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第69回北関東医学会総会のご案内

同窓会・刀城クラブ総会と教授の会のご案内

【日時】　第 1日目　令和 4 年 9 月 29 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 4 年 9 月 30 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・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

教授の会
 【日　時】　令和 4 年 10 月 29 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 4 年 10 月 29 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 3 年度事業報告について

 　第２号議案　令和 3 年度収支決算報告について

 　第３号議案　令和 4 年度事業計画について

 　第４号議案　令和 4 年度収支予算について

 　第５号議案　 理事及び監事の選任について

 　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
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第69回北関東医学会総会のご案内

同窓会・刀城クラブ総会と教授の会のご案内

第 1日　令和 4年 9月 29 日（木）
	 群馬大学医学部刀城会館

【開会】13：00
【ポスター展示】11：30 〜 15：55

【特別講演Ⅰ】13：05 〜 13：45
座長　西村　隆史（群馬大・生調研・固体代謝生理学分野）
ミトコンドリア選択的オートファジーとミトコンドリア
DNAの母性遺伝
 佐藤美由紀（群馬大・生調研・生体膜機能分野）

【特別講演Ⅱ】13：45 〜 14：25
座長　浦岡　俊夫（群馬大・医・消化器・肝臓内科学分野）
食道癌外科治療の進歩とこれからの展望
 佐伯浩司（群馬大院・医・消化管外科学）

（休憩 5分）

【一般演題A（ポスター発表）】
セッション１　14：30 〜 14：55
座長　富田　治芳（群馬大院・医・細菌学）
１. 膜型分子 SIRPαによるミクログリア活性化制御
  水谷瑠依１、尾池恵摘１、今井武史１、正林大地１、
  今田治子１、榛澤春哉１、浦野江里子１、神宮大輝２、
  林由里子２、大西浩史１

  （ １ 群馬大院・保・生体情報検査科学）
  （２ 群馬パース大院・保健科学研究）
２. SIRPα欠損マウスにおける脳内ミクログリア活

性化領域の解析
  尾池恵摘１、水谷瑠依１、今井武史１、今田治子１、
  正林大地１、榛澤春哉１、浦野江里子１、神宮大輝２、
  林由里子２、大西浩史１

  （ １ 群馬大院・保・生体情報検査科学）
  （２ 群馬パース大院・保健科学研究科）
３. SARS-CoV-2 nsp1 の N 末端側 8 アミノ酸残基

欠損の病原性への影響
  上野栞、高橋龍樹、清水健太、杉浦嘉郎、
  神谷亘（群馬大院・医・生体防御学）
４. がん組織に局在するバクテリアが産生する硫化

水素は抗がん剤誘導がん細胞死を阻害するか？

第69回北関東医学会総会プログラム
  城田美穂１、瀧川雄太２、永井聖也２、輿石一郎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）
５. 授乳期 PFOS 曝露の老年期における影響
  二ノ宮彩音１、天野出月１、蓜島旭２、鯉淵典之１

  （１ 群馬大院・医・応用生理学）
  （２ 早稲田大・人間科学学術院）

セッション２　15：00 〜 15：25
座長　齋藤　貴之（群馬大院・保・生体情報検査科学）
６. 看護職のためのセルフコンパッション・トレー

ニングに関する文献検討
  澤邊理緒、近藤浩子（群馬大医・保健学科）
７. 2 型糖尿病患者の食事療法継続を促進・阻害す

る要因に関する文献研究
  福田姫乃１、伊藤紫苑１、橋さつき２

  （１ 群馬大医・附属病院）
  （２ 群馬大院・保健学研究科）
８. ケンフェロールはカルシポトリール外用誘導

アトピー性皮膚炎様皮膚炎マウスの皮膚炎を改
善する。

   Bolor Nasanbat, Akihiko Uchiyama, Syahla 
Nisaa Amalia, Yuta Inoue, Yoko Yokoyama, 
Sachiko Ogino, Ryoko Torii, Mari Hosoi, 
Sei-ichiro Motegi

    （ Department  o f  Dermato logy ,  Gunma 
University Graduate School of Medicine, 
Maebashi, Gunma, Japan）

９. 液体窒素療法における効果的な実施方法の検討
〜酸化ストレスと組織炎症の関与について〜

  石川真衣、関口明子、小坂啓寿、井上裕太、
  内山明彦、茂木精一郎
  ( 群馬大院・医・皮膚科学）
10. SIRPαコンディショナル KO マウスにおける

Cre 発現に伴う Cx3cr1 遺伝子ヘテロ欠損の影響
の解析

  今井武史１、水谷瑠依１、尾池恵摘１、富山飛鳥１、
  榛澤春哉１、正林大地１、今田治子１、浦野江里子１、
  神宮大輝２、林由里子２、大西浩史１

  （１ 群馬大院・保・生体情報検査科学）
  (２ 群馬パース大院・保健科学研究科）

セッション３　15：30 〜 15：55
座長　高橋　昭久（群馬大・重粒子線医学研究センター）
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11. 抑制型転写共役因子 NCoR1/SMRT の中枢神経
系における役割の解明

  天野出月、二ノ宮彩音、鯉淵典之
  （群馬大院・医・応用生理学）
12. 食餌中の糖質・脂質比が肥満糖尿病における膵

β細胞脱分化と脂肪肝に及ぼす影響
  雷暁、石田恵美、堀口和彦、吉野聡、松本俊一、
  山田英二郎、山田正信
  （ 群馬大院・医・内分泌代謝内科学）
13. がん患者特有の悪臭成分ジメチルトリスルフィ

ドは抗がん剤誘導がん細胞死を阻害するか？
  齊藤夏奈１、永井聖也２、輿石一郎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）
14. 核内受容体アゴニスト中共役ポリエン構造の異

性化における多硫化水素の役割について
  相内彩伽１、瀧川雄太２、輿石一郎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）
15. 特定時期における膵内分泌細胞の運命変換機序

の解明
  佐藤隆史、中川祐子、深石貴大、福中彩子、
  藤谷与士夫（群馬大・生調研・分子糖代謝制御）

【一般演題B（ポスター発表）】
セッション 4　14：30 〜 14：50
座長　金泉　志保美（群馬大院・保・看護学）
16. 精神科訪問看護における看護師の家族ケアの困

難に関する文献検討
  小西美里１, ２近藤浩子１

  （１ 群馬大院・保健学研究科）
  （２ 群馬県立県民健康科学大・看護学部）
17. 慢性腎臓病患者の病に対する思いの研究 
 　－テキストマイニングによる分析－ 
  金子芽生１、岡美智代２、松本光寛２、高橋さつき２、
  宮﨑香那３、常松花音１、吉田莉紗１、遠藤千波４、
  片桐舞花５、猪熊綾子６、戸塚亮太朗６、白土菜津実７、
  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 群馬県済生会前橋病院）
　　（４ 上尾中央総合病院）
　　（５ 長岡赤十字病院）
　　（６ 群馬大院・保・博士前期課程）

  （７ 群馬大院・保・博士後期課程）
18. 慢性腎臓病患者における聞き書きへの思いのテ

キストマイニング分析：カードと冊子による介入
の比較

  宮﨑香那１、岡美智代２、松本光寛２、高橋さつき２、
  金子芽生３、常松花音３、吉田莉紗３、遠藤千波４、
  片桐舞花５、猪熊綾子６、戸塚亮太朗６、白土菜津実７、
  廣村桂樹３

  （１ 群馬県済生会前橋病院）
  （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）
  （５ 長岡赤十字病院）
  （６ 群馬大院・保・博士前期課程）
  （７ 群馬大院・保・博士後期課程）
19. がん患者の終末期医療処置に対する看護師のジ

レンマへの倫理調整
  松本幸姫１, ２、角田明美２、大谷貴子２、明石直樹３、
  瀬沼麻衣子４、塚越徳子４、京田亜由美４、近藤由香４

  （１ 群馬大院・保・博士前期課程）
  （２ 群馬大医・附属病院・看護部）
  （３ 群馬大医・附属病院・血液内科）
  （４ 群馬大院・保健学研究科）

セッション５　14：55〜15：15
座長　高橋　綾子（群馬大医・附属病院・核医学科）
20. ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼの活性測

定を可能にする基質の合成
  鈴木里彩１、須藤豊２、輿石一郎１、柴田孝之１

  （１ 群馬大院・保健学研究科）
  （２ 高崎健康福祉大・薬学部）
21. 大腸上皮幹細胞ニッチである DCS 細胞の細胞

系譜解析
  青柳瑠南１, ２、小田司１、宮内英治１、齋藤貴之３、
  佐々木伸雄１

  （ １ 群馬大・生調研・粘膜エコシステム制御）
  （２ 群馬大医・保・検査技術科学）
  （３ 群馬大・保健学研究科）
22. 温度感受性 TRPV ４チャネルによる乾癬の病

態制御機構の解明
   Syahla Nisaa Amalia, Akihiko Uchiyama,   

Hritu Baral, Chisako Fujiwara, Yuta Inoue, 
Yoko Yokoyama, Sachiko Ogino, Ryoko Torii, 
Mari Hosoi, Sei-ichiro Motegi
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  （ Department  o f  Dermato logy ,  Gunma 
University Graduate School of Medicine）

23. 貪食抑制受容体 SIRPαの遺伝子多型と造血器腫
瘍病態との関連解析

  堀鮎香、後藤七海、齋藤貴之、大西浩史
  （群馬大院・保・生体情報検査科学）

セッション６　15：20〜15：35
座長　大嶋　清宏（群馬大院・医・救急医学）
24. マウスモデルを用いた慢性期シャーガス病治療

薬の探索
  古川眞衣、鬼塚陽子、西島良美、齊尾征直、
  嶋田淳子（群馬大院・保・生体情報検査科学）
25. 前橋市内のケアマネジャーから把握した地域在

住の介護保険利用者の死亡・急変時の状況
  龍﨑直子１、高柳亮２、下田隆也２、寺嶌祐子３、
  下田晶子４、小川葉子５、須田旬子６、剱持淳子７、
  QIJUN YAN ７、牛久保美津子７

  （１ おうちで療養相談センターまえばし）
  （２ 前橋市医師会）
  （３ あなたサポート）
  （４ 上武呼吸器科内科病院）
  （５ 済生会前橋病院）
  （６ 群馬中央病院老人保健施設）
  （７ 群馬大院・保健学研究科）
26. 腹部への鈍的外傷により S 状結腸部分拡張部の

破裂を来した小児の 1 例
  福田治紀１、佐野利恵１、早川輝１,２、高橋遥一郎３、
  窪理英子１、武井宏之４、徳江浩之５、小湊慶彦１

  （１ 群馬大院・医・法医学）
  （２ カロリンスカ研究所・腫瘍病理）
  （３ 筑波大・医学医療系 法医学）
  （４ 群馬大医・附属病院・放射線科）
  （５ 群馬大医・附属病院・放射線診断核医学）

セッション７　15：40〜15：55
座長　大西　浩史（群馬大院・保・生体情報検査科学）
27. Mir-143/145 は TGF-β1 による糸球体上皮細胞

障害に関与している
  田部井彬史、坂入徹、大石裕子、渡辺光治、
  中里見征央、浜谷博子、池内秀和、金子和光、
  廣村桂樹（ 群馬大院・医・腎臓・リウマチ内科学）
28. ヒト肝組織の Sirius Red 染色におけるリンモリ

ブデン酸前処理の非特異的染色性低減効果の検討

  百足ゆい、小林さやか、西島良美、齊尾征直
  （群馬大院・保・生体情報検査科学）
29. 温度感受性 TRPV4 チャネルによる皮膚創傷治

癒の制御機構の解明
  バヤルマー タイワンバト、山崎咲保里、内山明彦、
  荻野幸子、横山洋子、細井真理、鳥居良子、
  茂木精一郎（群馬大院・医・皮膚科学）

第 2日　令和 4年 9月 30 日（金）
	 群馬大学医学部刀城会館

【ポスター展示】8：50 〜 16：25
【特別講演Ⅲ】8：50 〜 9：30
座長　坂本　雅昭（群馬大院・保・リハビリテーション学）
成長期野球選手の健全な野球関係構築の包括的な取
り組み
 田鹿毅（群馬大院・保・リハビリテーション学）

【特別講演Ⅳ】9：30 〜 10：10
座長　岡　美智代（群馬大院・保・看護学）
センスの良い看護師育成のための看護教育をめざして
 上星浩子（群馬大院・保・看護学）

【ワークショップ】10：10 〜 11：40
ゲノム医科学・医療の進歩
総合座長　横尾　英明（群馬大院・医・病態病理学分野）
より良いがんゲノム医療をめざして
 塚本憲史（群馬大医・附属病院・腫瘍センター）
ゲノム医科学研究の実際とその応用
 秦健一郎（群馬大院・医・分子細胞生物学）
ゲノム医療における遺伝子診療部の役割
 山田正信（群馬大医・附属病院・遺伝子診療部）
神経難病におけるゲノム医療
 池田佳生（群馬大院・医・脳神経内科学）

【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 〜 14：30
座長　小湊　慶彦（群馬大院・医・法医学）

「高齢者にやさしい」放射線がん治療確立のための
個別最適化研究
 安達彰子（群馬大医・附属病院・腫瘍放射線学）　 
急性期褥瘡におけるアペリン /APJ シグナルの役割
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と治療への応用について
 山崎咲保里（群馬大医・附属病院・皮膚科学）
脂肪肝の予後改善を目指した診断と治療の解析
 植原大介（群馬大院・医・消化器・肝臓内科学）

（休憩 5分）

【優秀論文賞受賞講演】14：35 〜 14：55
座長　横尾　英明（群馬大院・医・病態病理学）
Rasch model analysis of the Indonesian version 
of the World Health Organization Disability 
Assessment Schedule （WHODAS 2.0）

（ラッシュモデルを用いたインドネシア語版世界保健
機関の障害評価スケジュール（WHODAS 2.0）の分析）

Lukman Hilfi （群馬大院・医・公衆衛生学　パジャ
ジャラン大学）

（休憩 5分）

【同窓会推薦講演】15：00 〜 15：40
座長　山田　正信（群馬大院・医・内分泌代謝内科学）
肺の気腫化と線維化：相違点と類似点
 前野敏孝（群馬大院・医・呼吸器・アレルギー内科学）

（休憩 5分）

【特別講演Ⅴ】15：45 〜 16：25
座長　茂木　精一郎（群馬大院・医・皮膚科学）
ループス腎炎の診断・治療の進歩
 廣村桂樹（群馬大院・医・腎臓・リウマチ内科学）

同 窓 会 推 薦 講 演第69回北関東
医学会総会 同 窓 会 推 薦 講 演

　人が生きていくためには、呼吸を行い肺で酸素を
取り込み二酸化炭素を排出する必要があります。肺
は常に外来の空気に触れており、日々の生活の中で
ウイルス・細菌・抗酸菌・真菌などの感染の危険に
晒されているとともに、タバコ・大気汚染などの有
害物質にも曝露される危険があります。加齢ととも
に肺は傷害を繰り返し、慢性閉塞性肺疾患（COPD）
や間質性肺炎などを発症し、労作時の息切れに苦し
んでおられる患者さんが多くいらっしゃいます。
　慢性閉塞性肺疾患（COPD）は、長期的な喫煙曝
露により肺気腫・慢性気管支炎を生じ、閉塞性障害
をきたす疾患です。間質性肺炎の代表格である特発
性肺線維症は、明確な原因は定まっていませんが、
肺が線維化することにより拘束性障害をきたす疾患
です。このように述べると COPD と特発性肺線維症

は全く異なる疾患ということになりますが、実は両
者には類似点も多いのです。特に、共に加齢に伴い
発症が増加すること、共に喫煙がリスクであること
は、大きな類似点として挙げられます。しかしながら、
結果として生じている表現型は肺気腫と肺の線維化
という全く異なったものとなってしまっています。
　呼吸器内科の道に進んでから、この類似点もあ
るにも関わらず相違がある肺気腫と肺の線維化に
興味を持ち、それぞれの研究を行ってきました。実
際に、同じ患者さんの肺の中でも、肺気腫と線維化
の両方を認めること（気腫合併肺線維症 combined 
pulmonary fi brosis with emphysema）も珍しいこ
とではなく、肺気腫の研究、肺の線維化の研究、の
たどり着く先には同じゴールがあるのでは、との思
いで日々取り組んできました。
　肺の気腫化と線維化、結果としての表現型に大き
な相違が生じてしまうメカニズム、未だに完全には
解明されてはいませんが、国内外でこれまでに明ら
かになってきたことを、細胞老化・細胞死・オート
ファジーといった点に特に着目しながら講演させて
いただきます。

肺の気腫化と線維化：
相違点と類似点

呼吸器・アレルギー内科学
准教授　前野　敏孝（平5卒）
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　何かを「母校に望む」ほど、自分は偉くもないし、強
く望むものもないので私のありふれた人生を簡単にお
話してみます。
　私は昭和 54 年に県立前橋高校から群馬大学医学部
に入学、卒業して最初は脳神経外科に入局しました。
現在の専門は泌尿器科です。泌尿器科は学生の頃か
ら興味はありましたが、兄（修、昭 58 卒）が泌尿器
科に入局したこともあり、兄弟で同じ医局も芸がなか
ろうということで脳神経外科を選んだわけです。生ま
れも育ちも前橋市それも荒牧町なので、ここまで自宅か
ら半径 10 キロ圏内で人生を過ごしてきたことになりま
す。卒後も大学で 1 年研修し、2 年目でようやく前橋
から離れて熊谷総合病院脳神経外科に勤務しました。
脳神経外科時代は教室、同門の先生方は良い方ばか
りで大変お世話になり、今でもお付き合いさせて頂き
感謝しております。今思うに脳外科時代はきちんと仕事
をすること、周囲と患者さんからの信頼に応えることの
大切さを学びました。
　詳細は割愛しますが、3 年目に思うところあり、昭和
62 年に東京大学泌尿器科に入局しました。ここで大
変厳しい研修生活を送ることになりました。入局後ま
もなく赴任された阿曽佳郎教授は臨床と研究において
一切の妥協を許さず、患者の状態の完全な把握と最善
を尽くすことを求めました。毎週回診の前夜は夜遅くま
で準備に追われ、今では笑い話ですが、すべき採血を
忘れると消灯後懐中電灯をもって患者さんに採血をさ
せてもらいに行きました。そのおかげか一度見た検査
データは忘れない、人間は 2 日寝なくても死なないこ
とを学びました。
　そんなこんなで縁あって、学位取得後に米国メイヨー
クリニック泌尿器科 Lieber 教授の計らいで Molecular 
Cytogenetics Lab. にリサーチフェローとして 2 年間留
学しました。ここでは前立腺癌進行関連遺伝子の解
析を行いました。当時はバブル絶好調、“ Japan as 
No.1”の頃でしたので、「日本人は夜寝ない」とか適
当なことを言って猛烈に実験をして、Cancer Research

誌等の筆頭論文 4 編と共著論文を併せて 10 編にまと
めました。これでも日本にいる時よりも楽で楽しい毎日
で、家族との時間も持てたこと、国内外に生涯の友人
が出来たことは何よりも人生の収穫でした。
　帰国後は医局長、講師となり、東大分院で最後の
病棟・外来医長を務めました。分院閉院後は東大病院
で無任所講師の冬の時代を送り、また詳細は割愛しま
すが、製薬メーカーへの転職活動もしました。そんな折、
当時の天皇陛下が前立腺癌に罹患され、ご存知のよう
に東大病院に入院されて前立腺全摘除術を受けること
になりました。私は当時の東大泌尿器科教授北村唯一
先生と宮内庁病院で前立腺生検を行いました。とても
緊張したことを記憶しています。丁度宮内庁病院産婦
人科に同期の定月みゆき先生がいてくれて、当日学生
時代と全く同じ感じで、「さとる君、頑張って」と言わ
れたことで落ち着きました。3 週間にわたる陛下のご入
院中は担当を仰せつかり、稀有な経験をさせて頂きま
した。大変ではありましたが、夢のような毎日でした。
　その後助教授を経て縁あって、44 歳で日本大学泌
尿器科に主任教授として赴任しました。医学部長から
は「日大の医師を育てて下さい」と言われたので単身
で赴任し、5 年毎に計画を立てて教室の医師を育て
ました。当初、腹腔鏡認定医は私だけで自分で年間
300 例以上の手術を行いました。おかげで頚椎ヘルニ
アになり、手術一歩手前まで行きましたが、幸い教室
の医師が成長して代わりに手術をしてくれるようになり
ました。多くの仲間に支えられて働くことで出来る幸運
に感謝です。
　昨年 4 月にまたご縁あって病院長になり、コロナ診
療と通常診療の両立を掲げて毎日頑張っています。ま
ず ICU に加えて通常病床 100 床をコロナ専用病床 50
床に転換して院内感染を抑えつつ、積極的にコロナ患
者を受け入れました。昨年は東京 23 区下で最も多く
のコロナ患者を受け入れた大学病院となり、NHK スペ
シャルやニュースで取り上げられました。第 5、6 波の
際にはコロナ病床は重症患者等で満床になり、泌尿器
科病棟を一時閉鎖して看護師 32 名を増派して乗り切り
ました。また消防署救急隊員へのワクチン接種を院内
ボランティアで昨年のゴールデンウィークに出張して行
い、報道を通して全国にその輪は広がりました。
　「置かれた場所で咲きなさい」ではありませんが、「与
えられた場所で最善を尽くす」ことが出来る人材を輩出
し、そういった人たちが生き生きと働くことが出来る母
校に期待します。少し離れた場所から応援しています。

与えられた場所で
最善を尽くす

日本大学医学部附属板橋病院長
（同泌尿器科学系主任教授）

髙橋　悟（昭60卒）

母校に望む 81
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　2022 年 5 月 27 日・28 日に、第 40 回日本脳腫瘍
病理学会を学会長として川越市の川越プリンスホテ
ルで開催させて頂きました。新型コロナ感染が収束
していない状況でしたので、ハイブリッド学会（現
地参加＋ライブ配信）とし、感染対策を行いつつ
可能な限り対面での学会を実施いたしました。先生
方のご協力で、総演題数が 137 題、参加登録者数
が 346 名、現地参加者数が 194 名と盛会になりまし
た。第 40 回日本脳腫瘍病理学会は記念すべき節目
の年の学会であり、メインテーマを「時空間軸から
考える脳腫瘍病理」と設定しました。本学会 40 年
の歩みを振り返り、次世代の病理医・脳外科医に伝
えるべき脳腫瘍病理は何か（時間軸）、そして、新
WHO 脳腫瘍分類（CNS5）に基づいて日本全国の
脳腫瘍病理診断体制の整備と強化を図り、世界に向
けて発信すべきこと（空間軸）を討論することを目
的としました。招待講演者として海外から 2 名の
高名な病理医、David N Louis 先生（MGH, Dept of 
Pathol, USA） と Charles G Eberhart 先 生（Johns 
Hopkins Univ, Dept of Pathol, USA） を お 招 き し
ました。Louis 先生は残念ながら来日がかないませ
んでしたが、ボストンからライブ配信で参加され、
CNS5 についてのビデオ講演と質疑応答をして頂き
ました。Eberhart 先生は、学会直前に米国からの
入国制限が少し緩まったことがあり来日が可能とな
りました。Eberhart 先生には、実験脳腫瘍の最新
データを含むご講演とともに、シンポジウム 2（脳
腫瘍研究の Cutting edge）の討論に参加して頂きま
した。国内からは、佐谷秀行先生（藤田医科大学が
ん医療研究センター、日本癌学会理事長）をお招き
し、教育講演（がんの基礎研究の趨勢と脳腫瘍研究
への展開）を行って頂きました。学会には、中里洋
一先生、平戸純子先生、横尾英明先生をはじめとす
る多数の群馬大学医学部同窓の先生方にご参加頂き
ました。本学会は私の恩師である石田陽一先生と中
里洋一先生が学会長を務めた学会であり、第 40 回
学会を開催させて頂いたことは私にとってこの上な
い喜びでございました。末筆ながら同窓会からのご
援助に対し厚く御礼申し上げますとともに、刀城ク
ラブの益々のご発展を祈念いたします。

　この度、群馬大学医学部同窓会のご支援を頂
き、2022 年度日本麻酔科学会第 69 回年次学術集会
ならびに第 10 回 International Symposium on the 
History of Anesthesia （ISHA）を当番開催校とし
てハイブリッド開催致しました。会期の令和 4 年 6
月 16 – 18 日には会場の神戸ポートアイランドに約
4500 名の現地参加があり、その後のウェブアクセ
スと合計して約 10000 名が参加しました。学術集
会参加単位や発表単位が専門医、指導医等の新規
申請、更新などに求められることもあり、約 14000
人の会員の 70% 程度が参加したことになります。
2020 年、2021 年度は新型コロナウィルス感染症の
影響で完全ウェブ開催となったため、現地開催での
年次学術集会は 2 年ぶりとなりました。幸い、感
染状況も落ち着いてきていたため、各種の意見交
換会・会員懇親会等も、感染対策を十分に行った
上で再開することができました。対面形式での意
見交換の場を求めていた方々には大いに喜んでい
ただきました。もちろん、慎重派の方々からの厳
しいご指摘も頂きましたが、どこかの時点で通常
モードへの回帰は必要と考えられることから、今
回の開催を機に種々の学術行事が新たな形式を取
り入れつつも、人と人との交流の場として再開し
ていくことを期待しています。
　さて、麻酔学の領域は手術麻酔に留まらず、種々
の重症病態管理、診療科横断的周術期管理、ペイ
ンクリニック・緩和医療、高気圧酸素治療などへ
と展開しています。群馬大学大学院医学系研究科
麻酔神経科学分野でも、これらの診療領域の臨床
的および基礎的研究を続けて参りました。今回の
学会主催を更なる発展の起爆剤として、今後も臨
床・基礎の仕切りを超えた研究活動を展開し、国
内外の専門誌にその成果を報告して参ります。今
回の学術集会主催にあたり、群馬大医学部同窓会
からご高配頂いた財政的ご支援に改めて御礼申し
上げますとともに、引き続きのご指導ご鞭撻をよ
ろしくお願い申し上げます。

第40回日本脳腫瘍
病理学会を開催して
埼玉医科大学病理学

教授　佐々木　惇（昭55卒）

2022年度 日本麻酔科学会
第69回年次学術集会・
第10回ISHAへのご支援お礼
麻酔神経科学

教授　齋藤　繁（昭61卒）

学会報告（同窓会補助） 学会報告（同窓会補助）
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　第 52 回日本職業・環境アレルギー学会を 2022 
年 6 月 18 日（ 土 ）、19 日（ 日 ） の 2 日 間、JR 福
井駅前の福井県県民ホールで開催いたしました。
COVID-19 の影響で、当初の予定より 1 年延期した
ものの、直前まで現地開催ができるか微妙なところ
でした。幸い第 6 波が収束した直後となり、ハイブ
リッド開催ではありましたが、福井に多くの方に
お集まりいただきました。この学会は 1970 年に群
馬大学第一内科の初代教授であった七條小次郎先生
が発起人の 1 人として発足した職業アレルギー研究
会を前身とする学会で、群馬大学医学部との繋がり
が強い学会です。現在も上武呼吸器科内科病院院長　
土橋邦生先生（群馬大学名誉教授）が理事長を務め、
群馬大学大学院保健学研究科に事務局が置かれてい
ます。福井大学に着任して 10 年目の節目にこのよ
うな学会を担当し、盛会裏に終了できましたことを
嬉しく思っております。福井大学呼吸器内科では肺
癌、間質性肺炎、重症喘息を中心に診療、研究を進
めてきましたが、福井大学耳鼻咽喉科、小児科、皮
膚科、環境保健学のご協力により、膠原病、上気道、
花粉・食物アレルギー、産業化学物質などの特別講
演を組み、福井大学らしさを出せたかなと思ってお
ります。また、線維性過敏性肺炎、重症喘息、職業
性アレルギー疾患に関するシンポジウムではこの学
会らしい最新の話題を多くの先生方からご提供いた
だきました。かつて群馬大学で一緒に研究した岡山
吉道先生（日本大学アレルギーセンター長）、久田
剛志先生（群馬大学保健学研究科教授）のほか、福
井大学、群馬大学の多くの後輩医師に学会を盛り上
げてもらいました。とりわけ福井大学着任当初に教
えた学生が出身地の群馬県へ戻り、呼吸器内科医と
なって研究発表をしてくれたことは嬉しい限りで
す。最後になりますが、本学会を開催するにあたり、
群馬大学医学部医学科同窓会ならびに前同窓会長の
飯野佑一先生には多大なご支援をいただきましたこ
と、誌面を借りて御礼申し上げます。

　7 月 2 日（土）3 日（日）の両日、日本褥瘡学会・
在宅ケア推進協会の 2022 年度全国会長として、第
8 回総会・学術総会を盛会裡に終えたことをご報告
いたします。前橋テルサを会場にハイブリッド形式
で開催し、現地 65 名、オンライン 73 名、合計 138
名の参加をいただきました。オンデマンド配信も予
定しております。群馬大学医学部刀城クラブからは
多大なるご協賛を賜り、心より感謝申し上げます。
　今年度のテーマは「手をつなごう！みんなで紡
ぐ新しい時代〜 New Normal, New Era, New Well-
being 〜」と掲げました。コロナ禍の先行きは不透
明ですが、真に手をつなぎ合って多職種連携による
チーム医療をめざしたいという思いです。そして生
糸の町と称されてきた前橋開催ということで、新時
代を紡ぐと表現してみました。在宅医療の推進に伴
い、在宅における褥瘡対策は予防が第一と考えます。
最前線に立つケアマネジャー向けのリスクアセスメ
ントスケール「床ずれ危険度チェック表」が開発さ
れ、これを活用するために策定した「床ずれ予防プ
ログラム」の書籍発行も披露できました。特別講演
として、星槎大学の細田満和子教授には社会学的に
みたチーム医療、悠翔会理事長の佐々木淳先生には
在宅医療のあり方、大誠会理事長の田中志子先生に
は地域共生の実践についてお話しいただきました。
日本在宅医療連合学会とはシンポジウムを共催し、
今後も関連学会とのコラボを進めていきます。
　チーム医療の必要性が叫ばれて久しいものの、い
かに実践するかは未だ難しさがあります。今回、褥
瘡対策に直接間接に関連する講演をお願いし、2 日
間を通して褥瘡を軸に在宅医療の課題と展望を総括
するプログラムになるよう工夫いたしました。40℃
を超えるような真夏以上の 2 日間でしたが、同時に
ハイブリッドながら熱い学術集会にできたと思って
います。末筆ながら、刀城クラブのますますのご発
展と皆様のご活躍を祈念いたします。

桐生厚生総合病院
副院長　岡田　克之（平3卒）

学会報告（同窓会補助） 学会報告（同窓会補助）

第52回日本職業・
環境アレルギー学会を
開催して
福井大学医学系部門内科学（３）分野

教授　石塚　全（昭59卒）

第８回日本褥瘡学会・
在宅ケア推進協会総会・
学術集会を開催して
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　第 97 回大腸癌研究会学術集会を 2022 年 7 月 7 日
（木）、8 日（金）の両日、浜松町コンベンションホー
ルで開催させて頂きました。新型コロナウィルス感
染第 7 波の始まりの時期であり、オンデマンド配信
を含めたハイブリッド形式を採用しました。818 名
の参加者（現地参加 331 名）のもと、盛会裡に閉会
することが出来ました。本学術集会は年 2 回開催さ
れ、わが国の大腸癌診療・研究のエキスパートが一
堂に会し、大腸癌に関する諸問題を解決し、その成
果を世界に向けて発信しています。
　群馬大学関係では 1984 年 7 月に第 1 外科の中村
卓次教授が前橋市で第 21 回学術集会を開催されて
います。私は中村教授の推薦状を頂き、1984 年 5
月に東京医科歯科大学第 2 外科に入局しましたの
で、学生時代の懐かしさとともに特別な感情が沸き
上がりました。群馬大学刀城クラブからは多大なご
援助を賜り、厚く御礼申し上げる次第です。
　3 つの主題のうち、「大腸癌の画像診断の最前線」
では大腸癌診断・治療にかかわる画像診断技術（人
工知能・深層学習）の最先端の研究成果、「閉塞性
大腸癌のベストプラクティス」ではステント治療の
位置付け（海外とわが国での相違）、「ミスマッチ修
復欠損（MSI-H）大腸癌」では遺伝性大腸癌の代表
である Lynch 症候群の診断・治療の進歩やユニバー
サル・スクリーニングの現状・問題点，免疫チェッ
クポイント阻害剤の効果等について、活発な討論が
なされました。
　私が川越の地に勤務して 27 年目になります。大
腸癌を中心とした消化器癌の診療・研究に微力なが
ら邁進してきたつもりですが、近年ではがんゲノム
医療の推進にも鋭意尽力しております。また、大腸
癌研究会を源流とする一般社団法人日本遺伝性腫瘍
学会理事長として、わが国の遺伝性腫瘍の診療・研
究全体の底上げと体制整備を進めております。今後
とも同窓会の先生方のご指導・ご鞭撻のほど、お願
い申し上げる次第です。

　この度 ｢ 第 30 回乳癌基礎研究会 ｣ を令和 4 年 7
月 16 日（土）、17（日）に伊香保の「森秋旅館」を
会場として開催させていただきました。新型コロナ
ウイルス感染症の蔓延がある状況であり、開催直前
まで完全 WEB 開催への変更も見据えつつ、WEB
での配信を合わせたハイブリッド形式にて、感染対
策を十分とった上で開催いたしました。本研究会は
乳癌の基礎研究の発展のため、病因病態を検討し、
さらに予防、診断、治療法の発展に寄与することを
目的とし、今回で 30 回目となります。本会の群馬
での開催は、2017 年の堀口淳先生（国際医療福祉
大学 乳腺外科 主任教授）に引き続き 5 年ぶりとな
ります。この度の第 30 回開催を記念し、くすの木
病院の飯野佑一先生の特別発言より会を開始させて
いただき、病理診断学の小山徹也教授、国際医療福
祉大学の堀口淳教授にも司会の労をお取りいただき
ました。
　今回の研究会のテーマは「繋ぐ」とさせていただ
きました。基礎、臨床に携わる多くの皆様にご参加
いただき、本会の目的とする基礎研究と臨床を繋ぐ
ということだけではなく、今、このような時代だか
らこそ、人と人を繋ぐということ、現地と遠隔地を
繋ぐこと、さらには伝統ある本会のこれまでと現在、
そして未来を繋いでいくということで、皆様にとっ
て、繋がりを感じられるような会になるよう準備い
たしました。内容につきましては、東京工業大学生
命理工学院の星野歩子先生による、エクソソーム
を介した seed and soil についてのご講演をはじめ、
聖マリアンナ医科大学の太田智彦先生、京都大学の
河口浩介先生、国際医療福祉大学の黒住献先生と最
新かつバラエティに富んだ話題をご提供いただくこ
とができ、今後に繋ぐことができるのではないかと
考えております。多くの方のご協力のお陰で、無事
に全てのプログラムを執り行うことができました。
ご参加いただいた先生方、同窓会の諸先輩方、また
乳腺・内分泌外科の同窓の先生方には多大なご援助
をいただき、ここに厚く御礼を申し上げます。

第97回大腸癌研究会
学術集会開催報告
埼玉医科大学総合医療センター
消化管・一般外科

教授　石田　秀行（昭59卒）

第30回乳癌基礎研究会
を開催して
乳腺・内分泌外科
診療教授　藤井　孝明（平12卒）

学会報告（同窓会補助） 学会報告（同窓会補助）



ー 10 ー ー 11 ー

第267号 令和4年（2022年）9月1日群馬大学医学部刀城クラブ会報

　本年（令和 4 年）4 月 9 日ホテルメトロポリタン
高崎にて第 61 回三三会クラス会が開催された。三
年ぶりの顔合わせであった。新型コロナ禍で卒業以
後毎年続いていた記録は頓座した。しかしこのよう
なクラスは群大医学部始まって以来、有りますまい。
入学が昭和 30 年、当時の学制では、大学の教養課
程修了以上あるいは医学進学コースであっても医学
部入学には改めて試験を受けねばならず、そのかわ
り全国どこの医学部でも受験可能であった。私ども
のクラスはほぼ半分は群大から残り半分は東大をは
じめ大学は多彩であった。34 年卒が何故三三会（さ
んざんかい）で通してきたかその由来については既
に語られているので省略する。加えるとすれば上毛
三山があった。33 年卒クラス会の方々には悪かっ
たのではあるが…。
　クラス会の開催場所は、伊香保中心に殆ど群馬で
あったが、東京で 2 回、鬼怒川、熱海でそれぞれ 1
回行われた。ゴルフの盛んな時代では必ずゴルフを
伴っていたが、そのうちにゴルフをしない人からク
レームが出た事が思い出される。それと三三会全体
の中で最大のエピソードは平成 9 年群馬大学学長選
挙に同級生二人が立候補したこと、土屋純と長町幸
雄である。結果は工学部の赤岩学長となるのである
が、いきさつは略することとする。

　今回 2 年間の断絶の中で 7 人の仲間が亡くなり、
計 40 人が鬼籍に入った。卒業時 61 人だから 3 分の
2 である。新版の同窓会名簿では白面が目立つ。し
かし先に逝った仲間は私の推測では、多くの者は医
師としての立場、辿る道は違っても自分の志はほぼ
達成したのではないか、志に反したか、不十分と思
われる人は 1 割に充たないのではないかと思える。
　さて当日の出席者は写真の 10 人と写真の撮影に
間に合わなかった猿谷繁の 11 人であった。しかし
会の雰囲気がいつもと違っている。活気がないと感
じた。2 年間の断絶にプラス年齢の影響かもしれな
い。何分にも聴覚はじめ老化の進んだ 87 歳から 90
歳である。一番若い山崎の話に救われ、栃木からか
けつけた満川は久しぶりの出会いと夫人同伴で安心
したのか泥酔状態となり一寸戸惑った。最後決まり
のクラス歌「古い顔」の音頭取りを忘れ（これも老化）
大木に指摘され会は終了。来年もと。4-5 年前に酔っ
払った某が俺は一人になってもクラス会はやるぞと
叫んでいたのを思い出した。
　最後に断絶 2 年間の幹事富沢貴に感謝、死亡者多
く大変であった。また、日頃の事もあるが常任幹事
五十嵐俊弥が今回一人ですべてを設営したことに深
謝する次第である。
　なお古い顔の歌詞を掲載する。

クラス会だより

第６１回三三会クラス会
野上　保治（昭34卒）

古 い 顔
一  子供の頃に遊んでた  学生時代に付き合った
　 いろんな友が居たけれど  みんなみんな今はない 
　 鳴呼懐かしい古い顔

二  夜遅くまで座り込み  笑って飲んだものだった
　 あの仲良しの飲み仲間  みんなみんな今はない
　 鳴呼懐かしい古い顔

三  恋もしたっけ素晴らしい  美人だったなあの人は
　 今じゃ逢われぬ人の妻  みんなみんな今はない
　 鳴呼懐かしい古い顔

四  類の無いほど親切な  一人の友が居たけれど 
　 その友すらも捨ててきた  俺は本当に恩知らず
　 鳴呼思い出すことばかり

五  心の知った友達は  兄弟よりも懐かしい
　 同じ家になぜ君は  生まれ来ては呉れなんだ
　 そうすりゃ今頃は傍に居る

六  亡くなった友去った友  奪われた友いろいろの
　 昔の友を語ろうよ  みんなみんな今はない
　 鳴呼懐かしい古い顔

第61回 群大三三会 クラス会（令和4年4月9日ホテルメトロポリタン高崎）
後列左より：堀口佳男　五十嵐俊弥　宮崎英智　乃木道男
前列左より：渡辺修助　山崎統四郎　大木一郎　満川元亮　野上保治　浦野　恭
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　今年 3 月、群馬大学医学部同窓会会員名簿令和 3
年版が届きました。昭和 42 年卒業は 58 名の登録で
す。前回平成 30 年版では鬼籍に入ったもの 12 名に
対し、今回 1 名追加になっただけで、ありがたいこ
とに皆さん元気に過ごしている様子がわかりまし
た。名簿で大きく変わったのは、「勤務先もしくは
開業名」の空欄が7から14と倍増していることです。
　昭和 42 年卒は今年で卒後 55 年という節目を迎え
ました。私たちが卒業したころは、インターン制度
改革運動が盛んに行われており、非入局（医局に籍
をおかない）や国家試験ボイコットが実施されまし
た。「42 的結合」などと揶揄された事もありますが、
クラスの結びつきは他クラスに負けないと自負して
います。卒後数年荻野忠君が同窓会幹事役を引き受
けてくれ、ほぼ毎年のように同窓会を開催していま
した。
　その後群馬在住の筆者が引き継ぎ、ほぼ年 1 回を
踏襲した上、仲間をご当地幹事として札幌（長嶋和
郎）、松山（萩山正治）、北九州（米良利郎）、名護（松
岡政紀）、大津（大川匡子）、日光（新沢敏章）、広島（小
沼杏坪）、横浜（井坂健一）、東京、高崎と全国展開
してきました。家族同伴も可能とし非日常を楽しみ
旧交を温めてきました。家族的な交流も広がったと
思います。
　集まりやすさを考え東京開催が増えましたが、母
校のある前橋での開催希望が増え 51 周年同窓会は
前橋で開催。その時の様子は令和元年 12 月 15 日群
馬大学医学部同窓会会報第
256 号に報告しました。詳
細は省きますが石井ホール
での重粒子線医学研究講義
と同施設見学がメインでし
た。
　翌年も前橋での開催を予
定し同伴者 4 名を含む 21
名の参加が決まりながら、
新型コロナ蔓延のため、直
前の 1 ヶ月前に中止を決め
ました。
　今回 55 周年の節目でもあ
り、何としてもと願ってい
たところ幸い感染減少傾向
となり、「中止」原稿を用意
しつつ、電話最終勧誘の慌
ただしさの後、5月14日（土）
から 15 日（日）開催するこ
とができました。

　土曜日の午後、石井ホールでの後藤文夫君手配に
よる最終受講となるやも知れぬ講演会は、感染制御
部部長　徳江豊先生による「新型コロナウイルス感
染症の基礎と対策」、医療の質・安全管理部副部長　
滝沢牧子先生による「現場をよくする医療安全」と
豪華二本立て。両先生とも「あれそれ」症候群の始
まっている高齢同窓生に対しわかりやすく講義して
頂き、質疑応答も賑やかで 60 年前の授業風景を彷
彿とさせるものがありました。この場を借りて、両
先生には厚く御礼申し上げます。
　夜は新前橋「ホテル・ラシーネ」でメインパーティ。
感染対策としてテーブル間交流を減らすためと、松
山から萩山正治君、さいたま市から橋田昌晴君の希
望もあり LINE ミーティングを利用。物故者への黙
祷、同窓会地域貢献賞に輝いた長屋孝雄君、吉松
弘君の記念スピーチを交え何人かが近況報告。結局
テーブル間交流控えめはほとんど無視され、感染症
対策で実行できたのは「集合写真なし」だけでした。
またシステム管理と司会を筆者一人で行ったため相
当混乱しましたがそこは同級生、昨日まで会ってい
たかのようなごく自然な流れで会が盛り上がりまし
た。打ち上げの挨拶では目をうるませながら「来年
も頼む」というメンバーもいました。
　翌日は 12 名で開花の始まった大盛況の敷島バラ
園でのバラ、そして狭いながらも筆者の庭にある
50 数本のバラを観賞しました。最後のイベントは
ホテルサンダーソン「菜々久」での昼食会、景色と
料理を楽しみながら歓談、「次回も元気で再会」を
誓いました。
　繰り返しますが、ブランクを感じさせない再会の
感動、今回もあった卒業後初めての近況報告など同
窓会幹事冥利に尽きます。

コロナ案じつつ55周年
春日　功（昭42卒）
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財 団 の ペ ー ジ財 団 の ペ ー ジ

　平素より群馬健康医学振興会の活動にご理解とご支
援・ご協力をいただき感謝申し上げます。令和 3 年度
は公益目的事業として研究助成 6 件 180 万円、学会・
研修会等に対する助成 3 件を執行できましたが、新型
コロナウイルス感染症の影響もあり海外留学助成およ
び研修会への講師派遣の申請はなく執行出来ませんで
した。書籍発行については「“健康医学ガイド 7”循環
器病〜知る・治す・予防する〜」の原稿が整い令和 4
年度発刊に向けて作業中です。賛助会員 82 名の方々

に賛助会費 276 万円のご支援と他に奨学・研究寄付
金 2件１億30万円をいただきました。収益目的事業「医
師賠償責任保険の委託契約集金事務」では加入者数
2,165 名で事務費 6,231,861 円となりました。
　財団の運営に関しては、この度任期満了に伴う理事
の改選が行われました。第 30 回理事会・第 17 回評
議員会の承認をへて 2 名の新任理事を加え 11 名の理
事が選出されました。令和 4 年度の公益的事業計画
は神戸基金を原資に研究助成・海外留学助成・講師派
遣助成の一層の充実が図られております。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中での活動
となりますが、新体制のもとで皆様方のご意見をいた
だきながら財団運営に邁進いたしますのでよろしくお願
いいたします。また、賛助会員の皆様におかれては引
き続きご指導ご支援のほどお願いいたします。

令和３年度事業報告
および新役員のご紹介
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役員一覧

役職名 氏　名 勤務先等
理事長 鈴　木　　　忠 公立藤岡総合病院名誉院長

常務理事（業務担当） 中　里　洋　一 医療法人社団日高会日高病理診断研究センター長
常務理事（財務担当） 大　島　　　茂 群馬県立心臓血管センター顧問

理　事

白　倉　賢　二 群馬県済生会前橋病院リハビリテーションセンター長
飯　野　佑　一 くすの木病院乳腺健診センター長
木　谷　泰　冶 医療法人中沢会上毛病院
長　嶋　起久雄 独立行政法人群馬中央病院外科
根　本　俊　和 医療法人高徳会理事長
萩　原　俊　一 上毛新聞社取締役営業副本部長
村　上　正　巳 群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学講座教授
池　田　史　子 日高病院眼科部長

監　事
鈴　木　庄　亮 エコヘルス研究会代表
金　澤　紀　雄 高崎総合医療センター名誉院長・参与

顧　問
奈　良　純　夫 奈良内科医院副理事長
山　中　英　壽 古作クリニック名誉院長
森　川　昭　廣 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

評議員

小　山　　　洋 公益社団法人　群馬県医師会群馬リハビリテーション病院
猿　木　和　久 さるきクリニック理事長
横　江　隆　夫 国立病院機構渋川医療センター特命診療顧問
山　田　正　信 群馬大学大学院医学系研究科内科学講座教授
渡　邊　秀　臣 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　純　子 宮久保眼科理事長
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　本年度の群馬健康医学振興会助成事業の採択者が
決定しましたので、お知らせいたします（下表）。研究
助成金については 20 件の応募があり、一次及び二次
の審査を経て 6 件の課題を採択することが理事会で決

定されました。4 月初めには研究代表者に助成金（1 件
50 万円）が交付され、研究が開始されています。海
外留学助成金については 2 名の方から応募があり、常
務理事会及び定時理事会において審議の結果、本年
度は 2 名とも採択することとなりました。採択者はそれ
ぞれ英国と米国に留学します。新設の「神部記念海外
留学奨励賞」については群馬大学病院循環器内科医
員の川上亮氏が採択者に決定しました。本年 6 月15
日には神部重八洲先生ご臨席の下、本賞の授与式が執
り行われました。なお川上氏は米国ペンシルバニア大
学に 3 年間留学する予定です。

令和４年度助成事業の
採択者
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４年度研究助成金支給対象者

番号 氏　名 所属・職名 研究又は事業のテーマ 助成金

1 中　川　和　昌 高崎健康福祉大学保健医療学部
理学療法学科准教授

小中学生における運動器検診項目の結果と足部機能
および外傷・障害との関係 50万円

2 堀　内　辰　男 群馬大学大学院医学系研究科
麻酔神経科学助教、病院講師

肥 満 細 胞活 性 化 試 験（Mast cell activation test, 
MAT）を用いたアナフィラキシー原因薬剤の特定 50万円

3 藤　谷　与士夫 群馬大学生体調節研究所
分子糖代謝制御分野教授

膵癌の新たな origin の同定〜膵ランゲルハンス島を
起源とする膵癌発生に関する新仮説の提唱〜 50万円

4 橋　本　佑　輔 群馬大学大学院医学系研究科
細菌学分野助教

腸球菌の多剤耐性化に関与する線状プラスミドの複
製・伝達メカニズムの解析 50万円

5 片　山　彩　香 群馬大学大学院医学系研究科
病理診断学助教

乳癌における治療標的マーカーの腫瘍内不均一性発
現が薬物療法効果に及ぼす影響の解明 50万円

6 新　井　誠　二 群馬大学大学院医学系研究科
泌尿器科学助教

オミクス解析を用いた、蛋白翻訳阻害による前立腺
癌縮小メカニズムの解明 50万円

合　　　　　　計 300万円

２．令和４年度海外留学助成金支給対象者

番号 申請者 所　　属 研究テーマ 留学先 留学期間 備考

1 松　崎　秀　信
群馬大学医学部医学科、
群馬大学数理データ科学
教育研究センター

HER2 陰性乳がんの生検検
体病理画像に対する予後予
測 AI プログラムについて

ロンドン大学衛生
熱帯医学 大学院
公衆 衛生学修士
コース

2022.8.1
〜 2023.6.30

助成金
50万円

2 佐　原　尚　彦
SUBARU 健康保険組合
太田記念病院循環器科
医長

心内膜側・心外膜側からの
同時高分解能 mapping によ
る、心室頻拍中の興奮伝播
様式と不整脈基質との関連
性の解明

The University
of Arizona College 
of Medicine-Phoenix

2022.4.1
〜 2023.3.31

助成金
50万円
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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）

　Gitelman 症候群は、腎 遠位 尿 細管のサイアザ

イド感 受 性 Na-Cl 共 輸 送 体（NCC）をコードする

SLC12A3 遺伝子の変異によって引き起こされる先天

性疾患である。二次性にアルドステロンが過剰にな

り低カリウム血症となる。本研究では、新規に発見

した NCC R896X 変異の機能解析を目的とした。本

変異では、細胞内に存在する NCC の C 端部を 200

アミノ酸以上にわたって欠失することが特徴である。

R896X 変異は、野生型 NCC と同様、細胞膜上に

存在すること、二量体を形成することが判明した。

R896X においては、膜貫通領域には変異が存在しな

いため、これらは予想に合致する所見と考えられた。

さらに、恒常的に野生型や変異 NCC を発現する細胞

を樹立した。引き続き、NCC のリン酸化や Na 透過

能などを検討して、NCC の C 端部の役割を解明して

いきたい。

　遺伝性血管性浮腫（Hereditary angioedema; HAE）

は、5 万人に 1 人の割合で存在する常染色体優性遺伝

疾患である。C1- インヒビターの先天的欠損または機

能低下によって血管透過性が亢進し、①皮膚②消化

管粘膜③気道粘膜の急激な浮腫を症状とする。特に、

喉頭浮腫による窒息は致死的となることがあるため、

救急領域では近年注目されている疾患である。一方

で、本邦では、医療者間で HAE の疾患認知度が低

いため、未だ診断されていない HAE 患者が潜在的に

存在するとされる。今回、我々は、群馬県内における

新たな HAE 患者を探索するための前向き調査を行っ

た。当該期間中、HAE が疑われる患者が 1 名いたが、

精査の結果、HAE は否定的であった。今後も、医療

者側の HAE に対する疾患認知度の向上と、未診断の

HAE 患者の確定診断を進める取り組みを継続してい

く予定である。

群馬大学大学院医学系研究科
応用生理学分野

講師　石井　角保（平9卒）

研究テーマ
『新規 SLC12A3 遺伝子変異
による Gitelman 症候群の
病態解明』（令和元年度助成）

３．令和４年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者

番号 申請者 所　　属 研究テーマ 留学先 留学期間 備考

1 川　上　　　亮
群馬大学医学部附属病院
循環器内科・医員

心臓・腎臓のエネルギー代
謝変化が病態生理に及ぼす
影響の包括的理解

University of
Pennsylvania・
Cardiovascular 
Institute, Perelman
School of Medicine

2022.9.1
〜 2025.8.31

奨励賞
500万円

群馬大学大学院医学系研究科
救急医学分野

助教　澤田　悠輔（平24卒）

研究テーマ
『群馬県における遺伝性血管性
浮腫（HAE）患者探索のため
の前向き調査』（令和元年度助成）
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【就　任】
令和 4 年 4 月 1 日
　安部由美子（昭 57 卒） 群馬医療福祉大学医療技

術学部　教授
　中村　卓郎（昭 62 卒） 高崎健康福祉大学薬学部

臨床病態学　教授
　矢島　俊樹（平９卒） 香川大学医学部呼吸器・

乳腺内分泌外科学　教授

役員会だより

第5回役員会 （令和4年 5月19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． 群馬大学と群馬大学同窓会連合会との懇談会に

ついて
３．その他
協議事項
１． 令和 4 年度地域医療貢献賞実施要項（案）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6回役員会 （令和4年 6月 23日）

出席者　猿木副会長　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． 令和４年度同窓会総会と教授の会の実施要項

（案）について
２．同窓会刀城クラブ新規入会案内について
３．会報誌広告協賛募集趣意書について
４．70 周年記念事業について
５．会報編集状況について
６．その他

【昇　任】
令和 4 年 7 月 1 日
　新井　誠二（平 15 卒） 大学院医学系研究科泌尿

器科学分野　講師
令和 4 年 8 月 1 日
　岸　美紀子（平７卒） 大学院医学系研究科医学

教育開発学分野　教授

【昇　任】
令和 4 年 4 月 1 日
　笠原　群生（平４卒） 国立成育医療研究センター　

病院長
令和 4 年 5 月 26 日
　林　　基弘（平３卒） 東京女子医科大学脳神経

外科分野　教授

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 卒）、菊地麻美（平 7 卒）、小澤厚志（平
8 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）

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28年卒 斎藤　慶一先生（令和 4 年 1 月20日逝去）
昭和33年卒 金子　頴雄先生（令和 4 年 4 月25日逝去）
昭和40年卒 柳沢　温子先生（令和 4 年 5 月13日逝去）
昭和38年卒 樋口　　忠先生（令和 4 年 5 月19日逝去）
昭和48年卒 久髙　弘志先生（令和 4 年 6 月 4 日逝去）
昭和46年卒 伊神　恵一先生（令和 4 年 6 月11日逝去）
昭和49年卒 浦野　公一先生（令和 4 年 6 月29日逝去）
昭和59年卒 滝口　伸浩先生（令和 4 年 7 月23日逝去）

名誉会員

鈴木　光雄先生（令和 4 年 5 月20日逝去）

学学 内内 人人 事事

いまやコロナウイルスの系統樹は
分子系統学的にリアルタイムで追

跡されておりますが、「太陽のコロナを彷彿とさせ
る」輪で取り囲まれたウイルスが風邪患者の気管
培養組織などの電子顕微鏡観察から発見されたの
は 1960 年代です。30 代の新人顕微鏡技師である
ジューン・アルメイダと、イギリスの風邪研究所の
デビット・ティレルらにより「コロナウイルス」と命
名され、短報が Nature に掲載後、わずか半世紀の
科学の進歩には驚かされます。コロナ禍のさなかで
はありますが、母校では北関東医学会や同窓会補助
の各種学会がウェブ開催など、工夫して活発に開催・
予定されております。残暑のみぎり、同窓生の皆
様のご健康とご活躍を祈念いたします。（星野綾美）

編集後記

学学 外外 人人 事事


