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【日時】　第 1日目　令和 3 年 9 月 30 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 3 年 10 月 1 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Ⅰ・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

全国支部長・支部代表者会議
 【日　時】　令和 3 年 10 月 23 日（土）15：00 〜
 【場　所】　群馬大学医学部刀城会館ホールⅡ
 【次　第】
 　同窓会長挨拶
 　　１. 支部の在り方について
 　　２. その他

総　　会
 【日　時】　令和 3 年 10 月 23 日（土）17：00 〜
 【場　所】　群馬大学医学部刀城会館ホールⅡ
 【議　題】　
 　第１号議案　令和 2 年度事業報告について
 　第２号議案　令和 2 年度会計決算報告について
 　第３号議案　令和 3 年度事業計画について
 　第４号議案　令和 3 年度会計予算について
 　第５号議案　 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）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】　令和 3 年 10 月 23 日（土）18：00 〜
 【場　所】　群馬大学医学部刀城会館ホールⅠ
 【会　費】　5,000 円

※今後の新型コロナウイルス感染状況によっては懇親会を中止させていただく場合があります。
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第 1日　令和 3年 9月 30 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 〜 16：10

【特別講演Ⅰ】13：05 〜 13：45
座長　菊地千一郎（群馬大院・保・リハビリテーション学）
閾値下うつ病のためのモバイルアプリケーション
平尾一樹（群馬大院・保・リハビリテーション学）

【特別講演Ⅱ】13：45 〜 14：25
座長　中村　哲也（群馬大医・附属病院・臨床試験部）
僧帽弁と大動脈弁の形成術：完成後の進化と Frontier
阿部知伸（群馬大院・医・循環器外科学）

（休憩 5分）

【一般演題A（ポスター発表）】
セッション１　14：30 〜 14：50
座長　富田　治芳（群馬大院・医・細菌学）
１. 全身性エリテマトーデス、 皮膚筋炎、 自己免疫

水疱症における協調したレトロトランスポゾンと
I 型 IFN 発現と IFN 経路の特徴

 栗山裕子 1、清水　晶 1,2、金井早紀 1、及川大輔 3、
 徳永文稔 3、石川　治 1、茂木精一郎 1

 （１ 群馬大院・医・皮膚科学）
 （２ 金沢医科大学皮膚科学講座）
 （３ 大阪市立大学大学院医学系研究科分子病態学）
２. Antifibrotic Effects and Mechanisms of miR-

196b-5p of Mesenchymal Stem Cell-derived 
Exosomes in a Systemic Sclerosis Mouse Model

　Hritu Baral1, Akihiko Uchiyama1, Yoko Yokoyama1, 
Akiko Sekiguchi1, Sahori Yamazaki1, Syahla Nisaa 
Amalia1, Yuta Inoue1, Sachiko Ogino1, Ryoko 
Torii1, Mari Hosoi1, Toshiyuki Matsuzaki2 and 
Sei-ichiro Motegi1

 （ １ Department of Dermatology,  Gunma 
University Graduate School of Medicine）

 （ ２ Department of Anatomy and Cell Biology, 
Gunma University Graduate School of Medicine）

３. The Increases of Chromosome Aberration 
in Human Peripheral Blood Lymphocytes 
Exposed to Simulated Microgravity and Radiation 
Simultaneously

  Sakuya Yamanouchi1, Takuya Adachi1, Yukari 
Yoshida1, Jordan Rhone2, Jian-Hua Mao3, Keigi 
Fujiwara4, Premkumar B. Saganti2, Akihisa 
Takahashi1 and Megumi Hada2

 （ １ Gunma University Heavy Ion Medical Center）
 （ ２ Radiation Institute for Science & Engineering, 

第68回北関東医学会総会のご案内
Prairie View A&M University, USA）

 （ ３ Biological Systems & Engineering Division, 
Lawrence Berkeley Laboratory, USA）

 （ ４ Department of Cardiology, University of 
Texas MD Anderson Cancer Center, USA）

４. 中性選択的蛍光色素における蛍光波長の長波長
化と pH 範囲選択性の向上

 相澤よしの 1、直井美徳 1、須藤　豊 2、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）

セッション２　14：55 〜 15：15
座長　高橋　昭久（群馬大・重粒子線医学研究セン
ター）
５. Genetically Induced Immortalization of 

Ppy Expressing Cells Result in Malignant 
Transformation Characteristic of Pancreatic 
Carcinoma in Mice 

  Ofejiro B. Pereye, Takashi Sato, Yuko Nakagawa, 
Ayako Fukunaka and Yoshio Fujitani

 （Laboratory of Developmental Biology and 
Metabolism, IMCR, Gunma University）

６. ストループ派生課題を用いた脳機能検査の反復
計測にともなう脳活動の馴化と自発的回復

 西沢祐亮 1,2、土屋謙仕 1、下田佳央莉 1、平尾一樹 1、
 菊地千一郎 1

 （１ 群馬大院・保・リハビリテーション学）
 （２ 博仁会 第一病院）
７. 経口吸着炭 AST-120 による緑膿菌のピオシア

ニン吸着と病原性抑制
 滝田綾子 1、平川秀忠 1、谷本弘一 2、富田治芳 1,2

 （１ 群馬大院・医・細菌学）
 （２ 群馬大院・医・薬剤耐性菌実験施設）
８. 加齢による運動学習能低下に耐性を示すミクロ

グリア特異的遺伝子改変マウスの解析
 富山飛鳥 1、今井武史 1、水谷瑠依 1、松下紗世子 1、
 横田大輔 1、森谷　晃 1、森田紋子 1、浦野江里子 1、
 橋本美穂 2、林由里子 3、大西浩史 1

 （１ 群馬大院・保・生体情報検査科学）
 （２ 九州保健福祉大学薬学部動物生命薬科学科）
 （３ 群馬パース大学大学院保健科学研究科）

セッション３　15 ： 20 〜 15：40
座長　横尾　英明（群馬大院・医・病態病理学）
９. Role of Histone Deacetylase 3 in Cerebellar 

Developmental Defects Induced by Perinatal 
Hypothyroidism 

 Alvin Susetyo, Sumiyasu Ishii, Izuki Amano and  
Noriyuki Koibuchi

 （Department of Integrative Physiology, Gunma 
University Graduate School of Medicine）

10. Expression and Localization of AQP11 mRNA 
in the Mouse Testis

 Maiko Ikezawa1, Hiroshi Kogo1, Akiko Kogo1 
 Kenichi Ishibashi2 and Toshiyuki Matsuzaki1
 （ １ Department of Anatomy and Cell Biology, 
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Gunma University Graduate School of Medicine）
 （ ２ Division of Pathophysiology, Meiji Pharmaceutical 

University）
11. Trypanosoma cruzi 感染細胞におけるオート

ファジー関連タンパク質 Atg14 の局在の解析
 鈴木万紀子、鬼塚陽子、金光萌花、嶋田淳子
 （群馬大院・保・生体情報検査科学）
12. デイサービス利用の高齢者に対する脳タスク・

スタンディングリハビリテーションプログラムの
効果

 峯浦達雄 1,2、内田陽子 1、清水裕子 2、新藤美里 2、
 木暮英夫 2

 （１ 群馬大院・保健学研究科）
 （２ 社会福祉法人富士見会）

セッション４　15：45 〜 16：05
座長　村上　徹（群馬大院・医・機能形態学）
13. The Effect of GABA on Embryonic Neocortical 

Development
 Weiru Jiang1, Toshikazu Kakizaki1, Goichi Miyoshi2
 Masashi Kurachi3, Yasuki Ishizaki3 and Yuchio 

Yanagawa1

 （ １ Department of Genetic and Behavioral 
Neuroscience, Gunma University Graduate 
School of Medicine）

 （ ２ Department of Neurophysiology, Tokyo 
Women's  Medica l  Univers i ty School  o f 
Medicine）

 （ ３ Department of Molecular and Cellular 
Neurobiology, Gunma University Graduate 
School of Medicine）

14. 肥満マウスにおける抗 ALK7 中和抗体の効果
の検討

 趙　敏、奥西勝秀、泉　哲郎
 （群馬大・生調研・遺伝生化学分野）
15. マウス膵島が産生する GABA の主要合成酵素

の解明
 日比健人 1、若松　馨 1、柳川右千夫 2、中川祐子 3、
 藤谷与士夫 3、宮田茂雄 2

 （１ 群馬大院・理工学府・分子生物学）
 （２ 群馬大院・医・遺伝発達行動学）
 （３ 群馬大・生調研・分子糖代謝制御分野）
16. Silencing Mediator of Retinoic Acid and 

Thyroid Hormone Receptor の中枢神経系におけ
る生理機能の解明

 天野出月、二ノ宮彩音、鯉淵典之
 （群馬大院・医・応用生理学）

【一般演題B（ポスター発表）】
セッション５　14：30 〜 14：50
座長　大嶋　清宏（群馬大院・医・救急医学）
17. 成人吃音話者のセルフスティグマとその関連要

因に関する調査
 小山結花 1,2、近藤浩子 3、飯村大智 4、豊村　暁 3

 （１ 群馬大医・保健学科）
 （２ 横浜市立大学附属市民総合医療センター）

 （３ 群馬大院・保健学研究科）
 （ ４ 川崎医療福祉大学リハビリテーション学部言

語聴覚療法学科）
18. 認知症の人を介護する家族がポジティブ日記を

つけることのランダム化並行群間比較試験による
効果検証とその記述内容

 藤生大我 1,2,3、山上徹也 2、山口晴保 3、山崎恒夫 2

 （１ 医療法人大誠会内田病院）
 （２ 群馬大院・保健学研究科）
 （ ３ 社会福祉法人浴風会認知症介護研究・研修東

京センター）
19. COVID-19 感染症拡大後の群馬大学関連病院に

おける泌尿器科疾患及び手術数の変化
 関根芳岳 1、須藤佑太 1、宮澤慶行 1、新井誠二 1、
 西井昌弘 2、中村敏之 3、上井崇智 4、清水信明 5、
 竹澤　豊 6、松尾康滋 7、川口拓也 8、塩野昭彦 9、
 武井智幸 10、田村芳美 11、井上雅晴 12、小倉治之 13、
 真下　透 14、大竹伸明 15、岡部和彦 16、古作　望 17、
 鈴木和浩 1

 （１ 群馬大院・医・泌尿器科学）
 （２ 足利赤十字病院泌尿器科）
 （３ 館林厚生病院泌尿器科）
 （４ 桐生厚生病院泌尿器科）
 （５ 群馬県立がんセンター泌尿器科）
 （６ 伊勢崎市民病院泌尿器科）
 （７ 前橋赤十字病院泌尿器科）
 （８ 秩父市立病院泌尿器科）
 （９ 富岡総合病院泌尿器科）
 （10 藤岡総合病院泌尿器科）
 （11 渋川医療センター泌尿器科）
 （12 高崎総合医療センター泌尿器科）
 （13 黒沢病院泌尿器科）
 （14 善衆会病院泌尿器科）
 （15 日高病院泌尿器科）
 （16 本島総合病院泌尿器科）
 （17 古作クリニック）
20. 急性骨髄性白血病の発症リスクおよび予後不良

因子としての NFKB1 遺伝子多型および発現につ
いて

 佐藤理水 1、後藤七海 1、小峯梨花子 1、大川貴史 1、
 石原　領 1、村上有希 1、笠松哲光 1、横濱章彦 2、
 塚本憲史 3、半田　寛 4、齋藤貴之 1

 （１ 群馬大院・保健学研究科）
 （２ 群馬大医・附属病院・輸血部）
 （３ 群馬大医・附属病院・腫瘍センター）
 （４ 群馬大医・附属病院・血液内科）

セッション６　14：55 〜 15：15
座長　金泉　志保美（群馬大院・保・看護学）
21. カード型聞き書き介入による透析患者への影響 
 岡美智代 1、小林俊介 2、金城妙子 3、井手段幸樹 4、
 高橋さつき 1、松本光寛 1、木村和美 5、櫻井保子 5、
 戸島規子 5、安村幹央 5、宮本克彦 5

 （１ 群馬大院・保健学研究科）
 （２ 伊勢崎市民病院）
 （３ 群馬大医・附属病院）
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 （４ 佐久大学）
 （５ せせらぎ病院）
22. 過去 10 年におけるがん看護外来の相談者の特

徴と今後の展望
 角田明美 1、塚越徳子 2、北田陽子 2、廣河原陽子 1、
 渡辺　恵 1、一場　慶 1、金子結花 1、関根広美 1、
 橋本智美 1、宮澤純江 1、京田亜由美 2、瀬沼麻衣子 2、
 近藤由香 2、二渡玉江 2

 （１ 群馬大医・附属病院・看護部）
 （２ 群馬大院・保健学研究科）
23. 慢性腎臓病患者の語りから得られた病への思い
 吉田莉紗 1、岡美智代 2、松本光寛 2、高橋さつき 2、
 片桐舞花 3、遠藤千波 4、常松花音 1、向井菜津実 2、
 猪熊綾子 2、廣村桂樹 1

 （１ 群馬大医・附属病院）
 （２ 群馬大院・保健学研究科）
 （３ 長岡赤十字病院）
 （４ 上尾中央総合病院）
24. 幼児期の自閉スペクトラム症児をもつ保護者の

子育てにおける思い
 ―就園・就学に向けた思いを中心に―
 中澤杏梨 1、金泉志保美 2

 （１ 群馬大医・附属病院）
 （２ 群馬大院・保健学研究科）

セッション７　15：20 〜 15：40
座長　齋藤　貴之（群馬大院・保・生体情報検査科学）
25. 慢性腎臓病患者に対する聞き書き介入前後での

病いとの付き合い方の認識の変化
 片桐舞花 1、岡美智代 2、松本光寛 2、高橋さつき 2、
 吉田莉紗 3、遠藤千波 3、常松花音 3、向井菜津実 2、
 猪熊綾子 2、廣村桂樹 3

 （１ 長岡赤十字病院）
 （２ 群馬大院・保健学研究科）
 （３ 群馬大医・附属病院）
 （４ 上尾中央総合病院）
26. WISH 型股関節装具が変形性股関節症患者の歩

行時痛に与える影響
 ―TUG、VAS、筋力における検討―
 佐藤江奈 1、山路雄彦 1、渡邊秀臣 2

 （１ 群馬大院・保健学研究科）
 （２ 高崎健康福祉大学保健医療学研究科）
27. 吸気方法・咳嗽のタイミングが咳嗽力に及ぼす

影響に関する研究
 古田島郁弥、久田剛志
 （群馬大院・保・リハビリテーション学）
28. 精神疾患を持つピアサポーターのリカバリープ

ロセス
 奥寺孝子 1,2、近藤浩子 1

 （１ 群馬大院・保健学研究科）
 （２ 国立病院機構小諸高原病院）

セッション８　15：45 〜 16：10
座長　高橋　綾子（群馬大医・附属病院・核医学科）
29. Depression of Bone Density at the Weight-

bearing Joints in Wistar Hannover Rats by a 

Simulated Mechanical Stress Associated with a 
Partial Gravity Environment

 Shenke Zhang1, Daishin Ueno2, Takashi Ohira3-5, 
Hisashi Kato3,4,  Tetsuya Izawa3,6,  Sakuya 
Yamanouch i 1,  Yukar i  Yosh ida 1,  Akih isa 
Takahashi1 and Yoshinobu Ohira3,4

 （ １ Gunma University Heavy Ion Medical 
Center）

 （ ２ Graduate School of Science and Technology, 
Nara Institute of Science and Technology）

 （ ３ Research Center for Space and Medical 
Sciences, Doshisha University)

 （ ４ Organization for Research Initiatives and 
Development, Doshisha University）

 （ ５ Department of Physiology and Regenerative 
Medicine, Doshisha University） 

 （ ６ Graduate School of Health and Sports 
Science, Doshisha University）

30. 高度肥満患者における新規バイオマーカーの探索
 植原大介、柿崎　暁、戸島洋貴、山崎勇一、
 浦岡俊夫
 （群馬大院・医・消化器・肝臓内科学）
31. 胎仔期におけるネオニコチノイド系農薬への暴

露が成熟後脳機能に与える影響の解析
 大谷修平 1、森谷  晃 2、権ダニエル 1、小板橋るみ子 3、
 森田紋子 3、浦野江里子 2、金子和光 3、廣村桂樹 3、
 橋本美穂 4、関島恒夫 5、大西浩史 2

 （１ 群馬大医・保・検査技術科学）
 （２ 群馬大院・保・生体情報検査科学）
 （３ 群馬大院・医・腎臓リウマチ内科学）
 （４ 九州保健福祉大学薬学部動物生命薬科学科）
 （５ 新潟大学農学部）
32. 精神科専門職者のリカバリー志向性の評価に関

する文献検討
 何　文文、近藤浩子
 （群馬大院・保健学研究科）
33. 群馬大学における JPTEC ファーストレスポン

ダーコースを応用した医学生への外傷教育
 澤田悠輔 1、今井　諭 2、大嶋清宏 1

 （１ 群馬大院・医・救急医学）
 （２ 前橋市消防局）

第 2日　令和 3年 10 月 1日（金）
	 群馬大学医学部刀城会館

【ポスター展示】8：50 〜 15：45

【特別講演Ⅲ】8：50 〜 9：30
座長　篠﨑　博光（群馬大院・保・看護学）
それはインヒビンから始まった
安部由美子（群馬大院・保・生体情報検査科学）

【特別講演Ⅳ】9：30 〜 10：10
座長　岩﨑　広英（群馬大院・医・機能形態学）
低酸素応答分子メカニズムの臨床応用
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南嶋洋司（群馬大院・医・生化学）

【ワークショップ　保健学科設置 25 周年、保健学研
究科設置 10周年を迎えて】
10：10 〜 11：40
座長　横山　知行（群馬大院・保・生体情報検査科学）
看護学講座の歩みとこれから
佐藤由美（群馬大院・保・看護学）
検査技術科学専攻の歩みとこれから
齋藤貴之（群馬大院・保・生体情報検査科学）
理学療法学専攻の 25 年の歩み
臼田　滋（群馬大院・保・リハビリテーション学）
作業療法学専攻における国際交流の現状と今後の方
向性
李　範爽（群馬大院・保・リハビリテーション学）

【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 〜 13：50
座長　小湊　慶彦（群馬大院・医・法医学）
遺伝子検査と画像検査を導入した新しい法医実務の
展開
高橋遥一郎（群馬大院・医・法医学）

（休憩 5分）

【優秀論文賞受賞講演】13：55 〜 14：15
座長　横尾　英明（群馬大院・医・病態病理学）
Computed Tomography Characterist ics of 
Ruptured Corpus Luteum: Does Prior Coitus 
Modify Findings?
Yuka Kumasaka（Department of Diagnostic 
Radiology and Nuclear Medicine, Gunma University 
Graduate School of Medicine）

（休憩 5分）

【同窓会推薦講演】14：20 〜 15：00
座長　山田　正信（群馬大院・医・内分泌代謝内科学）
多発性骨髄腫における non-coding RNA
半田　寛（群馬大院・医・血液内科学）

（休憩 5分）

【特別講演Ⅴ】15：05 〜 15：45
座長　南嶋　洋司（群馬大院・医・生化学）

「コネクト―ム」―神経回路の配線図を明らかにする
岩﨑広英（群馬大院・医・機能形態学）

同 窓 会 推 薦 講 演第68回北関東
医学会総会 同 窓 会 推 薦 講 演

　平成 2 年に医学部卒業後内科研修を経て血液内科
を専門とした当初は、白血病に関心を持ち米国留学
中も白血病研究を行ってきました。平成 14 年（2002
年）に所属した本学保健学科検査技術科学の当時教
授であった村上博和先生に多発性骨髄腫（MM）の
研究もしてほしいと要請されたことが、この研究を
始めたきっかけでした。
　MM は造血器腫瘍のうちでも病的骨折などによっ
て患者さんが非常な苦痛を感じる疾患で、2000 年
代前まではあまり良い治療薬もなく正直あまり関心
を持てませんでしたが、研究を開始すると大変興味
深く次第にのめり込んでいきました。現在この分野
の治療法の発達は目覚ましく様々な分子標的薬、抗
体医薬、細胞治療が登場し根治不能ではあっても生

存期間は顕著に延長し一部の症例では根治が望める
のではないかとさえ思えるようになってきました。
その発病の分子機構の解明は治療法開発に重要な役
割を果たします。
　MM は MGUS と呼ばれる前がん状態から多段階
に発癌するのですが、MM 細胞と MGUS 細胞は同
じ形質細胞であり採取・純化が比較的容易であるた
め発癌過程を研究するのに適しています。MM の発
癌には染色体転座によるがん遺伝子高発現やがん遺
伝子変異による機能亢進が関わっていることが解明
されていますが、私たちの研究室では 2000 年代に
入ってから数多く発見されてきたタンパク質をコー
ドしない RNA、non-coding RNA に注目して研究を
行ってきました。その中で 25 塩基ほどの短い non-
coding RNA で、遺伝子発現を制御する機能を持つ
microRNA、200 塩基以上の長さのある long non-
coding RNA に注目し研究を行っています。
　本講演では今後新たな MM 治療薬開発に役立つ
ことを期待し、MM 進行における non-coding RNA
発現やその機序、役割の研究結果、そして最新の
MM 治療について講演させていただきます。

難治性血液がん多発性骨髄腫
の発がん機構解明を夢見て

血液内科学
准教授　半田　寛（平2卒）
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　令和３年７月１日づけで、小児科学分野の教授に
着任いたしました。私は、1989 年（平成元年）に、
群馬大学に入学しました。学生時代は、ラグビー部
に所属しており、どちらかというと、いや、かなり
勉強より部活動を優先するような学生生活を過ごし
ました。1995 年に卒業後、すぐに森川昭廣先生が
教授をお勤めになっていた小児科学教室に入局しま
した。小児科内には 9 つの臨床グループがあります
が、私はアレルギー・喘息グループに所属しました。
当時は、気管支喘息の病態が気道の慢性炎症である
ことが分かり吸入ステロイドが治療薬の中心になり
つつある時期で、当教室でも研究が盛んな分野であ
り、臨床面、研究面からも興味を覚えたことが契機
となりました。4 年後に大学院に入学した際には、
サイトカインについて学びたいと考え、東京医科歯
科大学難治疾患研究所の田賀哲也教授の研究室でサ
イトカインによる神経細胞分化制御についての研究
を開始しました。その後、研究室の異動に伴い熊本
大学発生医学研究センターに 1 年半所属し、大学院
修了後、2004 年から 4 年間、米国 National Cancer 
Institute の Tom Misteli 博士の研究室で、神経細
胞のクロマチン空間配置の研究を行いました。2008
年からは奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエ
ンス研究科の中島欽一教授の研究室で助教として基
礎的研究を継続し、2011 年に荒川浩一前教授に声
をかけて頂き、准教授として群馬大学に戻ってきま
した。それ以降は、細々ではありますがクロマチン
研究を継続する一方、アレルギー・膠原病の研究、
診療に従事しています。
　群馬大学の小児科学教室に与えられた使命として
最も重要なことは、高い水準で地域の小児医療を維
持、発展させ、群馬の子ども達の健康を守ることだ
と思います。前述したように、私たちの教室は 9 つ
の臨床グループを擁しており、幅広い小児科の診療
範囲をカバーし、地域の医療ニーズに応えられる体
制になっています。各グループの構成員は少数です

が、国内外への留学を定期的に行い、知識・技量を
アップデートし足りない点を補っています。この体
制は是非維持していきたいと考えています。
　研究においても、臨床グループ毎に研究計画を立
案し、実施する体制をとっています。一方で、実験
や研究の手法については共有し、互いの研究に生か
せるよう意識しています。例えば、マウスの神経細
胞での DNA メチル化解析の成果は、ネフローゼ症
候群の患者由来リンパ球の DNA メチル化研究に生
かされています。今後も、細分化したテーマに共通
した大きな柱が通っているような研究を展開してい
けるよう心がけていきたいと思います。
　学部教育に関して臨床科として実習に力を入れて
いきたいと思います。知識、技量のみでなく、学生
は、私たち自身の、患者、同僚、他の医療職種者へ
の態度をみて多くを学んでいます。学生の規範とな
る態度で医療の実践に取り組みたいと思います。
　現在、群馬大学の小児科の医会員数は 120 名で、
うち 91 名が大学を含めた関連病院に派遣されてい
ます。そのうち 40％強が女性医師であり、群馬県
の小児医療は女性医師の存在なしには成立しませ
ん。これまでも関連病院と協力して、全ての医師が
キャリアを継続できるよう様々な働き方を模索して
きました。嬉しいことに、結婚、出産後も専門性を
もって一線で診療を続ける小児科医が増えてきてい
ます。持続可能な働き方は、全ての医師にとって重
要ですし、最終的には患者にとってもメリットにな
ると思います。今後も、是非注力していきたいと思
います。
　これまでも進行していた少子化が、新型コロナウ
イルスにより加速したと指摘されています。県内の
各病院で診療する小児患者数は減少し、単一施設で
医師が経験できる疾患の種類、症例数が減少してき
ています。その分、全般的な診療の質は向上すると
いう側面もありますが、一方で、小児科医の技量低
下や不十分な研修に至る恐れがあります。魅力ある
研修先でなければ小児科医を志す若手は減少し、地
域医療の維持が困難となり、患者さんに大きなデメ
リットとなる可能性があります。これを回避するこ
とは私に与えられた大きな使命の一つと考えていま
す。群馬県全体の問題として取り組んでいきたいと
思います。同窓会の先生方におかれましては、引き
続きご指導頂きますようお願い申し上げます。

着任の挨拶
小児科学

教授　滝沢　琢己（平7卒）

新任教授紹介
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　令和 3 年春の叙勲で旭日双光章受賞の栄に浴しま

した。前橋市医師会長を 10 年間勤めたことを評価

されたものと思います。申し上げるまでもなく医師

会長を勤められたのは多くの会員の先生方、特に執

行部理事の先生方の日常診療を犠牲にしての努力に

支えられた賜物であり、決して私一人の功績である

とは思っていません。厚く御礼申し上げます。思え

ば開業医として歩み出し、医師会執行部に入って医

師会活動を続けていた 20 年間は群大同窓の特に同

門の第一内科の先生方に多大なる御協力、御援助を

頂きました。改めて感謝申しあげます。

　私が群大医学部に入学した昭和 41 年は、東京オ

リンピックのお祭り気分がようやく収まった頃でし

た。2 年間の教養課程を経て 3 年目から専門課程に

進む時間的にゆとりのある学生生活でありました。

　昭和 47 年、入学時 82 名いた同級生は卒業時 67

名に減っていました。その当時は、留年して卒業が

遅れる事が少しも珍しくない時代でした。

　卒業後は、迷うことなく当時の第一内科に入局し

ました。昭和 47 年は、前身の七條内科から小林節

雄教授の新生第一内科に変わった年です。内分泌代

謝、アレルギー呼吸器、消化器の中で消化器グルー

プに入れて頂きました。然し、入局してからしばら

くは関連病院勤務が続き、落着いて大学病院勤務に

なったのは入局 8 年目からでした。それでも入局 1

年目からの関連病院勤務の 7 年間は現在の開業医と

してやって来られた臨床経験を積む最も恵まれた期

間でもありました。当時の関連病院には、必ず臨床

経験が豊富な秀れた指導医がいました。私の場合 1

年間だけでしたが下仁田厚生病院勤務をした事が大

きな財産になっています。とりわけ、院長の牧元弘

之先生には幅広く臨床だけでなく開業医になった後

の医師会活動でもご指導いただきました。私の関連

病院勤務の最後の 3 年間は県立がんセンターで、主

に消化器診療の毎日を送りました。私の内視鏡によ

る消化管診断学は、基礎から実践までを教えて下

さった県立がんセンターの大木一郎部長と第一内科

の関口利和助教授の御指導の賜物であります。

　入局 16 年目になる昭和 63 年に亡き妻の実家の庭

先を借りて小さな医院を開業しました。特に蓄えも

ない身での開業は銀行からの多額の借り入れで賄い

ましたが、当時は正に狂乱のバブル時代、借り入れ

の金利は一時期 8％超えなんて事もあり開業から 10

年間は非常に苦労しました。ようやく開業医として

落着けたと思っていた 9 年目に突然に医師会執行部

に入れと言われ理事になり、更にその 4 年後には会

長を引き受けることになりました。開業してから

13 年目、53 才の時でした。医師会執行部の事業と

して新しく始まった介護保険制度に対する医師会の

対応、がん検診の精度管理・病診連携体制の確立、

自前の看護学校建設等取り組みました。会長として

の 10 年間を振り返って感じますことは大学を始め

とする市内の基幹病院の同窓の先生方のご協力と他

郡市医師会の会長先生方、特に高崎市の牧元弘之会

長、太田市の小島章会長、館林邑楽の真下延男会長

には同門の誼もあり多大なご指導ご協力を賜ったこ

とは感謝してもし切れない程でありました。

　平成 23 年医師会長を退きました。10 年間大過な

く医師会事業を遂行できた第一の要因は群馬大学の

地元医師会であった事と考えます。大学病院を始め

として県立心臓血管センター等基幹病院が多数存在

する事は開業医にとって掛け替えのない安心感に

なっています。

　令和 2 年 2 月から始まったコロナウイルス感染症

の広がりは基幹病院の先生方に多大な負担を強いて

います。それでも強い使命感に支えられコロナウイ

ルス感染症診療を続けている事に私達開業医は深い

感謝と敬意を表します。

　以上、まとまりのない文章で恵まれた学生生活、

医局生活を送った一開業医の叙勲のご挨拶を申し上

げました。

　最後になりましたが同窓会の先生方のご多幸をお

祈りいたします。

叙勲のご挨拶

いしだ内科胃腸科医院
院長　石田　稔（昭47卒）
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母校に望む 77

　私は昭和 58 年に旧第一内科に入局、第三研究室
に所属し消化器疾患なかでも胆膵内視鏡を中心に樋
口次男先生にご指導いただきました。ERCP 関連手
技は当時先端的な分野で、機器や機材の進歩と相
まって様々な経験をすることができました。経皮胆
道鏡の研修にも行かせていただくなど、忙しくも充
実した日々が思い出されます。その後、樋口先生の
済生会前橋病院院長就任をきっかけに、消化器内科
立ち上げのために同院に派遣され今日に至っており
ます。当院の ERCP 症例は当時あまり多くありま
せんでしたが、外科とのタイアップで症例が蓄積さ
れ、今では県内でのハイボリュームセンター的な施
設に成長しました。近年は超音波内視鏡など関連し
た手技のニーズも高まっており、FNA 診断などを
中心にさらに症例が積み上げられています。副院長
として管理業務にも関わるようになってからは、若
手の先生に業務は頼り切りですが、この分野の診療
が活発に継続されていることを頼もしく感じていま
す。コロナ下の令和 2 年 4 月に、前任の西田院長か
ら役職を引き継ぎ病院長に就任しました。病院の常
勤は約 50 名ですが、すべて群馬大学の医会から派
遣されており、大学に支えられつつも大学を支援で
きるような病院を目指しています。
　院長就任後は新型コロナ対策に追われる日々が続
いています。執筆時点では、感染は十分に抑えられ
ておらず、ワクチン接種率も先進国最低レベルにあ
りますが、オリンピック・パラリンピックは専門家
の意見を聞き入れることもなく、開催の方向で調整
が進んでいます。第 5 波に医療現場が苦しむことが
無いよう望むばかりです。政府・行政はいつものよ
うに上意下達的な通達を発することで現場までコン
トロールできると考えている節がありますが、現場
を担当する我々はこんな単純な縦糸だけで紡がれて
いるわけではありません。複雑な連携で現場を支え
ている地域医療に関する認識不足がコロナ対応の失

敗を招いていると思います。今後訪れるポストコロ
ナ時代には、単なる締め付けの強化ではなく機能的
な医療体制の改革が進むことを期待しています。
　さて、母校に望むということで大学時代を振り返
るとき、まず思い出すのは「山脈さやかに」の楽曲
です。渋川医療センターの蒔田院長も以前このコー
ナーで述べられていた通り、学生時代を語るとき

「山脈さやかに」は欠かすことのできない名曲です。
数年前に参加した同窓会の締めでは、若干の歌詞の
違いはあっても全員が一回で歌いきることができ、
我々の連帯感の源はこれかと実感したものです。私
も現役時代にはボート部に所属していました。当時
は「赤城国体」の準備で県の後押しもあり、同級生
で経験者の野口修先生を中心にボート部が創設され
ました。何もかもが手探り状態で特に野口先生は大
変だったでしょうが、今では楽しい思い出です。戦
績は散々でしたが、国体にも出場しました。その後
一度も着ることのなかった、クリーム色に赤い線の
入ったパンタロン型の国体ユニフォームが懐かしく
思い出されます。群馬大学は他大学に比較して部活
動が盛んだと聞いています。学業に限らずいろいろ
な経験を重ねることは、後々何かの役に立つはずで
人間形成の意味でも重要です。「山脈さやかに」の
連帯感もそう簡単に醸成できるものではなく、我々
一人一人の貴重な財産と言えるかもしれません。
　最近では私が学生さんと直接接する機会は少なく
なってしまいました。臨床研修の面接で 20 人くら
いの学生さんと面談しますが、他大学生に比較して
群大生はかなりしっかりしている人が多いという
印象です。他県と比べると群馬県は、群馬大学が扇
の要的な役割を果たし地域医療をがっちり固めて
います。そんな環境で育ったせいか、地域医療の在
り様、自分の役割や立ち位置を意識している学生さ
んが大変多い印象です。新型コロナは地方志向の後
押しになっているという話もあり、研修医確保には
しばらく追い風になるかも知れません。地域医療の
充実に期待しています。大学教育自体かなりきめ細
かいものに進化しているようですが、群馬大学の場
合この変化は決してこれまでの伝統を蔑ろにする
ものではなく、しっかりとその基礎の上に成り立っ
ているように感じています。地域医療の充実ととも
に、世界に発信できるような優秀な人材の育成も楽
しみです。群馬大学の益々の発展と若い力に期待し
ています。

群馬県済生会前橋病院
院長　吉永　輝夫（昭58卒）

伝統を発展につなげる
若い力に期待
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　1998 年、私が旧第二外科に入局した当時、まだ
外科を志す女性医師は少数でした。ポリクリをまわ
り、なんとなく直感的に外科医になってみたいと思っ
たものの、同級生の男子からは、「外科に行ったら、
結婚なんてできないよ。」などと冗談ながらにも言わ
れるような時代で、なかなか決心がつきませんでし
た。そんな中、当時の教室の森下靖雄教授が、鹿
児島で皮膚科医をされている奥様とお話をする機会
を作ってくださり、奥様からも「がんばりなさい。」
と声をかけていただいたり、すでに第二外科に入局
されていた女性医師の先輩方に相談にのってもらっ
たりしたことで背中を押され、卒後、旧第二外科に
入局することになりました。
　現在外科医を目指す学生や研修医は、早いうち
から○○外科と専門を決めていることが多いように
思いますが、当時は 4 〜 5 年目までに専門を決める
のが主流で、私も乳腺・内分泌外科を専門とするこ
とを決めたのは 5 年目の時でした。一般的に外科と
いえば消化器外科がメインで、私も消化器外科の
手術にやりがいを感じて研鑽を積む日々を過ごして
いましたが、先輩外科医であった夫のアドバイスも
あり、より専門性の高い分野ということで乳腺・内
分泌外科を選択しました。
　乳腺・内分泌外科を専門としてから初めて勤務し
たのは、埼玉県立がんセンターの乳腺外科でした。
ここで初めて年間何百例という乳癌の症例を経験
し、カルチャーショックを受けました。こんなにも
多くの乳癌患者さんがいることを実感し、何とかこ
の乳癌患者さんたちを助けたい、力になりたいと考
えるようになりました。

　その後、大学院入学とともに群馬大学にもどり、
そこから約 14 年間大学で多くのことを学ばせてい
ただきました。乳癌診療は手術のみならず、検診か
ら診断、薬物療法、緩和ケアから看とり、最近で
は遺伝診療に至るまで多岐にわたり携わらなけれ
ばなりません。そういう面でもまんべんなくどの分
野でもたくさんの経験を積むことができ、この経験
が今の私の臨床力につながっていると思います。適
切な判断力、診療に対する責任感や患者さんとのコ
ミュニケーション能力などの臨床上重要なスキルも、
諸先輩方のご指導のもと、また同期や後輩たちとの
チームワークの中で身につけられたのではないかと
思います。また、この 14 年間の間に、出産・育児を
しながらほとんどブランクをあけずに診療に携われ
たことも、周囲のサポートがあってこそと本当に感謝
しています。
　2017 年からは前橋赤十字病院に異動となり、ま
た新たな環境で働いています。大学病院という大き
な組織にいながらも視野が狭くなっていたり、同じ
施設に長くいることで気づかなかった点など、外に
出てはじめて気づかされることも多くあり、環境を
変えることで視野が広がったと感じています。ここ
では、乳腺・内分泌外科医師 2 名で診療をしてい
ますが、担当する患者さんは大学の時より多く、今
までの経験を生かしつつも、まだまだ勉強しなけれ
ばならないこともたくさんあります。
　女性の外科医ということもあり、若いころは主治
医として手術の説明をしても「先生が手術をするの
ですか？」と驚かれることもありましたが、いつし
か「先生に手術していただけるのですか？よろしくお
願いします。」と言われることも多くなりました。現
在勤務している前橋赤十字病院の理念に「頼りにな
る病院」とありますが、その一端を担うものとして、
これからも頼られる乳腺・内分泌外科医でありたい
と思っています。そのためにも、一流といわれるよ
うな臨床医を目指して日々精進していきたいと思い
ます。
　振り返ると、華 し々い経歴もない私のこのような
話がどれだけ若い方々の参考になるかわかりません
が、続けていれば必ず力になる「継続は力なり」と
いう言葉を信じて、自分の求める姿を追い続けて
いってほしいと思っています。

一流の臨床医を目指して

女性医師シリーズ 61◯

前橋赤十字病院 乳腺・内分泌外科
　　　副部長　長岡　りん（平10卒）



第263号 令和3年（2021年）9月1日群馬大学医学部刀城クラブ会報

ー 10 ー ー 11 ー

　医学部のヒマラヤ杉が豪雨と強風で倒れたのは 7 月
12 日の昼だった。翌日のネットニュースで、巨木は根こ
そぎに倒れているのがわかった。7 台の車が下敷きに
なったが、人的被害がなかったのは幸いだった。
　このヒマラヤ杉は医学部創立以来のシンボルツリー
であった。私は 6 月に眼科研究室に用事があり、久し
ぶりに昭和キャンパスを散策した。木々が全体に大き
くなったなと感じたが、ヒマラヤ杉はとくに巨大化して
いた。写真に撮ろうと思い、刀城会館の前からスマホ
のシャッターを切った。ヒマラヤ杉は普通、円錐形に
生長するが、この巨木は横に伸びた太い枝から垂直な
幹が林立し、フォークを立てたような形になっていた。
10 年以上前だったが、台風で大枝がばっさり折れたこ
とがあった。当時、教授会で、耳鼻科の古屋教授か
ら剪定の仕方が悪かったからこうなったという発言が
あった。おそらくそのときからヒマラヤ杉はさらにアン
バランスに成長をして、今回の強風で命脈を絶たれた
のであろう。
　私がこのヒマラヤ杉に出会ったのは昭和 45 年（1970
年）の春である。私はその前年に都立高校を卒業した
が、70 年安保を前にした学生運動の盛り上がりで東
大入試が中止になった。御茶ノ水の予備校に 1 年通っ
たが、学生が投石に使うので、歩道の敷石はアスファ
ルトに変えられた。神田の本屋には、各大学の全共闘
の委員長の本が山積みになっていた。彼らはヒーロー
であったのである。群大に入ると、そこは別世界だった。
昭和キャンパスは緑が美しく平和であった。ヒマラヤ
杉はすでに大きく優美な枝振りであった。深い緑の中、
尾長鳥が滑空し、梢々にとまるのを見るのは新鮮であっ
た。昭和キャンパスにはたくさんの銀杏が植えてあり、
新緑が美しかった。現在の基礎講義棟のところには、
木造の講堂があり、入学式後のオリエンテーションと歓
迎会がそこで行われた。現在の第 2 駐車場にはモルタ
ル 2 階建ての大学本部があった。現在の滝の前方に
は学生ホールがあり、食堂やたまり場として使われてい
た。

群馬大学名誉教授
前橋中央眼科院長

　　　岸　章治（昭51卒）

　医学部の緑は受難の歴史であった。最初は 1980 年
代の外来棟の新築工事だった。それまでは、病院の
正門から現在の図書館あたりまで見事な銀杏並木が
続き、キャンパスの北縁はポプラ並木で囲われていた。
この銀杏は戦後、学生たちが現在の群馬の森からリヤ
カーで運んで植えたもので、群大病院のシンボルであっ
た。銀杏並木が瞬く間に、チェーンソーで倒され、我々
は憤慨した。教授会も立ち上がって、伐採を最小限に
し、どうしても切らなければならない銀杏は移植するこ
とになった。現在、基礎棟と病棟をまたぐ渡り廊下の
北側にある太い銀杏は移植されたものである。教授会
では眼科の清水弘一教授がその運動の中心になった。
やむなく伐採された銀杏の木は、看板や机へ製材され
た。現在、各教室の看板はその時の銀杏から作ったも
のである。次の災難は、医学部前の道路拡張である。
この道路に沿っては見事な桜並木があり、その後ろも
木々があり、医学部はうっそうとした緑の中にあったが、
道路拡張で丸裸にされてしまった。今の桜並木はその
後に植樹されたものである。病院の正門には巨木となっ
た銀杏があったが、前から 2、3 本が拡張の犠牲になっ
た。医学部の正門もだいぶ内側に後退し、ヒマラヤ杉
と正門の距離が縮まってしまった。さらに数年前には、
病院に入るバスの通行に邪魔だということで、銀杏の
巨木が伐採された。
　清水教授の後を継いだ私は、キャンパスの緑を守る
お目付役のようになった。伐採計画には反対もしくは植
樹を主張した。第 2 病理の中島教授と一緒にキャンパ
スを歩き、植樹の相談をした。渡り廊下の北側のマロ
ニエや西門のモミジ、しだれ桜、ハナミズキはその時
に植えてもらったものである。これらは順調に成長して
いるようである。
　大ヒマラヤ杉の倒壊は、私のなかでぽっかり空いた
穴になった。私は卒業以来、定年になるまで群大に在
籍した。学生には実感できないかもしれないが、「群
大出」というラベルは一生ついて回るものである。私
は群大の名声を高めるために努力したつもりである。
現在の自分があるのは、すべて群大のお陰である。あ
の優美なヒマラヤ杉は医学部のシンボルであった。今
こそ、同窓生はシンボルツリーを再興させようではない
か。若木も 20 年もたてば立派な木になるだろう。その
時まで生きているかはわからないが、我々の先輩たち
も戦後間もない頃に、みどりの群大という遺産を残して
くれたのだから。

大ヒマラヤ杉を悼む
寄			稿
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財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

　公益財団法人群馬健康医学振興会は群馬県民の健

康増進に寄与することを目的として様 な々事業を行なっ

ており、その一つが研究助成および海外留学助成事業

です。これは群馬県内に勤務する主に若い医療従事者・

研究者に対して研究資金と海外留学資金を助成し、そ

の研究活動を支援するものです。令和 3 年度研究助成

は令和 2 年 10 月より募集を開始し、28 名の方々から

応募いただきました。審査委員会による厳正な審査お

よび当財団理事会による審議の結果、下の表に掲げた

6 名の方 を々採択者として決定し、助成金を交付しまし

た。金額は 1 件あたり30 万円です。海外留学助成も

同様に募集しておりましたが、折しも新型コロナウイル

ス感染症蔓延のためか応募者がありませんでした。

　本年度の助成金採択者は既に課題とした研究に取り

かかっているとおもいますが、研究終了後には報告書

を提出していただきます。報告書の要旨は本刀城クラ

ブ会報（発行部数 6,000 部）の財団ページの中に掲載し、

会報読者に周知いたします。また、助成金採択者はご

自分の履歴書の獲得研究費欄に当財団助成金を記載

して、プロモーションに役立てていただくことも可能で

す。

　令和 4 年度も研究助成と海外留学助成の募集を行

います。海外留学助成は令和 3 年 7 月より、研究助成

は同年 10 月より募集開始です。募集要項、必要書類

など詳細は当財団のホームページに掲載しております。

また、財団事務局に電話やメールでお問い合わせいた

だいても結構です。多数のご応募をお待ちしております。

　　公益財団法人群馬健康医学振興会事務局

　　〒 371-8511  群馬県前橋市昭和町 3-39-22
　　電話 027-220-7873 ／ FAX 027-235-1470
　　E-mail: gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp
　　http://tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/zaidan/

研究助成および海外留学助成
－令和３年度報告と
　　　　令和４年度募集－

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）

１．令和3研究助成金採択者一覧

番号 採択者氏名 勤務先・職名等 研究又は事業のテーマ

1 設　楽　　　仁 群馬大学大学院医学系研究科 
整形外科学　助教

高校野球投手における投球障害発症の予防に
関する研究

2 樋　口　大　輔 高崎健康福祉大学保健医療学部 
理学療法学科　准教授

介護従事者におけるノーリフティングコンセプト
導入による介護負担軽減 効果の運動生理学的検証

3 白　川　　　純 群馬大学生体調節研究所 
代謝疾患医科学分野　教授

糖尿病根本治療へ向けたヒト膵島を用いたト
ランスレーショナルリサーチ

4 藤　原　和　之 群馬大学大学院医学系研究科遺伝発達行動学　
助教

抑制性神経とミクログリアの相互作用が織り
成す統合失調症の病態進行メカニズムの解明

5 小金澤　紀　子 群馬大学大学院医学系研究科　
薬理学　助教

超解像顕微鏡によるトンネルナノチューブの
構造解析 : 悪性脳腫瘍の浸潤抑制を目指して

6 中　村　英　玄 群馬大学医学部附属病院　
形成外科　医員

人工知能（AI）による口腔がん診断ツールの
開発

２．海外留学助成金

　　応募者なし
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財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

　群馬健康医学振興会の令和 2 年度における事業に
ついて報告させていただきます。
　まず公益目的事業では、研究助成を6 名の研究者に、
また 1 名に海外留学助成を行いました。いずれも例年
と同様の実績でした。
　学会助成としては第 57 回日本小児アレルギー学会
学術大会（会長：望月博之 東海大学小児科学教授）、
第 22 回日本病院総合診療医学会学術総会（会長：佐
藤正通 国立病院機構高崎総合医療センター総合診療
科・内科総合診療科部長）の 2 学会において募金お
よび助成を行いました。
　概ね 5 年毎に行っている書籍発刊事業では、例年
と同額の百万円を積み立てました。令和 3 年度で積立
総額は五百万円となりますので、令和 2 年に立ち上げ

た企画・刊行委員会、編集委員会で準備を進め、令
和 4 年度中に健康医学ガイド 7として循環器病をテー
マにした書籍を発刊する予定です。
　収益目的事業である賛助会費収入、医師賠償責任
保険の委託契約集金事務費は令和元年度とほぼ同額
でした。
　この他、前橋医大 1 回生（昭 27 年卒）で神部医院
院長（富岡市）の神部重八洲先生から、医学及び医
療に必要な教育・研究振興を目的として多額の奨学・
研究寄付金をいただきました。当振興会では先生のご
意向に応えるため、神部基金検討委員会を立ち上げて
研究や留学助成を一層充実させるために検討を重ねて
おり、令和 4 年度からこの基金を活用させていただく
予定です。
　当振興会では今後も研究助成、書籍発刊などの公
益目的事業を進めてまいりますが、安定した事業展開
を継続するためには皆様の協力が不可欠です。刀城ク
ラブ会員の皆様方におかれましては当振興会の事業に
ついてご理解を賜り、賛助会員としてのご協力を宜しく
お願い致します。（賛助会費、寄付金は税制上の優遇
措置を受けることができますので、群馬健康医学振興
会のホームページをご参照ください）

令和２年度事業報告
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）

海外留学助成報告書海外留学助成報告書

　日常生活でも発症し得るアナフィラキシーは周術期に
も発生し、麻酔管理上の大きな問題の一つとなってい
る。周術期アナフィラキシーが発生した場合、原因物
質を同定することが再発を回避するために重要である。
原因物質を同定するゴールドスタンダードの検査に皮膚
テストがある。しかし検査には疼痛を伴う。そのため、
in vitroで実施できる検査が求められている。In vitro
で実施できる検査に特異的 IgE 抗体測定法が存在す
るが、周術期使用薬剤の多くで、特異的 IgE 抗体が
商業的に測定されていない。私たちの研究グループは
これまで、アナフィラキシーの発症に関与する好塩基
球と肥満細胞の内、末梢血に存在する好塩基球を使

用し好塩基球活性化試験（Basophil activation test, 
BAT）を行ってきた。BAT は患者から採取した末梢
血に原因物質を反応させ、好塩基球活性化の程度をフ
ローサイトメータで測定する検査である。これまでに、
周術期アナフィラキシーの原因物質として多くを占めて
いるスガマデクスやセファゾリンによるアナフィラキシー
の診断に BAT が有用であることを報告してきた。そ
の一方で、原因物質による好塩基球の活性化には個
人差も存在することも確認した。そのような症例では、
肥満細胞が関与している割合が大きいのではないかと
推測した。
　ベルギー・アントワープ大学では、好塩基球だけで
なく培養した肥満細胞を用いてアナフィラキシー原因物
質を特定する研究を多く行っている。
　今回私は、群馬健康医学振興会からの留学助成を
いただき、アントワープ大学に研究留学をさせていた
だきました。残念ながら COVID-19 の影響もありまし
たが、肥満細胞に関わる実験も含め多くのことを学ば
せていただきました。この経験を群馬大学でも活かし
ていきたいと考えております。
　最後になりますが、今回は留学助成をいただき本当
にありがとうございました。

研究テーマ「肥満細胞を用いた
in vitro 検査による
アナフィラキシー
原因薬剤の同定」
群馬大学大学院医学系研究科
　麻酔神経科学　

助教　堀内　辰男（平18卒）
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　岡本　雅彦（平15卒） 大学院医学系研究科腫瘍
   放射線学分野　准教授
　渋谷　　圭（平15卒） 大学院医学系研究科腫瘍
   放射線学分野　講師
令和 3 年 8 月 1 日
　武井　雄一（平13卒） 大学院医学系研究科神経
   精神医学分野　准教授

役員会だより

第4回役員会 （令和 3年 4月 22日）

出席者　白倉会長　他 19 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． 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
４．その他
協議事項
１． 第 68 回北関東医学会総会同窓会推薦講演につ

いて
２．会報編集状況について
３．その他

第5回役員会 （令和 3年 5月 27日）

出席者　白倉会長　他 19 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 3 年度同窓会「総会」及び「全国支部長・

支部代表者会議」実施要項（案）について
２． 令和 3 年度地域医療貢献賞の実施要項（案）に

ついて
３．群馬大学基金「ご協力のお願い」について
４．会報編集状況について
５．その他

【昇　任】
令和 3 年 7 月 1 日
　滝沢　琢己（平 7 卒） 大学院医学系研究科小児科

学分野　教授
　麻生　知寿（平 9 卒） 大学院医学系研究科麻酔神

経科学分野　准教授
　安田　正人（平12卒） 大学院医学系研究科皮膚科

学分野　准教授

長びくコロナ禍、オリンピックでの日
本勢の活躍に久しぶりに興奮し、感

動を味わっています。世界の中で選ばれた抜群の身体
能力、技量を有する、また、努力の天才でもあるアス
リート達の前を向く姿にはやはり畏敬の念を覚えざるを
得ません。医療情勢が逼迫する中、諸先生におかれ
ましてはご自身の健康に注意され、日々の診療にお励
みになられますことを祈念しております。（平戸政史）

編集後記

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28年卒 神岡　芳雄先生（平成29年10月19日逝去）
昭和25年卒 榊原　慎三先生（平成31年 2 月13日逝去）
昭和35年卒 牧野　資實先生（令和元年 7 月18日逝去）
昭和30年卒 吉田　美彦先生（令和 2 年 2 月14日逝去）
昭和23年卒 織田　敏郎先生（令和 2 年 6 月26日逝去）
昭和33年卒 児島　五郎先生（令和 2 年10月19日逝去）
昭和33年卒 金井　克視先生（令和 2 年11月11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29年卒 小内　幾二先生（令和 3 年 1 月15日逝去）
昭和62年卒 宮下　和也先生（令和 3 年 1 月16日逝去）
昭和32年卒 鷲見　　昭先生（令和 3 年 2 月19日逝去）
昭和35年卒 大澤　章吾先生（令和 3 年 2 月22日逝去）
院　　　卒 早乙女千恵子先生（令和 3 年 3 月29日逝去）
昭和32年卒 石倉　秀昭先生（令和 3 年 4 月19日逝去）
昭和45年卒 神田　　洋先生（令和 3 年 5 月 6 日逝去）
昭和50年卒 安里　　洋先生（令和 3 年 5 月 7 日逝去）
昭和48年卒 牧野　武雄先生（令和 3 年 5 月23日逝去）
昭和48年卒 石川　　誠先生（令和 3 年 5 月24日逝去）
昭和34年卒 臼井　　龍先生（令和 3 年 6 月 6 日逝去）
昭和53年卒 横山　　明先生（令和 3 年 7 月 1 日逝去）
昭和34年卒 佐藤　和雄先生（令和 3 年 7 月 3 日逝去）
昭和42年卒 長嶋　和郎先生（令和 3 年 7 月21日逝去）

学学 内内 人人 事事

　2021 年 7月12 日、医学部正門前のヒマラヤ杉が
突風で倒れました。この木は、昭和 23 年に医専 1
回生の卒業記念として植樹され、70 年以上を経て
キャンパス内随一の巨木になっていました。
　現在、倒れた木の活用方法を検討しています。会
員の皆様よりアイデアを募集いたします。皆様から
のご意見をお待ちしています。群馬大学医学部同窓
会事務局に直接ご連絡をいただくか、刀城クラブ
ホームページのバナーからお送りください。

（意見提出期限 令和 3 年 9 月 30 日）

ヒマラヤ杉の活用方法について

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


