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　卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。心
よりお慶び申し上げます。
　例年ですと、卒業式と謝恩会に同窓会代表として
お招きいただき、謝恩会ではご挨拶させていただく
のですが、昨年、一昨年と同様に謝恩会は中止、卒
業式は当事者のみで執り行うとのことで参加でき
ず、大変残念に思っております。皆さんは謝恩会に
世話になった教職員そしてご家族をお招きして、卒
業を喜び合う会ですが、この機会を失い、さらに同
級生が一堂に集まるのは謝恩会が最後になりますの
で、これが行われないことは、きわめて残念な気持
ちでおられるとお察しいたします。
　謝恩会でいつもご挨拶申し上げるのは、まずはこ
れから始まる研修医の課程を修了しなければならな
いこと、これは医師として保険診療を行うために必
修の過程で、診療に従事しようとする医師は、2 年
以上の臨床研修を受けなければならないとされ、病
院や診療所の管理は臨床研修修了者に限定されま
す。これをしっかりと行うこと、そして医療を行う
上で、日常の経験のみに頼ることなく、科学的な思
考力を培うために臨床、基礎医学研究を今後も遂行
していくことが大切です。それには大学院に進学さ
れることも選択肢の一つです。医療の本質である
ヒューマニズムを遂行することは、口で言うほど簡
単なことではありません。「医療はヒューマニズム
である」ことをいつも心に刻んで、医師の道に励ん
でもらいたいと思います。
　刀城クラブは 2022 年に創立 70 周年を迎えます。
昨年 11 月をもって法人化し、「一般社団法人　群馬
大学医学部医学科同窓会 刀城クラブ」となりまし
た。法人化するということは、定款を法務局に登録
して、世の中にその存在を公表することです。これ
により、その団体が社会に責任をもった団体である
ことを意味します。法人化により、法律の基に営利
事業を行うことや、会館などの資産を持つことがで

きるようになりました。同窓会の目的は同窓会員の
交流を深め、群馬大学医学部の発展に寄与し、もっ
て医学の進歩に貢献するというものです。同窓会員
の共通の願いは、突き詰めて考えると、我らが群馬
大学医学部を発展させることです。卒業された皆様
が切磋琢磨し、臨床そして医学研究で社会に貢献し、
立派な医療活動を行い、研究業績を上げることによ
り、大学の評価は高くなります。大学の評価が上が
ることが同窓会員の皆様の喜びにつながります。群
馬大学医学部は来年 2023 年に創立 80 周年を迎えま
す。
　この 3 年間はコロナ感染症という、人類がこの 100
年間経験したことのない事態に遭遇しております。
医師としての疾病に対する基本的な考え方はまずは
診断を確定し、そして感染症であればそれを拡散さ
せないように隔離し治療をすること、そして予防す
ることになります。我が国は、まず診断することで
躓きました。その後、治療の経験が蓄積され、治療
する薬剤も開発されつつありますが、当初は隔離す
る手段、施設が不十分でした。そして予防するため
のワクチンは開発されましたが、まだ十分とは言え
ないようです。この感染症は人々に会うことをため
らわせることになり、我々の生活は大きく変わりま
した。今後医療の対応が確立されてから、世の中の
これまでの生活が取り戻せるのか疑問です。世の中
は変わって行き、我々の生活習慣も医療の世界も変
わっていくことが予想されます。そしてこの事態と
社会の対応を歴史がどのように評価し、今後の医療
に生かされていくか見守っていく必要があります。
　今年 2 月にはロシアが隣国のウクライナに侵攻し
たことも想像を超えた事態です。国家間にどのよう
な歴史や事情があるとしても、一般の市民に対して
他国の軍隊が殺戮行為を行うなど考えられないこと
が起こりました。一般の市民や子供たちがこの侵攻
の犠牲になっているのを報道で見ることほど辛いも
のはありません。核の恫喝を含めたこの前時代的戦
争の今後の成り行きも、コロナ禍以上に世の中の秩
序や政治を変えるかもしれません。
　今年の卒業生は先が見えない予測困難な時代に、
新しく社会人、医療人としてスタートすることにな
りました。先が見えない時代においても、皆様が人
間味のある、気骨あるたくましい医療人として活躍
されることを心より期待しております。

卒業生の皆様、
ご卒業おめでとうございます

医学部医学科同窓会 刀城クラブ会長
会長　白倉 　賢二（昭50卒）

卒業おめでとう
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　令和 4 年 2 月 1 日付で遺伝発達行動学講座教授を
拝命いたしました。わたしは名前の由来でもある
昭和 51 年に大阪市出身の両親のもとに生まれ兵庫
県西宮市にて育ちました。幼少期は小学校 1、2 学
年を米国ニュージャージー州の現地校で過ごし、平
成 6 年に私立滝川中学高校を卒業後、京都大学工学
部工業化学科に入学しました。平成 16 年に京都大
学生命科学研究科にて博士の学位を取得後、米国
ニューヨーク大学医学研究科にて 12 年間ほど研鑽
を積み、東京女子医科大学神経生理学講座を経て現
在に至ります。米国滞在時からの宿願であった研究
室の主催が理想的な環境で成就いたしました。群馬
大学の諸先生方、これまで助けて下さった諸先輩方
および仲間達への感謝の思いを新たに、教育研究活
動により一層邁進する所存でございます。
　高校時代に京都大学のシラバス記載内容に憧れ、
化学工学により人工臓器や組織を作り工学の視点か
ら医療に貢献したいと考えました。入学後は体育
会硬式庭球部の活動に熱中する中、3 年生時から所
属した研究室では分子生物学実験の面白さを話して
くださる先輩達に恵まれ、科学研究の楽しみを実感
するようになりました。脳可塑性に関する論文を雑
誌会で紹介したことを契機に脳科学に携わりたいと
真剣に考えるようになり、医学部の中西重忠先生を
訪問したところお話しを熱心に聞いてくださりまし
た。遺伝子改編技術を用いた脳科学研究への意欲を
お伝えしたところ、お弟子さんであり、京都大学ウ
イルス研究所の教授に就任されたばかりの影山龍一
郎先生（現在は理化学研究所脳科学センター所長）
をご紹介いただきました。研究室では分子生物学、
生化学や遺伝学の基礎知識や実験手法を助教授の別
所康全先生（現在は奈良先端大学院大学教授）がご
指導くださり、新規因子を探索するプロジェクトに
加わりました。幸いにも新規因子の単離同定に成功
し、抗体作製による細胞レベルでの発現解析やトラ
ンスジェニックマウスの作製解析を経て GABA 産

生ニューロンの分化を促進する因子であることを突
き止め、成果を報告しました（学位論文）。研究室
の脳外科や眼科の先生方は人生経験豊かな先輩達
で、研究一筋のわたしを本当に優しく見守ってくだ
さり、研究・臨床・子育てを両立させ精力的に取り
組む姿勢には多くを学ばせて頂きました。
　最先端の GABA ニューロン発生発達研究に取
り組みたいと考え、ニューヨーク大学医学部 Gord 
Fishell 教授（現在はハーバード大学医学部・ブ
ロード研究所兼任）に打診したところ、北米神経
科学学会にてお会いし研究室でのインタビューを
経てオファーを頂きました。研究室には多国籍か
つ多様な研究バックグラウンドを持つポスドクが
集い、ベーグルやドリンクがふるまわれるミーティ
ングでは議論が白熱しました。毎週開催される研
究所ミーティング、外部招聘セミナー、ピザやビー
ルを囲むハッピーアワーなどで顔を合わせる他ラ
ボの研究者達とも自然に打ち解け合い、いつの間
にか共同研究が始まり皆で共著論文をお祝いしま
した。研究が活発である背景には、リラックスし
た環境でオープンに話し合い、支え合いながら研
究を楽しむ姿勢が重要であることを体感しました。
米国滞在期間には海外の研究者はもちろん、日本
国内の研究者とも親しい関係を数多く築くことが
できたことはかけがえのない財産です。帰国後は
GABA 回路の発達と発達障害との関係を明らかに
する研究に新たな道筋をつけたいと考え、宮田麻
理子先生の暖かいご支援ご賛同をいただき行動実
験解析系などを新たに立ち上げ研究を進めました。
自閉症 FOXG1 症候群の国内家族会では、創設から
運営にも関わらせていただき基礎医学研究者の立
場ながら社会への貢献を実感できる類稀なる機会
をいただいております。
　双子の息子達は、これまで節目節目で新宿区の赤
城神社にお世話になっており、これから彼らが赤城
山のお膝下で成長していくことに不思議なご縁を感
じております。まだ着任して間もないですが、新人
教授を暖かく迎え入れてあげようという優しさが諸
先生方や事務の方々からひしひしと伝わってきてお
りまして感謝の気持ちで一杯です。微力ながら、ど
うにかして群馬大学や地域の発展に貢献したいと願
う日々です。至らないことばかりかと思いますが、
今後ともご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願
い申し上げます。

着任のご挨拶
遺伝発達行動学

教授　三好　悟一（特別会員）
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　群大医学部同窓会一の不良がこのような機会を頂き
光栄です。教授就任後、新宿での講演の際、東京女
子医大病院心カテチーフであった鶴見先生（S60 卒）
から聴衆に向けてコメントを頂きました。「警察や 893
に追いかけられていた田口君が立派になってとても嬉
しい。」しかし、皆様が心配する様な犯罪はありませ
んのでご安心ください。
　私は昭和 56 年入学、平成 3 年卒、10 年間在籍し
ていました。同級生 500 人、同時在学生 1500 人で
す。入学時、卓球部と軽音楽部に入部しました。私は
どちらにも大変お世話になりました。関係者の皆様に
心より御礼申し上げます。入学数年後、ピアノと歌が
できた私は前橋市内の音楽企画会社に誘われバンド
活動を始めました。バブル効果もあり毎月 70 万円頂
き、ハイレベルなバンド活動の虜になり、約 4 年間大
学に行かず音楽活動をしていました。自分の音楽の限
界が見えてきたころ、新聞等にも取り上げられていた私
に教授会から「音楽に専念させた方が彼のため」と退
学勧告を頂きました。当時、結婚したい女性もでき大
学に戻ろうと鈴木守先生（元寄生虫学教授、群馬大学
学長）に助けを求めました。鈴木先生は「私の試験で
10 番以内に入ったら助けてやる」と、、、頑張りました。
試験後呼び出され「田口君、3 番だったよ。面白いな、
君は。」それから学生結婚し（鈴木先生に主賓をお勤
め頂きました）、4 人の親たちからのストレスを糧に勉強
し卒試・国試を無事通過しました。各同級生の皆様に
は大変お世話になりました。特に、共に卒業した平成 3
年卒の皆様のおかげで無事卒業できたと思っています。
　卒後、心配させた両親の近くへと栃木県獨協医科大
学第一内科に入局しました。もともと生物・化学が苦
手で数学・物理好きであった私は物理的思考で病態を
考えやすい循環器病学の道に進みました。その中でも
冠動脈カテーテル治療の修練に励み、放置すれば短
時間で死に至る急性心筋梗塞の患者さんを救命できる
ことに喜びと達成感を感じました。夜中の電話呼び出
しにも喜んで駆けつけました。次第に後輩が育つと自

分がいなくとも患者さんが救命されるようになり、その
ころから自分たちの仕事を発表する喜びを感じ、カテー
テル治療、冠動脈疾患二次予防に関する論文を多く発
表しました。その結果、2014 年、現職を拝命しました。
群大卒業後も交流頂いていた鈴木守先生は教授就任
を大変喜んでくださり、国宝級の香炉をお土産に教授
室までお祝いに来てくださいました。妻が申しました。

「“More troublesome the child is, the cuter he is.”
という諺は本当ね。」
　学生・若手医師の方々に申し上げます。医師の仕事は、
臨床、研究いずれにおいてもモチベーションの維持に
苦労することがあります。私は沢山の引き出しを持つ工
夫をしました。患者さんのため、社会のため、医学の
ため、チームのため、病院・大学のため、家族のため、
子供たちに背中を見せるため、自分自身のため（これ
が The Greatest Love of All；モハメドアリから生ま
れた詩です）。さらに、闘病中の親友から「自分の分
まで頑張ってほしい。」と告げられたことも大きなエネ
ルギーになりました。一見興味のない仕事も進んで勉
強すると、自分が気づかなかった切り口や知識を発見
し、それらが今までの蓄積と繋がって広がりと深みの
ある仕事に発展していくことを何度も経験しました。興
味はなくてもゲノム領域、統計学、AI に関して一度は
一定レベルまで勉強することをお勧めします。ゲノム領
域は病態を解明していくうえで最終的に必要な知識に
なります。統計学は論文作成に必須です。AI は何十
年も我々が気づかなかった切り口を示してくれることが
あります。例えば、AI により正確に心房中隔欠損症の
心電図診断ができる可能性がでてきました。しかもこ
れは欠損孔の大きさとは無関係なのです。つまり、心
房中隔欠損症の心電図変化は容量負荷の結果ではな
く、根本的に伝導系に異常があることを示唆している
のです。
　現在の私は、最先端技術を含めた臨床促進、若手
医師教育、研究に邁進しております。特に公的研究費
で 2022 年 1 月に開始したブタ心筋梗塞モデルによる
再灌流障害抑制の実験には大いに期待しています。
　群大時代の感謝を伝えたい方々は多すぎて到底書き
きれません。私の文章で当時を思い出し若返って頂け
たら幸甚にございます。また、皆様には、入学同期の
土井先生と毎年参加している太田市野口皮膚科（H2
卒）納涼祭でお会いできれば嬉しく思います。最後に
群大 OB が群馬県全体を支え、かつ、全国・世界で
活躍されることを心よりお祈り申し上げます。

多くの学友に感謝
獨協医科大学埼玉医療センター 
循環器内科

主任教授　田口　功（平3卒）

母校に望む 79
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　私の専門は麻酔・集中治療です。初期研修終了
後に群馬大学医学部麻酔科蘇生科に入局し、同年
には妊娠・出産を経験しました。約半年間の育児
休暇を経て、家庭や育児との兼ね合いから週 3 日
の限定的なスケジュールで復職し、徐々に勤務時間
を延ばしていきました。現在では 17 時には終業で
きるよう勤務を調整していただいています。入局当
初は手術麻酔を中心に行ってきましたが、最近の 5
年間は ICU でも勤務するようになりました。当該部
署では日勤と夜勤の完全交代制でシフトが組まれる
ため、私のように勤務調整が必要な場合でも比較
的働き続けやすい環境となっています。このように
産休、育休のため一定期間を休職しながらも勤務
を続けられてこられたのは、ひとえに周りの方々の
理解と支援があってこそだと感じています。
　2020 年初頭から続く新型コロナウイルス感染症
の全世界的パンデミックにより、私達の生活は大き
な変容を遂げ、今までになかった医療の実践、医
療提供体制の再構築が求められるようになりまし
た。私が働く群馬大学医学部附属病院 ICU では、
県内施設の中でも最重症の新型コロナウイルス感
染症患者さんを診療しています。今でこそワクチン
や抗体カルテル療法、抗ウイルス剤、ステロイドな
どの治療法が確立しつつありますが、当初はどんな
感染症か全く分かっていない状況下で集学的治療
を行わなければなりませんでした。手探り状態で治
療にあたらなければならず、為す術もなく亡くなって
しまう患者さんもいました。診療の際は感染防御の
ため全身に個人防御具を装着しますが、体温調節
が難しくかなり体力を消耗します。パンデミック初
期には個人防護具の確保が困難な時期があったた
め、診療にあたる人員も制限しなくてはならず、結

果として長時間限られたスタッフがケアに当たるとい
う状況が続きました。医師として患者さんを治療し
たい、しなければならないという使命感と、未知の
ウイルスに感染してしまうかもしれないという不安、
自分が原因で家族を感染の危険に晒してしまうかも
しれないという恐怖など今までに経験のない複雑な
感情を抱きながら日々勤務していたように思います。
家族への配慮から家へ帰れず、家族と離ればなれ
で生活しているスタッフもいました。育児中の女性
スタッフは家族と離れて生活することは困難であり、
自分自身を含め、できる範囲での感染対策を継続
して診療にあたっていました。身体的、精神的負担
がかかる状態が１年ほど続きましたが、同じ思いを
もって業務に当たったことで強固な一体感が芽生え、
皆で何とか乗り切ってきました。未だ終息の目処は立
たず、引き続き重症患者の診療にあたっていますが、
新型コロナウイルス感染症に関する診療経験は今後
の私の医師人生にとって貴重な経験になりました。
　縁あって 2020 年 6 月から看護師の特定行為研
修部門の副センター長を拝命し、集中治療医として
臨床に携わりながら医学教育の推進に関する仕事
にも取り組んでいます。特定行為とは「研修を修了
した看護師が、一定の診療の補助として医師また
は歯科医師の判断を待たずに予め患者ごとに指示さ
れた手順書により行う、一部の医療行為」のことを
指します。所定の研修を修了すれば医師の包括的
指示のもとで看護師自身が一部の医療行為を実施
できるようになります。特定行為研修では診断と治
療を行うために、知識と技術を身に着けてもらわな
ければなりません。必要な知識と技術を修得させる
ためにどう指導したらよいかを考え、実際にどう指
導していくのか、教育システムの構築作業はこれま
でとは大きく異なる視点での議論や調整を必要とす
るもので、着任して１年以上たった今でも悪戦苦闘
しながら何とか進めています。しかし同時にやり甲
斐も感じており、新型コロナウイルス感染症診療で
培った経験も踏まえ、自分自身が新たなフィールド
で挑戦できることに感謝しています。
　医師になった当初、未知なるウイルスのパンデミッ
クに対する診療や、看護師を指導するという仕事に
携わるということは全く想像もしていませんでした。
未来は分からないから面白いし、少し大変でも続け
ていくことで新たな可能性に気付けたり、見識の広
がりを実感できたりするのだと思います。今後の自
分のキャリアがどう展開していくのかを楽しみなが
ら、臨床と教育、家庭とを両立し続けていきたいと
考えています。

未来は分からないから面白い

女性医師シリーズ 62◯

看護師の特定行為研修部門
　（看護師の特定行為研修センター）

副センター長　大高　麻衣子（平21卒）
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　私は今でもあの異様な光景を忘れることができな
い。空は鉛色で地面は凍てつくような日であった。
鋭い眼光で細身のその人は、白いワイシャツを腕ま
でまくり、雪が舞う中、基礎棟から臨床研究棟へまっ
すぐ歩いてきたのである。その人こそ、39 歳で東
大から群馬大へ赴任してきた清水弘一教授であっ
た。時は 1974 年、私は医学部 2 年（4 年生）の学
生であった。6 年生になると、臨床講義が始まった。
清水教授は世界的に有名というので我々は興味津々
であった。ある日のテーマは未熟児網膜症であった。

「無血管領域の虚血が新生血管の原因である。治療
は目玉焼き」と言って、鋭い眼光のまま口元をにっ
とするのであった。あるときは、講義の終わりの頃、
手元のベルが鳴って、「これからロンドンへ行く、
眼科の法律を作るのだ」というようなことを言った。
私は清水教授の講義が面白かったのと、眼科なら自
分の時間が持てそうという理由で眼科に入局した。
そして、はからずも 23 年間、清水先生の薫陶を受
けることになったのである。
　入局後の生活は甘くはなかった。清水教授には元
帥というあだ名がつけられているのを知った。教授
室はいつも開け放たれていて、前を通ると、タバコ
とポマードの匂いがした。電動タイプライターから
発する機関銃のような音は医局員を威嚇するのに十
分であった。あるとき、ジャン・クリストフのフラ
ンス語版を私に示し、学生時代に読んだと言った。
私は和訳ですら、途中で投げ出してしまったのに。
清水教授の天才にはかなわないと思った。
　清水教授は網膜分野で世界のリーダーのひとり
で、外国人にも強烈な印象を与えていた。いつも背
筋をぴんと伸ばし、物怖じせずに堂々と英語を話す
姿はサムライのようで、外国でも Le General と呼
ばれていた。清水先生は 30 代後半で蛍光造影のア
トラスを英語で出版し、国際蛍光造影の学会を自ら
主催していた。国際舞台では音に聞く Shimizu が

現れたら、あまりに若いので外国人がびっくりした
そうである。ドイツでの学会では、Shimizu が完璧
なドイツ語を話すので米国人が驚いたという。ずっ
と後の話だが、あるフランスの教授は、「Koichi が
フランス語で講演を始めたら、皆、同時通訳のヘッ
ドフォンを被った」と楽しそうに語った。それでも
フランス語で講演しようとする日本人がいること自
体、驚くべきことである。清水先生は仕事だけでな
く、裏芸としての教養の必要性も説き続けた。これ
を「べらどんな」という洒脱なエッセイとワイン学
で自ら示した。「べらどんな」は先生がこの 12 月に
88 歳で亡くなる 2 年前まで、医学書院の「臨床眼科」
に毎月連載された。
　清水弘一教授は 1998 年に群大を定年退官し、私
がその後任になった。私は浅学非才であったが、「日
本オリジナルの研究を世界へ、群大眼科を日本一に」
を目標に努力した。論文指導には骨身を惜しまな
かった。自分の仕事は後回しにして、夜も週末もつ
きあった。学会活動を活発に行い、世界的に評価さ
れる論文がいくつか出て、国内では「東の群大、西
の京大」と称されるようになった。私は米国黄斑会
議（The Macula Society）の会員になり、20 年間演
題を出し続けた。Macula Society は世界の網膜研究
において最も権威のあるソサエティーである。会員
数は 530 人で米国人が 7 割を占めている。日本人会
員は 10 数人である。私は長年の業績とパキコロイ
ド病（加齢黄斑変性の主因）の最近の研究によって
2021 年に Arnall Patz Medal を受賞した。これは
この会で最高の賞で、過去の受賞者は眼科の歴史を
作ったような著名人ばかりである。欧米社会で日本
人が受賞するのは極めて難しい。23 年先に Koichi 
Shimizuがいる。私は日本人で2番目の受賞者になっ
たのである。網膜で最高の賞を群大教授が二代続け
て受賞したことは、群大眼科のレベルの高さの証で
ある。受賞のきっかけとなった発表が終わると、大
御所である Yannuzzi 先生が発言に立ち、「Koichi 
Shimizu は、いつも Shoji は独創性に優れた素晴ら
しい研究者であるとほめたたえていた。」と述べた。
傑出した人物がひとり眼科の世界から去って行っ
た。しかし、清水教授の強烈な imprinting は今でも
生きている。　「男の気概」、「マシなことを考えろ」、

「自分で見たのか？」

清水弘一先生の思い出
　　　　　　　　　群馬大学名誉教授
　　　　　　　　　前橋中央眼科院長

　岸　章治（昭51卒）　

追　悼
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後 17 か月後にメッシュ感染をきたした一例」、桐
生厚生総合病院 奥山隆之先生より「再発鼡径ヘル
ニアに対する腹腔鏡下手術の検討」、済生会前橋病
院 藍原龍介先生より「右閉鎖孔ヘルニア嵌頓に対
し経腹膜外アプローチで両側の閉鎖孔ヘルニアを
修復した 1 例」、当科 内田真太郎先生より「右閉鎖
孔ヘルニア嵌頓に対し経腹膜外アプローチで両側
の閉鎖孔ヘルニアを修復した 1 例」、前橋赤十字病
院 矢内充洋先生より「緊急で腹腔鏡手術を施行し
た Morgagni 孔ヘルニアの 1 例」、高崎総合医療セ
ンター 星野万里江先生より「当院における腹壁ヘ
ルニアに対する手術症例 95 例の検討」のご発表を
いただきました。治療方針に悩んだ症例、手術術式
に工夫を要した症例、ヘルニア治療成績の施設デー
タなど、いずれも興味ある発表ばかりでした。後半
には、特別講演として、京都医療センター外科 成
田匡大先生にご講演をいただきました。成田先生
は、鼠径ヘルニア手術におけるわが国の第一人者で
あり、この度「鼠径ヘルニア術後慢性疼痛」のタイ
トルで、鼠径ヘルニア術後の重要な合併症である慢
性疼痛に関して、その病態、診断、予防法、治療に
ついて、わかりやすくご発表いただきました。鼠径
ヘルニア手術に関する教育的なご講演であり、すべ
ての参加者、特に若手外科医にとって大変有意義な
ものだったと思います。
　外科のなかで、「アッペ、ヘルニア、ヘモ」と言えば、
手術の登竜門です。なかでも、鼠径ヘルニア手術は、
手術侵襲そのものはあまり大きくありませんが、解
剖が複雑で病態も多岐にわたるため、奥が深いもの
です。経験が浅いうちは、術中にオリエンテーショ
ンを失いがちで、私も最初に鼠径ヘルニア手術の執
刀をさせていただいたときは、指導医の先生に丁寧
にご指導いただき、手術書で見た解剖をひとつひと
つ確認しながら手術したことを今でもよく覚えてい
ます。今回、成田先生からご講演いただいた術後疼
痛など、いくつかのピットフォールもあり、たかが
ヘルニア、されどヘルニアです。オンライン開催と
なり制限もありましたが、本研究会が、群馬県のヘ
ルニア診療のさらなる発展に寄与できれば幸いに存
じます。
　最後になりますが、本研究会の開催にあたり、刀
城クラブの皆さまより多大なるご支援を賜り、心よ
り御礼申し上げます。同窓会の益々の発展を祈念い
たします。

　令和 3 年 12 月 11 日（土）に、「第 6 回群馬ヘル
ニア研究会」を当番世話人として開催させていただ
きました。本研究会は、群馬における腹部のヘルニ
ア（鼠径ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニアなど）に関す
る臨床と研究の進歩・発展・普及のため、平成 27
年に始まったものです。特に若手外科医に対して、
ヘルニア手術の手技向上のための教育を行うことを
主な目的としており、例年、県内各施設において最
前線で活躍中の先生方による一般演題、およびわが
国のヘルニア診療におけるオピニオンリーダーの先
生に特別講演をお願いしています。このような価値
ある研究会を主催させていただき大変光栄であり、
代表世話人の調 憲先生をはじめとした関係各位に、
この場をお借りして心より御礼を申し上げます。
　第 6 回研究会は、本来であれば 1 年前の令和 2 年
に開催する予定でしたが、新型コロナ感染の蔓延に
伴い、やむなく 1 年延期としました。私としまして
は、本来、本研究会には若手外科医に対する教育だ
けでなく、会員相互の連絡と親睦といった役割も
あるため、どうにか対面形式で開催できないかと考
えてきました。しかし、1 年延期したものの、新型
コロナ感染の動向は予測することが困難であり、本
研究会の役割を十分に果たすにはあまり望ましくな
かったかもしれませんが、これ以上延期することは
群馬県におけるヘルニア診療の発展につながらない
と考え、最終的に完全オンラインによる開催といた
しました。なお、オンライン開催に際しては、浅尾
高行教授をはじめとした、本学 ICT データサイエ
ンス・コンソーシアムの皆さまより全面的なご協力
を賜りました。そのような環境なくしては叶わな
かった開催形式であり、この場をお借りして、お力
添えに感謝申し上げます。
　本研究会では、まず一般演題として 6 題、済生会
前橋病院 鈴木茂正先生、高崎総合医療センター 宮
前洋平先生の座長のもと、藤岡総合病院 岡崎英人
先生より「腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP）施行

第6回群馬ヘルニア
研究会を開催して
消化管外科学

教授　佐伯　浩司（特別会員）

学会報告（同窓会補助）
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演題数をやや制限させて頂きましたが、外科、泌尿
器科、産婦人科の各診療科から一般演題を 7 題、主
題演題を 3 題ご発表いただきました。鏡視下手術の
現状から様々な工夫、さらに多くの施設におけるロ
ボット手術への取り組みについてご発表いただき活
発な討議が行え、群馬県内における最新の内視鏡外
科手術の現状を学べる有意義な機会となったと大変
有難く思っております。
　また、特別講演として千葉大学大学院医学研究
院　呼吸器病態外科学　吉野一郎教授にご講演を賜
りました。吉野一郎教授は現在日本呼吸器外科学会
の理事長を務められ、大変お忙しい立場でありなが
ら本研究会の特別講演をご快諾いただきました。現
在の日本呼吸器外科学会のまさにトップリーダーの
先生にご講演をいただける貴重な機会であり、呼吸
器外科医のみならず群馬県内で内視鏡外科に携わる
すべて先生方にも良き学びの機会となったと考えて
おります。ご講演内容として、「呼吸器外科とは」、

「VATS」、「日本呼吸器外科学会の取り組み」、「千
葉大学呼吸器外科の取り組み」の構成で、皆様に分
かりやすいよう呼吸器外科の歴史から呼吸器外科領
域における胸腔鏡手術の位置づけ、また学会での認
定制度および医療安全に対する取り組み、さらに施
設における胸腔鏡手術のトレーニングの状況および
工夫について、手術ビデオを随所に盛り込みながら
多岐に渡るお話をいただきました。呼吸器外科領域
の手術は、現在胸腔鏡下手術が中心となっておりま
すが、時に術中命に係わる状況に遭遇することもあ
り、開胸における手術およびその教育が重要である
ことをあらためて認識でき、今後の内視鏡外科医療
を発展させる上でも重要なご講演をいただいたと感
謝致しております。
　最後に、本研究会は、群馬大学医学部同窓会の多
くの先生方にご参加いただけただけでなく、開催に
際して企画および運営において多くの先生方にご協
力賜りました。この場をお借りして、ご協力、ご支
援をいただいたすべての方々に心より感謝申し上げ
ます。また、共催いただいた NPO 法人群馬がんア
カデミーとご援助頂きました各企業の皆様、さらに、
Web 開催において使用させていただいた Web シス
テムを開発した浅尾高行教授をはじめとした群馬大
学 ICT データサイエンスコンソーシアム様に重ね
て感謝を申し上げます。

　この度、第 26 回群馬県内視鏡外科研究会を 2022
年 1 月 15 日に完全 Web 形式にて開催させていただ
きました。
　本研究会は、群馬県の内視鏡外科医療に携わる外
科系医師を中心に、年始に行われる最初の研究会
として定着し、今回で 26 回を数える歴史のある会
となっております。例年の会の構成としては、外
科、泌尿器科、産婦人科の先生方を中心に学術講
演および特別講演を行うと共に、若手教育のため鏡
視下手術セミナーを開催しておりました。今回は、
COVID-19 の感染状況を鑑み、当初から昨年と同様
に集合形式での開催および鏡視下手術セミナーは断
念し、少しでも対面での討議ができればと演者と座
長のみ現地のハイブリット形式で準備しておりまし
た。しかしながら、年明けからのオミクロン株の急
激な感染拡大により急遽完全 Web 開催に変更とな
り、やむを得ない事態とは言え非常に残念であり演
者、座長の皆様方には大変申し訳なく思っておりま
す。
　今回の研究会は「内視鏡外科手術の定型化と新規
技術の導入」というテーマのもと開催させていただ
きました。内視鏡外科手術はさまざまな領域で目ま
ぐるしい発展を遂げ、これまで幾多の創意・工夫が
重ねられ、現在では安全・確実な内視鏡手術が確
立されつつあります。一方でロボット支援手術をは
じめとした新規技術が導入されるようになり、今後
も内視鏡外科技術のさらなる進化が求められていま
す。安全性を担保するためにはその技術の定型化が
必要となりますが、新規技術に対応する柔軟な姿勢
も常に持つことが今後の内視鏡外科医療の発展にお
いて重要であり、本会は‘定型化’と‘新規技術の
導入’の相反する二つをテーマとして、内視鏡外科
学について今一度深い議論ができればと演題募集
をさせて頂きました。Web 開催ということもあり

第26回群馬県内視鏡
外科研究会開催の
御報告と御礼
先端腫瘍免疫治療学

准教授　矢島　俊樹（平9卒）

学会報告（同窓会補助）
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　私が「財団法人群馬健康医学振興会」から理事の
委嘱を受けた平成 15 年から既に 20 年が過ぎました。
当時第四代理事長は故饗場庄一先生で、会合の席で
昭和 54 年の財団設立からの経緯などをお話し下さっ
て、刀城クラブ会役員会の席でもいつも熱く語っておら
れる姿が目に残っております。第五代後藤文夫先生は
福島の赴任中でお忙しいなかよく活動されて下さいまし
た。第六代理事長に山中英壽先生が就任され、健康
医学ガイド⑤として「重粒子線―切らずに治すがん治
療と医療最前線―」を発刊され、その後の施設のバッ
クアップの先導になったと感じております。また平成 24
年には改革の一歩として「一般財団法人群馬健康医学
振興会」の認可を遂行され「公益財団群馬健康医学
振興会」への道を前進されました。平成 25 年第七代
の森川昭廣理事長が就任され、多分山中前理事長の
ご意向を受けての公益財団化を推進すべく理事会を率

いて、時には夜遅くまで皆で検討を繰り返すこと幾多
もかけて１年半を費やして出来上がった書類を県に提
出することが出来、平成 27 年 4 月に「公益財団群馬
健康医学振興会」に認定されました。これには財団の
事務局の望月氏、小林氏や事務員の方々の努力は絶大
なるものでした。「公益財団」に認定されてからは今ま
での事業のほかに、財団で公募する寄付金は、個人
は所得控除・税額控除が、法人は損金に算入すること
が出来ます。これにより学会、研究会などを主宰され
る皆様が寄付を募る受け口として利用していただける
ようになり、これまでに相当数の実績を挙げております。
現在第八代理事長鈴木忠先生が就任され財団の運営
に当たられております。
　また、平成 28 年 9 月には元小児科教授の黒梅家よ
り研究寄附金があり教育・研究及び学会の振興目的に
資して下さいとのことでした。更に令和 3 年に前橋医
科大学昭和 27 年卒、一外教室で私の大先輩である
神部重八州先生が、若い先生方の医学研究の資にと
の御意向で研究寄附金があり、神部基金検討委員会
をへて「神部記念海外留学奨励賞」と「神部記念研究
奨励賞」を策定し運用が始動しました。これらは財団
の活動が皆様に認められた結果だと思います。
　刀城クラブ会員皆様方のご協力で「公益財団群馬健
康医学振興会」の一段の発展充実を図り、ますますの
財団の活躍を祈念しております。

財団の委嘱を受けて
20年を振り返って
公益財団法人群馬健康医学振興会
理事

長嶋　起久雄（昭44卒）

財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

　新型コロナウイルスによるパンデミックの収束が未だ
見えないなか、医療現場で日々診療に奮闘されている
皆様方に心から敬意を表します。1 日も早く通常の生
活が戻ることを祈ります。2 年余に及ぶこのような状況
のなか医学部同窓会刀城クラブの皆様方には当財団に
対して変わらぬご支援を頂き感謝申し上げます。
　おかげさまで令和 3 年度の財団事業は順調に推移
し、神部基金をもとに神部記念海外留学奨励賞及び
神部記念研究奨励賞の新設と従来の研究助成金の増
額をはかり、群馬県内の若手保健医療従事者に対す
る研究助成事業を拡充する事が出来ました。新たに拡
充された令和 4 年度の海外留学、研究助成に対して県
内の保健医療・教育機関等の方々から多数の応募をい
ただき、選考を進めているところです。助成を獲得さ

れた方々にはさらなるご活躍を期待しております。
　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。書籍発刊はこれま
で県民の健康増進を目的とする書籍「健康医学ガイド」
1 から 6 まで刊行してきました。次の「健康医学ガイ
ド」シリーズとして既に刀城クラブ会報で案内しました

「循環器病」の発刊に向けて編集委員会（委員長　倉
林正彦群馬大学名誉教授）のもとで順調に編集作業
を進めています。一次校正も終了し、近々発刊できる
ものと思われます。「循環器病対策推進基本計画」で
は国民に対して循環器病に関する正しい知識の普及啓
発の必要が説かれており、国は企業・団体・自治体と
連携しながら多様な手段を用いて、科学的知見に基づ
いた知識の伝達に取り組むことを計画しています。健
康医学ガイド 7「循環器病」が県民に広く読まれ循環
器病に関する正しい知識の普及啓発の一助になればと
願っています。
　財団は誕生より40 余年、事業規模は小さいながら
着実に実績を積み上げています。これも当財団に対す
る皆様方のご理解とご支援によるものです。今後とも
ご指導ご支援よろしくお願い申し上げます。

令和４年度に向けて
公益財団法人群馬健康医学振興会
理事長　

鈴木　忠（昭45卒）



ー 10 ー ー 11 ー

第265号 令和4年（2022年）4月20日群馬大学医学部刀城クラブ会報

財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

　群馬健康医学振興会は群馬県民の保健、医療、福
祉の増進に寄与することを目的として、研究助成、講
演会・講習会への講師派遣、書籍発行等の事業を行っ
ております。
　このうち、研究助成として、現在、「研究助成　神
部記念研究奨励賞」「海外留学助成」「神部記念海外
留学奨励賞」「学会・研究会等開催助成」が行われて
おりますので、簡単にご紹介させていただきます。
　「研究助成　神部記念研究奨励賞」は、神部重八
洲先生（昭和 27 年卒・前橋医科大学 1 回生）からの
ご寄附により、令和 3 年 10 月の募集から、より充実し
た助成となりました。概ね 6 名への助成の他、優れた
研究成果を挙げた研究者（1 名以内）には神部記念研

究奨励賞（賞状および奨励研究費 50 万円）が授与さ
れます。
　「海外留学助成」は例年 7 月から 2 月にかけて募集
しております。一方、「神部記念海外留学奨励賞」は、
神部先生のご寄附により、令和 3 年に新たに募集を
開始した事業で奨励賞（500 万円）が授与されます。
COVID-19 pandemic により海外留学を行い難い状況
が続きましたが、今後の留学を計画されている方も多
いことと思います。計画の際には、群馬健康医学振興
会の「海外留学助成」「神部記念海外留学奨励賞」へ
の応募もご検討下さい。
　「学会・研究会等開催助成」は医学、医療、福祉に
関するセミナー、研究会、学術集会、学会、公開講座、
ワークショップ等の主催者からの申請に対して、選考
の上、助成を行うものです。財源としては群馬健康医
学振興会が募集する寄附金が充てられます。
　以上、簡単にご紹介させていただきました。詳細は
群馬健康医学振興会のホームページ（http://tojowww.
dept.med.gunma-u.ac.jp/zaidan/index.html）をご覧い
ただき、どうぞ積極的にご応募下さい。

積極的にご応募を！
公益財団法人群馬健康医学振興会
理事

安部　由美子（昭57卒）

財団のページ（財団のページ（研究研究助成報告書）助成報告書）

　心不全では心筋のエネルギー代謝に異常が見られるこ
とが知られており、また、心不全の約半数は左室駆出率
の保たれた心不全（HFpEF）である。我々は HFpEF
患者群において、エネルギー代謝に関与する線維芽細
胞増殖因子 FGF21 やケトン体β－ヒドロキシ酪酸の血中
濃度が、非心不全患者群と比較して著明に上昇してい
ることを見出した。また、培養ラット心筋細胞にケトン体
刺激を行うと、濃度依存的に FGF21 が著明に産生され
ること、この FGF21 産生上昇にはエネルギー代謝調節
因子 AMPK の活性化や、細胞内栄養センサー SIRT1
の発現上昇が関与することを見出した。本研究の結果
から、 FGF21 が心不全、特に HFpEF の診断や重症度・
予後評価マーカーとして臨床上、重要な因子となる可能
性が示唆された。今後、HFpEF 発症におけるFGF21
の詳細な役割、および治療標的の可能性について検討
していきたい。

足利大学　共通教育センター　講師
（群馬大学大学院医学系研究科
循環器内科学 研究員）

須永　浩章 3 次元動作解析はヒトの運動を定量的に評価する
手法として医療、福祉、スポーツなど幅広い領域で
活用されている。現在、複数台のカメラと反射マー
カーを使用して身体の位置を高い精度で測定する光
学式 3 次元動作解析装置が最も主流であるが、測定
可能な範囲が狭い等多くの限界がある。本研究では、
立位上肢リーチ動作を光学式 3 次元動作解析装置と
慣性センサー式 3 次元動作解析装置を用いた同時測
定を行い、慣性センサーシステムを用いた指先位置
の推定精度を検証した。しかし慣性センサーシステ
ムでは地磁気の影響と思われる 3 次元位置の誤差が
生じ、構築したモデルにおける指先位置の誤差は大
きかった。より精度の高いモデルを作成するため、
今後は使用する光学式 3 次元動作解析装置のマー
カー数を増やして更なる検討を行う。

高崎健康福祉大学　保健医療学部
理学療法学科

助教　冨田　洋介　　

研究テーマ『左室駆出率の保たれた心不全患
者の心筋エネルギー代謝に関わる
バイオマーカーの検討』
（令和1年度助成）

研究テーマ『光学式および慣性センサー式3次元
動作解析装置を併用した全身運動学
モデルの妥当性検証』
（令和1年度助成）
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令和４年１月１日
　堀口　和彦（平 15 卒） 医学部附属病院内分泌糖

尿病内科　講師
　藤原　和之（平 19 卒） 医学部附属病院精神科神

経科　講師
【採　用】
令和４年２月１日
　三好　悟一（特別会員） 大学院医学系研究科遺伝

発達行動学分野　教授

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）、中里優理（5 年）、中島
拓海（4 年）、大津圭吾（3 年）、成瀬豊（事務局）、清
水ちとせ（事務局）

役員会だより

第10回役員会 （令和 3年11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．その他
協議事項
１．医学部代表者と新任教授との懇談会について
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11回役員会 （令和 3年12月16日）

出席者　白倉会長　他 13 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
１．2021 群馬大学昭和キャンパス樹木診断について
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1回役員会 （令和4年1月 27日）

出席者　白倉会長　他 18 名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２． 医学部代表者と新任教授との懇談会について
３．理事会の開催について
４．その他
協議事項
１．令和３年度卒業生に対する記念品について
２．卒業時同窓会表彰学生の選考について
３．学術集会補助金について
４．会報編集状況について
５．その他

第2回役員会 （令和4年 2月 24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．新入生オリエンテーションについて
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

【昇　任】
令和 3 年 11 月 1 日
　安藤　　謙（平 19 卒） 医学部附属病院放射線科　

講師

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27年卒 井上　定一先生（平成27年 2 月23日逝去）
昭和26年卒 杉浦　弘二先生（平成28年 1 月17日逝去）
昭和25年卒 天谷　　博先生（平成30年 8 月29日逝去）
昭和30年卒 二階堂　亨先生（令和元年10月31日逝去）
昭和38年卒 金井　　彬先生（令和元年12月30日逝去）
昭和38年卒 越沼　重雄先生（令和 3 年 4 月逝去）
昭和38年卒 大澤　孝治先生（令和 3 年 8 月12日逝去）
昭和40年卒 鳥澤　寛昌先生（令和 3 年 8 月26日逝去）
昭和31年卒 竹越　省一先生（令和 3 年11月 8 日逝去）
昭和51年卒 小川　徹男先生（令和 4 年 1 月 6 日逝去）
昭和31年卒 高橋　統一先生（令和 4 年 1 月 9 日逝去）
昭和31年卒 小林　璋好先生（令和 4 年 2 月 7 日逝去）
昭和30年卒 小原澤　孚先生（令和 4 年 2 月 4 日逝去）
昭和47年卒 新海　　哲先生（令和 4 年 3 月24日逝去）
名誉会員

清水　弘一先生（令和 3 年12月11日逝去）

学学 内内 人人 事事

長い間会報編集委員を務められた
藤田欣一先生（昭 56 卒）と安部由

美子先生（昭 57 卒）が本号の編集を最後に会報編集
委員会及び名簿編集委員会を卒業されます。長い間本
当にありがとうございました。さて、本号より同窓会報
はカラー印刷となります。今年度はコロナ禍前のように、
クラス会だよりや支部だよりで同窓会報の紙面が会員
の皆様の写真で賑わうことを願っています。（大山良雄）

編集後記


