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　今年は刀城クラブ創立 70 周年を迎えるとともに、同
窓会が法人化して初めての総会となります。定款の定
めにより、議決権行使書を含めて幹事の半数以上の
出席が総会成立の要件となり、やっとの成立です。開
催準備の不手際もあり、来年にはもっと参加しやすく
有意義な総会にしなければと反省しております。
　法人化の目的は、同窓会が社会的に責任を果たすと
ともに同窓会事業をより活性化することです。先ずは
現在、銀行預金として保有している資産で、昭和キャ
ンパス前の土地を購入し、駐車場事業を行います。駐
車場収入や広告収入で資金を得て、同窓会 70 年の伝
統を守りながら、新しい時代に向けて活動を拡大しま
す。さらにこの土地は、同窓会の資産として将来には
様々な用途が考えられます。高額な資金を要する事業
は法人化によって初めて出来ることで、最近の社会情
勢では同窓会活動には資金の裏付けが必要になり、資
産の運用は重要な課題となります。
　今年は総会後の会員懇親会を創立 70 周年祝賀会と
して盛大に行う計画でしたが開催出来ず、記念事業と
しては 70 周年記念誌の編纂を行うことになりました。
遅くとも年度内に刊行して、会員の皆様にお届け出来る
と思っております。来年は医学部の創立 80 周年になり
ます。全学では群馬大学の前身である「小学校教員伝
習所」が出来てから150 年になることから、群馬大学
創基 150 周年事業が計画されております。医学部 80
周年事業はこの全学事業の一環として行われることに
なり、医学部では同窓会の代表を含めた実行委員会を
設置して準備すると聞いております。群馬大学の歴史
が 150 年もの長きに亘ることを社会に示すことは、全
学同窓生にとっても大きな自信に繋がると考え、刀城ク
ラブとしてもこの記念事業に協力しなければならないと
考えております。会員の皆様にも、この事業への参加
とご協力をお願いしたいと思っております。
　同窓会活動の目的の第１は会員の交流です。総会懇
親会、卒業生謝恩会、新入生歓迎オリエンテーション、
退官教授送別会、新任教授との懇談会など、親睦を
図る目的の行事がコロナ禍を理由に延期、あるいは中
止されております。来年には、これらの事業の再開を
楽しみにしております。今後とも同窓会活動へのご理
解、ご協力をお願い申し上げます。

　去る令和 4 年 10 月 29 日 15 時より、同窓会「教授

の会」が刀城会館にて開催されました。

　教授の会は、群馬大学医学部出身の教授方に出席

いただき、情報交換の場として 2 年に 1 度同窓会総

会に合わせて開催されております。今年は小春日和

で天気に恵まれ、県内外より 24 名の先生方にご参

加いただき、幹事長の松﨑利行先生（平 9 卒）の司

会で進行いたしました。最初に白倉賢二会長（昭 50

卒）からご挨拶がありました。その後、出席の先生

方から近況報告がありました。［発言順に小林功先生

（昭 36 卒）、後藤文夫先生（昭 42 卒）、中林公正先

生（昭 42 卒）、鈴木忠先生（昭 45 卒）、都築靖先生

（昭 45 卒）、村上博和先生（昭 53 卒）、中野隆史先

生（昭 54 卒）、安部由美子先生（昭 57 卒）、中村哲

也先生（昭 57 卒）、長谷川正俊先生（昭 57 卒）、村

上正巳先生（昭 57 卒）、小山徹也先生（昭 59 卒）、

鯉淵典之先生（昭 60 卒）、池田将樹先生（昭 62 卒）、

中村卓郎先生（昭 62 卒）、磯達也先生（平 2 卒）、林

基弘先生（平 3 卒）、岸美紀子先生（平 7 卒）、小和

瀬桂子（平 7 卒）、矢島俊樹先生（平 9 卒）、顧問の

飯野佑一先生（昭 46 卒）・森川昭廣先生（昭 44 卒）］

お一人約 2 分という短い時間でしたが、現在のお仕

事の状況や、お忙しい中でもご趣味を楽しんでいらっ

しゃるお話等がございました。和やかに会が進み、

有意義な情報交換の場となりました。

令和４年度
同窓会総会挨拶

医学部医学科同窓会 刀城クラブ
会長　白倉　賢二（昭50卒）

令和４年度同窓会
「教授の会」の報告

総合医療学
教授　小和瀬　桂子（平7卒）

教授の会の風景
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　令和 4 年度同窓会総会が 10 月 29 日（土）刀城会
館にて開催されました。議長団は放射線診断核医学
講座が担当し、議長に対馬義人先生（昭 63 卒）、書
記に勝又奈津美先生（平 16 卒）が選出され、議事
を進めていただきました。
　総会の冒頭、この 1 年間に逝去した物故会員に謹
んで黙祷を捧げ、ご冥福をお祈りいたしました。次
いで、白倉会長から挨拶がありました。続いて、議
長の司会により、次第に従って報告事項と議事の審
議が行われ、原案どおりすべての議案が承認されま
した。以下、各議事について概説いたします。

報告事項：令和 3 年度事業報告（令和 3.12.1 ～令
和 4.8.31）について
１． 会員状況　正会員 6,394 人、名誉会員 5 人、
 特別会員 80 人、準会員 0 人　計 6,479 人。
２． 支部の異動　令和 3 年度異動なし。
３． 事業
１）同窓会会報の発行（第264号、265号、266号）
２）同窓会会員名簿の発行（令和3年度版）
３） 定年退任教授への記念品贈呈（令和4年3月16日）
４）表彰の実施（卒業時表彰5名　令和4年3月23日）
５）卒業生への記念品贈呈（令和4年3月23日）
６）新入生との懇談会の実施（令和4年4月4日）

７） 奨学補助金の実施（学術集会補助金12件　175万円）
８）公益財団法人群馬健康医学振興会の活動への協力
９）群馬大学同窓会連合会への協力
10）その他（理事会1回、役員会8回、委員会12回）
以上、松﨑幹事長より説明がありました。

第 1 号議案：令和 3 年度収支決算報告について
　込谷理事（財務委員長）から令和 3 年度収支決算
の説明があり、鈴木監事の監査報告の後、承認され
ました。

第 2 号議案：法人設立時理事、法人設立時監事の選
任について
　猿木理事（総務委員長）から法人設立時の理事、
監事について説明があり、承認されました。

第 3 号議案：土地の取得について
　白倉会長から土地の取得について提案があり、承
認されました。
　その他として、猿木理事（総務委員長）から令和
4 年度地域医療貢献賞受賞者の紹介があり、白倉会
長より表彰状と記念品が贈呈されました。
　受賞者　小内正幸先生、倉繁田鶴子先生、山﨑征
雄先生、大友晋先生、（野口寿一先生　ご欠席）
　また、第 69 回北関東医学会総会、同窓会推薦講
演者 前野敏孝先生（平 5 卒）へ白倉会長より感謝
状と記念品が贈呈されました。
　また、公益財団法人群馬健康医学振興会の鈴木理
事長から、群馬健康医学振興会の理事・監事・顧問・
評議員について、令和 3 年度賛助会員並びに令和 3
年度の実施事業について報告がありました。

令和４年度
同窓会総会報告

幹事長　松﨑　利行（平9卒）

正　会　員
天　谷　　　博（昭25卒）
杉　浦　弘　二（昭26卒）
井　上　定　一（昭27卒）
斎　藤　慶　一（昭28卒）
中　島　正　夫（昭28卒）
清　水　卓　造（昭29卒）
小原澤　　　孚（昭30卒）
遠　山　俊　夫（昭30卒）
二階堂　　　亨（昭30卒）
饗　場　庄　一（昭31卒）
小　林　璋　好（昭31卒）
高　橋　永　治（昭31卒）
高　橋　統　一（昭31卒）

竹　越　省　一（昭31卒）
須　藤　謙三郎（昭32卒）
武　田　文　和（昭32卒）
金　子　頴　雄（昭33卒）
関　根　憲　治（昭35卒）
戸　塚　茂　男（昭35卒）
飯　塚　春太郎（昭36卒）
大　澤　孝　治（昭38卒）
金　井　　　彬（昭38卒）
越　沼　重　雄（昭38卒）
樋　口　　　忠（昭38卒）
本　木　健　雄（昭38卒）
品　川　洋　三（昭39卒）
中　澤　次　夫（昭39卒）

鳥　澤　寛　昌（昭40卒）
柳　沢　温　子（昭40卒）
小　屋　　　淳（昭44卒）
元　山　　　誠（昭45卒）
伊　神　恵　一（昭46卒）
新　海　　　哲（昭47卒）
久　髙　弘　志（昭48卒）
浦　野　公　一（昭49卒）
小　川　徹　男（昭51卒）
滝　口　伸　浩（昭59卒）

名誉会員
清　水　弘　一
鈴　木　光　雄

１年間の物故会員（敬称略）令和３年 10 月１1 日～令和４年８月 31 日
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地域医療貢献賞受賞おめでとうございます

　今年度の地域医療貢献賞を受賞された先生方の
ご略歴および推薦理由を以下に掲載させていただ
きます。

小内　正幸先生（昭 43 卒）

【学　歴】
昭和43年 3 月　群馬大学医学部卒業

【職　歴】
昭和45年 5 月　群馬大学医学部第一内科学教室　入局
昭和55年10月　医学博士号　取得
昭和56年 6 月　医療法人三思会東邦病院入職
昭和63年10月　医療法人三思会東邦病院院長
平成10年12月　前橋市樋越町に「おない内科皮膚科」
　　　　　　　医院開設
平成11年 4 月〜平成19年3月　勢多郡医師会　理事
　　　　　　　厚生、会報、緊急医療、介護保険等担当

【推薦理由】
　内科・皮膚科医院として開業後まもなく地域医師
会役員に就任され厚生、会報、救急医療などご担当
になり地域医療の増進にご尽力されました。この頃、
2000 年（平成 12 年）にスタートした介護保険制度
については、制度そのものに対する国民への周知・
普及、さらに円滑な制度運用に全国の地域医師会が
果たした役割は計り知れないものがあると考えてい
ますが、先生は地域の介護認定審査会委員長として
当初より関係職種並びに行政に指導的立場から関与
され地域行政、地域住民に対しても多大の貢献をさ
れました。（前橋支部長　中屋　光雄、昭 52 卒）

倉繁田鶴子先生（昭 46 卒）

【学　歴】
昭和46年 3 月　群馬大学医学部卒業

【職　歴】
昭和46年 4 月　東京都立広尾病院第一内科

昭和50年 5 月　群馬大学皮膚科学教室
昭和55年 5 月　倉繁皮ふ科医院　開設
昭和55年　　　前橋市皮膚科医会　発足
　　　　　　　 会員6名（敬称略）（内田、大川、五十嵐、

太田、望月、倉繁）
　　　　　　　会長：大川　章　先生
昭和56年　 「皮膚科専門医による皮膚科学校健診」　

開始
　学校皮膚科健診は前橋市が全国初であった。当
初、群馬大学附属小中学校、その後ボランティアと
して市立小学校15校（パイロット校）の学校皮膚科
医を経て市立全校の皮膚科校医制となり現在に至
る。
平成13年 4 月〜平成17年 3 月　群馬県医師会代議員
平成13年 4 月〜平成28年 3 月　
　　　　　　　前橋市学校保健会特別対策部会
　　　　　　　皮膚疾患対策部会長
平成19年 2 月〜平成27年10月　
　　　　　　　前橋市皮膚科医会　会長
平成22年11月　 第41回全国学校保健・学校医大会　

シンポジスト（於：ベイシア文化ホール）

【推薦理由】
　地域の皮膚科医院医師として永年に亘り地域住
民の健康・福祉の増進に寄与されました。更に医
師会活動、特に皮膚科専門医による学校皮膚科健
診体制の確立に心血を注ぎ取り組まれました。昭
和 56 年に群馬大学附属小中学校皮膚科校医が全国
に先駆けてスタートし、前橋市立小中学校のパイ
ロット事業を経て全校の皮膚科校医制が確立され
るまでのご苦労は想像を超えるものがあります。子
供たちのより健康・健全な学校生活の確保に多大
な貢献をされましたが、同時に後進の学校医に示
された指針は今後も永く輝き続けるものと考えま
す。（会員推薦　中嶋　宏治、昭 46 卒・平井　明文、
昭 46 卒）
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野口　寿一先生（昭 46 卒）

【学　歴】
昭和46年 3 月　群馬大学医学部卒業
昭和51年 3 月　 群馬大学大学院（医学研究科 生化学）

卒業

【職　歴】
昭和51年 4 月〜昭和52年 8 月　群馬大学第二内科
昭和52年 8 月〜昭和54年12月　
　　　　　　　オクラホマ医学研究所・研究員
昭和54年12月〜昭和58年 3 月　群馬大学第二内科

（この間、前橋済生会病院および群馬大学・草津分院に
出向を含む）
昭和58年 4 月〜平成元年 3 月
　　　　　　　山梨医科大学第三内科・講師
平成元年 4 月〜現在　野口内科小児科医院院長
平成元年 4 月〜現在　上高野小学校・校医
平成 7 年 6 月〜平成29年 5 月　

社会保険診療報酬支払基金審査委員
　　　　　　　（平成21年　厚生労働大臣表彰）
平成14年〜平成19年　幸手市医師会長
平成22年〜平成25年　北葛北部医師会長
平成26年 6 月〜平成31年 5 月　埼玉県医師会理事

【推薦理由】
　幸手市医師会長、北葛北部医師会長、埼玉県医師
会理事と医師会業務に携るとともに、永年にわたり、
社会保険診療報酬支払基金審査委員を務められ、厚
生労働大臣表彰を受けておられます。
　また、校医を務められ、内科・小児科医として、
地域医療に大きく貢献しておられます。（埼玉県支
部長　星野　修一、　昭 52 卒）

山﨑　征雄先生（昭 46 卒）

【学　歴】
昭和46年 3 月　群馬大学医学部卒業

【職　歴】
昭和46年 4 月〜昭和54年3月　
　　　　　　　群馬大学病院・小児科
昭和54年 4 月　山崎医院院長
昭和54年〜平成 9年　 深谷赤十字病院・小児科
 嘱託医
北足立郡市医師会
　平成 4 年〜平成23年　郡市医師会　理事
　平成18年〜平成21年　

郡市医師会　副会長および埼玉県医師会代議員
　平成24年〜　　　　　郡市医師会　参与
　平成26年〜　　　　　郡市医師会　副議長
　令和 4 年〜現在　　　郡市医師会　議長
市行政・市教育委員会
　昭和62年 4 月〜現在　北本市就学支援委員会　委員
　昭和63年 4 月〜現在　

北本市立児童発達支援センター　嘱託医
　平成18年 4 月〜現在　要保護児童対策会議　委員
福祉・その他
　平成14年 4 月〜　社会福祉法人さくら苑　評議員
　令和 3 年 7 月〜現在　同上　理事
　平成21年 4 月〜平成23年 3 月　
　　桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校　校長
　平成30年 7 月〜現在　
　　埼玉県医師国民健康保険組合　理事
　平成10年 4 月〜平成23年 3 月　

本 社 〒370-0006 群馬県高崎市問屋町３丁目２番地３
TEL 027-361-6161 FAX 027-361-6167

上越営業所 〒942-0022 新潟県上越市下荒浜３２１番地
TEL 025-544-3103 FAX 025-544-3820

URL     http://www.wakou-kagaku.co.jp    E-mail info@wakou-kagaku.co.jp

和和光光化化学学株株式式会会社社

和光化学は、「化学」と「環境」を提供する専門商社として、品質強化

活動、環境保全活動を積極的に行い、お客様に感動していただける

サービスの提供に努めております。
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　　桶川市、北本市、伊奈町
　　　　　　　　予防接種事故調査委員会　委員長
　令和 2 年 7 月〜現在　埼玉県医師会裁定委員

【推薦理由】
　山﨑征雄先生は、昭和 54 年に、北本市の山崎医
院院長に就任。北足立郡市医師会員として、児童発
達支援センター、障害児童保育所の嘱託医、要保護
児童対策会議の委員として、地域小児医療活動に大
変活躍され、貢献されました。
　また、医師会役員として、集団から個別接種に移
行する定期予防接種に関し、各市町村が個々に行う
事業を集約化し、相互乗り入れが行えるよう、学術
的ガイドラインに沿って、地域に指導、助言されま
した。埼玉県医師会と協力し、県内どこでも接種が
受けられる体制の構築に、貢献されました。更に、
ワクチンのバイアルキャップの色、シールラベルの
色、問診票の色の統一化等を、厚生労働省に提案さ
れ、接種日時、期間表示などの予防接種ガイドライ
ンの改訂に貢献され、これにより、人為的なミスが
減少し、安全な予防接種が行えるようになりました。
　小児科医として、地域、埼玉県のみならず日本の
医療に大変貢献されたものと思われますので推薦い
たします。（埼玉県支部長　星野　修一、昭 52 卒）

大友　晋先生（昭 47卒）

【学　歴】
昭和47年 3 月　群馬大学医学部卒業

【職　歴】
昭和47卒 4 月　群馬大学医学部第一内科　入局
昭和53年 5 月　群馬県立がんセンターに勤務
昭和62年〜平成24年　田口会新橋病院　院長
　　　　　　　その後も同病院に勤務、今日に至る

【推薦理由】
　昭和 47 年に群馬大学医学部を卒業後、直ちに群
馬大学第一内科に入局し、消化器グループに所属。
その後通算 10 年余り群馬県立がんセンターに勤務、
主に消化器癌の診療に従事されました。昭和 62 年
に新設された田口会新橋病院に病院長として就任。
一般内科、慢性腎不全の透析導入及び維持透析を担
当。介護保険開始後は介護病棟も担当されました。
　院外活動としては、地域の小学校、中学校、集団
予防接種などを 24 年、館林市邑楽郡介護認定審査
会委員 6 年、救急救命士の資質向上と維持を目的と
した館林地域メディカルコントロール協議会委員 9
年、館林夜間診療所にての診察 10 年、胃集団検診
間接撮影読影 5 年をなされました。平成 29 年より
館林市胃内視鏡検診に参加されています。また、地
域医療の情報交換と行政への交流を目的とした群馬
県病院協会理事を 9 年なされました。
　平成 24 年に田口会新橋病院の院長を辞した後も
同病院にて多くの患者の診療にあたり地域医療に多
大な貢献をされています。更に、永年にわたり地元
太田館林邑楽支部の幹事として活躍され、同窓会刀
城クラブ発展に寄与されており、地域医療貢献賞に
値するものとして推薦いたします。（太田・館林・
邑楽支部長　小島　章、昭 43 卒）

あなたの未来をお手伝い
ライフプランのご相談は
東和銀行へ

© NIPPON ANIMATION CO., LTD.
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新任教授紹介

　この度、令和 4 年 8 月 1 日付で、医学教育開発学
講座の教授に着任いたしました岸美紀子と申しま
す。刀城クラブの皆様のご高配によりご挨拶を申し
上げる機会をいただき深謝いたします。
　私は平成 7 年に群馬大学を卒業し、森昌朋教授が
率いる第一内科（当時）に入局しました。群馬大学
医学部附属病院、前橋赤十字病院で研修後に第一内
科の大学院に進学して第一研究室分子遺伝子グルー
プの一員として山田正信先生のもとで基礎医学研究
に従事しました。大学院在籍中に米国アイオワ州ア
イオワ大学での留学も経験しています。帰国後に大
学院に復学し、学位取得後に群馬大学医学部生化学
教室に移ってからは基礎医学研究とともに学生教育
に携わり、医学科や保健学科で講義や実習、実験指
導の経験を積むことができました。その後、他大学
に異動した際に本格的に教育職にキャリアを替え、
群馬大学大学院医学系研究科附属医学教育センター

（当時）の発足を機に、母校に戻り医学生の教育に
関わる機会をいただきました。
　当教室の前身である群馬大学大学院医学系研究科
附属医学教育センターは、入学者選抜、医学教育、
及び卒後教育を一貫して行うという教育理念の下、
医学部教務委員会医学科部会、附属病院医療人能
力開発センター（現地域医療研究・教育センター）、
地域医療機関等と連携して医学教育の充実及び推進
を図るために平成 22 年 8 月に設置されました。初
代センター長 和泉孝志医学部長をはじめ歴代の医
学部長のもと、6 年間のカリキュラムの構築や多職
種連携教育、共用試験医学系臨床実習前 OSCE の運
営、学生指導等の教育全般、医学教育分野別評価や
大学の機関別認証に関わってきました。特に 5，6
年生の臨床実習（選択）や 2 年生のチーム医療実習
では同窓会のみなさまに大変お世話になっており感
謝申し上げます。
　医学教育センターの発足から 10 年以上が経った

令和 4 年 4 月に、医学教育学の知見に基づく教職員
の教育力向上を図り、医学教育学に関する研究・後
継者の育成を行い、医学教育の実務を担当すること
を期待されて医学教育センターは医学教育開発学に
講座化されました。具体的には、カリキュラムの開
発・運営、診療参加型臨床実習の企画・運営、共用
試験 CBT、臨床実習前 OSCE、臨床実習後 OSCE
の運営に関する業務、一部の科目横断型授業科目の
担当、学修・厚生補導に関する学生支援、教育技法
や学生評価における教員への指導・助言といった業
務を託されています。また、全国的な流れとして医
学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂（令和 4
年度）や医師法の改正にともなう臨床実習前 OSCE
の公的化（令和 5 年度）、医師国家試験出題基準の
改定（令和 6 年）が予定されており、これらへの対
応も必須となっています。2 年後の令和 6 年には 2
回目の医学教育分野別評価の受審も控えており、こ
ちらについてもカリキュラム評価委員会と連携を取
りながら準備を進めていくところです。
　当講座の担当する業務はいずれも教育全体に関わ
るものであり、一講座で為しえるものではありませ
ん。学内の各講座・診療科のみなさま、看護部をは
じめとする附属病院の部門のみなさま、実習や講義
等で学生教育をお引き受けいただいています地域の
医療機関のみなさまのご協力を仰ぎながら、より良
い医学教育の場を提供することで医師の養成に貢献
できるように努めてまいります。
　今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し
上げます。

医学教育開発学講座
教授を拝命して

医学教育開発学
教授　岸　美紀子（平7卒）

卒業時に目指すべき学生像（アウトカム）
　医学・医療が自然科学の上に成り立ち、かつ社会の
中で人を対象として行われるものであることを理解し、
科学的知（Science）、倫理（Ethics）、技能（Skill）の
３つの面（これを SES と呼ぶ）にわたって生涯自己研
鑽を続けることができる学生。

卒業時に身につけておくべき力（コンピテンシー）
A 自己省察力
B 知識の獲得と知識を応用する力
C コミュニケーション能力
D チーム医療の中で協働する力
E 基本的な総合診察能力
F 地域医療の向上に貢献する能力
G 医学研究を遂行する能力
H 自己研鑽

本学の人材育成の目標
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　私は 1983（昭和 58）年に群馬大学を卒業し、群馬
大学医学部放射線医学教室に入局し、新部英男先生

（当時助教授、後に教授）の下で放射線腫瘍学を学び
ました。群馬県内外の病院で研鑽を積んだ後、1993
年からの 9 年間は、埼玉県立がんセンター放射線治療
部に勤務しました。埼玉県立がんセンター在任中は非
常に多くの患者さんの放射線治療を担当しました（多分
1 人当たりの年間症例数は日本で 5 番以内）。当時は
肺癌をはじめとして多くの局所進行癌に対して同時化
学放射線治療の臨床試験が行われ、その成果が出始
めた頃でした。また早期乳癌に対する乳房温存手術と
術後照射の組み合わせの安全性と有効性が確立され、
多くの患者さんに行われるようになった時期でした。こ
の頃から根治的な放射線治療の適応は拡大され、多く
の患者さんに対して初回治療に用いられるようになって
いました。このため埼玉県立がんセンターでは様々な
診療科と共同で診療と臨床研究をしました。当時は非
常に忙しく、深夜まで翌日の新患の検討をして次の日
に臨むという生活の連続でした。大変でしたが、私の
放射線腫瘍医としての基礎を確立することができ、各
診療科の先生方にはとても感謝しています。また埼玉
県立がんセンターの総長だった武田文和先生のご指示
で、オックスフォードで行われた International School 
of Cancer Care に 1 か月間参加し、Robert Twycross
先生の下でがんの緩和ケアの勉強をし、またアフリカ、
インド、東欧の緩和ケア医と交流を持つことができたこ
とも良い経験でした。
　2002 年に放射線医学総合研究所（放医研：現、量
子科学技術開発研究機構（QST））重粒子医科学セン
ター病院に異動し、その後 9 年間、重粒子線治療に
ついて臨床と研究を行いました。また放医研は、子宮
頸癌に対する我が国の放射線治療を確立した施設で
あり、特に小線源治療に関する研究が多数行われてい
ましたので、それについても担当しました。当時の私

にとって研究所勤務は初めてで、なかなか環境に慣れ
ず、かつ重粒子線治療は未知の分野でしたので、最初
の数年間はあまり成果を上げられず大変でした。何度
も気がくじけそうになりましたが、中野隆史先生（当時、
群馬大学腫瘍放射線学教授、現、QST 量子生命・医
学部門長）や大野達也先生（当時、放医研で同僚、現、
群馬大学腫瘍放射線学教授）、および他の放医研の先
生達と家族の応援によってなんとか持ちこたえました。
当時担当した 2 つの課題である、子宮頸部腺癌の重
粒子線治療が今年から保険適応となったことと、子宮
頸癌の CT 画像による小線源治療が標準治療となった
ことは、大変うれしく、誇らしく思っています。
　2011年からは現在の埼玉医科大学国際医療センター
で、がんの放射線治療に関する診療、研究、教育を行っ
ています。私にとって大学勤務も初めてで、再度のチャ
レンジとなりましたが何とかやっています。埼玉医科大
学には 3 つの大きな病院があり、私が勤務する国際医
療センターは、がん、心臓病、脳卒中を含む救命救急
の 3 部門に特化した高度急性期医療を行っています。
当院のがんの診療と研究は充実しており、例えば頭頸
部腫瘍科や婦人科腫瘍科など様々な領域のがん治療
に特化する診療科があり、それぞれ最先端の医療を
行っています。私が所属する放射線腫瘍科でも、各診
療科のニーズに応えるために最先端の放射線治療機器
を整備し、高精度の放射線治療を行うとともに共同で
臨床研究を行っています。
　最後に私が携わっている国際協力活動について簡
単に紹介します。私は中野隆史先生からのお誘いを受
けて、国際原子力機関（IAEA）とアジア原子力協力
フォーラム（FNCA）の 2 つの国際協力活動に関わって
います。どちらも放射線治療技術の向上を通して、ア
ジア地域のがんの治療成績を向上させることを目的と
しています。私はこれらの活動を通してアジアの多くの
放射線腫瘍医と知り合うことができ、一緒に国際共同
臨床試験を行っています。これは私にとって貴重な経
験です。当然のことながら外国の多くの医師がとても
優秀で、かつその国の医療の向上に貢献しようと努力
している姿には感銘を覚えます。群馬大学の学生や若
い医師の皆さんには、是非海外にも目を向けて、広い
視野で今後の日本を支える人材になって頂ければと思
います。

国際的な視野に立った
人材の育成を

埼玉医科大学国際医療センター　
放射線腫瘍科

教授　加藤　眞吾（昭58卒）

母校に望む 82
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　特筆すべき業績も肩書きもない私に、突然「水芭
蕉」の原稿執筆の依頼を賜り恐縮するばかりです。
定年を 2 年半後に控え、これまでの医師生活を振
り返り今後を考える良い機会になると思いお引き受
けしました。
　私は昭和 34 年に外科医の父と産婦人科医の母
が 10 床前後で開業していた医院で生まれ育ちまし
た。5 歳年上の兄がおり、跡取りとして医師になる
よう言われていましたので、家族内で仲間はずれに
ならないよう医師になろうと子ども心に思ったようで
す。中高時代は母に反発し母と同じ医師には絶対に
ならないと嘯いていましたが、最終的には兄の後を
追って私も群馬大学に入学しました。
　学生時代はスキー部に所属し、部活中心の学
生生活を過ごしました。入部早々敷島公園を回る
4.3km のランニングをきっかけに脊椎分離のため歩
けなくなったり、医進 2 年の期末試験直前の合宿
で左手左足ギブスに頸椎カラーという怪我に見舞わ
れたりしましたが、同級生や先輩後輩の暖かい支
援のもと、無事に進級し部活を続けることができま
した。怪我に泣きながらも学 3 の東医体女子部回
転で銀メダルを頂き、あきらめずに挑戦し続けるこ
との大切さを学んだように思います。
　あまり勉強熱心な学生ではなかったので卒後の
進路に悩みましたが、自分が女性であることが多
少なりとも役立つと考え産婦人科を選びました。今
でこそ 20 代、30 代の産婦人科女性医師の割合は
60% を越えていますが、60 代では 7-8％です。故
五十嵐正雄教授に東京で産婦人科を勉強したいと
相談したところ、東京大学産科婦人科学教室への
入局を勧められ、その場で故水野正彦教授と医局
長に紹介状を書いて下さいました。入局試験の際に
提出した成績表を見た教授に、「女性はただでさえ
足手まといなのに、なんだこの成績は！」と激怒さ
れましたが、「スキーで鍛えた体力とメンタルには自

信があります。」とお願いし入局を許されました。入
局同期 7 名のうち女性は私一人だけでした。
　大学内で約 1 年間の研修を経て関連病院に出張
しましたが、この研修先は医局長から病院と出張
時期を提示され、同期内であみだくじを作って決め
ました。出身大学や男女の区別なく公平に扱って頂
くことを嬉しく思った記憶があります。4 年目に研究
テーマを頂きましたが、当時の東大産婦人科には大
学院制度がなく、私たち同期は全員臨床の傍ら研
究に取り組みました。外来や手術を終えてから医局
で実験を始める二重生活を続け、卒後 11 年目によ
うやく学位を取得し一段落と思った矢先に、当時の
教授であった武谷雄二先生に呼ばれ教室初の女性
講師として帝京大学附属市原病院（現在の千葉医療
センター）への赴任を打診されお引き受けしました。
帝京では臨床に忙しく大学教員としての責務は十分
に果たせませんでしたが、在職中に Massachusetts 
General Hospital の Reproductive Endocrinology
教室に留学し1 年間の研究の機会を与えて頂いたこ
とは公私ともに貴重な経験となりました。
　2000 年に父が脳梗塞で倒れたことをきっかけに
都内の職場への異動を武谷教授にお願いしていた
ところ、宮内庁病院の常勤医師として当時の皇太
子妃殿下の御出産準備をお手伝いすることになりま
した。2001 年 7 月半ばに赴任し、年末の御出産に
向けて分娩室の改装や必要物品の購入等を庁内の
各部署と打合せながら大急ぎで進めました。お産は
ちょっとした異常に対する判断の遅れが母児の生命
に関わる可能性があります。考えつく限りの異常事
態とその対処のシミュレーションに頭を悩ます毎日
でした。お陰様にて御安産で、関係者一同心から
安堵し胸をなで下ろしたことを鮮明に思い出します。
　宮内庁病院を 3 年あまりで辞し、2004 年から現
在の国立国際医療研究センター病院に異動しまし
た。宮内庁病院在職中の 2003 年に合気道教室で
知り合った夫と44 歳で結婚しましたが、異動後多
忙になったところで自然妊娠しました。幸い妊娠経
過に異常なく産休まで普通に働き、鉗子分娩ではあ
りますが経腟分娩にて無事に子どもを授かったこと
は産婦人科医として掛け替えのない体験でした。深
夜の分娩に立ち会って下さった当時の部長に恩返し
をするべく働き続けて今年で 18 年になります。その
間、兄、父、母の最期を自分の勤務する病院で看
取ることができたのも、同じ病院で長年勤務したこ
とで他科の医師、多職種と良好な人間関係を築け
たお陰と感謝しています。
　総合病院での勤務が長かったため subspeciality
である生殖医療を極められなかったのは残念です
が、女性医療全般に広く関わってきた経験を今後の
医師人生に役立てることができれば嬉しく思います。

産婦人科勤務医として歩んだ37年間

女性医師シリーズ 63◯

国立研究開発法人
国立国際医療研究センター病院産婦人科

産科医長　定月　みゆき（昭60卒）
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　群馬大学医学部内科学第三講座第 2 代教授の成清
卓二先生が、令和 4 年 9 月 6 日にご逝去されました。
享年 88 歳でした。前日まではお元気で庭仕事をされ
ていたとのことですが、深夜に体調を崩され急逝され
ました。
　成清先生は昭和 34 年に東京大学医学部を卒業後、
東京大学医学部内科学第三講座に入局されました。昭
和 48 年に群馬大学内科学第二講座より独立して、前
川正初代教授（血液病学）のもとに内科学第三講座
が開講されましたが、成清先生は講師として着任され、
新しく創設された腎・膠原病グループを率いることにな
りました。当初は深沢逞太先生と 2 名でスタートされま
したが、成清先生のご人望によりだんだんとグループ
に若手医師が加わり、研究・診療が活発になっていき
ました。
　研究に関しては東京大学時代より、実験腎炎と呼ば
れるラットを用いて腎炎の成因の検討に取り組まれてい
ました。群馬大学ではハイマン腎炎と呼ばれるラットの
膜性腎症モデルの研究に従事されました。本モデルは
ラット腎臓の抽出物をフロイトアジュバントとともにラッ
トに免疫すると、ヒト膜性腎症と類似の病変が惹起さ
れるモデルです。その後、原因抗原が近位尿細管の
刷子縁に局在することがわかり、世界各国の多くの研
究者がその抗原の同定に取り組みました。当時は分子
生物学的なアプローチが難しく、生化学的な抗原精製
方法の開発が研究の鍵となりました。成清先生は尿細
管細胞をプロナーゼ処理してからイオン交換クロマトグ
ラフィーを用いて蛋白を分画して抗原精製を行う方法を
開発し、大いに注目を集めました。
　昭和 60 年 12 月、前川正初代教授が群馬大学学長
に選出されたのに伴い教授選考があり、昭和 61 年 11
月、成清先生が群馬大学内科学第三講座の第 2 代教
授に就任されました。私が第三内科に研修医として入
局したのは平成元年であり、成清先生が教授になられ

た数年後になります。2 年間の研修後、第三内科の大
学院生として成清先生のご指導のもと基礎研究を行い
ました。成清先生が以前に作成・報告された腎糸球体
血栓モデルを用いて研究を行い、当時わが国で開発
されたカルシニューリン阻害薬のタクロリムスが、本血
栓モデルを抑制することを見出し報告しました。平成
6 年にイスラエルで開催された第 12 回国際腎臓学会に
一緒に参加し、私が一般演題で発表し、成清先生が
シンポジウムで発表されました。当時はおおらかな時
代で、学会には成清先生の奥様も同行され、学会後
は私も含めた数名の教室員と欧州の数カ国を一緒に旅
行しました。大変良い思い出となっています。
　臨床に関しては、実験腎炎で培った免疫学的な視点
より、膠原病も含めた免疫機序による腎障害の診療に
特に積極的に取り組まれていました。その後、野島美
久前教授に引き継がれ、現在、当教室におけるループ
ス腎炎やANCA 関連血管炎などに対する、全国的に
も高いレベルでの診療や臨床研究につながっているも
のと考えます。また学会活動にも貢献され、日本内科
学会理事、日本腎臓学会理事を歴任され、平成 6 年
には日本腎臓学会東部学術大会を、大会長として前橋
で開催されています。
　成清先生は大変温厚な先生であり、群馬大学第三
内科の講師・助教授時代は、前川初代教授が厳格な
指導であったのに対して、優しく指導されることより「仏
の成清」と呼ばれていたとのことです。教授になられ
てからも本人の自主性を重要視され、いつも穏やかな
表情と語り口で指導していただきました。専門分野別
への再編があり、第三内科は野島前教授時代の生体
統御内科学を経て、腎臓・リウマチ内科学と血液内科
学に改組されました。私は前者の教授を平成 30 年よ
り拝命しておりますが、これも成清先生のもとで様 な々
研究・診療に取り組むことができたからであり、心より
感謝しております。
　ご退官後は三思会東邦病院や相生会わかば病院
で名誉病院長としてずっと診療に携わり続けていらっ
しゃいました。毎年の年賀状には、国内外の各地を奥
様と一緒に旅行された際のスナップショットが印刷され
ており、お元気な姿をみて嬉しく思っていたものです。
このたび突然のご訃報を受け、大変寂しく思います。
先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

故 成清卓二先生を偲ぶ
　　　　　　腎臓・リウマチ内科学

教授　廣村　桂樹（平元卒）

追　悼
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　2022 年 8 月 4 日（木）〜 6 日（土）に、群馬大学昭
和キャンパスおよび G メッセ群馬において、第 54
回日本医学教育学会大会が開催されました。日本医
学教育学会は日本医学会に属する学会で、入学試験
から卒後研修までの医学教育の在り方について討議
する場です。共用試験や医師国家試験などの公的試
験の制度設計や分野別認証評価など大学評価も話題
になり、議論の内容は大学・学生評価や医師養成の
方針に直結します。医学・医療教育に従事する教員
に加え、学生や文部科学省・厚生労働省の職員も参
加します。また、特定の個人が大会長として運営す
るのではなく、大学として運営することが伝統です。
本大会でも、石崎学長を大会長に、鯉淵を大会実行
委員長に、医学科教授全員を実行委員として実行委
員会を組織しました。また大会事務局は事務局長を
医学教育開発学講座の岸美紀子先生に、プログラム
委員長を医療の質・安全学講座の田中和美先生に依
頼し、運営しました。
　プログラム編成が終了し、抄録集も完成し、さあ、
いよいよ、というところで 7 月中旬から突然新型コ
ロナウィルス感染症急拡大が始まり、対応に追われ
ました。感染対策を強化しながら何とか対面での開
催にこぎつけ、最終的には 1,144 名とほぼ例年通り
の参加登録者数となりました。大会当日は久々の対
面の会場のあちこちで「おっ！ひさしぶり！」とい
う声が聞こえ、笑顔が多い大会となりました。全て
のプログラムで議論が白熱し、活気にあふれており
ました。海外からの特別講演者の皆様も予定通りに
参加され、一部はリモートになってしまったものの、
ほぼすべての演題が滞りなく発表されました。
　白倉同窓会長のご厚意もあり、本大会は群馬健康
医学振興会を通じ刀城クラブ会員の皆様方にご寄付
を募らせていただきました。その結果、刀城クラブ
からのご援助を含め、多くのご援助をいただき、大
変感謝しております。このご支援がなければ大会運
営は困難でした。大会実行委員会を代表し、この場
をお借りして深甚な感謝を申し上げます。今後の刀
城クラブの益々のご発展と会員の皆様方の益々のご
活躍をお祈り申し上げます。

　2022 年 9 月17 日に、群馬大学医学部同窓会刀城ク
ラブのご支援のもと、当番世話人として第 28 回群馬
県救急医療懇談会を開催いたしましたので、その概要
をご報告申し上げます。
　群馬県救急医療懇談会は、群馬県における救急医
学の進歩発達をはかり、救急医療の普及発展に貢献
することを目的として設立され、本会による学術集会
は、県内の救急医療に関わる医師、看護師、救急救
命士、事務方など、多職種の参加を得て、平成 5（1993）
年から令和元（2019）年まで毎年県内で開催されてき
ました。本会は第 1 〜 6 回までは 1 名の当番世話人の
みでしたが、その後第 7 回からは当番病院およびその
病院の地区医師会との合同世話人による開催となり、
27 回まで進んでまいりました。2019 年 12 月からのコ
ロナ禍の影響で、2020 年および 2021 年はその開催が
見送られました。3 年ぶりの再開となる今回は、事務
局のある群馬大学大学院医学系研究科救急医学が担
当させていただき、本学内で開催いたしました。
　社会状況を鑑み、現地とWEB を組み合わせたハイ
ブリッド開催とし、業者の協力はありましたが、当教
室スタッフがオンライン環境の設置・管理を行う等、ま
さに手作り感満載の会となりました。特別講演 1、一
般演題 69 に加えまして、今回初の試みとして県内救
急看護認定看護師によるシンポジウムを開催いたしま
した。ありがたいことに多職種の計 224 名のご参加
を得ることができ、当日は活発な討議がなされました。
有意義な情報交換の場を提供できたのではと考えてお
ります。
　本会の準備および開催に関しまして、群馬大学医学
部同窓会刀城クラブから多大なるご支援をいただきま
したことを、心より感謝申し上げます。本会を通じて、
引き続き救急医療の面から地域医療に貢献してきたい
と存じますので、今後ともご支援・ご協力の程、よろ
しくお願い申し上げます。今後の刀城クラブの益々の発
展を祈念しております。

第54回日本医学教育
学会大会
応用生理学

教授　鯉淵　典之（昭60卒）

学会報告（同窓会補助）

救急医学
教授　大嶋　清宏（平4卒）

学会報告（同窓会補助）

「第 28 回群馬県救急
医療懇談会」報告と
御支援への御礼
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　令和4年9月23日（金）〜25日（日）の3日間、Gメッセ
群馬および高崎芸術劇場を会場として、第32回日本医
療薬学会年会を開催いたしました。
　日本医療薬学会は、「病院、薬局、製薬企業、薬
学教育機関、行政等に携わる個人を会員とし、医療
薬学に関する学理及びその応用についての研究発表、
知識の交換、会員相互及び内外の関連学会との連携
協力等を行うことにより、医療薬学の進歩及び普及を
図り、もって我が国の学術文化の発展と国民の福祉の
向上に寄与する」ことを目的として活動しています。今
年度の学術集会では「知の融合で織りなす Society 5.0
の医療薬学」をテーマに掲げて、先端技術の医療分
野への応用を取り巻く話題と、先端技術の導入のみで
は解決し得ない課題を集めたセミナーや講演で構成い
たしました。
　特別講演では、サスメドの市川太祐先生に「デジ
タル医療の未来像とその中で期待される薬剤師の役
割」、本学の鳥飼幸太先生に「医薬学改革のソサエティ
5.0 が始まったー機械学習、標準化、量子コンピュー
ティング」、教育講演では東京大学の土井俊祐先生に

「情報システムから見る電子処方箋のイロハ」について
ご講演いただき、医療における情報技術の活用の現
状と近未来の状況に対し薬剤師がどのように変化に対
応し、何ができるのかを考える機会とすることができ
ました。また、76 本のシンポジウムと 847 題の一般演
題では、発表者は原則として現地参加としていただき、
3 年ぶりに対面で深いディスカッションを行うことがで
きました。
　現地開催に加えて WEB 開催を併設いたしました
が、現地参加者 2,455 名に加え、ライブ配信では常時
2,400 〜 3,200 名程度が視聴しました。オンデマンド
配信も含めると 10,000 人以上の方にご参加いただきま
した。参加者の学術交流・情報共有の場として、例年
に劣らない規模で大会を開催することができましたの
は、群馬大学医学部同窓会からのご支援のおかげです。
会を代表し、ここに厚く御礼申し上げます。

　2022 年 10 月 1 日（土）、第 110 回日本解剖学会関

東支部学術集会を群馬大学医学部の共催のもと、本

学生体構造学を事務局（大会長：松﨑利行）として医

学部基礎大講堂で開催いたしました。同窓会刀城クラ

ブより学術集会補助金としてご援助いただきましたこと

に心より御礼申し上げます。本学術集会は、新型コロ

ナウイルス感染拡大により過去 2 回は完全オンライン

での開催でした。オンラインは参加しやすいという事

もあったのだと思いますが、オンライン開催の回では、

演題数は現地開催の時と同等、あるいはそれ以上でし

た。今回 3 年ぶりの現地開催となり、オンライン学会

に慣れてしまった会員が、一体どれほど前橋まで足を

運んでくれるかと心配していたのですが、例年の 3 倍

にも上る演題が集まり、なかでも学生発表が 15 演題

（本学からも医学部学生 1 名、大学院生 1 名が発表）

と、とても活気のある学術集会を開催することができ

ました。聴衆の前での発表の機会を心待ちにしていた

方、会員同士の情報交換の場を求めていた方が大勢い

たことに気づき、改めて現地開催できたことの喜びと、

現地開催のありがたみを実感できました。特別講演で

は、本学大学院医学系研究科長・医学部長、法医学

講座教授の小湊慶彦先生に「ABO 式血液型遺伝子

の転写調節機構解明と血液型亜型の遺伝子解析」と

してご講演をいただきました。本学法医学教室の歴史

と解剖学・解剖学会とのつながりなどに始まり、これま

での輝かしい研究成果をご講演いただき、大変興味深

く拝聴致しました。

　同窓会刀城クラブからのご援助のおかげもあり、参

加者には、群馬ならではのお弁当とお菓子を提供する

ことができ、こちらもとても喜んでいただけました。改

めて同窓会刀城クラブへの御礼を申し上げるとともに、

今後ともご指導ご鞭撻をいただければと思います。

学会報告（同窓会補助）

第32回日本医療薬学会
年会を開催して
臨床薬理学講座
教授　山本　康次郎（特別会員） 生体構造学

教授　松﨑　利行（平9卒）

学会報告（同窓会補助）

第110回日本解剖学会
関東支部学術集会を
開催して
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　令和 4 年 11 月 5 日に、群馬大学医学部同窓会のご
支援をいただき第 7 回群馬ヘルニア研究会を開催致し
ました。新型コロナ感染症の情勢は比較的落ち着いて
おり、群馬会館において無事に現地での開催を迎える
ことができました。可能な限りの感染症対策を施し準
備を行いましたが、3 年ぶりの現地開催ということもあ
り、どの程度の参加者が来場されるか心配は尽きない
状況でした。しかし、コロナ前の開催時を超える 26
名の参加者にご来場いただき、実りある研究会が開催
されましたことをご報告申し上げます。
　本研究会は、群馬県内のヘルニア（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・普及を目的としており、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に
注力しております。例年、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
ておりますが、今回は腹腔鏡下ヘルニア修復術ではわ
が国で最も経験をお持ちの早川哲史先生（日本ヘルニ
ア学会名誉理事長）をお招きし、特別講演を行って
いただきました。「今こそ基本に戻って TAPP を学ぼ
う―セッティング・解剖・手術手技・技術認定―」と
いうタイトルで、鼠径ヘルニア手術に必要な基礎的事
項から、腹腔鏡下手術の技術的ポイント、陥りやす
いピットフォールなど、まさに若手外科医には垂涎の的
となる内容満載のご講演を行っていただきました。さ
らに、早川先生の熱意のこもったご講演に呼応するよ
うに、指導的立場の外科医からの質疑応答も白熱し、
全ての参加者にとって大変有意義なものとなりました。
図らずも、開催前の「会は盛り上がるか？」の心配は
杞憂に終わり、安堵した次第です。今後も、本研究
会が群馬県のヘルニア診療のさらなる発展に貢献でき
るよう尽力したいと存じます。
　今回の研究会開催にあたり、群馬大学医学部同窓
会からご高配頂いた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。

　このたび令和 4 年 11 月11 日（金）12 日（土）の 2
日間にわたり、群馬県安中市磯部ガーデンにおいて第
51 回薬剤耐性菌研究会を開催いたしました。本研究
会は薬剤耐性菌対策に資する諸研究の進歩進展を図る
ことを目的として 2003 年に発足しました。2007 年には
従来の薬剤耐性菌シンポジウムと合併し、第 5 回研究
会を第 36 回研究会として再スタートを切り、現在に至っ
ています。これら薬剤耐性菌シンポジウムと本研究会
はいずれも本学微生物学教授であった三橋進先生と池
康嘉先生がそれぞれ創設されたもので、以来、本学の
薬剤耐性菌実験施設が常任事務局として会の活動を支
えてきました。薬剤耐性菌や院内感染症に関わる幅広
い分野の人々が一堂に会する国内唯一の場として、年
に一度、各温泉地で学術集会を開催しています。
　今年は 5 年ぶりに群馬での開催で、やや交通の便
が不自由な地での開催にも関わらず、全国から 83 名
の参加がありました。Covid-19 の影響もあり、対面と
ウェッブ配信のハイブリッドでの開催でしたが、例年
以上に活発な質疑応答となり、初日は終了予定時刻を
1 時間半も超過する程でした。夕食後の意見交換会に
も多くの方々に参加していただき、活発な議論が夜遅
くまで展開され、対面ならではの活気のある会となりま
した。参加した全ての方々にとって非常に有意義な 2
日間となったと思います。
　これらの活動も各方面からの経済的な支援が無け
ればなかなか円滑には行えません。このたびは群馬大
学医学部同窓会から暖かいご支援をいただき、会の運
営が成功裏に終了したことに感謝申し上げると同時に、
この場をお借りし、お世話になりました関係者の皆様
方に御礼申し上げます。

肝胆膵外科学
教授　調　憲（特別会員）

学会報告（同窓会補助）

第７回群馬ヘルニア
研究会を開催して

細菌学・附属薬剤耐性菌実験施設
教授・施設長　富田　治芳（平8院修）

学会報告（同窓会補助）

第51回薬剤耐性菌研究会を
開催して

学会報告（同窓会補助）
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　群馬健康医学振興会では、群馬県の保健、医療、
福祉への貢献を目的として研究助成事業、海外留学助
成事業、医療関連書籍発刊事業、講師派遣事業など
の公益目的事業を展開しています。
　今年度、本財団に神部基金が創設され、今後の研

究助成や海外留学助成の内容は飛躍的に充実すること
になりました。また、一般市民にも理解可能な内容の
書籍として編集を進めている健康医学シリーズ 7「循環
器病　〜知る・治す・予防する〜」もまもなく刊行予
定です。
　こうした活動を今後も継続させていただくために、刀
城クラブ会員の皆様からのご支援、ご協力をお待ち申
し上げております。何卒ご協力の程お願い申し上げます。
　なお、当財団は公益財団法人の認定を受けています
ので、当財団への御寄付は税制上の優遇措置を受け
ることができます。詳細は、公益財団法人群馬健康医
学振興会のホームページから『賛助会員ご入会のお願
い』をご参照ください。

令和４年度
群馬健康医学振興会
賛助のお願い
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）

個 人 会 員

No. 氏　　名 No. 氏　　名
1 小原甲一郎　様 25 田中　嘉親　様

2 鈴木　庄亮　様 26 山中　英壽　様

3 鈴木庄亮（2 度目）　様 27 萩原　俊一　様

4 鈴木　　忠　様 28 小林　時雄　様

5 中里　洋一　様 29 根本　俊和　様

6 鯉淵　典之　様 30 佐藤　和徳　様

7 滝沢　琢己　様 31 蒔田富士雄　様

8 岡本　栄一　様 32 小林　二郎　様

9 山田　昇司　様 33 池田　史子　様

10 山田　邦子　様 34 中川　和昌　様

11 森川　昭廣　様 35 神部重八洲　様

12 大竹　誼長　様 36 川島　康宏　様

13 小島　　章　様 37 池田　将樹　様

14 新井　誠二　様 38 大島　　茂　様

15 前原　　進　様 39 神尾　進之　様

16 村本　卓郎　様 40 長嶋起久雄　様

17 飯野　佑一　様 41 白倉　賢二　様

18 鈴木　和浩　様 42 金井　幸子　様

19 村上　正巳　様 43 半田　　寛　様

20 星野　綾美　様 44 石崎　政利　様

21 小湊　慶彦　様 45 横江　隆夫　様

22 猿木　和久　様 46 中屋　光雄　様

23 渡邊　秀臣　様 47 福田　利夫　様

24 藤生　善一　様 48 村上　博和　様

法 人 会 員

No. 施　設　名 代　表　者
1 鶴谷病院 鶴谷　英樹　様
2 西毛病院 武田　滋利　様
3 株式会社　北栄 長坂　雅紀　様
4 西片貝クリニック 若松　良二　様
5 医療法人　松沢会 長坂　資夫　様
6 高瀬記念病院 高瀬　真一　様
7 思惟の樹事務所 高橋悠海子　様
8 中之条病院 青山　義之　様
9 善衆会病院 木村　雅史　様
10 群馬リハビリテーション病院 眞塩　　清　様
11 榛桐会 鈴木　憲一　様
12 内田病院 田中　志子　様
13 石井病院 新井　正明　様
14 循環器内科学 石井　秀樹　様
15 公立富岡総合病院 宮崎　増美　様
16 高崎健康福祉大学 須藤　賢一　様
17 伊勢崎市民病院 小林　幹男　様
18 恵愛堂病院 東郷　庸史　様
19 上之原病院 田中　　永　様
20 公立館林厚生病院 新井　昌史　様
21 鬼石病院 工藤　道明　様
22 希望の家 野田真一郎　様
23 同愛会 倉林　正彦　様
24 上毛病院 服部　真弓　様
25 三井住友海上火災保険 船曳真一郎　様
26 老年病研究所 高玉　真光　様
27 利根中央病院 関原　正夫　様
28 榛名荘 笛木　敬介　様
29 原町赤十字病院 竹澤　二郎　様
30 佐藤病院 佐藤　雄一　様
31 美心会 黒澤　　功　様
32 下仁田南牧医療事務組合 原　　秀男　様
33 真木病院 真木　武志　様
34 医療法人社団　三思会 駒井　太一　様

令和４年度賛助会員名簿（令和４年10月末現在）
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　群馬健康医学振興会（以下、振興会と略す）は県民
の健康増進に寄与する目的で、医療、保健、福祉に
関する研究活動を活性化させ、その成果を社会に還元
させる活動を行っています。その一環として、若い研
究者が希望を持って新しい研究に取り組み、あるいは
海外において先進的な研究環境の下で学ぶ機会が得
られる様、研究費と留学費用を援助しています。令和
5 年度助成は、研究助成も海外留学助成もすでに募集
が開始されました。研究助成は令和 5 年 1 月15 日、2
つの海外留学助成は同年2月末日が締め切りですので、
ふるってご応募ください。詳細は末尾に記載した振興
会のホームページをご確認ください。
　令和 5 年度研究助成は 6 名の方に総額 300 万円程
度を助成する予定です。研究期間は助成金受領後のお
よそ 1 年間とし、研究成果は報告書として提出してい

ただきます。この報告書は同時に令和 6 年度神部記念
研究奨励賞の応募書類を兼ねており、優れた研究成
果を挙げた研究者 1 名には神部記念研究奨励賞（賞状
と奨励研究費 50 万円）が授与されます。研究助成の
応募資格は、群馬県内を研究拠点とする医療従事者、
教員、大学院生等です。応募書類は審査委員会によ
る審査を経て、理事会において助成採択者が決定され
ます。採択者の公表は令和 5 年 4 月下旬、助成金交
付は令和 5 年 5 月上旬を予定しています。
　海外留学助成は若手研究者の海外留学を支援する
もので、2 種類あります。その 1 つは従来からの海外
留学助成であり、令和 5 年度も1 名の方に 50 万円の
留学費用を助成する予定です。2 つめは神部記念海外
留学奨励賞であり、令和 5 年度は 1 名の方に 500 万
円の留学費用を助成します。後者は前者に比べて応募
要件などでハードルが高くなっています。応募者は募
集要項に書かれた諸項目の条件を全て満たす必要があ
ります。手続きには所定の申請書、留学先からの受け
入れ受諾書、所属長・指導者の推薦状などの提出が
必要です。海外留学の夢を実現させるため、どうかが
んばって応募してください。
　＊群馬健康医学振興会ホームページ　
　http://tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/zaidan/

研究助成、
海外留学助成の募集
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）

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）

　欧州およびアジアのサルコペニアの診断に関するコ
ンセンサスでは、早期の発見と介入のためにスクリーニ
ングツールとして SARC-F の使用が推奨されているも
のの、低い感度のために地域保健活動での使用に限
界があるところである。本研究では虚弱グループであ
る介護保険サービス利用者においては、受信者操作
特性（ROC）曲線解析では SARC-F がサルコペニア
に対して高い感度と判別能を持つこと、下腿周径の実
測値を加えた SARC-Calf ではよりその成績がよいこと
を示した。さらに国際的なサルコペニアの診断に関す
る 4 つのコンセンサスで定義したサルコペニアの比較
においても、ほぼ同等の成績を示し、介護保険領域
では SARC-F は有効に活用できることが明らかになっ
た。今後、より高い感度をもつ新しいサルコペニアスク
リーニングツールを開発し、地域保健活動に活用する
ことを検討しているところである。

　腫瘍内リンパ球浸潤（TILs）は、がん組織における
腫瘍免疫機構において重要な働きをしていると考えら
れています。本研究助成をいただき、国際ガイドライン
に準じた評価方法を用いて、TILs が乳がんの薬物効
果有効因子および予後良好因子であることを示しまし
た。さらに深層学習を用いた独自の遺伝子発現パター
ン解析や空間遺伝子発現解析といった革新的デジタル
技術を用いることで、TILs に関与する複雑な分子経
路を多角的に解析しています。本研究にご協力をいた
だいた先生方にこの場をお借りして改めて御礼を申し
上げます。特に、調憲教授（総合外科学講座）、小山
徹也教授（病理診断学講座）、堀口淳教授（国際医療
福祉大学乳腺外科学）におかれましては、深い感謝
の念に堪えません。今後もこの貴重な経験を大事にし
て、日本における医学研究および医学教育に少しでも
貢献できるよう精進して参りますので、変わらぬご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

高崎健康福祉大学大学院
保健医療学研究科

教授　解良　武士

研究テーマ『地域虚弱高齢者に対する
サルコペニアスクリーニングの
妥当性と比較に関する研究』

（令和 2 年度助成） 国際医療福祉大学医学部
乳腺外科学　講師
群馬大学大学院医学系研究科
総合外科学　非常勤講師

黒住　　献（平19卒）

研究テーマ『浸潤性乳癌における腫瘍免
疫マーカー発現の臨床病理学的
有用性の解明』（令和 2 年度助成）
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役員会だより

第7回役員会 （令和4年 7月 28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． 令和 4 年度地域医療貢献賞候補者の推薦について
２．学術集会補助金について
３．70 周年記念事業について
４．会報編集状況について
５．その他

第8回役員会 （令和4年 9月 22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．群馬大学創基 150 周年記念事業について
３．その他
協議事項
１．令和 3 年度事業報告（案）について
２．令和 4 年度事業計画（案）について
３．令和 3 年度収支決算書（案）について
４．令和 4 年度収支予算書（案）について
５．学術集会補助金について
６．会報編集状況について
７．その他

第9回役員会 （令和4年10月 27日）

出席者　白倉会長　他 21 名
報告事項
１．法人のその後の活動について
２．令和４年度同窓会「総会」及び「教授の会」に

ついて
３．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．その他

【就　任】
令和 4 年 4 月 1 日
　坂本　輝彦（昭 62 卒） 高崎健康福祉大学健康福祉

学部医療情報学科　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29年卒 清水　卓造先生（平成25年10月 2 日逝去）
昭和39年卒 品川　洋三先生（令和 4 年 3 月14日逝去）
昭和40年卒 仁尾　　裕先生（令和 4 年 4 月 1 日逝去）
昭和39年卒 中澤　次夫先生（令和 4 年 5 月13日逝去）
昭和33年卒 遠藤　正文先生（令和 4 年 6 月21日逝去）
昭和59年卒 滝口　伸浩先生（令和 4 年 7 月23日逝去）
昭和32年卒 須藤謙三郎先生（令和 4 年 8 月 2 日逝去）
昭和34年卒 牛尾　　彰先生（令和 4 年 8 月 5 日逝去）
昭和31年卒 奈良　純夫先生（令和 4 年10月22日逝去）
昭和41年卒 滝澤　　博先生（令和 4 年11月12日逝去）
昭和49年卒 金澤　紀雄先生（令和 4 年11月19日逝去）

名誉会員

成清　卓二先生（令和 4 年 9 月 6 日逝去）

群馬大学医学部医学科同窓会刀城
クラブは、昨年 12 月に一般社団

法人となりました。一般社団法人として同窓会事
業をより活性化するために、また、来年度に計画さ
れている群馬大学創基 150 周年記念事業などの大学
の事業に積極的に協力するために、白倉同窓会長を
先頭に財政基盤の強化に取り組んでいます。同窓会
報も財政基盤強化の方針に従い、本号より広告の掲
載を再開します。過去の同窓会報を確認しますと、
第 89 号（昭和 51 年 5 月 15 日発行）までは広告が掲
載されていましたので、広告掲載の再開となります。
同窓の先生方のご理解を賜りますよう何卒お願い申
し上げます。
　最後になりますが、今年も残すところあとわずか
になりました。同窓の先生方におかれましては寒さ
厳しくなる時期であり、加えて今季は新型コロナと
インフルエンザの同時流行が懸念されていますの
で、例年にも増してくれぐれもご自愛賜りますよう
お願い申し上げます。 （大山良雄）

編集後記

学学 外外 人人 事事


