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　入学おめでとうございます。心よりお慶び申し上
げます。群馬大学医学部同窓会は医学部が創立され
てから 9 年後の 1952 年に創設され、今年で 70 周年
を迎えます。医学部医学科同窓会は刀城クラブとい
います。東大医学部の「鉄門倶楽部」、慶応大医学
部の「三四会」など、全国の大学医学部はそれぞ
れの同窓会にその歴史や地名に由来する名前を有し
ております。刀城クラブの刀は医学を示す刀圭、城
は仲間が集う城郭を表し、さらに利根川と赤城山に
由来するとされております。同窓会は会員の親睦を
通じて母校の発展と医学の進歩に貢献することが目
的です。刀城クラブの歴史は医学部の歴史そのもの
で、同窓会ホームページに「設立時の思い出・昭和
キャンパスの今昔」が掲載されております。医学部
の歴史は同窓会編集「群馬大学医学部・医学系研究
科 70 年史」に掲載されております。
　群馬大学荒牧キャンパスは、元は前橋市日吉町に
あり、1970 年に現在のところに移転しました。当
時は建物以外何もありませんでしたが、移転後 52
年が経過し、現在は樹木が生い茂り、立派な大学の

風格を現わしております。私が入学した 1969 年は、
全国の大学に学園紛争が吹荒れ、東京大学は入学試
験が中止されました。群馬大学では日吉キャンパス
が一部の学生に占拠され、ロックアウトされて入学
式はなく、授業が開始されたのは 6 月になってから
でした。当時は我々新入生が大学構内に入ると、学
生運動の集会に駆り出され、街頭デモにも参加させ
られました。集会では荒牧への移転反対、反戦が叫
ばれておりました。この異常な出来事が当時の学生
達のその後に影響したことは間違いありませんが、
今になって思えば自由でたくましかった仲間や先輩
達を思い出します。
　皆さんの学生生活は、2019 年から世界に広まっ
たコロナ感染症の影響を受けながらのスタートとな
りました。さらにこの 2 月にロシアが隣国ウクライ
ナに軍事侵攻し、市民を殺害するという信じられな
いことが起こっております。パンデミックや軍事侵
攻などあり得ないことが起こり、先が読めない時代
になりました。新入生の皆さんは高校まで受験戦争
に追われて出来なかったこと、音楽、読書、スポー
ツ、旅行、恋愛？など大学時代に憧れていたと思い
ますが、この異常事態に冷静に対処し、気骨たくま
しく規則正しい学生生活を送っていただきたいと思
います。毎年、新入生の間では今まで勉強一筋で生
活してきて、大学での人間関係に不安を持っている
学生が多くみられます。人とのお付き合いは、相手
を大切にする誠実さが重要です。大学生活を大いに
楽しみ、更なる発展を目指してください。

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）

入学おめでとうございます。

入学おめでとうございます

新入生オリエンテーション（令和4年4月4日　基礎大講堂）
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　今年度学友会執行委員長を務めております。医
学科 4 年の天野智章と申します。
　刀城クラブの先生方のご厚意により、様々な新
入生歓迎会の行事が今年も無事とりおこなえたこ
と、学友会を代表して感謝申し上げます。
　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
皆さんとは新入生オリエンテーションや新歓など
を通して皆さんと接することができ、非常に喜ば
しく思います。
　新入生の皆さんはこれから医学生として 6 年間
を過ごすことになります。医学生として医学を学
ぶことも大切ですが、医学のテスト勉強以外の様々
なこともできます。部活動やサークル活動に没頭
したり、興味のある研究室で MD-PhD コースなど
を利用し学生の頃から研究に打ち込んでみるもの
良いでしょう。他にも、学会や勉強会に参加し、
興味のある分野について理解を深めるのもよいと
思います。広い視野を持ってやりたいことや楽し
めることを探し出し、学生生活を豊かなものにし
てください。高学年になると思いのほか時間が足

りなくなってくるので、早めに動き出すことをお
勧めします。
　さて、学生生活を豊かにするという点で、欠かせ
ないのが学友会になります。学友会は群馬大学医
学部医学科の全学生による学生自治会であり、執
行委員会は大学と学生の“橋渡し”を行っています。
例えば年 2 回ある懇談会では先生や職員の方々と意
見交換を行っています。学生の皆さんからアンケー
トという形で講義や大学施設についての意見をま
とめているので、不便に思っていることや不安に
思っていることなどを匿名で先生方に伝えること
ができます。ありがたいことに群馬大学医学部は
教育熱心な先生が非常に多く、講義のフィードバッ
クなどを先生方は積極的に取り入れたり、求める
学生像について明示してくださったりします。懇
談会のアンケート以外にもネット目安箱を利用し
たり、執行委員に声をかけるなど構いません。積
極的に参加していただければと思います。これら
の活動に興味がある学生の方は執行員として一緒
に活動しましょう。
　最後になりますが、同窓会の皆様には、様々な
面で多大なご支援をいただいており、学生一同非
常に感謝しております。そして、学友会が懇談会
を始めとした活動ができているのは教授の先生を
始めとする教職員の皆様や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おかげです。
今後も暖かいご支援とご協力をお願いいたします。

前程万里
学友会執行委員長

天野　智章（医学科4年）

入学オリエンテーション

新入生オリエンテーション（令和4年4月4日　基礎大講堂）
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令和4年度前橋支部総会のご案内令和4年度前橋支部総会のご案内
前橋支部長　中屋　光雄（昭52卒）

　新緑が目に染みる季節となりました。数年の間、支部総会及び講演会は中止を余儀
なくされてきましたが、感染防止に細心の注意を払い開催することとなりました。ご講
演は新型コロナウイルスがご専門の神谷先生に最新の知見をお伺いいたします。多数の
ご参加をお待ちしております。

講　師　群馬大学大学院医学系研究科 生体防御学分野
　　　　　教授　神谷　亘　先生
　　　　　演題　『COVID19 の現状と展望』
参加者　刀城クラブ前橋支部員、学友会員、病院関係者

日　時　令和 4 年 7 月13 日（水）
場　所　群馬大学医学部刀城会館
総　会　19：00 〜 19：10
講演会　19：10 〜 20：10

※コロナ禍のため懇親会は致しません。
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新任教授紹介

　令和 4 年 4 月 1 日付で分子細胞生物学講座教授に
就任いたしました秦健一郎と申します。どうぞよろ
しくお願いいたします。後ほど詳細を述べますが、
私は、遺伝子と様々な疾患とのかかわりを解き明か
す研究と共に、「ゲノム医療」というキーワードで、
研究成果の社会実装化への貢献も果たしていきたい
と考えております。
　私は 1992 年に九州大学医学部を卒業した後、同
大学の婦人科学産科学講座（中野仁雄教授）に入局
し、産婦人科専門医を取得しました。現在は臨床遺
伝専門医としてのゲノム解析の説明や遺伝カウンセ
リングが主ですが、産婦人科医としての臨床経験を
通じて生殖・発生・胎児から更年期や悪性腫瘍まで、
生涯の様々なステージの多彩な疾患に対して広い視
野を得たことは、現在基礎研究を進める上で大きな
糧となっています。大学院は生化学 （竹重公一朗教
授、住本英樹准教授（現教授））に進学し、好中球
活性酸素機構の研究、膜タンパク質をコールドルー
ムで夜通し精製し、組換え体タンパク質とシトクロ
ム c の電子伝達系を利用して酵素活性を測定する、
といった生化学的研究手法の基礎を叩き込まれ、こ
ちらもいまだに私の研究の骨格を成しています。一
方で、当時黎明期であった「逆行遺伝学」の手法で、
疾患原因遺伝子が次々と同定され、生化学的解析で
は簡単には見えてこない病因を鮮やかに（と、浅学
な大学院生であった私の目には映りました．．．）突
き止めていくその手法に感心し、いずれこのような
研究をやってみたいと夢見ていました。
　当時所属していた婦人科学産科学講座では、妊娠
高血圧症候群の研究を行っていたのですが、実は「エ
ピジェネティクス」で病態説明ができるのでは？と
思い込み、1999 年から 3 年 2 か月、ボストン MGH
の En Li 博士（現ノバルティス研究所所長）の下で、
マウスを用いた初期発生の研究を行いました。留学
後は臨床に戻らずに 2002 年から国立遺伝学研究所

（佐々木裕之教授）に 3 年勤務し、引き続き生殖・

発生に関わるゲノム・エピゲノムの研究を行ってい
ましたが、その後縁あって、国立成育医療研究セン
ター研究所に新しく開設された周産期病態研究部の
初代部長に赴任いたしました。同センターでは特に、
ヒト疾患研究に注力し、各臨床科や外部の大学と連
携して研究を進めてまいりました。これまでの研究
実績は主に、1）ゲノム・エピゲノム解析による分
子病態の解明、2）生体試料に微量含まれるゲノム
情報を利用した新規診断法の開発、3）分子疫学的
な視点から環境が個体の健康状態に与える影響の研
究（DOHaD の研究）、という 3 つに分けられます。
群馬大学ではぜひ、これらの研究をさらに発展させ
るとともに、ゲノム医療の実装化に微力ながらも貢
献できるよう全力を尽くす所存です。
　教育の面では、基礎医学から臨床医学へ、さらに
は社会とのつながりを具体的に実感できる教育と実
習を行い、群馬大学から、「日本で一番ゲノム医療
に詳しい卒業生」を送り出したいと思います。私自
身、今の研究を始める前は、遺伝学的検査を身近な
ものとは感じていませんでした。しかし、がんゲノ
ム医療の先例に倣い、今後は遺伝学的検査に基づく
診断や治療方針選択の機会が増えていくものと予想
しています。平成 28 年に改正された医学教育モデ
ル・コア・カリキュラムでも、「遺伝情報の特性を
説明できる、遺伝カウンセリングの意義を説明でき
る、倫理的・法的・社会的配慮を説明できる」等が
明記されています。その一方で、たとえば新型出生
前診断が典型例ですが、市民の間のみならず医師の
間でも、背景知識や倫理的解釈にかなり温度差があ
る、というのが実情です。今後、適正なゲノム医療
が普及し、患者さんの役に立てるためには、医師の
側も、学生時代からゲノム医療に対する標準的な考
え方、捉え方、処し方を学び、役立てて欲しいと願っ
ています。また、もちろん学部学生や大学院生以外
の若手医師に対しても様々な研究支援を行い、教育
を通じて若い学徒の「研究マインド」を涵養し、将
来いずれの分野に進もうとも、自分の目標や医療の
発展に向かって行動できる医療人を育てていきたい
と思います。
　一人では成し得ないことばかりのまさに徒手空拳
ですが、早速多くの先生方よりの温かいご支援に感
謝申し上げますとともに、刀城クラブの先生方皆様
のご指導とお力添えを何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

就任のご挨拶
分子細胞生物学

教授　秦　健一郎（特別会員）
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　私は昭和 60 年に群馬大学医学部を卒業し、同第二
外科に入局しました。その後、群馬県内外の関連病院
で外科医としての研鑽を積み、平成 7 年から群馬大学
医学部第二外科助手、平成 11 年から前橋赤十字病院
外科部長として 13 年間勤務しました。平成 24 年に高
崎総合医療センターに統括診療部長として赴任し、令
和 2 年に副院長、令和 3 年 4 月に院長に就任しました。
専門は消化器外科で、「鬼手仏心」と「一歩前へ」を
座右の銘として、食道から直腸までの消化管や肝胆膵
領域の多数の悪性腫瘍手術に携わってきました。私が
外科の最前線で働いていた頃は、まさに侵襲の大きい
拡大手術全盛の時代で、大学の ICU で術後管理を行
い患者さんの状態に一喜一憂していた日 を々思い出しま
す。この 10 数年は手術侵襲の軽減と早期回復を目指
して、早期の栄養療法やリハビリなどを積極的に取り
入れた周術期管理にも取り組んできました。これまで
同門の先生方には、弟子入りしたかのように濃密なご
指導をいただき、心から感謝しております。残念なが
らこの数年の間に、地域医療に貢献され、私が研修
医時代からご指導いただきました前橋赤十字病院の塩
崎秀郎先生、饗場庄一先生、旧国立高崎病院の臼井　
龍先生、戸塚茂男先生が相次いで他界されました。時
の流れとはいえ寂しい限りで、改めて先生方のご冥福
をお祈りいたします。
　当院は明治 6 年に東京鎮台高崎営所病院として設
立され、その後、高崎陸軍病院、戦後は国立高崎病
院となりました。平成 16 年には独立行政法人化され、
平成 21 年に現在の独立行政法人国立病院機構高崎
総合医療センターとなり、その時代のニーズに応じて病
院の機能と名称を変更してきました。特に、独立行政
法人化後には、救命救急センターを有し高度医療を担
う急性期中核病院としての機能を強化してきました。そ
の結果、救急患者や入院患者、手術件数などが約 2
倍になるなど大幅に増加したため、令和 2 年 3 月には
別館を増設、病床数を 485 床へ、手術室はハイブリッ
ドオペ室を含め12 室へ、ICU も 8 床へ増床しました。
独法後の当院の発展は、歴代の院長である石田常博

先生、金澤紀雄先生、石原弘先生をはじめ、同門の
諸先輩のご尽力の賜物です。常勤医も年々増加し、現
在、診療科は 31 科、常勤医師は 135 名、初期研修
医は 2 学年合わせて 33 名です。常勤医師は、放射線
診断科、眼科、歯科の 3 科を除く28 科が群馬大学か
らの派遣です。初期研修医は群馬大学の卒業生か県
内出身者で、初期研修終了後はほとんど県内で後期
研修を行っており、将来、群馬県の医療を支えてくれ
ると思います。
　さて、「母校に望む」とのお題に関してです。私が医
師になった頃は高度成長からバブルに向う時期で、今
とは違い社会全体に活気があり世の中の規律も緩い時
代でした。医師が尊敬され、病院内でまた世の中から
も大切にされていたように思います。しかし、現在は世
の中の医師を見る目は厳しく、医療の現場での患者さ
んや家族からの要求は高く、時には理不尽なクレーム
もあります。また、チーム医療が浸透したこともあり、
他職種からの大きな期待とともに厳しい審判もありま
す。今の若い医師を見ると、みんな真面目で優秀、万
事においてスマートですが、やや功利的な行動が目立
ち、想定外のことに対する臨機応変の対応が不得手
な気がします。これからの若い医師には、広い視野と
心を持ち、見返りを期待せず、本物の強いリーダーシッ
プのある医師に育ってくれることを期待しています。
　また、現在、群馬県内では、診療科によって医師の
不足や偏在による地域医療の衰退がみられます。2024
年 4月から施行される「勤務医の時間外労働上限規則」
により、今後さらに深刻化することが懸念されます。群
馬大学には、今後の人口動態や高齢化率の推移なども
考慮し、県内全域における医療構想や、DPC データ
等を活用した各医療圏における医療機能や医師の配置
など、将来を見据えた地域医療の構築にこれまで以上
にイニシアチブを取っていただきたいと思います。本年
4 月から、患者の流れの分析による群馬大学の地域医
療研究・教育センターからの助言もあり、当院に皮膚
科常勤医が派遣となりました。このような地域の現状
を考慮した大学の取り組みに、地域医療を担う立場か
ら感謝するとともに、今後のさらなる戦略に大いに期
待しています。
　この数年の間、新型コロナ感染症のため地域の刀城
クラブの同門会や懇親会が開催されず、寂しい思いを
しています。コロナ禍が収束しましたら、同門の先生
方との気兼ねのない飲み会が開かれることを楽しみに
しています。

リーダーの育成と地域医療
における戦略を期待

高崎総合医療センター 
院長　小川　哲史（昭60卒）

母校に望む 80
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　2022 年 3 月 19 日（土）にて、第 11 回国際放射
線神経生物学会を大会長として開催させていただ
きました。新型コロナウイルス感染の影響もあり
Web 開催となりましたが、72 名と多くの先生方に
ご参加いただきました。
　本学会は群馬大学 神経薬理学分野 白尾智明先
生、腫瘍放射線学教室 中野隆史先生を中心に立ち
上げられた学会であり、今回で第 11 回となります。
現在、琉球大学脳神経外科学講座教授の石内勝吾教
授が理事長をお勤めされております。
　放射線治療技術の進歩は近年目覚ましく、粒子線
照射技術や X 線治療の高精度照射技術の発展によ
り、脳腫瘍に対してより根治的な治療が可能となっ
ています。一方で、照射された正常中枢神経組織へ
の影響は大きく、照射後の急性期から晩期まで様々
な時期に有害事象を発症しますが、その詳細なメカ
ニズムは未だ明らかとなっておりません。本大会で
は、第一線で活躍されている放射線腫瘍医・神経放
射線診断医・脳神経外科医・脳神経内科医と、高い
専門性を持った神経生物学者・放射線生物学者が、
放射線と脳への影響に関する議論を深めることを目
的としています。
　海外講演としては、新たな放射線治療法と期待さ
れる FLASH（超高線量率照射法）について、海外
から Gael Boivin 先生をお招きしました。また、特
別講演では中野隆史先生のご講演をいただきまし
た。Web 学会ではありましたが、多くの Discussion
が繰り広げられ、将来的な本領域の発展を期待する
ものとなりました。本大会を開催し、最新の知見を
共有し研究を議論することは、今後の当該分野の発
展に寄与するものであり、難治性腫瘍を患う多くの
患者様に対する治療法の開発・改善など、ひいては
広く社会に貢献できるものと信じております。
　刀城クラブの同門の皆様には心から感謝申し上げ
るとともに、今後のさらなる発展を祈念させていた
だきます。

　2022 年 4 月 23 日（土）に第 27 回癌治療増感研
究会を茨城県大洗町 Hosoda ホールにて開催致しま
した。本研究会は、がん治療に関わる基礎、臨床の
様々な分野における研究者が集い、治療効果を増強
する併用療法の開発を目的に開催されています。今
回は、私の専門である放射線治療の併用療法につい
て、とくに免疫療法との併用効果を中心に議論する
会とし、IL-6 を発見した量子科学技術研究開発機
構理事長の平野敏夫先生に特別講演、ひたちなか総
合病院放射線治療センター長の三橋紀夫先生に教育
講演を頂き、これからの研究の方向性を示して頂き
ました。難治性癌にターゲットとしたシンポジウム
では、未来先端研究機構の柴田淳史先生に DNA 損
傷を起因とする腫瘍免疫応答についてご講演を頂
き、京都大学がん細胞生物学の原田浩先生、物質・
材料研究機構の荏原充宏先生と熱い討論をして頂き
ました。ワークショップでは、筑波大学の櫻井英幸
教授に座長をお願いし、免疫療法時代の放射線療法
について 5 つの研究発表をまとめて頂きました。一
般演題の他に、東京工業大学の松本義久教授の受賞
講演もあり、8 時 45 分から 17 時 45 分まで盛り沢
山の内容でしたが、無事に開催することができまし
た。群馬大学放射線科の先生方にも多数のご参加を
賜り御礼申し上げます。
　今世紀に入り、放射線治療技術は飛躍的に進歩
しましたが、画像診断学、分子生物学、物理工学、
免疫学、など様々な研究成果に支えられながら治
療成績の改善が図られ、過去には克服できないと
判断されたいくつもの課題を乗り越えられる時代
になりました。今こそが千載一遇のチャンスと考
え、仲間とともに研究活動を進めてゆきたいと思
います。最後になりますが、本研究会の開催にあ
たり、群馬大学医学部同窓会のご支援を賜りまし
たことを心から感謝申し上げます。本当にありが
とうございました。

第11回国際放射線神経
生物学会を開催して
自治医科大学附属病院　放射線治療科

教授　白井　克幸（平15卒）

第27回癌治療増感
研究会を開催して
量子科学技術研究開発機構QST病院

副病院長　石川　仁（平7卒）

学会報告（同窓会補助） 学会報告（同窓会補助）
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　三年越しのコロナ禍やウクライナ戦争など暗い話題
が続いていますが、それでも季節は確実に巡り、今年
も群大病院前の桜並木は満開となり、私達の心につか
の間の安らぎをもたらしてくれています。
　新年度のスタートにあたり（公財）群馬健康医学振
興会の活動は事業計画にみるごとく、さらなる充実が
求められています。財団事業の目玉でもある健康医学
ガイドの発刊は第 7 号を上梓する目処が立ちました。
年度内には皆様に書籍をお届けできる運びです。助成
事業もより充実した形で始まっています。令和 4 年度
研究助成は助成金額を1 件 30 万円から 50 万円へと引
き上げて交付し、6 名の助成受領者にはすでに研究を
開始してもらっています。この助成金を活用して優れた

成果を上げた研究者には新設の「神部記念研究奨励
賞」が授与され、次年度も研究を継続できるよう研究
費が支給されます。従来からの海外留学助成ですが
今年度は 2 名の方に助成できる見込みです。また、新
規の大型海外留学助成である「神部記念海外留学奨
励賞」にも応募者があり、審査が進行しています。令
和 5 年度のこれら助成事業は令和 4 年度内に申請を
受け付けますので、奮ってご応募ください。募集期間
ですが、研究助成は令和 4 年 10 月1 日から令和 5 年
1 月15 日までです。また、二種類の海外留学助成につ
いては申請手続きに時間がかかることを見越して、令
和 4 年 7 月1日から令和 5 年 2 月末日まで募集します。
申請に係る詳細は財団のホームページに掲載しますの
で、見落とさないようご注意願います。
　これら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。
今年度からの講師派遣事業では講師への謝金は財団
が神部基金から支弁しますので、会主催者の負担が大
幅に軽減されるものと思います。募集は通年で行われ
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。

今年も募集します
「海外留学・研究費助成、
講師派遣事業」
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）

財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

　新年度がスタートし、日に日に新緑が輝きを増す日々
となりました。3 年におよぶ新型コロナウイルス感染症
大流行は未だ収束に遠く、感染脅威のなかで刀城クラ
ブの皆様方は日々最前線で奮闘されていることと存じ
ます。このような状況のなかで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。
　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の講師派遣、
学術講演会・研修会の開催助成等の 3 事業を展開して
おります。今年度はコロナ禍の影響で講師派遣事業は
一時中止せざるを得ない状況ですが、神部基金をもと
に海外留学助成及び研究助成を一層充実させることが
できました。令和 4 年 3 月 24 日開催の定時理事会に
おいて今年度の事業計画および収支予算ならびに研究
助成金支給対象者及び海外留学金支給対象者が決定
され、ただちに研究助成金支給を 4 月に実施致しまし

た。これまでは助成金支給は 7 月でしたが、早めるこ
とにより研究環境改善に寄与できればと思っています。
　財団は誕生より 40 余年、途切れることなく事業を
継続できています。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年度事業について
公益財団法人群馬健康医学振興会
理事長　

鈴木　忠（昭45卒）
公益財団法人群馬健康医学振興会 令和 4 年度事業計画書

（令和 4 年 4 月 1 日〜令和 5 年 3 月 31 日）
　新型コロナウイルス感染症の世界的流行は日本全国に及んでおり、その収束は
見通しの立たない状況である。群馬県でも連日数百人を超える新規感染者が報告
され、医療状況は逼迫し地域住民の健康と生活の質が脅かされている。
　群馬県民が生まれ育った土地で、家族と共に健康で生き生きとした生活を送る
ためには、県民自らが健康生活への認識を高めるとともに、行政による生活環境
の整備、健康向上のための施策とならんで、地域の医療・保健・福祉関係者が
連携して住民への啓発活動を行うことが求められている。
　本会は、設立の趣旨に基づき県民の健康増進を図るため、健康と医学に関わる
諸問題を科学的に解明し、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. 社会の医療・福祉活動、健康医学教育の振興、地域住民の医療啓発などを目

的とした書籍の刊行。
2. 地域医療の向上を目的とした研究・事業に対する研究助成金の交付、並びに

海外留学に対する助成金の交付。
3. 群馬県およびその関連地域で行われる健康づくりを目的とした医学・医療・福

祉に関する講演会・研修会・学術集会等に対する指導、講師派遣、コンサルティ
ング、募金活動等の支援ならびに共催。

4. 群馬県およびその関連地域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および地域住民が参加する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. 群馬県およびその関連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. 本財団神部基金の活用による公益目的事業のさらなる活性化。
7. 賛助会員の拡充。
8. 医師賠償責任保険の委託契約集金事務の拡充。
9. その他、目的を達成するために必要な事業。

以上。
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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では、群馬県知
事の認定のもと研究助成事業、書籍発刊事業、講師
派遣事業などの公益目的事業を行っています。このう
ち研究助成事業としては、群馬県に研究拠点を有する
研究者概ね年 6 名に各 30 万円の研究助成金を、海外
留学する研究者年 1 名に 50 万円の海外留学助成金を
提供してきました。
　昨年、当振興会は前橋医大 1 回生（昭 27 卒）の先
輩、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た多額の奨学 ･ 研究寄付金をいた
だき、神部基金を設立しました。この基金を利用して
研究助成内容の大幅な充実が可能になりました。
　神部基金の最大の目玉は神部記念海外留学奨励賞
です。この賞では、外部選考委員会による審査を経

て選ばれた年 1 名の受賞者に海外留学のための資金
500 万円を助成します。これとは別に、毎年の研究助
成対象者の報告書を審査し 1 名に神部記念研究奨励
賞として奨励研究費 50 万円および賞状を贈呈すること
になりました。更に昨年まで 30 万円であった研究助成
金には神部基金から1 名あたり20 万円が追加され 50
万円に増額となりました。
　先生方が連携する医師、コメディカルの皆様と様々
な研究あるいは研究指導を行う際には、一層充実した
これらの助成制度を是非ご利用下さい。そして得られ
た研究成果が県民の健康増進に寄与することになれば
幸いです。
　今後もこうした研究助成事業を書籍発刊事業や講師
派遣事業とともに安定的に展開していくためには皆様
のご協力が不可欠ですが、残念なことに賛助会員数は
ここ数年減少傾向です。刀城クラブの先生方におかれ
ましては当振興会ホームページの「賛助会員ご入会の
お願い」をご参照いただき、何卒、会員にご加入賜わ
りますようお願い申し上げます。なお、当振興会は公
益財団法人であるため、賛助会員会費、寄付金は税額
控除の対象となります。

研究助成事業の充実
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）

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）

　肺がんの中で約 30% を占める扁平上皮がんは、喫煙
や HPV（ヒトパピローマウィルス）など外部環境要因の
影響が大きく、また他の腺がんなどと異なり分子標的治
療薬も有効ではないために難治療性だと考えられてい
る。扁平上皮がんの診断マーカーであるp63 遺伝子の
発現制御の破綻は、がんの発生や進行の原因の一つで
あると考えられている。我々は、肺がんにおいて治療経
過を不良にする新たながん悪性化因子としてシンタキシ
ン結合遺伝子を同定し、p63 タンパク質の分解を制御す
ることで発現異常を惹起し、細胞が本来持っているが
ん抑制機能を抑制することで、がんの悪性化に関与する
仕組みを明らかにした。今後、p63 遺伝子の制御に起
因するがんの発生や進行の詳細な仕組みを解明し、分
子標的治療の開発に繋がる可能性を検討していきたい。

群馬大学大学院医学系研究科
教育研究部門
　　　　講師　　六代　範

研究テーマ『扁平上皮がんにおける
バイオマーカーと分子標的
治療法の探索』（令和1年度助成）

　現代社会において、交通事故に伴う脊髄損傷（脊損）
は頻繁にみられる。脊損に対する根治療法はいまだ確
立されていないが、間葉系幹細胞を点滴静注する治療
は脊損後の運動機能障害を改善する可能性のある治
療法である。しかしながら、マウス、ラットに機械的
圧迫を加えた脊損のモデルを使った治療研究で間葉系
幹細胞治療後の感覚障害改善を評価する研究はほと
んど行われていない。我々は脊損後のマウスにマウス
骨髄由来の間葉系幹細胞そのもの、およびその培養
上清を腹腔内投与し、触覚と痛覚のテストを行ったが、
両者で有意な治療効果が得られなかった。今後は脊
損の重症度を軽くする、投与方法を静脈注射に変える、
培養上清を濃縮する等の工夫を行う予定である。

群馬大学大学院保健学研究科
生体情報検査科学　
　　　　　　　中村　和裕

研究テーマ『間葉系幹細胞治療後の
脊髄損傷マウスの感覚障害の定量的
評価法の開発』（令和1年度助成）
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福田利夫（昭 51 卒）、平戸政史（昭
53 卒）、大山良雄（昭 63 卒）、岡

本栄一（昭 63 年）、菊地麻美（平 7 卒）、小澤厚志（平
8年）、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3回役員会 （令和4年 3月 24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． 新入生オリエンテーションについて
３．群馬大学同窓会連合会役員会について
４．その他
協議事項
１．学術集会補助金について
２．会報編集状況について
３．会員名簿発行について
４．その他
　　１） 令和 4 年度刀城クラブ役員会等予定表につ

いて
　　２）その他

第4回役員会 （令和4年 4月 28日）

出席者　猿木副会長　他 24 名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２． 新入生オリエンテーションについて
３． その他
協議事項
１． 第 69 回北関東医学会総会同窓会推薦講演の演

者について
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

【採　用】
令和 4 年 4 月１日
　秦　健一郎（特別会員） 大学院医学系研究科分子

細胞生物学分野　教授
【昇　任】
令和 4 年 4 月 1 日
　小澤　厚志（平 8 卒） 大学院保健学研究科看護学　

教授
　佐藤　浩子（平 8 卒） 大学院医学系研究科総合

医療学分野　准教授
　片山　彩香（平 26 卒） 大学院医学系研究科病理

診断学分野　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45年卒 元山　　誠先生（令和 3 年 7 月21日逝去）

昭和35年卒 戸塚　茂男先生（令和 4 年 1 月10日逝去）

昭和36年卒 飯塚春太郎先生（令和 4 年 3 月31日逝去）

昭和32年卒 武田　文和先生（令和 4 年 4 月 3 日逝去）

昭和35年卒 関根　憲治先生（令和 4 年 4 月 4 日逝去）

学学 内内 人人 事事

　WHO 憲章 前 文（ 日本 WHO 協
会仮訳）では、「健康とは、病気で

はないとか、弱っていないということではなく、肉体的
にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満た
された状態にあることをいいます。」という一文が有名
ですが、その他にも、「人種、宗教、政治信条や経済
的・社会的条件によって差別されることなく、最高水
準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基
本的人権のひとつです。」、「世界中すべての人々が健
康であることは、平和と安全を達成するための基礎で
あり、その成否は、個人と国家の全面的な協力が得ら
れるかどうかにかかっています。」、「健康増進や感染
症対策の進み具合が国によって異なると、すべての国
に共通して危険が及ぶことになります。」などと、新型
コロナウイルス感染症のパンデミックやロシア軍のウク
ライナ侵攻など想定外の出来事が立て続けに起きてい
る状況の中で、胸に刺さる言葉が続いています。SDGs

（持続可能な開発目標）にも通じる内容であり、改め
て WHO 憲章前文の重要性を実感しています。
　さて、本号より岡本栄一先生（昭 63 卒）と小澤厚志
先生（平 8 卒）が新たに会報編集委員に加わりました。
引き続き、会報編集への会員の皆様のご協力をお願い
申し上げます。（大山良雄）

編集後記


