 24 日：ライブ配信期間、4 月 22 日〜 5 月 30 日：
オンデマンド配信期間）とさせていただきました。
本集会開催にあたり、群馬大学医学部同窓会より多
大なご支援を賜り、誠にありがとうございました。
おかげをもちまして、全国より多数のご参加をいた
だき、盛会裡に終えることが出来ました。
　本集会は「本質に迫り、ホンモノを目指す」をテー
マとし、活発で充実した議論が展開された会となり、
今後の内分泌学の更なる躍進に向けての大きな一歩
を踏み出せたと存じます。本集会では、多数の皆様
からの演題登録をいただき、約 200 演題の特別講演
やシンポジウム、約 700 演題の一般口演を配信する
ことができました。2021 年はインスリン発見 100
周年にあたり、記念シンポジウムとして「ホルモン
としてのインスリン」を 2 日間にわたり開催させて
いただき、特別講演は国立遺伝研究所　相賀裕美
子先生より「生殖医療の性分化機構」、慶應義塾大
学　榊原康文教授より「医療と AI」、日本大学　桒
原正靖教授より「核酸アプタマーの診断への応用」、
さらに米国より、ヒト GnRH 遺伝子をクローニン
グされた Sally Radovick 教授より、「The Molecular 
Basis of Hypogonadism: From Mouse to Human 
Models.」、ヒト TSH 遺伝子をクローニングされた
Fredric Wondisford 教 授 よ り「New Thoughts on 
Hepatic Gluconeogenesis in Diabetes Mellitus.」 と
して最新の研究についてもご講演いただきました。
　本集会は、群馬大学医学部同窓会の多くの先生に
ご参加いただくのみならず、集会の企画立案、運営
や講演など多方面でのご協力を賜りました。この場
をお借りして、集会を代表して改めて感謝申し上げ
ます。本当にありがとうございました。

第94回日本内分泌学会
学術集会のご報告と御礼

内分泌代謝内科学
教授　山田　正信（昭58卒）

学会報告（同窓会補助）
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　このたび神部重八洲氏（昭 27 年卒・医大 1 回生）よ

り群馬健康医学振興会に多額なご寄附を頂きました。

感謝状の贈呈とご挨拶に令和 3 年 4 月 21 日先生宅を

訪問いたしました。先生は卒業後、群馬大学第 1 外科

に入局し、故石原恵三教授のもとで研鑽を積まれた後

に富岡市で神部医院院長として地域医療に従事し、93

歳の現在もお元気に診療されております。常 、々若い

人々のための社会貢献を考えておられたとのことで、当

財団の案内を知りご寄附したとのことです。これは恩

師である故石原恵三先生との約束でもあったとのこと

でした。第 1 外科同門および同窓会刀城クラブに対す

る思いは強く、先生はいろいろなエピソードを熱く語ら

れました。最近はとかく母校に対する思い・同窓生同

士の関係も希薄になる風潮ですが、あらためて古き時

代の刀城クラブ諸先輩の方々の母校に対する思いを知

りました。話はつきませんでしたが、財団として先生の

ご厚意を十分に活かすことを約束し、ご自宅を後にし

ました。

　財団は県民の健康づくりのための研究助成、書籍発

刊および地域住民の医学知識向上のため講師派遣の

公益的 3 事業を展開しています。財団事業において神

部重八洲先生のご厚意をどのように活用するか、俯瞰

的視点に立って検討するため神部基金検討委員会（委

員長 森川昭廣 財団顧問・群馬大学名誉教授 昭 44 卒）

を設置いたしました。現在、次年度（令和 4 年度）事

業から対応できるように準備を進めています。今年度

は間に合いませんが、次年度からはより充実した事業

展開が出来ることと思います。

神部基金検討委員会
設置について

公益財団法人群馬健康医学振興会
理事長　鈴木　忠（昭45卒）

神部重八洲先生宅にて（令和3年4月21日）
左より、大島茂常務理事、鈴木忠理事長、神部重八洲先生、長嶋起久雄理事
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　今年は新型コロナウイルス感染症のため東京オリン
ピックが開催できるか否か、皆さんやきもきしているこ
とと思います。何はともあれ、健康第一！（公財）群馬
健康医学振興会はもっともっと活躍しなければと、張
り切って新しい年度をスタートしました。新年度は健康
医学ガイド 7 の発刊事業に着手、研究助成・海外留学
助成の充実化、神部基金による新規事業の立ち上げな
ど、振興会の活動は質的にも量的にも拡大してきており
ます。この中にあって従来から続けている健康医学を
テーマとした講演会、セミナー、講習会などへの講師
派遣事業は、地味ではありますが、地域の皆さんの健
康維持活動に着実にお役に立っていることと思います。
今年度もこの講師派遣は本振興会の事業計画に盛り

込まれていますので、健康作りに関する講演会や勉強
会を計画しておられる場合には是非ともご利用くださ
い。講演会などのテーマさえ決まっていれば、それに
相応しい講師を群馬大学医学部の先生方のご協力の
下、推薦させていただきます。講師の旅費や謝金は原
則として主催者の負担となりますが、振興会でも経費
の一部を援助することができます。
　学会や研究会に対する助成金支援事業は本振興会
が公益財団法人として認可された 2015 年からはじめ
られました。大きな学会や研究会の開催には開催費用
を捻出するために寄付集めが欠かせませんが、この寄
付に伴う税法上の問題を公益法人の立場を生かして解
決し、学会・研究会を援助することが本事業の目的で
す。この援助対象になる学会・研究会は群馬県内で開
催されるものは勿論のこと、他県での全国学会や国際
学会でも、主催事務局が群馬県内に置かれていれば、
対象となります。さらに群馬県内において市民公開講
座などを併催していただければなおさら結構です。集
まった寄付金は 5％を振興会の事務経費として控除し、
95％は助成金として学会事務局に対して交付します。
これから学会や研究会を主催される先生方は是非とも
本振興会の助成金支援事業をご利用ください。

　群馬健康医学振興会では県民の健康増進を図るた
め、医療啓蒙を目的とした書籍の編集出版、医療関係
職が行う研究・事業や海外留学に対する助成、健康づ
くりを目的とした学会・学術集会等への助成などを事
業展開しています。
　令和 3 年度の事業計画、収支予算はいずれも 3 月
25 日に開催された理事会で承認されました。このうち
事業計画は右記の通りであり、概ね令和 2 年度と同様
の内容です。
　事業計画のうち書籍出版（1.）に関しては、特定費用
準備金として平成 29 年度から毎年定額を積み立ててお
り、令和 4 年度を目途に健康医学ガイド第 7 刊を発刊
予定です。
　また、安定した事業遂行のためには収益事業も重要
であり、賛助会員の拡充（6.）、医師賠償責任保険の
委託契約集金事務の拡充（7.）も重要な計画と位置付
けています。

　刀城クラブ会員の皆様には、令和 3 年度も当財団を
積極的に活用して頂くとともに、賛助会員等としてのご
協力も宜しくお願い致します。令和３年度事業計画

公益財団法人群馬健康医学振興会
　常務理事（財務担当）　

大島　茂（昭53卒）

募集中です！
「講演会などへの講師派遣」
「学会・研究会への助成金交付」

公益財団法人群馬健康医学振興会
　常務理事（業務担当）　

中里　洋一（昭47卒）

公益財団法人群馬健康医学振興会 令和 3 年度事業計画書
（令和 3 年 4 月 1 日〜令和 4 年 3 月 31 日）

　地域住民の幸福と生活の質の向上のためには、生涯を通じて健康であること
が何よりも重要である。
　群馬県民が生まれて育った土地で、家族と共に健康で生き生きとした生活を
送るためには、医学の発展と県民自らの健康生活への知識の向上、生活環境
の整備、地域の保健、医療、福祉など健康向上のための施策と共に、地域の
医療、保健、福祉関係者の連携と地域住民への啓蒙活動が求められている。
　本会は、設立の趣旨に則り県民の健康増進を図るため、発足以来の事業方
針を踏襲し健康と医学の関連を科学的に解明し、医学・医療・保健・福祉活動
を通じた県民の健康づくりの推進運動に寄与するため次の事業を行う。

１． 社会医療福祉活動及び健康医学教育の振興、地域住民の医療啓蒙を目的
とした書籍の編集出版。

２． 地域医療の向上を目的とした医療関係職等が中心となって行う研究、事業
に対する研究助成金の募集及び交付並びに海外留学に対する助成。

３． 全国及び近隣地域で行われる市町村、社会福祉法人、民間団体等、県民
及び近隣の住民が主体となって行う健康づくりを目的とした医学、医療、
福祉に関する公開講座、セミナー、研究会、学術集会、学会、ワークショッ
プその他の地域の保健医療福祉活動に対する指導、講師派遣、コンサル
ティング、募金活動等の支援及び本財団法人との共催事業の開催。

４． 関東地方、県レベルで行われる教育機関、スポーツ競技団体等が主催す
るスポーツ競技会、地域住民が参加する交流会、健康増進を目的とした事
業への協力、帯同ドクター、トレーナー、看護師、栄養士等の医療支援ス
タッフの派遣。

５． 地域で行われる健康診断、メディカルチェック事業等に対する医療専門職
の派遣、コンサルティング活動。

６． 賛助会員の拡充
７． 医師賠償責任保険の委託契約集金事務の拡充
８． その他、目的を達するために必要な事業
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【昇　任】
令和 3 年 1 月 1 日
　土橋　　洋（昭 59 卒） 国際医療福祉大学医学部病

理・病理診断学教室　教授

役員会だより

第2回役員会 （令和 3年 2月 25日）

出席者　白倉会長　他 17 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．新入生オリエンテーションについて
２．卒業時同窓会表彰学生の選考について
３．会報編集状況について
４．その他

第3回役員会 （令和 3年 3月 25日）

出席者　白倉会長　他 20 名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．令和３年度新入生オリエンテーションについて
３． 令和２年度退任教授へ記念品と花束の贈呈につ

いて
４．大学と同窓会連合会との懇談会について
５．その他
協議事項
１．会報編集状況について
２．その他
　　１） 令和２年度刀城クラブ役員会等予定表につ

いて
　　２） 一般社団法人群馬大学医学部医学科同窓会・

刀城クラブ定款（案）の意見募集について

【採　用】
令和 3 年 4 月 1 日
　浜崎　　景（特別会員） 大学院医学系研究科公衆

衛生学分野　教授
【昇　任】
令和 3 年 4 月 1 日
　設楽　　仁（平 13 卒） 医学部附属病院整形外科　

講師

桜舞う季節が過ぎ、新緑の時期とな
りました。「コロナの時代」を生きる

私達の日常にも、めぐる季節だけはこれまでと何も変わ
らず、訪れては去っていくようです。昨年は軒並み行事
が中止となり、同窓会の新入生歓迎会も実施されませ
んでしたが、今年は午前・午後に分散して２学年を対
象に行われました。上州の春の風の中、屋外で記念撮
影に臨む新入生、２年生の皆さんの輝くまなざしの先
には、間違いなく「未来」が見据えられていたように感
じます。それぞれの土地、職場で、今まさに様々な困
難や未知の経験に立ち向かわれている諸先輩方、同門
の先生方、どうかご自愛をいただきつつ、益 ご々活躍
くださいますことをお祈り申し上げます。（菊地麻美）

編集後記

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）、大玉浩嗣（6 年）、佐藤
聖佳（6 年）、中里優理（4 年）、大津圭吾（3 年）、中
島拓海（3 年）、成瀬豊（事務局）、清水ちとせ（事務局）

編集委員

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

正会員
昭和29年卒 塩路　和男先生（令和 2 年 1 月 4 日逝去）
昭和61年卒 縄田　浩子先生（令和 2 年 3 月25日逝去）
昭和56年卒 多田　博行先生（令和 2 年 5 月28日逝去）
昭和33年卒 塚田　　穣先生（令和 2 年10月30日逝去）
昭和31年卒 山路　達雄先生（令和 2 年11月29日逝去）
昭和30年卒 寺尾佐武郎先生（令和 2 年12月 3 日逝去）
昭和32年卒 石井　　稔先生（令和 2 年12月16日逝去）
昭和28年卒 加藤　　宏先生（令和 2 年12月19日逝去）
昭和28年卒 若尾　哲夫先生（令和 3 年 1 月25日逝去）
昭和38年卒 最所陽太郎先生（令和 3 年 1 月27日逝去）
昭和35年卒 大澤　章吾先生（令和 3 年 2 月22日逝去）
昭和36年卒 登田　尚良先生（令和 3 年 3 月 4 日逝去）
昭和38年卒 川辺志津子先生（令和 3 年 4 月 8 日逝去）

名誉会員
五十嵐正雄先生（令和 3 年 4 月 9 日逝去）

お  詫  び

　前号 261 号の「日本医師会『最高優功賞』をい
ただいて」において、故大根田玄寿先生（名誉会員）
のお名前の表記に誤りがありましたので、ここに謹
んで訂正しお詫び申しあげます。

誤 大根田亥寿先生
正 大根田玄寿先生

学学 内内 人人 事事

学学 外外 人人 事事叙勲
　旭日双光章

　　　　　石田　稔（昭 47 卒）




