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序

言

平成 20 年度は，大きな制度改革や組織の変更も無く，その意味では外見的には平穏無事な 1 年といってよいかと
思われる．しかし，医学部や医療をめぐる環境はめまぐるしく変化しており，各組織はそれらの変化に対応すべく常
に方向を見定め，
あるべき姿を追い求める姿勢を緩めるわけには行かない状況が続いていたといっても過言ではない．
このような変動のときには，
基本となる目標やあるべき姿が平時以上に求められるのである．揺るぎない目標があっ
てこそ，周囲の動きに惑わされず，方向を見失うこと無く，判断することができるといえよう．その意味において，
本年度の初頭に制定した「埼玉医科大学の期待する医療人像」は大きな意味を持つのである．
また，医療系の大学にとって，将来を決する大きな出来事として医学部定員増の問題があった．医師の診療科の偏
在や地域医療の崩壊が取りざたされる中で，文部科学省は地域医療の崩壊の一因が医師不足にあるとの判断の下に，
医学部の定員増を図る方向へと舵取りを変えたのである．その結果，本学の入学定員はこれまでより 10 名増え，平
成 21 年度より 110 名となることが決定した．しかし，この決定に関連して，10 名の地域枠をどのように定めるか
といった大学運営上重要な課題を抱えることになった．本学では，地域枠学生と非地域枠学生という二重構造を入学
生の間に作ることを避けるために，入学時に地域枠入学生の同定はおこなわず，卒業後の地域定着を図ることを念頭
に置いた教育をすることとした．保健医療学部においても，世の中の要請にこたえるべく入学定員を変更し，理学療
法学科の定員を 10 名増やし，その一方で健康医療科学科の定員を減らすという微調整をおこなった．
また，大学をめぐる環境の変化として，大学間連携の動きがある．平成 20 年度から，「大学病院連携型高度医療
人養成推進事業」がはじまり，本学では「関東･信州広域循環型専門医育成プログラム」（群馬大学主管）と「地域躍
動型専門医養成一貫教育プログラム」
（慶応大学主管）に参画することになった．このほかに，大学と地域との連携
も地域医療の構築のために必要性が増している．
診療部門についても，埼玉医科大学に属する 3 病院，それぞれの位置づけ，目標，特徴を明確にするために，理
事長によって，
「大学病院のあり方」についての方針が示された．
このようにして，大学の基本方針の再確認をしながら，たとえば，全教員を対象とした教員総会を開催し，
「卒後
臨床研修をどのようにおこなうか」といったテーマで当面する問題を教員全員が共有し，最善の道を模索するなどの
行動をおこなった．
大学院については，平成 22 年度に予定する修士課程の設置を念頭に置き，先ず，博士課程の充実を図るべく，大
学院教員，指導教員，学位審査教員などの資格を認定した．また，大学院の門戸をひろくするために社会人枠，外国
人枠の設定をおこなったが，平成 20 年度は，平成 19 年度から始まったがんプロフェッショナル養成プランとの関
連で，平成 20 年度は 23 名の大学院生が入学し，そのうち社会人大学生は１７名であった．
このように一見平穏無事に推移したかに見える平成 20 年度もそれぞれの部署で，重要な判断を求められ，現状を
点検し，将来のあるべき姿を描き続けてきたといえよう．
これらの基本方針の策定によって今後の方向性が明確となったが，これからも常に自己点検・評価につとめ，更な
る発展を期すことが期待される．
平成 21 年 3 月
埼玉医科大学
学長

山内

俊雄

総論

1．沿

革

埼玉医科大学の歴史は，母体となった毛呂病院の歴史にまでさかのぼることとなる．
大学の前身である毛呂病院は，
明治 25 年（1892 年）に院長 丸木 清太郎の下，毛呂地区に診療所として創立された．
その後，大正 8 年に第二代院長 丸木 清に引き継がれ，さらに，昭和 25 年には , 第三代丸木清美に代わった．その後，
病院となり戦後の昭和 27 年（1952 年）より社会福祉法人に改組し，「限りなき愛」を基本理念に地域医療と福祉と
連携した医療を運営してきた．昭和 39 年（1964 年）からは，総合病院として社会福祉法人毛呂病院を母体として
診療形態は発展し，整備された．
埼玉医科大学は，昭和 47 年（1972 年）に，総合病院毛呂病院の一部施設を移管した形で，学校法人埼玉医科大
学寄附行為認可並びに埼玉医科大学設置認可を受け，理事長 栗原 浩，専務理事 丸木 清美，常務理事 丸木 清浩の陣
容で設立された．
大学設立後 36 年，この平成 20 年度（2008 年）までの沿革ならびに主な出来事を以下に記す．
昭和 47 年 4 月

埼玉医科大学医学部開学（入学定員 80 名）
学

長

落合 京一郎

理事長

8月
昭和 51 年 1 月

栗原

浩

専務理事

丸木 清美

常務理事

丸木 清浩

埼玉医科大学附属病院開設

病院長

大島 良雄

神経精神科センター開設

4月

入学定員 80 名より 100 名に変更（入学定員 100 名）

昭和 53 年 4 月

埼玉医科大学大学院医学研究科開設（入学定員 50 名）

8月

理事長

丸木 清美

昭和 57 年 8 月

専務理事

昭和 58 年 6 月

病院長

昭和 60 年 3 月
5月
10 月

正

埼玉医科大学総合医療センターを川越市鴨田地区に開設
所

平成元年

丸木 清浩
宮川

長

病院長

坂元 正一
東

学長代行

平成 2 年

8月

学

平成 6 年

4月

理事長

長

平成 9 年

8月

博彦
宮川

正

石田

正統

丸木 清浩

埼玉医科大学総合医療センター
学長

東

所長

博彦，名誉学長

遠山

石田

博

正統，病院長

尾本 良三

平成 10 年 7 月

専務理事

平成 11 年 4 月

総合医療センター

濱口 勝彦

平成 12 年 4 月

キャンパス呼称変更（毛呂山キャンパス，川角キャンパス）

所長

安倍

総合医療センターセンター長
平成 13 年 6 月

濱口 勝彦（専務理事）

埼玉医科大学ゲノム医学研究センターを日高市山根地区に開設
所長

平成 14 年 1 月

達

村松 正實

総合医療センター

センター長

小川 雄之亮

6月

埼玉医科大学創立 30 周年記念式典・祝賀会

9月

総合医療センターセンター長

平成 15 年 5 月
8月
平成 16 年 7 月
8月

常務理事

飯沼 壽孝

丸木 清之，尾本 良三，藤森 貞夫

医学教育センター設立

センター長

山内 俊雄

埼玉医科大学かわごえクリニック開設
学長

山内 俊雄，名誉学長

東

院長

川添 太郎

博彦，大学病院長

横手 祐二

埼玉医科大学附属病院を埼玉医科大学病院と改称
9月

総合医療センターセンター長

吉本 信雄
1

沿革

平成 17 年 2 月
8月

日高キャンパス地鎮祭
総合医療センターセンター長を病院長と改称
医学研究センター設立

センター長

山内 俊雄

国際交流センター設立

センター長

野村 正彦

医学教育センター

センター長

別所 正美

12 月

保健医療学部

認可

平成 18 年 3 月

埼玉医科大学

創立 30 周年記念講堂

4月

埼玉医科大学保健医療学部開設

竣工

学部長

大野 良三

（看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科）
医学部教員組織の変革
第二次長期総合計画
7月

8月
平成 19 年 3 月

副理事長

濱口 勝彦

専務理事

丸木 清之，尾本 良三

常務理事

堀口 一夫

地域医学医療センター設立
大学機関別認証評価

センター長

横手 祐二

認定証授与

医学部（1 年次）を川角キャンパスから毛呂山キャンパスに移設
4月

埼玉医科大学国際医療センターを日高市山根地区に開設
病院長

松谷 雅生

保健医療学部 理学療法学科を川角キャンパスに新設
（看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科・理学療法学科）
8月

アドミッションセンター設立
医学研究センター

平成 20 年 4 月
8月

センター長

ゲノム医学研究センター
大学病院 病院長
名誉病院長

センター長

所長

松下

山内 俊雄

祥

岡崎 康司

片山 茂裕

横手 祐二

地域医学医療センター

センター長

鈴木 洋通

2．本学の現況
●大学名 埼玉医科大学
●所在地
毛呂山キャンパス（大学本部，医学部，医学基礎，大学院，大学病院

他）

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 番地
川角キャンパス（保健医療学部 他）
埼玉県入間郡毛呂山町川角 981 番地
川越キャンパス（総合医療センター他）
埼玉県川越市鴨田辻道町 1981 番地
日高キャンパス（国際医療センター，ゲノム医学研究センター，保健医療学部 他）
埼玉県日高市山根 1397-1 番地
川越ビル（かわごえクリニック他）
埼玉県川越市脇田本町 21-7
●学部等の構成
埼玉医科大学大学院
医学研究科

生物・医学研究系専攻
社会医学研究系専攻
臨床医学研究系専攻

埼玉医科大学
医

学

部

医学科
保健医療学部

2

看護学科，健康医療科学科，医用生体工学科，理学療法学科

総論

2．建学の理念
埼玉医科大学（以下「本学」という．
）は，昭和 47 年に以下の建学の理念のもとに創設された．

＜建学の理念＞
第 1．生命への深い愛情と理解と奉仕に生きるすぐれた実地臨床医家の育成
第 2．自らが考え，求め，努め，以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成
第 3．師弟同行の学風の育成この建学の理念は本学がすぐれた臨床医を育成するための指標であり，30 有余年を
経た今なお，普遍の精神としてそれぞれ次のような希いをこめて，その実現に努めている．

（1）「生命への深い愛情と理解と奉仕に生きるすぐれた実地臨床医家の育成」
生命への限りない愛情と深い理解は，
医学を志すものにとって最も重要な基本的姿勢である．医療人を志すものは，
この基本的姿勢を瞬時もゆるがせにせず絶えず精進し，生涯かけてこれを深化させ自らのものとすることが必要であ
る．この精神は，
「よろずの命貴ぶ精神（こころ），医学の道に活かすべく，われら学びてここにあり」として校歌に
も謳われている．

（2）「自らが考え，求め，努め，以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成」
日進月歩する現代の医学および医療の進展の中にあって，その先端的知識と技術を絶えず吸収体得して，広く医療
の向上と健康・福祉の増進に活用し得る医療人となるためには，何よりも自らが，主体的かつ自発的に，目的に向かっ
て積極的かつ旺盛な知的活動を展開し得ることが極めて重要である．
自らの旺盛な知的活動が産み出す知的充足感と達成感，そしてこれらがもたらす歓喜こそが学問をさらに深める駆
動力となり，人間生長への原点となるのである．「自らが考え，自らが求め，自らが努める」は全ての大学人にとっ
ての基本的な義務である．

（3）「師弟同行の学風の育成」
「師」は医療人の先達として，また人生の導師として先行し，「弟」はそのうしろ姿をみて後ろをたどる．教育にお
ける「師弟」関係は，肉親をも超えるほどの深い結びつきの上に形成され，苦楽を共にしつつ，「師」は「かつ教え，
かつ究め，かつ学ぶ」のであり，
「弟」また「かつ学び，かつ究め，かつ学ぶ」のである．
しかしこの間，医学・医療の分野は過去に例を見ない急激な進歩を遂げ，また，社会情勢も大きく変化した．こと
に医学・医療においては，十分な説明と患者の意思尊重の重要性が一層認識されるなど，情報公開時代における新し
い医療人‐患者関係の構築が求められるようになった．このような時代に相応しいすぐれた医療人を育成するにあた
り，本学では平成 11 年に 21 世紀における「埼玉医科大学の期待する医師像」を示し，我々の達成すべき目標を具
体的に掲げた．平成 18 年の保健医療学部設置を機に，平成 19 年には「埼玉医科大学の期待する医療人像」を構え，
その目指すところを一層明確にした．
このようにして，埼玉医科大学の進むべき方向性を明確にしたが，この方向を見失うことなく，建学の理念に基づ
いて，平成 20 年度もさまざまな取り組みをおこなった．

3
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3．埼玉医科大学の期待する医療人像
埼玉医科大学の建学にあたって，1972 年に「建学の理念」が作られたが，埼玉医科大学が創立 30 周年を迎える
にあたり，創立以来の医学医療の急速な進歩，医療環境や医療倫理の変化の中で，新たな 21 世紀にふさわしい医師
像を作るべきであるという考えの基に，1999 年 11 月に制定されたのが「埼玉医科大学の期待する医師像」である．
しかし，その後，2006 年に日高キャンパスに保健医療学部が設置され，本学は医師のみならず保健・医療・福祉
の担い手である多職種の医療人を育成する医療系総合大学として，新たな飛躍への道を歩むこととなった．これを機
に，本学の実状にふさわしい，以下のような「医療人像」を制定し，本学のよりどころとしての精神的基盤を再確認
することになった．

高い倫理観と人間性
■医療人は，人間の生命に対して深い愛情と畏敬の念を持ち，病める人々の心を理解し，その立場に立って，十分
な説明と相互理解のもとに医療を行わなければならない．
■医療人は，暖かい人間性と豊かな人柄に自らを育成すべく，常に倫理観を磨き，教養を積むことに努力しなけれ
ばならない．
■医療人は，
自らの能力の限界を自覚し，
謙虚に他者と協力し，患者のために最善の医療を実践しなければならない．

国際水準の医学と医療の実践
■医療人は，常に最新の知識･技術を学び，自信をもって国際的に最も質の高い医療を提供するよう心掛けなけれ
ばならない．
■医療人は医療における課題を自ら解決する意欲と探求心を持ち，医学・医療の進歩に貢献することを心掛けなけ
ればならない．

社会的視点に立った調和と協力
■医療人は，医療に従事する様々な職種の人々と協力し，それぞれの立場において指導的役割を果たすよう，統合
力を磨かなければならない．
■医療人は，社会的視野を持ち，健康の保持・増進，疾病の予防から社会復帰，さらに社会福祉に至る保健・医療
全般に責任を有することを自覚し，地域の保健・医療に貢献しなければならない．

埼玉医科大学が目指す大学像
本学は昭和 47 年開学以来，社会に役立つすぐれた臨床医家の育成と共に，学校法人として埼玉医科大学短期大学
ならびに埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校を有し，医療に携わる多くの人材の育成を行ってきた．
これら本法人が設置する各教育機関が有機的に連携を保ち，埼玉医科大学全体として医療人の教育・研究・診療の
ために各組織の充実をはかり，教育課程の改革と教育研究環境の整備に努め，最善の医療を提供し，活動成果の全て
を社会に還元することにより，大学としての責務を果たしてゆくことを目指している．
本学はこれらを実現するために，学内の教育・研究環境の整備とともに，同窓会や保護者会，埼玉医科大学家主会
などの関連各機関・団体等にも理解と協力を求める．特に，本学が私学である特性を活かし，理事会と教授会との関
係を良好に保ち，円滑な意見交換を行える組織・管理体制を構築し，健全な財政基盤のもとで活動を展開してゆく努
力を行っている．
本学に蓄積される情報・知識等は教職員と学生だけのものではなく，広く社会に向けて開示され発信されている．
これらの情報・知識は，自らにとっては不断の自己点検・評価の資料として大学機能の維持向上に努めるためのもの
であり，他方では大学の社会的責務としての地域社会の健康・福祉の増進並びに文化の向上に資するものである．そ
の際に，折に触れて「建学の理念」ならびに「期待する医療人像」に立ち返り，埼玉医科大学の進むべき道を求める
ことになる．
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総論

5．大学院
1．入学者
平成 20 年度大学院志願者

29 名（一般選抜 10 名，社会人特別選抜 17 名，外国人特別選抜 2 名）

合格者

26 名（一般選抜 10 名，社会人特別選抜 16 名，外国人特別選抜 0 名）

入学者

24 名（一般選抜 7 名，社会人特別選抜 17 名，外国人特別選抜 0 名）

2．大学院学生数内訳
①専攻別内訳

生物・医学研究系
社会医学研究系
臨床医学 内科系
研究系 外科系
計

（

総定員

入学定員

40
16

10
4

144

36

200

50

1 年次
男

女
1（1）

2 年次
男
1

3 年次
女

12（9） 3（2） 4（3） 2（2）
6（5） 2（1） 2（2）
18（14） 6（4） 7（5） 2（2）

男

4
1
5

4 年次
女
1

男
1

1
1
3

2
2
5

女
3

合計

7（1）
0
28（16）
2（1） 16（9）
5（1） 51（26）

）内は社会人特別選抜入学者

②外国人学生数
国名
中国

私費外国人留学生
（大学院 4 年 男 1 名，女 2 名
6名

大学院 3 年男 1 名，女 1 名
大学院 2 年男 1 名）

③その他
特別研究学生
協力研究員

4 名（男 2 名，女 2 名）
11 名（男 8 名，女 3 名）

3．学位授与
No. 種 学位記番号 氏名
1

甲 1088

丸尾

学位論文タイトル
俊彦

プロテオーム解析を用いた静脈麻酔薬プロポフォールのヒトアストロサイト
への影響

2

甲 1089

小林

暁子

3

乙 1090

渡部

渉

In vitro formation of capillary networks using optical lithographic techniques
皮膚筋炎（Dermatomyositis,DM）患者の胸部高分解能 CT（HRCT）の検討
-Amyopatic DM（ADM）との所見の比較検討

4

乙 1091

中村

浩一

Cryptochrome and Period Proteins Are Reguated by the CLOCK/BMAL1
Gene:Crosstalk between the PPARs/RXR α -Regulated and CLOCK/BMAL1Regulated System

5

乙 1092

重田

6

乙 1093

長谷川

恵一

7

甲 1094

仲地

豊

8

乙 1095

中島

洋平

9

乙 1096

齋藤

達也

Sex and Age Diﬀerences in the Bony Nasolacrimal Canal An Anatomcal Study

義道 クリアーソフトティッシュ画像を用いた片側口唇口蓋裂患者における鼻軟骨形
態の評価
Identiﬁcation of Novel PPAR γ Target Genes by Integrated Analysis of ChIPon-chip and Microarray Expression Data during Adipocyte Diﬀerentiation.
Involvement of low adiponectin levels in impaired glucose tolerance（IGT）
生体蛍光顕微鏡を用いたマウスくも膜下出血急性期における脳微小血管内血小
板動態の観察

10

乙 1097

土田

温子

Phenotypic characterization of the Komeda miniature rat Ishikawa, an animal
model of dwarﬁsm caused by a mutation in Prkg2
13

大学院

11

乙 1098

市來

あけみ Ascorbate Inhibits Apoptosis of Kupﬀer Cells During Warm Ischemia/
Reperfusion Injury.

12

甲 1099

福山

俊一郎 全ゲノム SNP 遺伝型情報を用いた自己接合性断片の推定と，その劣性遺伝

13

乙 1100

鈴木

基之

14

甲 1101

張

佳星

15

乙 1102

大熊

彩

16

甲 1103

野島

淳也

17

甲 1104

楊

18

乙 1105

西宮

疾患遺伝子同定への応用
Novel mechanisms of suppressor activity exhibited by cytotoxic regulatory
T cell lines, HOZOT
Identiﬁcation of an ES cell pluripotent state-speciﬁc DUSP6 enhancer
Clinical and genetic analysis of lipid storage myopathies
BMP による筋芽細胞から骨芽細胞への分化誘導における Smad シグナル経路
の役割
芳

The molecular mechanism regulating the autonomous circadian expression of
Topoisomerase I in NIH3T3 cells

理気

Comparison of SPM and NEUROSTAT in voxelwise statistical analysis of brain
SPECT and MRI at the early stage of Alzheimer's disease

19

乙 1106

森

一越

Responses in Children to Measles Vaccination Associated with Perirenal
Transplantation

14

総論（医学部）

6．1）医学部
埼玉医科大学医学部の「新しい教員組織」は平成 18 年度から開始されたが，その第 1 期の 2 年間は平成 19 年度
末で終わり，平成 20 年度は「新しい教員組織」に基づく第 2 期目の年度であった．それに伴い医学部の各基本学科
は，新たに任命（再任）された運営責任者，教育主任，研究主任などから構成され，運営されることになった．
以下に，平成 20 年度の医学部の動きについて項目ごとに概要を述べたい．詳細は各組織，部門からの報告を参照
願いたい．

1．学事に関する運営組織
2 期目を迎えた「新しい教員組織」も，1 期目と同様に学事に関する審議，決定は教員代表者会議で行われた．教
員代表者会議の構成員は役職指定者，教育組織からの代表教員，研究組織からの代表教員，診療組織からの代表教員，
その他学部長指名による教員であり，その数は，教育，研究，診療の教員の比率が 3:1:3 になるよう按分された．こ
のような仕組みによって教育，研究，診療の 3 つの組織の間で情報が共有され，共通認識に立って学事の重要課題
が審議され，決定されることが可能となっている．また，教員代表者会議で決定した事項が大学全体に滞り無く伝達
され，大学内の様々な問題が教員代表者会議に漏れなく反映されるよう，教員代表者会議の議事録の要約版が 4 月
より学内ホ−ムペ−ジに掲載されることになった．
教授全員のほか，各基本学科の運営責任者および教員代表者会議の構成員が一同に会する教授総会を前年度と同様
に開催した（7 月 26 日）
．また，平成 19 年度に引き続き，医学部と保健医療学部との間の情報の共有を図るため，
両学部合同の教授総会も実施した（12 月 20 日）．今年度は，大学病院に総合診療内科が誕生したのを契機に，救急
医療を含む総合診療について教員全員で意見交換をする場を持つため 6 月 14 日に「埼玉医科大学における救急医療
および総合診療の現状と今後」と題する教員総会を持った（参加者 280 名）．
学事の基本方針の検討や問題点の把握を目的とした学部長懇談会，新しい教員組織の円滑な運営を図ることを目的
とした教員組織運営会議は平成 20 年度も継続して開催された．なお，副学部長 2 名（別所正美，竹内勤），学部長
補佐 1 名（土田哲也）に加え，新たに学部長補佐 1 名（西村重敬）が任命された．教員代表者会議には，人事異動
により 7 名の構成員が任期満了にて退任し 5 名の新構成員が加わった．

2．任期制と人事考課
平成 16 年 4 月から基礎医学部門の助手を対象に導入した任期制は，平成 17 年度以降，全教員に範囲を拡大して
実施している．また，平成 17 年度に見直しを行った人事考課の評価システムを用いて平成 20 年度も全教員を対象
に実施した．研究活動の自己評価に関しては，新しい評価基準が作られ，その使用が 1 月 23 日の第 403 回教員代
表者会議で承認された．
今年度は人事考課を開始してから初めて教員任期制による再任判定を行った．該当者は 14 名で，全員再任可の判
定であったが，退職希望が 1 名，再任希望保留が 1 名あった．

3．入学試験
本学の入学試験は平成 18 年度以降，推薦入試，一般入試前期，および一般入試後期を実施している．平成 21 年
度募集の一般入試の志願者は，3,713 名（前期 1,683 名，後期 2,030 名），合格者は 103 名（前期 62 名，後期 41 名）
で，倍率は 36.0 倍（前期 27.1 倍，後期 49.5 倍）であった．推薦選抜の志願者は 38 名で，合格者は 14 名であった．
医師不足対策として，文部科学省から入学定員増の要請があり，本学では 9 月 10 日に臨時の教員代表者会議を開
催し，平成 21 年度の募集定員を 110 名とすることを決め（一般入試の募集人員 前期 55 名から 60 名，後期 35 名
から 40 名）
，併せて入学時に地域医療への貢献に関する意向調査を実施することとした．なお，入試の厳正な実施
を継続するため，
「私立大学における入学者選抜の公正確保等について（文部科学省平成 14 年 10 月 1 日）」を改め
て示し，教員への注意喚起を行った．

4．卒前教育
卒前教育は卒前教育委員会が担当し，卒前教育委員会は医学教育センタ−卒前医学教育部門に所属する教員と代表
教育主任から構成される．卒前教育委員会の開催は 8 月を除く毎月 1 回開催されるが，教育に関する情報の共有化
を促進するため，平成 18 年度からは医学教育センタ−教育主任会議と合同で行われてきた．平成 19 年度からはコ
15

医学部

−スディレクタ−とユニットディレクタ−もこれに参加することとし，名称も卒前教育合同会議と改められている．
さらに，会議もテレビ会議システムを用いて 3 キャンパスで同時開催し，情報の共有と周知が徹底できるよう配慮
されている．卒前教育合同会議では卒前教育委員会の委員長が司会をし，卒前医学教育部門と学年小委員会からの報
告を軸に，卒前教育に関する様々な課題に取り組んだ．
卒前教育における平成 20 年度の最大の課題は，クリニカルクラ−クシップの本格実施であったが，国際医療セン
タ−を含めた 3 病院で大きな問題もなく円滑に行うことができた．学生の満足度，教員の評価も高く，来年度も継
続実施予定である．
学習環境の充実のため学生ホ−ルが竣工し，セレモニ−を 9 月 25 日に実施し，10 月 1 日から使用開始となった．

5．医師国家試験
第 103 回の医師国家試験は，平成 21 年 2 月 14-16 日に行われた．本学の新卒者は 90 名が受験し，87 名が合格
した（合格率 96.7%）
．既卒者は 7 名が受験し，3 名が合格した．全体としては，97 名が受験し，90 名が合格した（合
格率 92.8%）
．合格率は新卒，全体ともに全国平均を上回った．

6．卒後教育
卒後教育は，大学病院の研修医委員会，卒後教育委員会，および医学教育センタ−卒後医学教育部門が相互に連携
しながら，研修医の教育および臨床研修後の生涯教育を企画・運営してきた．平成 20 年度も，卒後教育委員会の主催・
後援する学術集会を開催した．
文部科学省で募集する大学病院連携型高度医療人養成推進事業に応募し，関東・信州広域循環型専門医養成プロ
グラム−専門医育成と医師不足解消を目指して−（主管校 : 群馬大学，参加校 : 信州大学，獨協医科大学，日本大学，
埼玉医科大学）
，および地域躍動型専門医一貫教育プログラム（主管校 : 慶應大学，参加校 : 東海大学，杏林大学，岩
手医科大学，富山大学，東京歯科大学，埼玉医科大学）の 2 つのプログラムが採択された．

7．大学院
大学院では，大学院委員会を中心にして，大学院教育の実質化と大学院生の確保に重点的に取り組んできた．平成
19 年度，
文部科学省に採択された「がんプロフェショナル養成プラン」については e −ラ−ニングシステムを構築し，
大学院生の学習環境の整備に努めた．
3 月 19 日に文部科学省から出された「大学における厳正な学位審査体制等の確立について」を大学院教員に周知
させるとともに，学位審査の申請と手続きを明確化し，ホ−ムペ−ジへも掲載した．また，大学院早期修了の基準を
策定し，科目等履修生受託制度を新設した．
保健医療学部は平成 21 年度に最初の卒業生が誕生する．これにあわせて，平成 22 年度の開設を目指して大学院
修士課程の設立の準備を進めるため，医科学修士サブグル−プおよび看護学修士サブグル−プを含む修士課程設立準
備委員会を立ち上げ，全学的な検討を開始した．

8．相互交換留学
平成 20 年度から 10 番目の提携校としてハンガリ−のペ−チ大学との交換留学が開始された．その結果，本学か
ら 22 名の学生が世界 7 か国の 10 大学へ赴き，交流を深めた後，無事に帰国した．この相互交換留学制度は開始か
ら 14 年目に入り，本学の特色ある教育プログラムとして定着してきている．また，平成 18 年度から始まった低学
年を対象としたオ−ストラリアのモナシュ大学における語学研修プログラムが本年度も実施された．
本年度から，教員を対象とした短期留学制度が開始される事となり，2 月 16 日〜 27 日に参加者の募集が開始さ
れた．これらの国際交流事業は，国際交流センタ−が担当している．

9．市民公開講座
一般市民を対象とした市民公開講座も 4 年目を迎えた．第 1 回目は平成 17 年 4 月 16 日に開催し，45 名の参加
であったが，その後，竹内副学長を中心に，年間テーマや各回の内容も運営委員会で検討されはじめ，順調に聴講者
は増加し，本学の社会貢献の一つとして定着してきた．身近な病気を取り上げ，最新の診断や治療について分かりや
すく解説し，質問に回答するという内容は好評を得ている．月に 1 回の割合で実施し，参加者は次第に増加し，100
名を超える状況が続いている．
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10．教員人事
二期目の「新しい教員組織」の開始に伴い，基本学科の運営責任者，教育主任，研究主任など多数の職位の発令が
行われた．平成 20 年度の教授採用は，3 名で，学内から昇格した教授は 7 名であり，退職した教授は 7 名であった．

11．その他
1）昨年に引き続き 2 回目の保健医療学部と医学部の合同開催による大学祭が 11 月 23-24 日に日高キャンパスに
て行われた．両学部の協議により，大学祭の名称は「越華祭」とすることとなった．
2）医学部の定員増に関して文部科学省から通知があり，本学医学部の定員は今までより 10 名多い一学年 110 名
となることが決まり，平成 21 年度から 110 名を募集することとなった．
3）アレルギ−センタ−，東洋医学センタ−，ホ−ムペ−ジ管理運営委員会が新設された．4）医学部医学情報施
設の改組が行われ，情報技術支援推進センタ−（IT センタ−）となった．
5）石油高騰に起因するエネルギ−コストや諸材料費の高騰，診療報酬のマイナス改訂等の影響に対し，全学を挙
げて取り組んできた石油危機突破緊急対策運動が継続して行われた．その一環として，省エネ対策と炭酸ガス削
減運動として埼玉医科大学エコロジ−運動が実施された．
6）利益相反専門部会が倫理委員会の下部組織として設置され，本学の利益相反マネジメントポリシ−が HP に公
開された．
7）受験生用医学部パンフレットが新たに作られた．
8）文部科学省科学研究費補助金の適正使用に関する説明会が実施された．
9）昨年度に引き続き，学内グラントの募集が行われた．31 件の応募があり，9 月 11 日に選考委員会が開催され，
15 件が採択された．
10）裁判員制度の開始に伴い，本学教職員が裁判員に指名された場合は特別休暇が与えられることになった．

12．平成 20 年度の総括
平成 20 年度は「新しい教員組織」に基づく第 2 期目の年度であった．それに伴い医学部の各基本学科は，新たに
任命（再任）された運営責任者，教育主任，研究主任，等から構成され，運営されることになった．平成 21 年度か
ら医学部の入学定員が 10 名増加し 110 名となり，保健医療学部の完成年度を目前とした大学院修士課程設立準備，
等，新たな体制への準備が進められた 1 年であったが，学事に大きな混乱はなく，概ね順調に推移することができた．
引き続き，自己を点検し，努力を重ねていくことが肝要である．
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6．2）教員代表者会議各種委員会
（※順不同 敬称略）

●全体会議･委員会等
名 称
任期等
構成員（◎議長，委員長等 ○副）
教員代表者会 自 H20.4.1 ◎山内（医学部長）･別所（副医学部長）･竹内（副医学部長）･土田（医学部長補）･西村（医
議（医）

至 H22.3.31 学部長補）･片山（大院長）･吉本（医セ院長）･松谷（国セ院長）･川添（ク院長）･荒木（学
生部長）･織田（図書館長）･松下（医研セ長）･野村（国交セ長）･岡崎（ゲ所長）･上原
（生物）･椎橋（医情）･渡辺（生理）･持田（消化）･豊嶋（精神）･稲葉（教セ）･永島（解
剖）･丸山（薬理）･永田（呼内）･鈴木（腎内）･石原（産婦）･間嶋（リハ）･永井（公衛）
･茅野（病理）･池淵（輸血）･米谷（眼）･西山（国 TR）･禾（分生）･赤塚（微生）･佐々
木（康）
（国腫内）･金澤（呼内）･中塚（形成）･加瀬（耳鼻）･田中（放射）･菊地（麻酔）
･三村（リ膠）･篠塚（消外）･御手洗（川腎内）･前田（川輸血）･田村（川小児）･宮尾
（川麻酔）･松居（川脳外）･木崎（川血液）･石田（川消外）･小山（国消外）･加藤木（国
小心外）･佐藤（国救命）･棚橋（国神内）･上野（国泌尿）･松本（国心内）･齋藤（法医）

･※濱口（副理事長）
教員組織運営 自 H20.4.1 ◎山内（学部長）･○別所（副学部長）･竹内（副学部長）･土田（学部長補）･西村（学部長補・
会議（医）

至 H22.3.31 国セ副長）･松下（医研セ）･片山（大院長）･里見（大副院長）･吉本（医セ長）･前田（医

セ副長）･松谷（国セ長）･※濱口（副理事長）
医学情報施設 自 H20.4.1 ◎別所（副学長）･勝浦（物理）･永井（公衛）･丸山（薬理）･依田（口外）･小山（国消外）
運 営 委 員 会 至 H22.3.31 ･前田（川輸血）･片桐（ゲ病態）･有田（保健康）･椎橋（医情）･※山内（学部長）
（全）
倫 理 委 員 会 自 H20.4.1 ◎御手洗（川腎内）･○松下（免疫）･池淵（輸血）･遠藤（保顧）･里見（小外）･關（川
（全）

至 H22.3.31 産）･田邊（保医生）･出口（泌尿）･村田（保健康）･永井（公衛）･村松（客教）米谷（眼

科）･大西（教セ）･田澤（外弁護士）･安田（外医師）・井上（元日赤事務局長）
ヒト胚性幹細胞 自 H20.4.1 ◎松下（免疫）･豊嶋（精神）･池淵（輸血）･禾（分生）･村田（保健康）･伴塲（医研セ）
研究倫理審査専 至 H22.3.31 ･田澤（外弁護士）･佐久間（外大教授）･大嶋（外税理士）
門部会（全）
GID 医 学 ･ 医 自 H20.4.1 ◎豊嶋（精神）･塚田（ク精神）･深津（川神精）･石原（産婦）･出口（泌尿）･永井（公
療推進委員会 至 H22.3.31 衛生）･三鍋（川形成）･高井（川産婦）･山田（川泌尿）
（全）
図書館委員会 自 H20.4.1 ◎織田（図書館長）･笹島（英語）･永島（解剖）･山元（神内）･伊崎（皮膚）･池田（川
（全）
至 H22.3.31 中検）･片桐（ゲ病態）･赤坂（保理学）･池田（保医工）･陣内（国血液）
全学自己点検 自 H20.4.1 ◎山内（学長）･○大野（保医学部長）･別所（副学長）･竹内（副学長）･土田（学長補）
･ 評 価 委 員 会 至 H22.3.31 ･西村（学長補・国セ副長）･松下（医研セ長）･片山（大院長）･吉本（医セ長）･松谷（国
（全）

セ長）･岡崎（医研セ長）･野村（国交セ長）･織田（図書館長）･荒木（学生部長）･岡部（保
看学科長）･和合（保健康学科長）･西坂（保医用学科長）･黒川（保リハ学科長）･松下（保

自己点検･評

看教）･堀口（事務局長）※濱口（副理事長）
教員組織運営会議で補う．

価委員会（医）
教員数調整委 自 H20.4.1 ◎土田（皮膚）･○松谷雅生（国院長）･前田（川輸血）･荒木（神内）･松下（免疫）･上原（生
員会（医） 至 H22.3.31 物）
学生部委員会 自 H20.4.1 ◎荒木（神内）･永井（公衛）･齋藤（法医）･石津（保看護）･鈴木（保健康）
（全）
至 H22.3.31
学生部委員会 自 H20.4.1 ◎荒木（神内）･○永井（公衛）･○齋藤（法医）･赤羽（物理）･稲葉（内糖）･太田（精
（医）
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至 H22.3.31 神）･名越（消肝）･田村（川小児）･黒川（ゲ遺伝）･松本（国心内）･小室（大学事務部）

教員代表者会議各種委員会

喫煙問題検討 自 H20.4.1 ◎荒木（神内）･◎荒木（神内）･○永井（公衛）･片山（院長）･里見（小外）･伊藤（神
委員会（全） 至 H22.3.31 耳）･赤羽（物理）･平山（看護）･池田（看護）･斉藤（医務）･丸山（施設）･松本（総務）
･岩沢（短看護）･小室（事務）･竹内（川リ膠）･奥田（ゲ発生）･村岡（角事務）･諸田（川
･医務）･町田（ク事務）･大野（保学部長）･根本（国救急）
教 官 棟 ･ 会 議 自 H20.4.1 ◎名越（消肝）･別所（副医学部長）･里見（大副院長）･穐田（形態）･金（整形）･吉野
室 ･ 講 堂 等 管 至 H22.3.31（購買）･蛭間（大事務）･綿貫（大事務）顧問 : 山内（学部長）
理委員会（医）
毛呂山キャン 自 H20.4.1 ◎別所（副医学部長）･○丸木（専務理事）･片山（院長）･織田（図書館長）･荒木（学生部長）
パス整備委員 至 H22.3.31 ･松下（研セ長）･渡辺（生理）･上原（生物）･堀口（局長）･北沢（施設）･綿貫（施設）
会（医）+（短）

･田島（経理）･蛭間（大事務）･小室（大事務）･堀江（大事務）･片山（短副学）･所（短
看護）顧問 : 山内（医学部長）

●医学教育センター関連会議･委員会
名 称
任期等
構成員（◎議長，委員長等 ○副）
卒前教育合同 自 H20.4.1 ◎別所（医教セ長）･吉田（医基）･荒木（神内）･山崎（医基）･井上（内糖）･中平（生理）
会議（医）

至 H22.3.31 ･永島（解剖）･笹島（医基）･藤田（解剖）･禾（分生）･渡辺（生理）･金（整形）･椎橋（医情）
･有田（教セ）･佐伯（国乳腫）･野村（川神内）･名越（消肝内）･萩原（呼内）･丸山（薬
理）･鈴木（腎内）･山口（感染）･永井（公衛生）･鈴木（放射）･三橋（川中検）･土田
（皮膚）･吉田（精神）･斉藤（法医）･茅野（病理）･松本（麻酔）･倉持（皮膚）･加瀬（耳
鼻）･間嶋（リハ）･豊嶋（精神）･堀川（川神精）･小田嶋（小児）･小宮山（国心内）･
松田（国血内）･森（川血内）･菅野（教セ）･持田（消肝内）･竹内（川リ膠）･石原（産
婦）･三村（リ膠）･永田（呼内）･松本（国心内）･中元（総診内）･稲葉（教セ）･柴崎（地
域）･片桐（ゲノム）･穂刈（生化）･守屋（微生）･曽根（免疫）･中村（血内）･山元（神
内）･篠塚（消外）･大崎（乳腫）･大野（小外）･藤巻（脳外）･時岡（形成）･出口（泌
尿）･米谷（眼科）･小林（口外）･小林（包括）･森吉（臨検）･池淵（輸血）･足立（健管）
･屋嘉比（川消肝内）･伊藤（川心内）･植松（川呼内）･今井（川内糖）･加藤（川腎内）
･石田（消一般外）･小髙（川肝胆小外）･松本（川血外）･大西（川乳外）･中山（川呼外）
･山火（川心外）･丸山（川整形）･谷口（川脳外）･百澤（川形外）･側島（川小児）･伊
崎（川皮膚）･諸角（川泌尿）･河井（川眼科）･菊地（川耳鼻）･馬場（川産婦）･下山（川
口外）･山本（川リハ）･宮尾（川麻酔）･輿水（川 ER）･本田（川放射）･糸山（川病理）
･前田（川輸血）･丸山（川健管）･堤（川救命）･新井（国消内）･村山（国呼内）･犬飼
（国内糖）･武田（国神内）･奈良林（国腫瘍）･宮里（国感染）･大谷（国消外）･金子（国
呼外）･上部（国心外）･西川（国脳外）･横川（国形成）･竹田津（国小心）･田中（国小腫）
･山本（国皮膚）･小山（国泌尿）･菅澤（国耳鼻）･藤原（国産婦）･林田（国麻酔）･根
本（国救急）･関根（国放射）･和田（国精神）･安田（国病理）･西山（国ﾄﾗﾝｽ）･上原（医
基）･菅原（医基）･駒崎（解剖）･赤間（医基）･磯部（医基）･森口（医基）･勝浦（医
基）･神吉（教セ）･中村（解剖）･高田（生理）･伊丹（生理）･坂本（中施）･山岸（解
剖）･中尾（生理）･池田（生理）･廣瀬（病理）･赤塚（微生）･松下（免疫）･織田（整形）

･森野（国小救）
卒前教育委員 自 H20.4.1 ◎別所（教セ長）･松本（国心内）･森（川血内）･渡辺（生理）･土田（皮膚）･竹内（川
会（医）

至 H22.3.31 リ膠）･間嶋（リハ）･萩原（呼内）･持田（消肝）･豊嶋（精神）･荒木（神内）･斉藤（法
医）･堀川（川神精）･名越（消肝内）･金（整形）･山崎（生物）･稲葉（教セ）･吉田（化
学）･椎橋（医情）･菅野（医教）･有田（医教）･中元（総診内）･笹島（英語）･藤田（解
剖）･永島（解剖）･中平（生理）･禾（分生）･山口（感染）･三村（リ膠）･佐伯（国乳腫）
･丸山（薬理）･茅野（病理）･三橋（川中検）･鈴木（放射）･松本（麻酔）･松田（国血液）
･小宮山（国心内）･永田（呼内）･井上（内糖）･野村（川神内）･鈴木（腎内）･小田嶋（小

児）･石原（産婦）･吉田（精神）･倉持（皮膚）･加瀬（耳鼻）･永井（公衛）
卒後教育委員 自 H20.4.1 ◎西村（卒医教長）･○三村（卒医教副長）･○御手洗（卒医教副長）･○上野（卒医教副長）
会（医）

至 H22.3.31 ･別所（医教長）･野村（国交セ長）･米谷（眼）･斉藤（法医）･陶山（川リハ）･橋本（川
肝膵外）･※

山内（学長）
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●医学研究センター関連会議･委員会
名 称
任期等
医学研究セン H20.4.1

構成員（◎議長，委員長等 ○副）
◎松下（研セ長）･○糸山（川病理）･○岡崎（ゲ所長）･池淵（輸血）･米谷（眼）･禾（分生）

ター運営会議 至 H22.3.31 ･丸山（薬理）･赤塚（微生）･佐々木（国腫瘍）･持田（消肝内）･木嵜（川血液）
・森圭（眼）
（医）

･西川（国脳）･西山（国 TR セ）･仁科（研セ）･安河内（研セ）･森隆（川研究部）･森茂（川
血液）･椎橋（情施）･伊崎（川皮膚）･吉田（化学）･犬飼（RI）･※山内（学部長）･飯野（知

財アドバイザー）
中央研究施設 自 H20.4.1 ◎米谷（眼）･禾（分生）･中村（解剖）･荒木（神内）･粟田（RI）･鈴木（動物）･穐田（中
運 営 委 員 会 至 H22.3.31 施）･坂本（機能）･椎橋（医情報）･中村（皮膚）･名越（消肝）･吉田（化学）･和田（購
（医）
買）･田島（経理）
動物実験委員 自 H20.4.1 ◎森隆（川研）･○鈴木政（動物）･米谷（眼）･竹内（川リ膠）･三谷（ゲ遺治）･鈴木（保
会（全）
至 H22.3.31 健医）･西川（国脳外）･津久井（ゲ動物）･千本松（薬理）
環境安全委員 自 H20.4.1 ◎松下（免疫）･禾（分生）･吉田（化学）･丸山（薬理）･綿貫（施設部）
会（医）
至 H22.3.31
ＲＩ安全委員 自 H20.4.1 ◎犬飼（中央）･田中（放射）･粟田（内糖）･守屋（微生）･飯塚（RI）･本田（川放射）
会（医）
至 H22.3.31 ･糸山（川病理）･潮田（川研究部）･西本（ゲ RI）
組換えＤＮＡ 自 H20.4.1 ◎禾（分生）･○赤塚（微生物）･山崎（生物）･森（川研究部）･三谷（ゲ治療）･萩原（呼
実験安全委員 至 H22.3.31 内）･山岸（解剖）･松本（分生）･松井（微生）･池田（生理）･千本松（薬理）･伴場（医
会（医）
研セ）･奥田（ゲ発生）･黒川（ゲ構造）
特 許 委 員 会 自 H20.4.1 ◎岡崎（ゲ所長）･○萩原（呼内）･濱口（副理事長）･丸木（専務理事）･須田（ゲ客員）
（全）

至 H22.3.31 ･別所（教セ長）･竹内（セリ膠）･松下（研セ長）･小室（大学事務部）･安河内（研セ）

･※山内（学長）･※飯野（知財統括アドバイザー）
グラント選考 自 H20.4.1 ◎松下（研セ長）･山内（学長）･大野（保学部長）･別所（教セ長）･糸山（研副セ長）
委員会（全） 至 H22.3.31 ･池淵（研セ）･竹内（副学長）･岡崎（ゲ所長）･米谷（眼）･片山（病院長）･松谷（国
際長）･吉本（総医セ長）･西山（国 TR セ）･萩原（呼内）※濱口（副理事長）･田島（経
理）･和田（購買）
病原性微生物 自 H20.4.1 ◎赤塚（微生）･松井（微生）･池淵（輸血）･井上（ゲ遺情）･森隆（川研）･佐藤（保健康）
等管理委員会 至 H22.3.31 ･綿貫（施設）
（全）
寄附研究部門 自 H20.4.1 ◎山内（学長）･濱口（副理事長）･松下（医研セ）･岡崎（医研セ･知戦）･米谷（医研
設 置 委 員 会 至 H22.3.31 セ･共研推）別所（教セ長）･竹内（副教セ長）･片山（大院長）･吉本（医セ長）･松谷（国
（全）

セ長）･田島（経理部長）･※飯野（知アド）

●アドミッションセンター関連会議･委員会
名 称
任期等
構成員（◎議長，委員長等 ○副）
アドミッショ 自 H20.4.1 ◎山内（アドセ長）･○大野（保学部長）･副センター長･各部門長･医学部ブランチ長･
ンセンター運 至 H22.3.31 医学部入試事務室長･保健医療学部ブランチ長･保健医療学部入試事務室長･他
営委員会（全）
医 学 部 入 学 自 H20.4.1 ◎山内（学部長）･○別所（教セ長）･竹内（副学部長）･片山（大院長）･吉本（医セ長）
試 験 委 員 会 至 H22.3.31 ･松谷（国セ長）･上原（生物）･豊嶋（精神）･織田（整形）･小室（大事務）･蛭間（大事務）
（医）
･※濱口（副理事長）･堀口（局長）･椎橋（医情）･堀江（大事務）
医 学 部 入 学 自 H20.4.1 ◎別所（医教セ長）･○上原（生物）･豊嶋（精神）･織田（整形）･勝浦（数学）･笹島（英
試験実施委員 至 H21.3.31 語）･椎橋（医情）･小室（大事部長）･蛭間（学生課）
会（医）
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●国際交流センター関連委員会
委員会等名
任期等
構成員（◎議長，委員長等 ○副）
国際交流セン 自 H20.4.1 ◎野村（国交セ長）･○荒木（神内）･丸木（理長）･濱口（副理長）･丸木（専務）･山内（学
タ ー 委 員 会 至 H22.3.31 長）･片山（病院長）･松本（国心内）
（全）
国際交流セン 自 H20.4.1 ◎野村（交セ長）･○松本（国心内）･菅（生理）･藤田（解剖）･茅野（病理）･丸木（専務）
ター運営委員 至 H22.3.31 ･村松（国心内）･小山（国消外）･辻（医教セ）･笹島（英語）･千本松（薬理）･荒木（神
会（全）

内）･田丸（川病理）･飯田（国心内）･劉（国交セ）

●地域医学･医療センター関連委員会
委員会等名
任期等
地域医学･医療セ 自 H20.4.1
ンター企画･運営 至 H22.3.31
委員会（医）
地域医学･医療セ 自 H20.4.1
ンター教育研修 至 H22.3.31
委員会（医）
地域医学･医療セ 自 H20.4.1
ンター疫学統計 至 H22.3.31
委員会（医）
地域医学･医療セ 自 H20.4.1
ンター情報（IT）至 H22.3.31
委員会（医）

構成員（◎議長，委員長等 ○副）
◎鈴木（地医セ長）･柴崎（地医セ）･大野（地医セ）･宮崎（地医セ）･荒木（地医セ）

◎鈴木（地医セ長）･柴崎（地医セ）･大野（地医セ）･宮崎（地医セ）･荒木（地医セ）
･菅野（教セ）
◎柴崎（地医セ）･大野（地医セ）･荒木（地医セ）

◎鈴木（地医セ長）･椎橋（医情）･荒木（地医セ）

●ゲノム医学研究センター関連委員会
委員会等名
任期等
構成員（◎議長，委員長等 ○副）
ゲノム医学研 自 H20.4.1 ◎岡崎（ゲ所長）･黒川（ゲ構造）･井上（ゲ情報）･奥田（ゲ発生）･片桐（ゲ病態）･岡崎（ゲ
究センター運 至 H22.3.31 所長）･三谷（ゲ治療）･禾（分生）･出口（泌尿）･竹内（川リ膠）･西山（国 TR セ）※
営委員会（医）

村松（ゲ客員）

●大学院関連委員会
委員会等名
任期等
構成員（◎議長，委員長等 ○副）
大学院医学研 自 H20.4.1 ◎山内（研究科長）･○竹内（教セ院部門長）･片山（大院長）･吉本（医セ院長）･松谷（国
究 科 委 員 会 至 H22.3.31 セ院長）･別所（教セ長）･松下（研セ長）･野村（国交セ長）･米谷（中研施長）･永島（解
（医）

剖）･渡辺（生理）･菰田（生化）･禾（分生）･岡崎（ゲ所長）･丸山（薬理）･廣瀬（病理）
･赤塚（微生）･松下（免疫）･鈴木（腎臓内）
・永井（公衛）
・齋藤（法医）･木崎（川血内）
･池淵（輸血）･前﨑（感染）･佐々木（国腫内）
・松本（国心内）
・金澤（呼吸）･三村（リ
膠）･持田（消肝）･粟田（内糖）･荒木（神内）・中元（総診内）･新浪（国心血外）･小
山（国消外）
・佐伯（国乳腫）･大野（小外）･金子（国呼外）
・雨宮（小児）･石原（産婦）
･太田（神精）
・中村（皮膚）･織田（整形）
・松居（川脳外）･出口（泌尿）･菅澤（国耳鼻）
･松本（麻酔）･松田（核医）･依田（口外）･中塚（形成）･倉林（リハ）･佐藤（国救命）
･西山（国 TR セ）･土田（皮膚）･宮尾（川麻酔）･萩原（呼内）･横手（名誉病院長）※

濱口（副理事長）
大学院委員会 自 H20.4.1 ◎山内（医学部長）･○竹内（教セ大学院部門長）･別所（教セ長）･松下（研セ長）･西山（国
（医）

至 H22.3.31 TR セ）･廣瀬（病理）･奥田（ゲ副長）･永井（公衛）･土田（皮膚）･萩原（呼内）･宮尾（川

麻酔）･松谷（国際病院長）･横手（名誉病院長）
大学院入試語学 自 H20.4.1 ◎山内（医学部長）･○竹内（教セ大学院部門長）･松下（研セ長）･永井（公衛）･萩原（呼内）
試験委員会（医） 至 H22.3.31
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（医）
：医学部のみ関与する委員会／（全）
：全学的な委員会／※：オブザーバー
川：川越キャンパス／国：国際医療センター／ゲ：ゲノム医学研究センター
ク：かわごえクリニック／保：保健医療学部／短：埼玉医科大学短期大学／外：学外委員
予定：アレルギーセンター，東洋医学センター
以
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総論（医学部）

6．3）学事
1．入学式
入学式：平成 20 年 4 月 7 日
新入生オリエンテーション：平成 20 年 4 月 9 日〜 11 日

2．授業・試験
1 年生
1 学期
授業

4 月 9 日〜 7 月 1 日

定期試験①

7 月 2 日〜 7 月 19 日

2 学期
授業

9 月 1 日〜 10 月 31 日
11 月 17 日〜 12 月 19 日

定期試験②

11 月 4 日〜 11 月 15 日

3 学期
授業

1 月 5 日〜 1 月 29 日

定期試験③

1 月 30 日〜 2 月 28 日

（再試験含む）
2 年生
1 学期
授業

4 月 1 日〜 6 月 18 日

定期試験①

6 月 19 日〜 7 月 12 日

※その他ユニット試験随時実施
2 学期
授業

9 月 1 日〜 10 月 24 日
11 月 11 日〜 12 月 19 日

定期試験②

10 月 27 日〜 11 月 10 日

※その他ユニット試験随時実施
3 学期
授業

1 月 5 日〜 1 月 9 日

定期試験③

1 月 13 日〜 2 月 21 日

（再試験含む）
総合試験

2 月 23 日，24 日

※その他ユニット試験随時実施
3 年生
1 学期
授業

4 月 1 日〜 5 月 2 日
5 月 26 日〜 6 月 30 日

定期試験①

5 月 7 日〜 5 月 24 日

定期試験②

7 月 1 日〜 7 月 12 日

2 学期
授業

9 月 1 日〜 10 月 15 日
10 月 30 日〜 12 月 19 日

定期試験③

10 月 16 日〜 10 月 29 日

3 学期
授業

1 月 5 日〜 1 月 26 日

定期試験④

1 月 27 日〜 2 月 28 日
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（再試験含む）
4 年生
1 学期
授業

4 月 1 日〜 5 月 2 日
5 月 20 日〜 6 月 25 日

定期試験①

5 月 7 日〜 5 月 19 日

定期試験②

6 月 26 日〜 7 月 12 日

2 学期
授業

9 月 1 日〜 10 月 10 日
10 月 27 日〜 12 月 19 日

定期試験③

10 月 14 日〜 10 月 25 日

3 学期
授業

2 月 23 日〜 3 月 5 日

定期試験④

1 月 5 日〜 2 月 10 日

（再試験含む）
共用試験 CBT

2 月 19 日，20 日

共用試験 OSCE 3 月 10 日
5 年生
BSL オリエンテーション
平成 20 年 3 月 28 日
1 学期
BSL

4 月 7 日〜 8 月 2 日

前期総合試験

9月5日

2 学期
BSL

9 月 8 日〜 12 月 27 日

3 学期
CC ①

1 月 5 日〜 1 月 31 日

CC ②

2 月 2 日〜 2 月 28 日

後期総合試験

3 月 4 日，5 日

OSCE

3月7日

自由選択実習

3 月 9 日〜 3 月 21 日

6 年生
1 学期
授業

4 月 1 日〜 4 月 16 日
4 月 21 日〜 7 月 10 日

実力試験

4 月 17 日〜 19 日

総合試験①

7 月 16 日〜 7 月 18 日

2 学期
授業

9 月 1 日〜 10 月 10 日
10 月 27 日〜 11 月 17 日

総合試験②

8 月 25 日〜 27 日

第 1 回卒業試験 10 月 22 日〜 24 日
第 2 回卒業試験 12 月 3 日〜 5 日

3．卒業式
平成 21 年 3 月 14 日
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4．その他
定期健康診断：1 年生

受診率

平成 20 年 4 月 8 日

2 年生

平成 20 年 4 月 18 日

3 年生

平成 20 年 4 月 22 日

4 年生

平成 20 年 4 月 15 日

5 年生

平成 20 年 3 月 28 日

6 年生

平成 20 年 5 月 2 日

大学院生

平成 20 年 4 月 18 日，22 日

医学部

641 ／ 644（休学 3 名含む） 100％

大学院

28 ／ 51

55％

第 53 回

大学院語学試験：平成 20 年 9 月 6 日（33 名受験／ 20 名合格）

第 54 回

大学院語学試験：平成 21 年 1 月 31 日（16 名受験／ 14 名合格）

解剖体慰霊祭：平成 20 年 10 月 18 日
大学祭：平成 20 年 11 月 23 日，24 日
臨床医学生認定式：平成 21 年 3 月 28 日
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6．4）入学，進級，卒業，入試
1．進級と卒業
在学者数
学年
1年
2年
3年
4年
5年
6年
合計

進級者
（入学者）107
116
99
93
105
93
613

留年者
0
3
3
5
9
10
30

再入学

計（男，女）
107（61，46）
119（80，39）
102（62，40）
98（60，38）
114（69，45）
104（59，45）
644（391，253）

1
1

平成 20 ５月１日現在
平成 20 年度

進級（卒業）・留年状況

学年
1年
2年
3年
4年
5年
6年
合計

在学者数
107
119
102
98
114
104
644

進級・卒業
107
116
99
96
113
90
621

留年
0
2
3
1
1
11
18

休学
0
1
0
0
0
2
3

退学
0
0
0
1
0
1
2

平成 21 年３月 31 日現在
卒業
平成 20 年 10 月 22 日〜 10 月 24 日の第 1 回卒業試験及び 12 月 3 日〜 5 日の第 2 回卒業試験の結果をもとに卒
業判定を行い，3 月 14 日に 90 名が卒業した．
なお，この 3 月の卒業者 90 名中，留年しないで卒業した者は 73 名であり，同一年度（平成 15 年度）入学者
101 名の 72% にあたる．

2．卒業者数
平成 21 年 3 月卒業

90 名（男 53 名，女 37 名）

3．卒業生進路状況（第 103 回医師国家試験合格者）平成 21 年 3 月現在
埼玉医科大学病院

18 名

埼玉医科大学総合医療センター 17 名
埼玉医科大学国際医療センター 8 名
他大学附属病院・他指定病院
未

定

1名

合

計

90 名

4．第 103 回
新 卒
90
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46 名

医師国家試験
受験者
既 卒
7

計
97

新 卒
87

合格者
既 卒
3

計
90

新 卒
96.7

合格率
既 卒
42.9

計
92.8

入学，進級，卒業，入試

5．入学試験
平成 21 年度入学試験が次のとおり実施された．
（1）推薦入試（全国公募推薦）
（指定校推薦）
出願期間

平成 20 年 11 月 1 日〜 12 日

試験日

11 月 16 日

合格発表

11 月 19 日

入学手続期間

11 月 19 日〜 11 月 28 日

志願者

38 名

受験者

38 名

合格者

14 名

入学者

14 名（男 6 名，女 8 名）,（現役 8 名，他 6 名）

○試験科目

適性検査，小論文，面接

（2）一般入試
①前期
出願期間

平成 20 年 12 月 15 日〜平成 21 年 1 月 24 日

1 次試験

2月1日

1 次合格発表
2 次試験

2月4日

2月8日

2 次合格発表

2 月 12 日

入学手続期間

2 月 12 日〜 19 日

志願者数

1,683 名

1 次受験者

1,381 名

1 次合格者

452 名

2 次受験者

407 名

2 次合格者

62 名

入学者

55 名（男 36 名，女 19 名）

②後期
出願期間

平成 20 年 12 月 15 日〜平成 21 年 2 月 14 日

1 次試験

2 月 22 日

1 次合格発表
2 次試験

2 月 25 日

3月1日

2 次合格発表

3月4日

入学手続期間

3 月 4 日〜 3 月 11 日

志願者数

2,030 名

受験者数

1,667 名

1 次合格者

342 名

2 次受験者

321 名

2 次合格者

41 名

入学者

46 名（男 29 名，女 17 名）

○試験科目
1次

外国語（英語）
，数学，理科（物理・化学・生物より 2 科目選択），
小論文（基礎学力試験）

2次

面接

○入学者予定者（合計）
115 名（男 71 名，女 44 名）
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○入学者出身別
北海道 3
青 森 0
山 形 0
岩 手 0
秋 田 1
宮 城 4
福 島 0
山 梨 3
長 野 3
新 潟 0
福 井 0
石 川 0
富 山 0
群 馬 7
埼 玉 31
栃 木 5
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茨 城
千 葉
神奈川
東 京
静 岡
愛 知
岐 阜
三 重
兵 庫
大 阪
京 都
和歌山
奈 良
滋 賀
鳥 取
島 根

4
8
6
25
0
4
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0

山 口
岡 山
広 島
香 川
徳 島
高 知
愛 媛
福 岡
佐 賀
長 崎
大 分
熊 本
宮 崎
鹿児島
沖 縄

1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
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6．5）教育，カリキュラム（奨学金等）
1．教育，カリキュラム
1）埼玉医科大学医学部の「新しい教員組織」は平成 18 年度から開始されたが，その第 1 期の 2 年間は平成 19
年度末で終わり，平成 20 年度は「新しい教員組織」に基づく第 2 期目の年度であった．卒前教育に関する委員
会は，平成 19 年度と同様に卒前教育合同会議として，卒前教育委員会委員，教育主任，ユニットディレクタ−，
コ−スディレクタ−，医学教育センタ−専任教員，オブザ−バ−など，卒前教育に関係する教員が出席して開催
された．この会議はテレビ会議システムを用いて 3 キャンパスで同時に開催し，情報の共有と周知が徹底でき
るよう配慮した．卒前教育合同会議では卒前教育委員会の委員長が司会を担当し，卒前医学教育部門と学年小委
員会からの報告を軸に，卒前教育に関する様々な課題に取り組んだ．
2）卒前教育における平成 20 年度の最大の課題は，クリニカルクラ−クシップの本格実施であったが，国際医療
センタ−を含めた 3 病院で円滑に行うことができた．学生の満足度，教員の評価も高く，来年度も継続実施予
定である．
3）PBL のあり方を見直し，PBL の目標を明確にし，規模を縮小して実施することとした．
4）共用試験 CBT の問題公募に応じて問題を登録したところ，82.35% が採択された（平均採択率 69.6%）．
5）今までの担任制度を，担任に期待する役割をより明確にするための検討を行い，名称をアドバイザ−制度と改
めることにした．
（平成 21 年度より運用開始）
6）夏期休暇中の学生受入プログラムを実施した．学生が学外から応募することが可能なように，学外ホ−ムペ−
ジからパスワ−ドを用いてプログラムを閲覧することができるようシステムを改良した．募集課題は 104 であっ
たが，応募学生数は延べ 317 と昨年より増加した．
7）平成 21 年度から 4 年生で臨床推論ユニットを開始するため，全学的な検討を行った．
8）平成 21 年 2 月 19，20 日に共用試験 CBT を実施した．本学の平均得点は 76.79 点であった．
9）
平成 21 年 3 月 10 日に 4 年生を対象に共用試験 OSCE を行った．3 月 7 日には 5 年生を対象に OSCE を実施した．
10）学生による授業評価を 5 年生を除く全学年で実施した．結果は，教員個人へフィ−ドバックするとともに，全
体の結果を学生および教員に公表した．
11）教員の教育に対する活動実績を定量的に記録するため，教育活動実績評価システムを創設し，平成 21 年度か
らの運用開始することになり，調査解析室を中心に準備が進められた．
12）
学習環境の充実のため学生ホ−ルが竣工し，セレモニ−を 9 月 25 日に実施し，10 月 1 日から使用開始となった．
13）米国ゴ−ルド財団の支援を受け，第 3 回の白衣式（臨床医学生認定式）を実施した．東京女子医大名誉教授神
津忠彦先生による特別講演が行われた．
14）カリキュラムプラニングをテ−マに第 26 回（平成 20 年 8 月 8，9 日）医学教育ワ−クショップを実施した．
第 2 日目の午後には，
卒前教育の到達目標をテ−マに全体集会を開催した．指導医養成を目的に第 27 回（11 月 8，
9 日）医学教育ワ−クショップを開催した．修了者には厚生労働省医政局長から修了書が発行された．
15）第 103 回の医師国家試験は，平成 21 年 2 月 14-16 日に行われた．本学の新卒者は 90 名が受験し，87 名が
合格した（合格率 96.7%）
．既卒者は 7 名が受験し，3 名が合格した．全体としては，97 名が受験し，90 名が
合格した（合格率 92.8%）
．合格率は新卒，全体ともに全国平均を上回った．

2．自己点検と評価
平成 20 年度は，国際医療センタ−も加えた 3 つの附属病院で本格的なクリニカルクラ−クシップを行うことが最
大の課題であったが，問題なく実施することができた．授業評価については，5 年生を除く全学年で実施することが
できた．平成 19 年度に低下した医師国家試験の合格率も改善し，平成 18 年度レベルに復した．全体としては大き
な混乱もなく卒前教育が実施された．次年度目標として，以下があげられた．（1）臨床推論能力を高めるため，新
たなユニットの創設，
（2）教員の教育活動を定量的に記録するシステムの確立，
（3）低学年のカリキュラムの再検討．
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3．奨学金等
1．平成 20 年度

奨学生状況

平成 20 年度における本学日本学生支援機構（旧日本育英会）奨学生数は以下のとおりである．
（学部）
一 種
二 種
きぼう 21
計（延数）
計（併用者含む）

1年
4
0
0
4
4

2年
1
2
0
3
3

3年
1
5
0
6
6

4年
2
4
0
6
4

5年
7
7
0
14
12

1年
1
0
1

2年
0
1
1

3年
1
0
1

4年
0
0
0

計
2
1
3

6年
5
3
3
11
11

計
20
21
3
44
40

（大学院）
一
二
合

種
種
計

2．平成 20 年度

奨学金貸与月額表

（学部）
第一種奨学金貸与月額（無利子貸与）
入学年度
2008 〜 2005
（H20 〜 H17）
2004 〜 2003
（H16 〜 H15）

年次

（単位：円）
自宅

国・公立

自宅外

自宅

自宅外

1〜4

45,000

51,000

54,000

64,000

5〜6

44,000

50,000

53,000

63,000

第二種奨学金
医学・歯学課程
30,000・50,000・80,000
100,000・120,000

基本月額を超える部分の利率（年）
3．0％

※ 12 万円選択の場合のみ 4 万円の増額貸与が受けられる．
（大学院）
第一種奨学金貸与月額（無利子貸与）
（単位：円）
種類
博士医・歯・獣医学課程
第一種
122,000
第二種
50,000・80,000・100,000・130,000・150,000

30

私立

総論（医学部）

６．
６）医学部の新しい教員組織について
｢ 医学部の新しい教員組織 ｣ については，平成 17 年度中にその骨子を作り，理事長・学長による情宣活動を経て，
新しい教員組織による医学部運営が平成 18 年 4 月 1 日より実施された．これは，遡ること平成 15 年 12 月に丸木
理事長からの ｢ 本学の新しい管理運営方針 ｣ に基づく取組として行なったものであり，その目的としたところは①教
育 , 研究 , 診療の 3 本の柱を独立させ，それぞれ自立的に機能させる．②資格と職位を定め，教員ひとり一人の役割
と責任を明確にする．
③一人の教員に権限と責任が集中することのないように，権限と責任の分散をはかることであっ
た（図 1 参照）
．
従って教員組織は教育 , 研究 , 診療の 3 つの分離自立した組織から成り立ち，この組織を構成する教員の基本的姿
勢として，①全ての教員は，教育に参加し，かつ研究的志向を持って，自らの役割を果たすものとする．②全ての教
員は，その ｢ 資格 ｣ と ｢ 職位 ｣ を明確にし，それに相応しい，責任と義務を果たすものとする , と定めた．なお，資
格とは，身分的称号であるが，平成 19 年度から呼称が変わり，教授 , 准教授 , 講師 , 助教 , 助手を教員の資格として
定めている．
職位とは，任期制で役割と責任を示すものとして，教員組織に教育主任，教育副主任，教育員，研究組織に研究主任，
研究副主任，研究員，診療組織に診療科長，診療副科長，医長，専門医員，医員をおくことを基本とした（図 2 参照）
．
また，同時に講座制の見直しを行い，基本学科という新たな概念で人事ならびに経費の運用にあたり，運営責任者（職
位）を定め，その機能を最大限発揮できる体制とした．
〈図 1〉
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医学部の新しい教員組織について

〈図 2〉

この新しい教員組織の導入に伴い，教育，研究，診療の各組織の関係も新たな発想で位置づけることが求められ，
自立的な機能を尊重しつつ連携を重視し，従来の教授会のあり方も見直し，教員代表者会議へと改称し機能を強化し
たのである．当然，学部内にあるさまざまな会議も同様の視点で見直しがされた．
幸い大きな混乱もなく新しい教員組織へと移行されたが，実施される中で，手直しが必要な部分や更に充実したも
のにする必要性に対してはその都度，教員組織運営会議等で検討を重ねている．
このようにして修正や訂正が行われた結果については，小冊子「埼玉医科大学医学部の教員組織について」
［平成
20 年度版］として各教員に配布し，また，ＨＰに載せて周知徹底をはかっている．
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7．1）保健医療学部
1．平成 20 年度実績と次年度以降への展望
1）教授会と各種委員会
保健医療学部教授会の構成員は，新たに着任した古地，佐々木，小林，黒川の 4 教授を加えて，看護学科教授 9 名，
健康医療科学科教授 9 名，医用生体工学科教授 7 名，理学療法学科教授 4 名，学長および保健医療学部顧問 1 名の
計 31 名からなる．平成 20 年度は定例教授会を 11 回，入学試験の合否判定に関する臨時教授会を 6 回開催した．
教授会については適正かつ円滑に運営され，学部業務の遂行にあたれたものと評価できる．各種委員会活動も順調
に行われた．次年度以降も，教授会および各種委員会活動のさらなる発展を目指す．
2）学事および学生生活
（1）入学式，新入生オリエンテーション
平成 20 年 4 月 7 日，医学部との合同で入学式を挙行した．看護学科 88 名，健康医療科学科 74 名，医用生体工
学科 39 名，理学療法学科 50 名，および看護学科 3 年次編入学生 6 名の計 257 名の新入生が参加した．
入学式の翌日から 4 日間にわたり，新入生オリエンテーションを実施した．学長および学部長講演，各学科のガ
イダンス，1 年次健康診断，バーベキューやコミュニケーションゲームなどに加え，埼玉医科大学病院における臨床
現場の見学（早期臨床医学体験）を行い，医療人を目指す学生としての心構えを新たにするとともに，学習への動機
づけを図った．
新入生オリエンテーションのポストアンケートでは，昨年と同様に多く学生が肯定的な回答を示し，全体として，
医療系の学生としての自覚，学習への意欲の向上という当初の目的はほぼ達成できたものと考えられる．なお，臨床
現場の見学などでの毛呂山キャンパスへの移動や係わる教職員の負担，グループ人数の調整など，これまでも挙げら
れた課題の解決には至っていない．
（2）夏季休暇中の学生受け入れプログラム
医学部で実施されている同プログラムへの参入を念頭に，今年度は有志教員の協力のもとでトライアルを実施した．
次年度以降は本格実施とする．
（3）看護学科の領域別実習要件認定式
平成 20 年 10 月 11 日，看護学科 3 年生を対象に，第 1 回目の領域別実習要件認定式を実施した．3 年次後期か
ら始まる 1 年間の臨地実習に先立つものである．
（4）学生便覧，シラバス
平成 20 年度学生便覧では，2 年間の実績をもとに教育および学生生活にかかわる各種の事項を改定，追加した．
シラバスは学科，学年別とし，4 学科 3 学年 11 クラス分の分冊となった．
（5）セキュリティ対策
川角校舎ロッカー室のセキュリティ対策として，日高校舎同様，ロッカー室の出入りにカードシステムを導入した．
なお，本学部日高校舎は平日夜間と祝祭日については自動施錠として，学生の出入りを原則として禁止しているが，
川角校舎にはこのシステムは未導入であり，今後の検討課題と考えられる．
（6）学生会，部活動と学園祭の開催
学生総数の増加に伴い，平成 20 年度には 24 団体のべ 356 名（前年度は 18 団体 226 名）の学生が部活動に参加
するようになった．ただしグラウンドおよび体育館設備が川角キャンパスに限られ，医学部と共同で使用せざるをえ
ないため，公共施設を利用する場合の金銭的負担や交通手段が，これまで同様に問題点となっている．これについて
は，日高キャンパスでのグラウンド確保や体育館の建設につき，将来構想として検討を重ねていく．
学園祭は 11 月 23 日〜 24 日の 2 日間にわたり日高キャンパスで開催された．今回は名実ともに医学部（越辺祭）
と保健医療学部（秋華祭）の合同開催となり，名称は越華祭に統一された．両学部から多数の学生が参加して，沢山
の屋台，屋外ステージや校舎・記念講堂内での楽しいイベントで賑わった．学生会の役員，学園祭実行委員の諸君の
努力の賜物と評価したい．なお，次年度の目標として，医学部との学事予定の調整により，11 月初旬での開催を目
指している．
（7）学生保健室の整備
平成 20 年度の学生保健室利用状況は計 663 件（川角校舎 117 件を含む）であり，うち心理相談に訪れたのは 72
件であった．前者は前年比およそ 156％，後者は 450％となる．
なお，学生保健管理については，いまだ全学的な管理体制が整備されていないが，次年度からの発足を目指して，
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現在，学長主導のもとに整備計画が進められている．
（8）厚生棟の整備
厚生棟（テレサホール）については，学生数の増加と国際医療センター職員の利用のため，短い昼休み時間帯での
混雑が問題となっている．教職員の利用時間帯の調整，座席数の追加などで対応しているが，新たな厚生施設の建設
等も視野に入れた中期的計画の策定が急務と思われる．
（9）学生による授業評価
昨年に引き続き，前期末と後期末の 2 回，全ての授業科目において学生による授業評価を実施し，各教員へのフィー
ドバックおよび学生・教員への結果開示を行った．学生による授業評価は教員の授業方法改善等に有用と考えられ，
今後とも継続予定である．
（10）学生の海外語学研修
本学国際交流センターが主催するオーストラリアのモナッシュ大学（メルボルン）における 2 週間の海外語学研
修に，1 〜 2 年次の学生計 9 名が参加した．次年度以降も同様の計画を実施するとともに，さらに高学年での臨床
現場体験を含む短期留学制度についても検討していきたい．
3）保護者会（たちばな会）
平成 20 年度には，入学式後に行われる新入生保護者歓迎会（４月 / 日高キャンパス），保護者会総会（6 月 / 川越
ビル）および保護者会と学部教員との連絡会（11 月 / 東京，および 3 月 / 日高キャンパス）の計 4 回にわたり，保
護者会主催の会合が開催された．
連絡会では，学部長からの学事・学生生活にかかわる近況報告および保護者各位と各学科担当教員との懇談が組み
込まれており，学部側と保護者との意思疎通を図るよい機会となっている．
4）医療人教育者のためのワークショップ
学務委員会の企画・運営により，平成 20 年 8 月，第 5 回医療人教育者のためのワークショップを実施した．テー
マは前 4 回と同様に curriculum planning とし，次年度以降の教員予定者 2 名を含む 14 名の参加者により，1 泊 2
日の期間中，活発な討論が展開された．今回は埼玉医科大学短期大学看護学科から 1 名，事務職員 3 名が参加する
とともに，藍野大学から 2 名のオブザーバー参加者が派遣され，医療系大学間の相互交流の一助となったものと思
われる．報告書は全国約 240 の医療系学部に送付した．
本ワークショップは新任教員を対象としている．教育の原理についての基本的な認識を新任教員が共有することは，
学部の教育目標を達成する上で重要と考えられ，次年度以降も継続していく．また，さらに内容を特化した FD 活動
も予定している．
5）広報活動とオープンキャンパス
広報委員会のもとで，昨年同様に学部ホームページ，各種のインターネット媒体，新聞，雑誌，ラジオによる学部
紹介，駅構内および電車内へのポスター掲示，パンフレットの送付，各種の学校説明会への参加，近隣の高等学校訪
問や出張講義等の広報活動を積極的に展開した．
オープンキャンパスを 10 回にわたり実施した．内容は学部および各学科の説明，模擬授業や校内見学，個別相談
などとした．また，今年度から在学生との交流や在学生による施設説明もプログラムに加えた．オープンキャンパス
への複数回参加者は，合格後の入学率が高いことが予想されるため，今後とも教員諸氏のご協力をいただき，内容の
充実を図っていきたい．
6）保健医療学部公開講座の開催
平成 20 年 9 月，第 2 回の公開講座（担当：看護学科，テーマ：考えて看護するということ−実践と理論をつなぐ
−）を，さらに，平成 21 年 1 月，第 3 回の公開講座（担当：理学療法学科，テーマ：理学療法の役割と治療の変遷，
歩行機能に関する最近のトピックス）を実施した．次年度以降は地域住民の参加を視野に入れた市民公開講座の開催
も検討する．
7）学部プロジェクト研究
平成 20 年度学部プロジェクト研究（平成 20 年 9 月応募締め切り）については，プロジェクト研究審査委員会に
よる厳正な審査の結果，平成 20 年 10 月，31 件中 30 件を採択した．昨年度に比べて応募件数が若干減少したが，
制度の趣旨を理解し，内容・形式ともに適切な申請が多くなった．なお，平成 19 年度採択者の実績報告書については，
記載内容の不備が目立つ場合があり，注意を喚起していく．
今年度の実績報告書の締め切りは平成 21 年 6 月末としたが，今後さらに審査，研究費配分の日程を前倒しして，
当該年度はじめから研究活動が開始できるような体制に近づけていくことを目指す．
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７．
２）教授会各種委員会（保健医療学部）
平成 20 年度
委員会名

任期等

委
◎大野良三（学部長）

学務委員会

自 H19.4. 1
至 H21.3.31

自 H19.4. 1
至 H21.3.31

自己点検・評価

自 H19.4. 1

委員会

至 H21.3.31

入試委員会

広報委員会

図書館委員会

倫理委員会

自 H19.4. 1
至 H21.3.31

自 H19.4. 1
至 H21.3.31
自 H19.4. 1
至 H21.3.31

名（◎は委員長，○は副委員長）
岡部惠子（看護）

＊千田みゆき（看護）

有田

彰（健康）

＊渡辺宏志（健康）

下岡聡行（医用）

＊吉澤

徹（医用）

西岡亮治（理学）

＊赤坂清和（理学）

市岡正適（健康）
学生部委員会

員

◎鈴木正彦（健康）
野寺

誠（健康）

辻

美隆（看護）

淺川典子（看護）

＊佐々木榮子（看護）

見目恭一（医用）

＊脇田政嘉（医用）

時田幸之輔（理学） ＊藤田博暁（理学）
◎大野良三（学部長）
小山岩雄（健康）

松下年子（看護）

＊古地順子（看護）

＊佐藤正夫（健康）

山下芳久（医用）

＊中島孔志（医用）

時田幸之輔（理学） ＊高倉保幸（理学）

◎大野良三（学部長）

山内俊雄（学長）

○市岡正適（健康）

岡部惠子（看護）

江連和久（看護）

＊冨田幸江（看護）

和合治久（健康）

＊小山岩雄（健康）

剛（医用）

＊石井郁夫（医用）

脇田政嘉（医用）

高橋邦泰（理学）

＊高倉保幸（理学）

神子嶋誠（理学）

◎市岡正適（健康）

＊佐鹿孝子（看護）

大森智美（看護）

西坂

長谷川正博（健康）

加納

隆（医用）

＊高橋邦泰（理学）

藤田博暁（理学）

◎池田研二（医用）

辻

美隆（看護）

＊小林直樹（医用）
間瀬年康（健康）

赤坂清和（健康）
◎岡部惠子（看護）

＊石津みゑ子（看護）

和合治久（健康）

自 H19.12 1

＊村田栄子（健康）

＊加納

田邊一郎（医用）

至 H21.3.31

＊高橋邦泰（理学）

隆（医用）

西岡亮治（医用）
注）（＊）の委員の任期は H22.3.31 まで．
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7．3）学事（保健医療学部）
1．入学式
入学式：平成 20 年 4 月 7 日
新入生オリエンテーション：平成 20 年 4 月 8 日〜 11 日

2．授業・試験
１年生
前期

授業

4 月 14 日〜 7 月 22 日

定期試験

9 月 8 日〜 9 月 27 日（追試験・再試験含む）

後期

9 月 29 日〜 1 月 26 日

授業

定期試験

2 月 2 日〜 2 月 21 日（追試験・再試験含む）

２年生
前期

授業

4 月 8 日〜 7 月 22 日

定期試験

9 月 8 日〜 9 月 27 日（追試験・再試験含む）

後期

9 月 29 日〜 1 月 26 日

授業

定期試験

2 月 2 日〜 2 月 21 日（追試験・再試験含む）

３年生
前期

授業

4 月 8 日〜 7 月 22 日

定期試験

9 月 8 日〜 9 月 27 日（追試験・再試験含む）

後期

9 月 29 日〜 1 月 26 日

授業

定期試験

2 月 2 日〜 2 月 21 日（追試験・再試験含む）

3．その他
定期健康診断：１年生

平成 20 年 4 月８日

２年生

平成 20 年 4 月 12 日

３年生

平成 20 年 4 月 19 日

受診率：657 ／ 660

99.5％

第２回公開講座：平成 20 年 9 月 6 日
第３回公開講座：平成 21 年 1 月 24 日
解剖体慰霊祭：平成 20 年 10 月 18 日
学園祭：平成 20 年 11 月 23，24 日
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７．
４）進級，入試，入学（保健医療学部）
1．進級と留年
在学者数
○看護学科

（名）

学 年
1年
2年
3年
計

進級者
（入学者）88
86
82
256

平成 19 年度留年者
1
5
0
6

編入学者
−
−
6
6

計 （男・女）
89（ 7・82）
91（ 9・82）
88（ 9・79）
268（25・243）

○健康医療科学科
学

（名）

年

進級者

平成 19 年度留年者

計 （男・女）

1年

（入学者）74

1

75（28・47）

2年

52

1

53（14・39）

3年

65

0

計

191

2

進級者

平成 19 年度留年者

計 （男・女）

1年

（入学者）39

0

39（24・15）

2年

28

0

28（22・6）

3年

36

0

36（30・6）

計

103

0

103（76・27）

○医用生体工学科
学

年

○理学療法学科
学

65（28・37）
193（70・123）
（名）

（名）
進級者

平成 19 年度留年者

計 （男・女）

1年

年

（入学者）50

0

50（33・17）

2年

47

0

47（20・27）

計

97

0

97（53・44）
平成 20 年 5 月 1 日現在

平成 20 年度

進級・留年状況

○看護学科
学

年

（名）
在学者数

進級

留年

休学

退学

1年

89

89

0

0

0

2年

91

86

4

0

1

3年

88

88

0

0

0

計

268

263

4

0

1

在学者数

進級

留年

休学

退学

1年

75

70

0

0

5

2年

53

51

0

2

0

○健康医療科学科
学

年

（名）

3年

65

62

1

0

2

計

193

183

1

2

7

○医用生体工学科
学

年

（名）
在学者数

進級

留年

休学

退学

1年

39

38

1

0

0

2年

28

26

1

0

1

3年

36

26

9

0

1

計

103

90

11

0

2
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○理学療法学科
学

（名）
在学者数

進級

留年

休学

退学

1年

年

50

47

1

1

1

2年

47

45

2

0

0

計

97

92

3

1

1

平成 21 年 3 月 31 日現在

2．入学試験
平成 21 年度入学試験が次のとおり実施された。
（1）推薦入試
○前期
出願期間

平成 20 年 10 月 20 日〜 10 月 29 日

試験日

11 月 2 日

合格発表

11 月 5 日

入学手続期間
試験科目

11 月 6 日〜 13 日

小論文，面接

学科名

看護学科

志願者

78 名

健康医療科学科
37 名

医用生体工学科
19 名

理学療法学科
24 名

受験者

78 名

37 名

19 名

24 名

合格者

40 名

33 名

16 名

12 名

入学者

40 名

32 名

16 名

12 名

○後期
出願期間

平成 20 年 12 月 8 日〜 12 月 17 日

試験日

12 月 21 日

合格発表

12 月 24 日

入学手続期間
試験科目
学科名

平成 21 年 1 月 5 日〜 13 日

小論文，面接
健康医療科学科

医用生体工学科

志願者

5名

2名

受験者

5名

2名

合格者

4名

1名

入学者

4名

1名

（2）AO 入試
出願期間
試験日

12 月 7 日

合格発表

12 月 10 日

入学手続

12 月 11 日〜 12 月 18 日

試験科目

適性検査Ⅰ（小論文）
，適性検査Ⅱ（基礎学力検査），面接

学科名
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平成 20 年 11 月 17 日〜 12 月 3 日

健康医療科学科

医用生体工学科

志願者

8名

5名

受験者

8名

5名

合格者

7名

4名

入学者

7名

4名
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（3）一般入試
○前期
出願期間

平成 21 年 1 月 8 日〜 28 日

１次試験日

2月1日

１次合格発表

2月4日

２次試験日

2月8日

２次合格発表

2 月 12 日

入学手続期間

2 月 13 日〜 20 日

試験科目
・１次試験
看護学科

国語，外国語（英語），理科（物理，化学，生物から１科目選択）

健康医療科学科

｝

医用生体工学科
理学療法学科
・2 次試験

数学，外国語（英語），理科（物理，化学，生物から１科目選択）

面接

学科名

看護学科

健康医療科学科

医用生体工学科

理学療法学科

志願者

195 名

67 名

38 名

154 名

１次受験者

193 名

67 名

37 名

148 名

１次合格者

110 名

52 名

33 名

108 名

２次受験者

106 名

50 名

32 名

100 名

２次合格者

68 名

45 名

27 名

35 名

入学者

36 名

22 名

9名

29 名

○後期
出願期間

平成 21 年 2 月 13 日〜 3 月 6 日

試験日

3 月 10 日

合格発表

3 月 12 日

入学手続期間

3 月 13 日〜 23 日

試験科目
看護学科

外国語（英語）
，理科（生物，化学から 1 科目選択），国語

健康医療科学科

｝

理学療法学科
医用生体工学科

外国語（英語）
，数学・理科（数学，生物，化学から 1 科目選択）
外国語（英語）
，数学

面接
学科名

看護学科

志願者

36 名

健康医療科学科
18 名

医用生体工学科
11 名

理学療法学科
32 名

受験者

31 名

17 名

9名

27 名

合格者

14 名

14 名

6名

9名

入学者

12 名

10 名

5名

9名

（4）看護学科 3 年次編入学試験
試験日

平成 20 年 9 月 28 日

試験科目

英語，専門科目，面接

志願者

20 名

受験者

20 名

合格者

10 名

入学者

8名
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（5）入学予定者
看護学科

88 名（男 7 名，女 81 名）現役 83 名

健康医療科学科

75 名（男 41 名，女 34 名）現役 70 名

医用生体工学科

43 名（男 34 名，女 9 名）現役 37 名

理学療法学科

50 名（男 23 名，女 27 名）現役 45 名

計

256 名（男 105 名，女 151 名）現役 235 名

○入学者出身別
都道府県名

40

人

数

都道府県名

人

数

北海道

2

千葉県

13

青森県

3

東京都

53

宮城県

2

神奈川県

5

秋田県

2

新潟県

7

福島県

6

山梨県

5

茨城県

14

長野県

9

栃木県

14

静岡県

2

群馬県

12

愛知県

1

埼玉県

105

三重県

1

合計

256
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7．5）教育カリキュラム（奨学金等）
1．教育カリキュラム
（1）教育研究の理念および目的
本学部においては，本学学則に明示されているように，「社会が最も要求する高度の倫理性と保健医療の技術を身
につけた保健医療技術者を育成し，更に進んで新しい医学関連諸科学の研究の向上に努力し，もって広く人類の福祉
に貢献する」ことを目指している．さらに，医学部とも共通した教育理念の下に，①人間の生命に対する深い愛情と
畏敬の念を基盤として高い倫理観と豊かな人間性を涵養すること，②保健医療に関する国際水準の知識と技術の修得
を基本とし，未知の課題を自ら解決する意欲と探求心をもつとともに，自らの能力の限界を知り，生涯にわたり自己
の資質の向上に努めること，③協調性に富んだ社会人として様々な職種の人々と協力し，また，社会的視点に立って
地域の保健医療に積極的に関わることができることの 3 点を柱として，人材の育成を図っている．
（2）カリキュラム
本学部では，基礎分野において多様な一般教育科目を配し，学生による幅広い選択を促すことで教養教育の充実を
図っている．なお，1 年次から専門基礎〜専門分野を開始するくさび型カリキュラムを取り入れることで，医療系学
生としての学習意欲の維持を図り，また，従来型の縦割りの学問分野による知識伝達型の入門教育だけでなく，1 年
次から段階的に進む医療の基本演習等での少人数の討論型学習を通じて，課題を探求し自ら解決する能力やコミュニ
ケーション能力を育成することを目指している．さらに，専門基礎〜専門分野では，各々の学科の専門領域を体系的
にバランスよく配置して，高度専門職業人を効率よく育成できる教育課程としている．また，医学関連の科目につい
ては，いずれの学科においても，医療人として必要な最低限の医学知識を効率よく学習できるよう，基礎医学と臨床
医学のそれぞれで統合型カリキュラムとなるよう工夫している．
a）看護学科
看護学科では，基礎分野に相当する「生活している人間の理解」，専門基礎分野に相当する「看護の対象としての
人間の理解」
，から専門分野に相当する「看護専門職に必要な基本的知識・技術・態度の修得」に至る段階的な構造
としている．
平成 20 年度の 1 年次には，
「生活している人間の理解」として哲学，文学，法学，倫理学，心理学，発達心理学，
社会学，教育学，生命科学，人間工学，スポーツ科学，情報リテラシー，英語Ⅰ〜Ⅱ，ドイツ語が，「看護の対象と
しての人間の理解」として医療の基本Ⅰ，看護におけるコミュニケーション論，人体の構造と機能Ⅰ〜Ⅲ，食物と栄
養，生化学，病原微生物学，免疫学，薬理学，環境論，生活の科学，公衆衛生学，疫学，保健統計学が，「看護専門
職に必要な基本的知識・技術・態度の修得」として看護学概論Ⅰ，基礎看護技術Ⅰ〜Ⅲ，基礎看護学実習Ⅰ，感染看
護学，家族看護学が，2 年次には，
「生活している人間の理解」として文化人類学，カウンセリング論，ジェンダー学，
英語Ⅲが，
「看護の対象としての人間の理解」として医療の基本Ⅱ，病むことの心理，疾病の成り立ちⅠ〜Ⅲ，放射
線医学概論，社会福祉論，保健行政論，看護関係法規，リハビリテーション概論，医療情報学が，「看護専門職に必
要な基本的知識・技術・態度の修得」として基礎看護技術Ⅳ，看護方法演習，成人看護方法論Ⅱ，老年看護学概論，
小児看護学概論，母性看護学概論，母性看護学活動論，在宅看護学概論，地域看護学概論，基礎看護学実習Ⅱ，老年
看護学実習Ⅰ，パリアティブケア論，災害看護学，リハビリテーション看護，生殖医療と看護，看護倫理の各科目が
開講された．さらに，3 年次前期には，
「生活している人間の理解」として生命倫理が，
「ケアの質向上のための看護学」
として，看護過程論，クリティカルケア論，看護研究概論が，また，「看護専門職に必要な基本的知識・技術・態度
の修得」として，成人看護方法論Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，老年看護学活動論，小児看護学活動論，精神看護学活動論，在宅看護
学活動論，地域看護学活動論が開講されるとともに，3 年次後期からは臨地実習として，成人看護学実習Ⅰ , Ⅲ，老
年看護学実習Ⅱ，小児看護学実習，母性看護学実習，精神看護学実習が開始された．
b）健康医療科学科
健康医療科学科では，1 年次に基礎分野として科学的思考の基盤となる自然科学系，人間と生活の理解につながる
人文・社会科学系および外国語を必修または選択科目として満遍なく配置し，幅広い教養を身につけられるよう工夫
している．また，本学科は高度な専門職業人としての臨床検査技師の育成ととともに，幅広く保健分野で活動できる
健康関連領域の職業人の育成も目指している．このため臨床検査系と衛生・食品系の 2 つのコースが選択できるよ
うにし，2 年次の終わりにコースの選択（衛生・食品系は定員 40 名まで）を行う．なお，平成 20 年度からは，衛生・
食品系コースを選択しても，所定の必須科目を選択履修すれば臨床検査技師の国家試験受験資格を得られるように，
監督官庁とも相談の上，カリキュラム上の配慮を行った．
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平成 20 年度 1 年次には，基礎科目として哲学，文学，法学，倫理学，心理学，社会学，統計学，数学，物理学，
物理学実験，化学，化学実験，生物学，生物学実験，英語Ⅰ〜Ⅱ，英会話，医学英語，ドイツ語，スポーツ科学が，
専門基礎科目として医療の基本Ⅰ，人体の構造と機能Ⅰ〜Ⅱ，同実習，情報科学，情報科学実習が，2 年次には基礎
科目として社会福祉論が，専門基礎科目として医療の基本Ⅱ，病理学，微生物学，血液学，免疫学，薬理学，医用工
学概論，医用工学実習が，専門科目として臨床医学各論Ⅰ〜Ⅳ，医動物学，医動物学実習，臨床病理学総論，臨床検
査総論，臨床検査総論実習，基礎臨床化学，基礎臨床化学実習，臨床生理学Ⅰ，臨床生理学Ⅰ実習，検査機器総論，
無機化学，無機化学実習，有機化学，有機化学実習，放射線化学，疫学，労働衛生法規Ⅰ，労働衛生法規Ⅱ，医療管
理論，診療情報管理論，医療情報学，原書講読Ⅰの各科目が開講された．さらに，3 年次からは専門基礎科目の臨床
検査系として，医療の基本Ⅲが，専門科目として病理組織細胞検査学および実習，臨床血液学および実習，臨床化学
および実習，臨床免疫学および実習，輸血移植学および実習，臨床血液学および実習，臨床微生物学および実習，臨
床生理学Ⅱおよび実習，臨床生理学Ⅲおよび実習，放射性同位元素検査学，遺伝子検査学，検査管理学，検査情報処
理科学，検体採取処理技術が，化学系として分析化学および実習が，衛生・食品系として食品分析学および実習，栄
養学および実習，環境科学および実習，保健栄養学，保健社会学，環境保健学，食品学，食品加工学，食品衛生学，
高分子化学，環境生物学，環境汚染物質分析学，健康食品総論，診療情報関連として疾病分類法・疾病分類法演習が
開講された．
c）医用生体工学科
医用生体工学科では，1 〜 3 年次において基礎分野である人文科学系，社会科学系，スポーツ科学，自然科学系，
外国語を幅広く開講するとともに，専門基礎および専門科目として医療系・工学系の科目をバランスよく配置したカ
リキュラム構成とし，先端技術を駆使した医療機器を操作する臨床工学技士を養成する．さらに，医療機器の開発に
も従事できる，より高度な専門的人材の育成も目指している．
平成 20 年度 1 年次には，基礎科目として哲学，法学，倫理学，心理学，医療法規学概論，臨床工学概論，スポー
ツ科学，英語Ⅰ〜Ⅱ，数学Ⅰ〜Ⅱが，専門基礎科目として人体の構造と機能Ⅰ〜Ⅲ，医療の基本Ⅰ〜Ⅲ，公衆衛生学，
電磁気学，電気回路，電子回路，基礎統計学，情報と計算機，データとアルゴリズム，情報リテラシー実習が，2 年
次には基礎科目として社会学，社会福祉論，英語Ⅲが，専門基礎科目として医療の基本Ⅳ，薬理学，麻酔学，機械工
学，通信工学，応用数学，デジタル回路，電気・電子実験，応用エレクトロニクス実験，計算機アーキテクチャー，
プログラミング実習が，専門科目としてセンサ・計測工学，生体物性論，医用材料学，医用超音波工学，生体計測機
器，医用画像機器，治療・手術支援機器，機能代行機器概論，呼吸機能代行機器，代謝機能代行機器，機能的生体刺
激論，医用安全の基礎，医用機器安全管理学，臨床医学各論Ⅰの各科目が開講された．さらに，3 年次には，基礎科
目として英会話，技術英語，ドイツ語Ⅱが，専門科目としてネットワーク技術論，循環機能代行機器，機能代行機器
実習Ⅰ，Ⅱ，医用機器安全管理学実習，ヒトの病気Ⅱ，Ⅲ，システム制御論，応用工学，医学・生物統計学，バーチャ
ルリアリティ，情報セキュリティ論，情報処理論，医療情報システム論，知識システム論，福祉機器工学，医用テレ
メンタリング，放射線医学概論，周産期医学概論，微生物学概論，リハビリテーション概論，救急救命論，遺伝子バ
イオ工学概論，生体工学演習が開講された．
ｄ）理学療法学科
理学療法学科では，各種の選択科目を配した基礎分野の学習により，幅広い教養教育の充実をはかり，さらに専門
基礎・専門分野では基礎系，神経系，骨・関節系，内部障害系，生活環境支援系，物理療法，教育・管理系の 7 分
野のバランスを考えるとともに，演習時間を十分配慮したカリキュラム構成により，しっかりした専門的知識および
技術を有する理学療法士を育成する．
平成 20 年度 1 年次には，基礎科目として哲学，社会学，心理学，スポーツ科学，英語Ⅰ〜Ⅱ，ドイツ語，物理学，
物理学実験，化学，細胞生物学，統計学演習，情報科学演習が，専門基礎科目として人体の構造と機能Ⅰ〜Ⅱ演習，
基礎運動学，人間発達学，栄養学，医療の基本Ⅰ，リハビリテーション医学が，専門科目として理学療法学概論，理
学療法体験実習，理学療法学基礎実習が開講された．2 年次には，専門基礎分野として人体の構造と機能実習（構造
系および機能系）
，応用運動学，医療の基本Ⅱ，病理・微生物学演習，ヒトの病気Ⅰ〜Ⅵ，骨関節疾患総論，精神疾患，
臨床心理学演習，公衆衛生学，基礎理学療法学演習，機能・能力診断学基礎演習，機能・能力診断学応用演習，日常
生活活動学演習が開講された．

2．平成 20 年度の実績と自己点検・評価
平成 20 年度は看護学科，健康医療科学科，医用生体工学科の開設から 3 年目にあたり，理学療法学科は 2 年目と
なる．1 〜 3（2）年次のカリキュラムは全体として予定通り順調に進行した．看護学科と健康医療科学科では全体
講義および実習には一部階段式の大教室または専用の実習室を，グループ学習は机が移動できる大教室または 10 か
42

教育カリキュラム（保健医療学部）

ら 12 室のセミナールームを使用，医用生体工学科では 50 名用の中教室や実習室，セミナールームを使用した．理
学療法学科では川角校舎を主とし，一部の科目では日高校舎での授業も実施した．
定期試験等については，30 周年記念講堂 2 階の講堂および校舎内の大教室および中教室を用いることで，前後期
それぞれ 3 週間の試験期間中，効率的かつ円滑に実施された．
1 〜 3（2）年次のカリキュラム構成については，各学科および自己点検・評価委員会の責任のもとで，次年度以
降に点検・評価を実施していく予定である．

3．奨学金等
日本学生支援機構による奨学金
（1）平成 20 年度奨学生状況
平成 20 年度における保健医療学部の奨学生数は以下のとおりである．
・保健医療学部の奨学生
区分
1年
一種
17
二種
69
計
86

2年
16
51
67

（名）
3年
17
46
63

（2）平成 20 年度奨学金貸与月額表
・第一種奨学金貸与月額（無利子貸与）
入学年度
年次
2008 〜 2006（H20 〜 18） 1 〜 2

自宅
54,000

・第二種奨学金貸与月額（有利子貸与）
入学年度

年次

2008（H20）

全学年

（単位：円）
自宅外
64,000
（単位：円）

希望額を選択
30,000
50,000
80,000

貸与月額の利率（年）
3.0％を上限とする変動利率

100,000
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8．附属図書館
平成 20 年度特記事項
1）附属図書館で，開始時間を平日，土曜とも（これまでの 9：00 から）8：45 に早期化した（4 月 1 日）
2）短期大学臨床検査学科閉鎖に伴う，分館移し済み図書の保健医療学部健康医療科学科組み入れ（5 月，日高キャ
ンパス分館）
3）リンクリゾルバー（SFX）を導入，関連作業後サービス（誌名からのナビゲート，データベース検索結果から
のナビゲート）開始（6 月，附属図書館）
4）医学部（総合医療センター分館を含む）で閲覧室図書目録データ遡及入力作業（外注，6 月，データ一括取込，
平成 21 年 3 月）
5）日高キャンパス分館で開館時間を 30 分延長し，9：00 から 19：00 までとし，また川角キャンパス分館で，
同じく 1 時間延長し，開館時間を 8：30 から 18：30 までとした（ともに 9 月 1 日）
6）学内外文献手配 Web サービス開始（10 月 29 日，附属図書館）
7）医学部（総合医療センター分館を含む）で図書館システム（CARIN）を使った貸出業務開始に伴う必要機材取得，
ライセンス積み増しをおこなった（平成 21 年 3 月，附属図書館）
8）新規電子コンテンツ「今日の診療 Web 版」提供開始（4 月 1 日，附属図書館）
9）看護系データベース CINAHL を CINAHL with Full Text に変更して更新した（予算は保健医療学部看護学科，
平成 20 年 1 月 1 日提供開始）

1．構成
附属図書館（毛呂山）
総合医療センター分館（川越）
日高キャンパス分館（日高）
川角キャンパス分館（川角）

2．構成員
附属図書館：織田弘美（ODA, Hiromi，館長），小野澤繁雄（ONOZAWA, Shigeo，事務長），柴田義貴（SHIBATA,
Yoshitaka，課長）
，山田いく子（YAMADA, Ikuko，主任）ほか常勤職員 3 名（吉田真理，忍田純子，金子賢一）
，
非常勤職員 5 名（近藤裕子，堀内明子（以上司書），田村純一（昼間受付），黒澤和日，内田誠（以上夜間受付）
）
川角キャンパス分館：岩澤務（IWASAWA, Tsutomu，係長）ほか常勤職員 1 名（新井美由紀）
総合医療センター分館：伊崎誠一（IZAKI, Seiichi，分館長），林美代子（HAYASHI, Miyoko，主任）ほか常勤職員 1 名（百
留悦子）
，非常勤職員 1 名（柴田里穂）
日高キャンパス分館：池田研二（IKEDA, Kenji，分館長），本多貞夫（HONDA, Sadao，課長補佐）ほか常勤職員（国
際医療センターと兼担）1 名（松坂敦子）
，非常勤職員 2 名（穂波理枝，三村沙矢香）

3．運営状況
3-1．人事
川越で，非常勤職員 1 名（田中佐和子）が更新しないことに伴う学内異動配置（柴田里穂）．NPO 法人日本医学図
書館協会第 79 回総会（5 月，札幌）で小野澤繁雄が理事に選出された（任期は，平成 22 年 5 月 31 日まで）
．
3-2．業務
1）附属図書館
・図書館委員会（3 回開催，6 月 3 日，10 月 21 日，平成 21 年 1 月 9 日）
・短期大学臨床検査学科閉鎖に伴うコピーカード引き上げ（4 月）
・2008 年度大学図書館調査（付帯調査とも，日本図書館協会）で，4 キャンパス調査票取り
纏め（提出，5 月）
・平成 19 年度学術情報基盤実態調査（大学図書館編，文部科学省）で，4 キャンパス調査票
取り纏め（提出，5 月）
・講読中止でできた 3 階新着雑誌架スペースに，4 階ピンファイル一部 50 タイトルを移した（5 月）
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・専門情報機関総覧 2009 年版調査票記入（送付，6 月）
・NPO 法人日本医学図書館協会加盟館年次統計（第 79 次）原稿（4 キャンパス）取り纏め（提出，7 月）
・第 80 回 NPO 法人日本医学図書館協会総会（7 月 6 日から同じく 7 日まで，織田弘美，小野澤繁雄，本多貞夫）
・臨時休館して，4 階上層日本語雑誌の再配架作業（8 月 4 日から同じく 13 日まで）
・PBL（およびカリキュラム室で使用中の）図書更新（医学教育センター長の依頼に応えたもの，7 月）
・大学図書館アンケート（朝日新聞出版「大学ランキング」編集室，回答，9 月）
・2009 年外国雑誌取次業務から國際書房撤退（モノグラフィックシリアルズ 8 点を残す，9 月）
・
「埼玉の図書館類縁機関案内」
（県立図書館ホームページ上にあり）当館データ更新（10 月）
・寄贈礼状再開（平成 21 年 1 月から）
・2009 年外国雑誌（電子ジャーナルを含む）購読料取次各社と合意（川越を除く医学部，保健医療学部，短期大学，
研究費扱いを含む）
（決裁，1 月）
・平成 21 年度学生案内原稿作成，提出（学生課，2 月）
・目録遡及入力データ（外注，川越を含む医学部）CARIN 一括取込（平成 21 年 3 月）
・外国雑誌代金未納返戻･精算手続（取次，対象は 2004 年から 2005 年まで，3 月）
・教職員利用者データの一括提供のお願い（人事課，3 月）
情報教育・管理室
・リンクリゾルバー（SFX）導入作業（4 月から，電子ジャーナル統合リンク，PubMed（埼玉医大用）ホームペー
ジアップ，6 月）
・研究費扱い学外文献手配申込 Web サービス開始に伴う提案，デモ（平成 20 年度第 1 回図書館委員会，6 月）
・学内ホームページ管理運営体制開始に伴って図書館（部門等）実務担当者に就く（7 月，実務担当者会議，8 月）
・2009 年雑誌コレクションおよび電子コンテンツ構築方針（提案，第 2 回図書館委員会，10 月，起案「2009 年
雑誌契約」
，11 月）
・学内外文献手配 Web サービス構築作業，サービス開始（10 月 29 日）
・2009 年 SpringerLINK PULC コンソーシアム検討（11 月）
・JCR on the Web（平成 21 年 4 月）提供開始準備（提案，第 3 回図書館委員会，平成 21 年 1 月，合意書手続，3 月）
2）総合医療センター分館
・分館図書館委員会（3 回開催，5 月 29 日，9 月 11 日，12 月 11 日）
・閲覧室図書目録遡及入力（外注）関連作業（見積算定条件業者打合せ，6 月，データ（カード）業者渡し，7 月）
・
「日本病院ライブラリー協会現況調査」
（回答，8 月）
・センターの開院に合わせて，12 月 29 日を開館とした
・延滞者への督促強化月間キャンぺーン実施（平成 21 年 3 月）
・CARIN を使う出納開始準備（3 月）
3）日高キャンパス分館
・分館図書館委員会（4 回開催，5 月 21 日，7 月 17 日，9 月 22 日，平成 21 年 3 月 6 日）
・故藤本和義氏（短期大学）蔵書引取り（4 月）
・
「食品衛生管理者」資格取得関係図書リスト作成（7 月）
・
（8 月 11 日から同じく 12 日まで）休館して，初めての蔵書点検作業
・
「平成 20 年度第 1 回学生懇談会（7 月 4 日開催）報告」受領（答申まとめ，8 月）
・平成 20 年度図書館利用者アンケート実施（川角とも，10 月，結果集計，11 月）
・Cancer Genetics & Cytogenetics 寄贈引取り（11 月）
・図書館就職資料コーナー（仮称）資料整理（平成 21 年 2 月）
4）川角キャンパス分館
・試験期間中の土曜日開館（8 月 30 日から 9 月 20 日までの期間）
・1 階にリサイクル図書コーナー設置（12 月）
・後期試験，国家試験のために土曜日開館（平成 21 年 1 月 24 日から 2 月 28 日までの期間）
3-3．設備ほか
1）附属図書館
・レーザーバーコードリーダー（2 台）取得（手続，4 月，受入業務に使用開始，6 月）
・
「機器備品の現品調査（平成 20 年 3 月末日現在）」実施（経理課，8 月）
・地階空調機械室内不用品片付け（施設管理課，12 月）
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・3 階書架側版サイン取得，取り付け（平成 21 年 1 月）
・3 階追加新着図書展示用書架（1 台，可動棚）取得（2 月）
・3 階 AV 資料室内にブース（3 台）新設，機材設備（室内資料再配架作業，提供方法検討，平成 21 年 3 月）
・出納用クライアント（PC，1 台）
，同じくレーザーバーコードリーダー（2 台）取得（3 月）
2）総合医療センター分館
・返却ポスト設置申請（施設課，9 月）
3）日高キャンパス分館
・蔵書点検用ポータブルバーコードリーダー（3 台，全学用）取得（申請，5 月）
・研究費扱い複写機にコインキットを付設し，私費扱いにも対応した（料金は，モノクロ 10 円 /1 枚，カラー 30
円 /1 枚，10 月）
・利用者用 PC（18 台）
，にプリンター（3 台）取得（設置，3 月）
4）川角キャンパス分館
・1，2 階書架側版サイン取得（業者取り付け，平成 21 年 1 月）
・OPAC 用クライアント取得（2 月）
・1 階閲覧机照明器具（3 台）取得（業者取り付け，3 月）

4．利用状況
4-1．館内利用
年間入館者数が，初めて 10 万人の大台を越えた．毛呂山，川越ともに医学部で微減，日高，川角と保健医療学
部で増えた．なかで，日高で 16,695 人となり，大幅に増えたこと（前年度比 188％）が特記される．この傾向は，
年間貸出者数，年間貸出冊数でも同様で，医学部トータル（毛呂山，川越）で年間貸出者数は 5,532 人（前年度比
98％）
，同じく年間貸出冊数は 11,378 冊（99％）と，横ばい気味，日高で年間貸出者数，貸出冊数がそれぞれ 6,081
人（前年度比 216％）
，11,115 冊（225％）
，いずれも実数でも他の 3 館を越える．川角は，貸出者数，貸出冊数，
それぞれ 1,286 人（前年度比 98％）
，
2,106 冊（95％）と伸びず，短期大学理学療法学科の閉鎖が影響した．データベー
スや，電子ジャーナル提供が本格化，これらの利用件数の増加が著しく，館内利用（来館）のみでは利用状況の評価
ができにくくなっている状況が続く．
4-2．図書館間相互貸借サービス
年間貸し件数は 7,259 件で前年度比 665 件増加し（前年度比 110%），年間借り件数は 3,548 件で 43 件減少した
（前
年度比 99％）
．
4-3．文献検索サービス
ネットワークで提供中の（国内，国外医学文献）データベースの年間利用件数は，前年度比 5,459 件増え，トー
タルで 52,123 件となった（前年度比 112％，4 月提供開始の今日の診療 Web 版 3,027 件を含む，これは増加分
の過半に当たる）
．利用度の高いデータベースのなかで，医中誌 Web は 6,049 件の増加となり（前年度比 120％）
，
Ovid Online は，反対に 4,154 件の減少となった（前年度比 71％）．

5．教育
5-1．オリエンテーションほか
1）附属図書館
・平成 21 年度医学部 5 年生臨床実習オリエンテーション（平成 21 年 3 月 27 日，テーマ「図書館での文献検索
について」
，忍田純子）
・医学部 1 年生オリエンテーション（4 月 11 日，忍田純子）
2）総合医療センター分館
・新入職員オリエンテーション（4 月 3 日，
「図書館の利用について」）
・研修医オリエンテーション（4 月 3 日，
「電子ジャーナルの利用法と図書館での文献検索方法」）
3）日高キャンパス分館
・新入生図書館利用ガイダンス（学科ごと，4 月）
・
「情報リテラシー」
（看護学科 1 年，3 回，7 月），同じく（健康医療科学科 3 年，3 回，12 月）講義援助（本多貞夫）
4）川角キャンパス分館
・新入生オリエンテーション（4 月）
5-2．授業ほか
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毛呂病院看護専門学校第二学科 1 年

基礎看護技術論 II（看護研究･文献検索）
（平成 21 年 3 月，担当は，柴田義貴）

第 15 回医学図書館員基礎研修会（NPO 法人日本医学図書館協会主催） 講義 3（相互貸借）（8 月 7 日，講師は，
山田いく子）

6．研究
6-1．研修ほか
1）平成 20 年度図書館等職員著作権実務講習会受講（9 月 10 日から同じく 12 日まで，金子賢一）
2）電子ジャーナルコンソーシアム説明会出席（9 月 26 日，柴田義貴）
3）[ 医学図書館 ] 誌編集協力委員に金子賢一が就く（9 月）
4）2008 年丸善図書館システムユーザー会（10 月 3 日，吉田真理，新井美由紀）
5）NII（国立情報学研究所）平成 20 年度第 6 回目録システム講習会（図書コース）受講（12 月 10 日から同じく
12 日まで，岩澤務）

7．補助金
平成 20 年度高度情報化推進メニュー群（文部科学省）中の項目「教育研究情報利用支援」について，計画書 9 件
作成（いずれも電子ジャーナル，トータル所要経費 75,151 千円）

8．統計（平成 20 年度）
毛呂山

川越

日高

川角

284

266

238

253

47,753

12,454

35,650

8,242

104,099

開館日数
年間入館者数

計

年間受入冊数（注 1）
和

3,677

643

5,789

3,850

13,959

洋

2,303

188

84

323

2,898

計

5,980

831

5,873

4,173

16,857

23

79

60

308

視聴覚資料年間受入点数（注 1）
国内

146

外国

0

2

0

30

32

146

25

79

90

340

和

123,720

15,720

23,145

4,241

166,826

洋

125,110

9,607

2,051

332

137,100

計

248,830

25,327

25,196

4,573

303,926

131

660

95

1,864

計
蔵書冊数（注 1）

視聴覚資料所蔵点数（注 1）
国内

978

外国
計

799

15

0

30

844

1,777

146

660

125

3,052

受入雑誌種類数（注 2）
和

713

136

97

51

997

洋

530

40

35

15

620

計

1,243

176

132

66

1,617

貸出者数

4,500

1,033

6,081

1,286

12,900

貸出冊数

8,678

1,701

11,115

2,106

23,600

館外貸出

相互貸借件数
貸し件数

7,259

借り件数

3,548

文献検索件数（注 3）
ネットワーク 1

11,208
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ネットワーク 2

40,915

複写枚数

74,846

25,778

1,558

注 1:

研究費購入分を含む．

注 2:

研究費購入分を除く．

注 3:

ネットワーク 1 は，海外データベース利用件数（内訳は，EBM Reviews を含む MEDLINE on Ovid Online

10,152 件，STAT!Ref 837 件，CINAHL（with Full Text）219 件．ネットワーク 2 は，国内医学文献データベー
ス利用件数（内訳は，医中誌 Web 36,035 件，JDreamII 1,853 件，今日の診療 Web 版 3,027 件（4 月提供開始）
）

9．自己点検・評価
・平成 20 年 2 月に医学部（医学研究科を含む）学生証も保健医療学部に続いて IC カード化され，これにバーコー
ドを同時印刷してもらったことで，新年度早々から医学部学生も，日高，川角両館でのバーコードでの貸出が可
能になった．毛呂山，川越では，閲覧室図書の目録データの遡及入力が行われ（外注，データ取り込みは，平成
21 年 3 月終了）
，新年度当初から念願のバーコードでの貸出が可能になる．同時に，取り込まれた目録所在情
報が OPAC（ホームページ上の利用者公開目録）を通して全学公開され，以降学内のどこからでも，いつでも学
内所在情報にアクセス可能になった（学内総合目録の構築）．
・リンクリゾルバ（SFX）を導入，6 月からサービスが始まった．このことで利用可能な（無料のものを含む）電
子ジャーナルタイトル数が飛躍的に増加し（購読タイトル数の 3 倍程度）とともに，データベース検索結果か
ら電子ジャーナルフルテキスト，電子ジャーナルタイトルリストからフルテキスト，あるいは OPAC での所在調
査，文献手配までが切れ目なくナビゲートされることになった．
・平成 20 年 4 月提供開始の「今日の診療 Web 版」は「今日の治療指針」など 10 タイトルの電子コンテンツを含み，
卒前卒後教育段階のみならず，臨床で有用なツールとなるもので，日本語，持ち運ぶことがいらない．提供初年
度で，利用件数が提供中のコンテンツ（6 点）のなかで，3 番目に高くなった（3,027 件）．
・平成 20 年度末に短期大学理学療法学科が閉鎖され，当該学科図書（研究費扱い，視聴覚資料を含む）は，保健
医療学部理学療法学科に移籍処理が行われた．

48

総論

9．ゲノム医学研究センター
ゲノム医学研究センターは，
「ゲノム情報および技術を基盤とする医学研究の融合的開発」を目指して，平成 13
年に創設された．
平成 20 年度からは，
「ゲノム医学を基盤とした疾患の診断・治療標的の包括的解明と臨床応用への総合研究拠点」
を目標として，文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業から 5 年間のサポートを得て，活動がはじまった．
本研究事業では，ゲノム医学研究センター内の 7 つの部門と臨床医学部門により構成される，4 つのプロジェクト指
向型のグループをたて，これらが相互に連携することにより，臨床応用に向けた研究が遂行できる拠点作りを目指し
ている．

1）各部門と施設
1．遺伝子構造機能部門
2．遺伝子情報制御部門
3．発生・分化・再生部門
4．病態生理部門
5．ゲノム科学部門
6．遺伝子治療部門
7．トランスレーショナル・リサーチ部門
8．プロジェクト研究部門（7 部門）
9．RI 実験施設
10．実験動物施設
11．その他の施設（共同実験施設，P2 実験室など）

2）人事
所

長

岡﨑

康司（OKAZAKI，Yasushi）
：教授：運営責任者：研究主任

副所長

奥田

晶彦 (OKUDA，Akihiko) ：教授

部門長

黒川

理樹 (KUROKAWA，Riki)：教授：遺伝子構造機能部門

井上

聡 (INOUE，Satoshi)：客員教授：遺伝子情報制御部門

奥田

晶彦 (OKUDA，Akihiko)：教授： 発生・分化・再生部門

片桐

岳信 (KATAGIRI，Takenobu)：教授：教育主任：病態生理部門

岡﨑

康司（OKAZAKI，Yasushi）
：教授：ゲノム科学部門，トランスレーショナル･リサーチ部門 ( 兼 )

三谷幸之介 (MITANI，Kohnosuke)：教授：遺伝子治療部門
施設長

西本

管理責任者

正純 (NISHIMOTO，Masazumi)：講師：RI 実験施設
津久井

通 (TSUKUI，Tohru)：講師：実験動物施設

3）教育
主な教育目標は，優れた研究者はもちろんのこと，優れた研究能力を身につけた臨床医を育てること，と考える．
それゆえ，学部学生の講義も積極的に行っている．
具体的には，医学部１年生の「細胞生物学」の 3 つの章（9 章：遺伝子とゲノムの進化．19 章：細胞分裂．20 章：
遺伝学）
，2 年生の「PBL」の 5 課題，3 年生の「良医への道」を年 2 回，さらに，保健医療学部医用生体工学科３
年生の講義を担当している．
平成 21 年度からは，保健医療学部健康医療学部 4 年生の講義を担当する他，卒業研究の学生を受け入れる予定で
ある．

4）研究
①獲得研究費
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業：「ゲノム医学を基盤とした疾患の診断・治療標的の包括的解明
と臨床応用への総合研究拠点」
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研究代表者

岡﨑

康司

＊上記以外でコア部門が獲得した研究費は，各部門を参照
②業績
1．Wang X, Arai S, Song X, Reichart D, Du K, Pascual G, Tempst P, Rosenfeld MG, Glass CK, Kurokawa R.
Induced ncRNAs allosterically modify RNA-binding proteins in cis to inhibit transcription.
Nature 454:126-130, 2008
2．Suzuki K, Mitsui K, Aizawa E, Hasegawa K, Kawase E, Yamagishi T, Shimizu Y, Suemori H, Nakatsuji N, Mitani K.
Highly efficient transient gene expression and gene targeting in primate embryonic stem cells with helperdependent adenoviral vectors.
Proc Natl Acad Sci USA 105:3781-13786, 2008
3．Yu PB, Deng DY, Lai CS, Hong CC, Cuny GD, Bouxsein ML, Hong DW, McManus PM, Katagiri T, Sachidanandan C,
Kamiya N, Fukuda T, Mishina Y, Peterson RT, Bloch KD.
BMP type I receptor inhibition reduces heterotopic ossiﬁcation.
Nat Med 14:1363-1369, 2008
4．Takayama K, Tsutsumi T, Suzuki T, Horie-Inoue K, Ikeda K, Kaneshiro K, Fujimura T, Kumagai J., Urano T, Sakaki
Y, Shirahige K, Sasano H, Takahashi S, Kitamura T, Ouchi Y, Aburatani H, Inoue S.
Amyloid precursor protein is a primary androgen target gene that promotes prostate cancer growth.
Cancer Res 69, 137-142, 2009.
5．Fukuda T, Kohda M, Kanomata K, Nojima J, Nakamura A, Kamizono J, Noguchi Y, Iwakiri K, Kondo T, Kurose
J, Endo K, Awakura T, Fukushi J, Nakashima Y, Chiyonobu T, Kawara A, Nishida Y, Wada I, Akita M, Komori T,
Nakayama K, Nanba A, Maruki Y, Yoda T, Tomoda H, Yu PB, Shore EM, Kaplan FS, Miyazono K, Matsuoka M,
Ikebuchi K, Ohtake A, Oda H, Jimi E, Owan I, Okazaki Y, Katagiri T.
Constitutively activated ALK2 and increased SMAD1/5 cooperatively induce bone morphogenetic protein
signaling in ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressiva.
J Biol Chem 284:7149-7156, 2009
＊上記以外の原著論文及び特許等は，各部門あるいは知財部を参照

5）その他
①

取材
国際誌（Nature，PNAS）への投稿論文についてのプレスリリースや難病認定を受けた FOP 研究について，その他，

研究室の紹介，などの取材が行われた．
1．Nature 発表論文に関する取材
取材機関：朝日新聞

対象部門：遺伝子構造機能部門

科学グループ部

2．PNAS 発表論文に関する取材

対象部門：遺伝子治療部門

取材機関：日本経済新聞，毎日新聞，朝日新聞（平成 20 年 8 月 26 日掲載）など
3．研究室紹介

対象部門：遺伝子構造機能部門

取材機関：産経新聞さいたま総局（平成 21 年 2 月 24 日掲載）
②

施設見学
なし

6）評価と次年度目標
教育に関しては，引き続き，医学部の「細胞生物学」や「PBL」，及び「良医への道」，さらに，保健医療学部の「医
用生体工学」の授業を担当する予定である．優れた研究能力を身につけた医学部生，保健医療学部生を育てることは，
埼玉医科大学にとって重要なことであると考え，今後も積極的に学部学生の講義などに参加し，卒業研究を受入れる
ようにしたい．
研究に関して特記すべきは，①文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の獲得，②文部科学省の国家的な
プロジェクト「iPS 細胞研究の為の All Japan 体制」の中心として，発生・分化・再生部門が選ばれたこと，③ゲノ
ム医学研究センター発足以来，3 つ目の Nature 誌（部門長が corresponding author のものに限定）が遺伝子構造機
能部門から発表されたこと，④遺伝子治療部門の ES 細胞加工技術に関する論文について，全国紙（朝日・毎日・日
経など）の１面で大きく取り上げられたこと，などが挙げられる．今後も，今年度の実績を持続していけるように精
進し，確実に業績を充実させたいと考える．
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10．医学教育センタ−
1．構成員
センタ−長 : 別所正美（BESSHO, Masami）: 兼担，血液内科教授，H.22.4.1 〜 H.24.3.31
副センタ−長 : 竹内 勤（TAKEUCHI Tsutomu）: 兼担，総合医療センタ−リウマチ・膠原病科教授，同上
総合医療センタ−ブランチ長 : 森茂久（MORI Shigehisa）: 兼担，総合医療センター血液内科准教授，H20.10.1 〜
H22.9.30
国際医療センタ−ブランチ長 : 松本万夫（MATSUMOTO Kazuo）: 兼担，国際医療センター，心臓内科教授，
H20.4.1 〜 H22.3.31
教育主任部門：
部門長 : 土田哲也（TSUCHIDA Tetsuya）: 兼担，皮膚科教授，H20.4.1 〜 H22.3.31
部門員 : 中平健祐（NAKAHIRA Kensuke）: 兼担，生理学講師，同上
永島雅文（NAGASHIMA Masafumi）: 兼担，解剖学教授，同上
吉田喜太郎（YOSHIDA Kitarou）: 兼担，化学教授，同上
禾泰壽（NOGI Yasuhisa）: 兼担，分子生物学，同上
三村俊英（MIMURA Toshihide）: 兼担，リウマチ膠原病科教授，同上
永井正規（NAGAI Masaki）: 兼担，公衆衛生学教授，同上
丸山敬（MARUYAMA Kei）: 兼担，薬理学教授，同上
小宮山伸之（KOMIYAMA Nobuyuki）: 兼担，心臓内科教授，同上
永田真（NAGATA Makoto）: 兼担，呼吸器内科教授，同上
井上郁夫（INOUE Ikuo）: 兼担，内分泌・糖尿病内科准教授，同上
石原理（ISHIHARA Osamu）: 兼担，産婦人科教授，同上
山口敏行（YAMAGUCHI Toshiyuki）: 兼担，感染症科・感染制御科講師，同上
佐伯俊昭（SAEKI Toshiaki）: 兼担，乳腺腫瘍科教授，同上
鈴木洋通（SUZUKI Hiromichi）: 兼担，腎臓内科教授，同上
中村裕一（NAKAMURA Yuichi）: 兼担，血液内科准教授，同上
名越澄子（NAGOSHI Sumiko）: 兼担，消化器内科・肝臓内科教授，同上
野村恭一（NOMURA Kyoichi）: 兼担，神経内科教授，同上
松本延幸（MATUMOTO Nobuyuki）: 兼担，麻酔科教授，同上
小田垣雄二（ODAGAKI Yuji）: 兼担，神経精神医学准教授，同上
間嶋満（MAJIMA Mitsuru）: 兼担，リハビリテ−ション科教授，同上
倉持朗（KURAMOCHI Akira）: 兼担，皮膚科教授，同上
加瀬康弘（KASE Yasuhiro）: 兼担，耳鼻咽喉科教授，同上
茅野秀一（KAYANO Hidekazu）: 兼担，病理学准教授，同上
三橋知明（MITUHASHI Tomoaki）: 兼担，臨床検査科教授，同上
鈴木健之（SUZUKI Takeyuki）: 兼担，放射線科准教授，同上
中元秀友（NAKAMOTO Hidetomo）: 兼担，総合診療内科教授，同上
大竹明（OHTAKE Akira）: 兼担，小児科教授，同上
その他の部門および部門員は各項を参照のこと．

2．活動状況
医学教育センタ−は，埼玉医科大学の医学教育を統括，調整，調査，研究，開発することを目的に平成 15 年 8 月
に発足した．発足当時は，入学試験，卒前医学教育，卒後医学教育，大学院教育，教育情報，Faculty Development，
大学評価，事務の 8 部門から構成されていたが，平成 18 年度から大学運営が「新しい教員組織」の下で開始された
のに伴い，教育主任部門が加わり，部門数は 9 つに増え，それぞれの部門が協力して「入学から生涯教育までを総
合的に考え，埼玉医科大学の明日を創造する」を目標に活動を行ってきた．
この間，埼玉医科大学では組織の整備が進み，入学試験を担当するアドミッションセンタ−が新設され，大学院組
織も充実したものとなった．また，平成 18 年 10 月には財団法人日本高等教育評価機構による認証評価の受審も無
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事に終了し，大学評価部門の当面の役割も一段落することができた．
このような状況を踏まえ，入学試験部門はアドミッションセンタ−へ，大学院部門は大学院へ，そして大学評価部
門は自己点検評価委員会へとそれぞれ組織移行をすることとなり，平成 20 年 10 月 1 日から医学教育センタ−は，
教育主任部門，卒前医学教育部門（カリキュラム室，臨床実習推進室，試験管理室，調査解析室，学生支援室）
，卒
後医学教育部門，教育情報部門，Faculty Development 部門，企画部門，事務部門からなる 7 部門 5 室の新体制で活
動を継続することになった．各部門の活動状況については，それぞれの部門の項を参照されたい．

3．自己点検・評価
平成 20 年 10 月に医学教育センタ−の組織変更が行われた．新体制では卒前および卒後の医学教育を中心に据え
たスリムな形になったが，これによって医学教育センタ−の活動の方向性が明確化され，同時に機動性が高まること
が期待できる．医学教育を取り巻く内外の環境は目まぐるしく変化しているが，そのような変化に柔軟に対応できる
よう組織や体制を常に最適化していくことは重要なことである．但し，そのような場合でも，医学教育センタ−の設
立時の目標を見失わないような注意が必要であるのは言うまでもない．
各部門の個別の自己点検・評価については各部門の項を参照されたいが，平成 20 年度の特記事項をあげると以下
のようになる．①医学教育センタ−の各部門を横断的に統括し，本学の医学教育の進むべき方向について総合的に企
画・提案することを目的に企画部門が新設された，②医学部における「教育活動実績評価システム」の運用にむけて
の準備作業が円滑に進められ，実施にむけてシステムが整った（調査解析室），③埼玉県立大学を中心とする専門職
連携教育（Interprofessional Education, IP）へ参加することが決まり，その準備が進められた（卒前教育委員会，カ
リキュラム室）
，④文部科学省の公募事業である「大学病院連携型高度医療人養成推進事業」に，本学も参加する 2
つのプロジェクト「関東・信州広域循環型専門医養成プログラム−専門医育成と医師不足解消を目指して−」
，
「地域
躍動型専門医養成一貫教育プログラム」が採用になった（卒後医学教育部門）．
医学教育センタ−の担当する業務に関連する事務作業の増加は著しい．事務部門の見直しを行い，支援体制を改善
することが継続的な課題となっている．また，医学教育センタ−は埼玉医科大学の全学組織として位置づけられてい
るが，活動は医学部内に限定している．今後，全学的組織としていくのかどうか見直しも必要のように思われる．
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11．医学研究センター
埼玉医科大学の医学研究センターは医学研究を推進し，支援することを目的として，平成 17 年 8 月 1 日に発足した .
その目的を達成するために，いくつかの部門を設け，それらをセンターとして取りまとめ，本学の研究の振興，推進
に向けて，統合調整の役割を果たすとの意図をもって組織作りをおこなったのである．
ところで，医学研究センターを設置した背景には，大学が本来どうあるべきか，大学が大学らしくあるためには，
何が求められているか，という基本的な問いかけとも関係していたのである．すなわち，近年，医療制度が変わり，
医療経済が厳しさを増す中で，大学といえども経済性を無視することができず，経済原理に支配されるようになり，
教員も収益を上げることに意を用いなくてはならなくなった．また，大学が教育にかける時間は増大する一方で，特
に医療系大学では，それぞれの専門性を確保するための国家試験に合格するように学生を十分教育することが求めら
れている．
このようにして，教員が教育ならびに診療に多大な時間を取られる昨今の状況において，大学の存在意義はどこに
あるのか，一般病院で働くのとくらべ，大学で仕事をすることの意義をどこに求めればよいのかといった，大きなテー
マを大学はかかえることになった．その問いに対する答えとして，本学が教員組織を作るにあたって定めた，教員に
求められる責務をあげることができる．そこでは，「すべての教員は教育の責務を負わなければならない」，「教員は，
常に研究的視点を持たなくてはならない」と謳っている．別の言い方をすれば，すべての教員は，研究的視点を持っ
て，教育，診療を行うことを求めているのである．
ところで，研究には，臨床研究と呼ばれるように，毎日の臨床の中で問題を見つけ，解明し，臨床の現場にフィー
ドバックするものから，世界に冠たる先端的な研究や，基礎研究と臨床とを結ぶトランスレーショナルリサーチと呼
ばれるものなど，いくつかの研究があるが，これは便宜的な区分にしか過ぎない．たとえ研究テーマや研究方法が異
なっても確かな研究的視点に基づいて行われる研究であれば，いずれも大学の使命に合致するものであることには変
わりがない．
そこで，本学においては，各基本学科で独自に行われる研究とともに，プロジェクト研究のシステムを導入し，医
学研究センターの支援の下に研究を推進しようと計画している．その結果，競争的資金の獲得が推進され，研究資金
が増大し，得られた成果が知的財産として，特許の取得やトランスレーショナルリサーチへの移行に結びつくなど，
多くの成果をあげることが期待される．
このように，医学研究センターは，大学のあり方を見すえ，埼玉医科大学が大学として本来の役割を果たすことを
期待して設立されたのである．その期待にこたえることができるかどうか，自己点検評価することが求められている
といえよう．
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12．国際交流センター
国際交流センターは医学部学生が海外提携校へ 1 ヶ月間臨床研修を中心に研修を行い，且つ提携校からの学生を
受入れて，埼玉医科大学で基礎および臨床研修を 1 ヶ月間行う事業を統括する部門である．
平成元年「医学振興会議」が設立されて，医学教育の最先端を実行している世界の有名大学に視察する事業から始
まった．著名な大学がどのように世界の最先端医学教育を行なっているかを視察し体験する事で，本学に導入する最
高の制度と方法を検討する資料とした．アメリカやヨーロッパにある医学部では，伝統だけに留まらず，新しいチュー
トリアル制度を導入し，医学部 1 年生から個人を基盤にした教育である小グループ制度を発足し，実施していた．
それにより医学教育学室を設けて教育に専念する部門と，チュートリアル制度を各学年に実施し，教育効果をあげる
べき評価方法の導入が進んだ．
当国際交流センターでは，このような教育の交流を持った海外の著名な大学を相手校として，相互交換留学制度を
実現した．平成 7 年 7 月，スウェーデンの Linkoping 大学，イギリスの Liverpool 大学，そしてドイツの Berlin Free
大学から，それぞれ 2 名ずつの医学生 6 名が来日した．受け入れの研修先を決定して，それぞれの教授宛に依頼をし，
宿泊施設は外部のビジネスホテルから始まった．本学の 5 年生の学生は，上記 3 校に加えて，カナダの Manitoba 大
学とドイツの Bochum 大学の計 5 校へ計 12 名が，8 月の 1 ヶ月間，それぞれの留学先相手校へ出かけたのが始まり
である．
平成 20 年度は，相互交換留学制度が始まって 14 年目を迎え，海外の提携校も本年はハンガリーの Pecs 大学と提
携を結んだ事で 10 大学となった．双方の留学体験学生数総数は 463 名を数えて，他に類を見ない誇るべき立派な
制度である．
卒後の医師を中心に，留学制度を実現すべく検討を加えて来た教員短期留学制度も，規則細則などの詳細も作成さ
れ，次年度より実施ができるの段階まで来た．今までは，各教室，基本学科レべルで行って来た事業であったが，大
学当局の計らいで，この計画が実現する所まで発展して来た．
国際社会が広く唱えられている現在，学生の相互交換留学だけでなく，教員の海外研修を含めた留学が，大学の認
めた制度の下で実施されるのは，誇りにすべき重要な項目であると考える．今後，ますます国際貢献を含む国際化の
必要度が増す事と考えられこれに対応し，我が埼玉医科大学も前進邁進して行きたい．
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13．地域医学・医療センター
1．構成員
センター長：鈴木

洋通（SUZUKI，Hiromichi）兼担，腎臓内科教授

柴﨑

智美（SHIBAZAKI，Satomi）
：准教授

鈴木

政美（SUZUKI, Masami）
：兼担，中央研究施設

大野

洋一（OHNO，Yoichi）
：講師

荒木

隆一郎（ARAKI，Ryuichiro）
：助教

宮﨑

孝（MIYAZAKI, Takashi）
：助教

羽生

真由子（HANYU, Mayuko）
：助教

佐藤

真喜子（SATOH, Makiko）
：助手

佐藤

純子（SATOH, Junko）
：事務員

実験動物部門

准教授

2．活動状況
平成 18 年 8 月に設置され，平成 19 年度途中の 8 月より専任教員を置き地域医学に関する卒前卒後教育，研究を
本格的に開始し，平成 20 年度は本格的に活動を展開した．最も重点的に行ったのは，卒前教育としては，4 年生の
社会医学の一部としての地域医療・地域保健，環境保健，食品保健，産業保健に関する講義実習である．従来の衛生
学的な視点に加え，地域医療・地域保健の現場の視点や臨床医学的な視点を取り入れた教育を進めた．卒後臨床研修
の地域医療研修の充実を図るため，新しいプログラムを提案した．研究としては，従来の衛生学からの継続研究であ
る微量元素の生体影響に関する実験室での研究に加え，地域と連携して取り組む研究を展開すべく，毛呂山町，坂戸
市との協力関係を形成した．この中で，Web を使った感染症情報収集システムを起動し，児童生徒の感染症発生動
向を調査し，地域への還元を行った．また，特定健診・特定保健指導の実施にあわせ，毛呂山町と連携し，受診率向
上，健康意識の向上のための協力，研究を共同で実施した．また，比企医療圏における医療体制の整備に関連して，県，
自治体，医師会等と連携して，今後の方針の検討に参画した．医学生の卒前教育の中で，埼玉県立大学と連携し実習
を行うこと次年度に向けて検討した．

3．自己点検・評価
2 年目を迎え，年間を通して教育を担当することで，学生に対する「地域」を意識した教育を行うことができた．
卒後までを見通して，学術論文形式の報告書の作成や学会形式の発表会など，プレゼンテーション技術の向上，学習
意欲の向上にも貢献した．6 年生の卒業，国家試験対策についても，良質な試験問題の作成，学生指導などを行うこ
とができた．卒後臨床研修では，地域を意識した新しいプログラムを提案することで，魅力ある臨床研修プログラム
作成に貢献した．
研究面では，新しいプロジェクトに取り組むための事前準備的な活動が多く，成果は不十分である．地域との連携
をさらに構築し，成果を出していくことが必要である．
今後，埼玉医科大学に対する地域のニーズを把握するとともに，学内関連部署との連携をさらに強め，地域医療・
地域保健において社会貢献を行えるよう体制を整備していくことが必要である．
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14．アドミッションセンター
1．構成員
山内

俊雄（YAMAUCHI, Toshio）センター長

大野

良三（OHNO, Ryozo）副センター長

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）調査・研究・解析部門長
別所

正美（BESSYO, Masami）入試問題統括部門長

丸木

清之（MARUKI, Kiyoyuki）広報部門長

堀口

一夫（HORIGUTI, Kazuo）事務部門長

2．活動状況
平成 19 年 8 月 1 日より開設されたアドミッションセンターは，本学における入学者選抜（以下「入試」という．
）
が適切に行われ，本学の教育目標を達成しうる学生を受け入れるために，入学者受け入れ方針（アドミッションポリ
シー）に則した入試システムの構築，円滑な入試の実施，調査研究および入試に関する業務を統括し，支援すること
を目的として発足いる．
平成 20 年度は，前述の目的達成のために設けられた各部門の長ならびに副センター長の発令を行い陣容の強化を
行った．特に全学的な視点から，本学関連の各学校の入試担当教員および事務職員を招集しアドミッションセンター
の運営に関る意見交換を行うとともに入試日程の調整と入試時のミス防止対策などの課題に取り組んだ．

3．自己点検・評価
アドミッションセンターは，医学部，保健医療学部をはじめとし関連の学校群の入試委員会とも協調しつつ入試の
日程調整や各学校の特色を活かした入試が実施できるよう調整支援を行った．入試問題の作成時のミス防止策につい
てはチェック機能の強化と新たな機構の検討を開始した．これらの活動を通して医学教育センターの入学試験部門と
の機能分担が不明瞭になってきたため，その機能を取り込むことにより学内での入試管理に関る機関の一元化を図っ
た．
構成員についても当該年度においては前年度のセンター長に加え，副センター長，各部門長が定まり本学としてあ
るべき入試象の策定に着手した．今後は部門員の配置による組織の強化とともに，効率的な入試広報の確立やミス防
止策の実施，入試問題作成チームの編成などの検討に着手する予定である．
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15．学生部
1．構成員
医学部学生部委員会構成員，保健医療学部学生部委員会構成員については，各学生部委員会参照．

2．活動状況
学生部が平成 20 年度扱ったのは，以下のような項目である．
①学生の生活指導
身だしなみ，態度・マナー，喫煙，飲酒に関する事項
特に，学生マナー向上の一環として，稲葉学生保健管理室長を中心に，医学部学生に対し禁煙運動を推進した．
②部活動および東日本医科学生体育大会（東医体）
平成 20 年度第 51 回東日本医科学生総合体育大会が無事終了した．
③学園祭
学園祭（2008 越華祭）が日高キャンパスで行われた．
テーマ：“ 医心伝心 ”
日程：平成 20 年 11 月 23 日（日）〜 11 月 24 日（月）
第 36 回越辺祭が保健医療学部（第 2 回秋華祭）と合同開催した．昨年は同時開催であったので，合同開催として
は初めての試みであったが，入場者も多く，盛りあがった学園祭となった．
④学生保健管理
麻疹，風疹，水痘，ムンプス，結核についての管理
⑤ハラスメントの問題
相談の窓口（学生課）およびメールアドレスの設置
ハラスメント小委員会の設置
⑥その他
交通安全，学生保険など

3．自己点検・評価
医学部学生部委員会自己点検・評価，保健医療学部学生部委員会自己点検・評価については，各学生部委員会参照．
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16．大学病院
平成 19 年 4 月 1 日に埼玉県医療整備 5 カ年計画にのっとった埼玉医科大学国際医療センターが開設した．心臓
病センターとなる心臓内科や心臓血管外科，癌センターを構成する臨床腫瘍科を始めとした腫瘍に関わる内科系・外
科系の各科や，救命・救急センターとなる救急部も日高キャンパスへ移動した．当初，大学病院と国際医療センター
の住み分けというか職掌分担が必ずしも明確でない領域も多く，多少の混乱があった．しかしながら，地域の医療ニー
ズをふまえた大学病院と国際医療センターの緊密な連携が必要とされ，試行錯誤をしながら，新たな方向性が引き続
き模索されてきた．もちろん，大学病院は，従来どおり患者中心の安全で安心できる医療の提供を最大の目標とする
と同時に，医科大学の医療機関として，丸木理事長が位置づけられたように High Quality Teaching Genera Hospital
を目指して医学部学生の教育機関として，また卒業後の医師研修を担当する施設としてより一層の医学教育実践の充
実を図ることが求められていることに変わりはない．

1．人事
2 期 4 年間病院長を勤められた横手祐二病院長が 7 月 31 日付けで退任された．その後任として，内分泌・糖尿病
内科の片山茂裕教授が病院長に選任され，8 月 1 日付けで就任した．副院長として里見
予算管理担当）
，金澤

昭小児外科教授（医療保健・

實呼吸器内科教授（医療安全，感染対策，医療の質向上担当）は再任し，新たに別所正美血

液内科教授（臨床研修・総合診療内科・救急担当）と及川
美整形外科教授（中央手術部担当）
，篠塚

泰総看護師長（看護担当）が指名された．また，織田弘

望消化器・一般外科教授（中央手術部副担当），板倉敦夫産婦人科教授（成

育医療センター担当）
・青木正康医療安全管理者が院長補佐に指名された．それぞれの役割分担を明確にして，引き
続き病院の運営にあたってきた．年度中に新たに内分泌・糖尿病内科科長に粟田卓也教授が指名された．加澤鉄士准
教授（神経精神科・心療内科）が教授に昇格した．

2．診療
国際医療センターの開設に伴い，大学病院はベッド数を減らし，南館の改修工事をしながらの運営を余儀なくさ
れた．そのため，本年度中のベッド数は 703 〜 726 床という変則運営となった．平成 20 年度埼玉医科大学病院全
体の診療実績は，新入院患者数は 13,998 人，延入院患者数 238,668 人，平均入院患者数 653.9 人，平均在院日数
13.7 日，平均病床稼働率 91.3％であった．中央手術部を使用しての手術件数は年度総数が 6,232 件であった．した
がって，急性期病院としての機能を十分はたしてきたといえる．外来診療では延外来受診患者数は 445,707 人で，
うち初診患者数は 41,618 人であった．
平成 18 年 10 月 1 日から総合診療内科が内科の一診療科として活動を開始し，中元秀友教授が引き続き担当して
いる．患者の高齢化とともに多臓器疾患を有する症例が多くなり，従来の臓器別専門分化した診療科では対応が適切
ではなくなってきたと共に，新臨床研修医制度の目標でもある一般的な疾患を取り扱う診療科が大学病院においても
医師教育上必要であるとの考えから発足したものであるが，本院の研修医教育の特徴としてさらに発展させる方向で
検討を続けている．平成 21 年 2 月 1 日より，総合診療内科としての病棟を南館 10 階に開設した．さらに，2 月 9
日には南館 1 階に内科外来センターと中央治療センターが完成したが，その一画の西側の 7 ブースを総合診療内科
外来ブースとして占めることとなった．

3．病院運営，管理
大学病院の基本的な運営・管理方針の決定は，従来通り，病院長，副院長，院長補佐，看護部長ならびに総看護師
長，医務部長，大学病院担当常務理事で構成された大学病院運営会議を毎週開催し行ってきた．さらに昨今のますま
す厳しくなる医療を取り巻く環境を鑑み，大学病院経営改善会議を設置し，総務部，経理部，医務部のメンバーを加
えて病院の経営状況の把握と情報共有，分析，経営改善法の検討を行っている．科長会議，埼玉医科大学法人経営組
織との連携を密にし，激動する医療に対応するようにしてきた．
安全で効率的な外来，入院患者管理を行うために，国際医療センター開設後に入院病棟の改修が検討され，まず築
28 年に達した南館の改修が最上階より 2 フロアずつ空けて平成 19 年 9 月 10 日より開始された．その基本的方針は，
患者さんの療養環境を改善するため 8 人床を 6 人床へする，デイルームを設置する，院内感染対策として水周りの
見直しを行う，卒前･卒後の臨床教育実習環境の充実するためカンファレンスルームを設置する，患者さんと医療者
のコミュニケーションの向上を図るため相談室を設置することなどである．平成 19 年 12 月には南館 11 階が，平
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成 20 年 1 月 15 日には南館 10 階が竣工し，見違えるほど明るく新装成った病棟で診療が再開された．本年度も引
き続き南館の改修が続き，4 月に南館 8 階が，6 月に南館 7 階が，8 月・9 月にそれぞれ南館 6 階・5 階が竣工した．
そして，年末の 12 月に南館 4・3 階に新設されていた小児科病棟と未熟児・新生児病棟 (NICU・GCU) が完成し，同
年末より南館 2 階の産科病棟と合わせて「成育医療センター」としての運営が始まった．

4．医学生教育と医師研修教育
平成 16 年度から新たに導入された教員組織体制の中でも，診療に携わるすべての教員は同時に学生の教育に携わ
る教員であることが規定されており，
診療そのものも教育の一環であるとの考えを持って日常の診療に当たっている．
医学部 5 年生の臨床実習（BSL）にあたっては，できる限り臨床を体験できるよう，教育センターと連絡を取りなが
らプログラムの遂行を行っている．当大学病院においては上記の医学部学生のみではなく，埼玉医科大学保健医療学
部，短期大学，毛呂病院看護専門学校の主実習医療機関としての役割を担っている．平成 20 年度に埼玉医科大学病
院で新たに臨床研修をスタートした研修医は医科 19 名と歯科 2 名で，19 年度に研修を開始した 2 年目の研修医と
あわせて医科は計 52 名，歯科は計 4 名が研修医として在籍している．医科の新研修医数が減少したことは，大きな
問題であり，来年度に向けた対策を考慮している．従来から継続している年 5 回の CPC，2 回の保険診療講習会へ
の参加は研修医の義務とされているが，さらに平成 19 年 1 月から，週に 1 回全研修医が昼食をとりながら，院内
の講師による研修中に必要な医療情報に関する講演を聴くと共にお互いの情報交換をするランチョンレクチャーを企
画，実行している．

5．医療安全と院内感染対策
平成 20 年度も安全で安心できる医療の提供の基本的重要事項として，医療安全，院内感染対策に取り組んできた．
平成 18 年 6 月に発生した多剤耐性緑膿菌 (MDRP) の院内感染や，平成 19 年 3 月に発生したバンコマイシン耐性腸
球菌 (VRE) の院内感染は，院内感染対策委員会の充実，インフェクションコントロールチームの活動強化，院内感染
に関する講演会，講習会の開催による職員の意識向上等を精力的に行い，幸いに管理下におかれている．VRE に関
しては，VRE の病院内への侵入を水際で食い止めるために，過去 90 日以内に他院に入院歴のある患者や，VRE が検
出された病棟に同時期に入院歴のある患者さんなどに，病院負担で VRE の入院時スクリーニング検査を平成 19 年
12 月末より開始している．このような努力は，平成 20 年 10 月 26 日の日本経済新聞朝刊の「蘇れ医療」という特
集記事の中で「安全のコスト」として取り上げられ，お褒めの言葉をいただいた．
医療安全の確保は，医療安全対策委員会，医療安全対策室（専任職員 2 名，兼任職員 8 名）を中心として職員の
意識向上をはかり，大きな医療事故も無く経過することができた．医療安全に関する講演会，研修会，学習会は 19
回開催され，その出席参加者は延 3,633 人であった．

5．総括
医学部と分離した大学病院の運営として 5 年目を迎え，多くの教員がその意味を理解したうえで，診療と医学教育，
研究のバランスをうまく図ろうと引き続き努力をしている．平成 19 年 4 月に国際医療センターが開院され，多くの
診療科，診療分野が新病院へ移動し，大学病院のあり方も大きく変化した．医師の偏在，診療科ごとの医師の不均衡，
救急医療の問題など地域の抱える医療の問題はますます大きくなっているが，埼玉県唯一の医科大学であり，その医
師養成のための代表医療機関である埼玉医科大学病院の役割はますます重要になっている．このような環境の中で地
域への良質な医療の提供，高度の先進医療の実践，医学教育の充実による優れた臨床医の育成など，教員，医療従事
者が一丸となって大学病院の運営を進めて行く努力が必要である．
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17．総合医療センター
総合医療センターは今年度で開設以来 23 年経過し，厚生労働省のいう “4 疾病 5 事業 ” すべてに対応できる病院
として，地域医療の中核となっている．しかし，救急部門，外来部門，あるいは BSL 学生，研修医室など全体的に
スペースが不足してきており，病棟の改築などを含め将来計画を立てる時期に来ていると思われる．

1．人事
平成 20 年 8 月 1 日付けで呼吸器外科の中山光男教授，12 月 1 日付けで形成外科・美容外科の三鍋俊春教授がそ
れぞれ昇格した．また，8 月 1 日付けで野口久美子総看護師長が副院長に 9 月 1 日付けで救急科（ER）の輿水健治
准教授が院長補佐となった．平成 21 年 3 月 1 日現在の教職員数は，教授 33 名，准教授 34 名，講師 47 名，助教
221 名，研修医 54 名，看護職員 924 名，薬剤師 68 名，事務部門その他 390 名，合計 1,771 名である．

2．診療
平成 20 年度の診療実績としては，入院患者延べ人数 291,677 人，病床稼働率 87.5％平均在院日数 14.5 日，また
外来部門では外来患者延べ人数 615,136 人，1 日平均患者数 2,092 人，紹介率 49.6％であった．平成 19 年 11 月
よりスタートしたドクターヘリは，昨年度の出動回数は 30 回であったが，今年度は 137 回となり徐々に増加して
おり，僻地医療，救急医療に貢献している．20 年 7 月に手術室が 1 室増室となり（計 10 室），今後手術件数の増加
につながるものと期待されている．

3．教育
初期研修医 1 年目 23 名，
2 年目 31 名計 54 名の教育がおこなわれた．20 年度初期研修医は 24 名（本学卒業 20 名，
他大学 4 名）が採用されたが，中途退職が 1 名あった．後期研修医としては 22 名が採用され，それぞれの初期研修
病院は当院 13 名，大学病院 3 名，他病院 6 名であった．

4．研究
平成 20 年度文部科学省研究費補助金の採択は，11 件で計 1,200 万円の研究補助金を得た．件数では全学の
14％，金額は 11％に相当する．これらの数字は年々低下してきており，当センターにおいても研究活動の活性化が
望まれる．

5．平成 20 年度総合医療センターの主な出来事
平成 20 年 5 月 20 日細胞調整室開設
平成 20 年 5 月 20 日〜 6 月 20 日中国西部大地震国際緊急援助隊医療チーム参加
平成 20 年 7 月厚生労働省指定「急性期医療にかかる診断群分類別包括評価（DPC）」導入
平成 20 年 9 月 8 日第 6 回 ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合に係る 9 カ国の代表が施設見学に来院
平成 20 年 10 月 7 日川越保育園地鎮祭
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18．国際医療センター
病院長

松谷雅生

国際医療センターは平成 19 年 4 月に開院，2 年目の平成 20 年度に予定病床数の 90% に相当する 544 床を開き
ました．4 月と 5 月は新採用看護師の教育を兼ねながらの運用のため 544 床全てを活用できませんでしたが，7 月
より 544 床全ての運用を開始し，9 月には稼働率 90%，10 月からは 95% を記録し，早期の入院を希望される方々
の期待に応えられる体制を構築致しました．
包括的ガンセンターでは，がんのリンパ節や骨などへの微少転移の診断に威力を発揮する PET/CT 検査も軌道に乗
り，また，サイバーナイフというがん治療に欠かせない特殊な放射線治療を 7 月中旬より開始いたしました．この
機器はがん病巣部に限局して極めて高い線量を 1 回，あるいは数回に分けて照射できるもので，脳腫瘍，頭頚部腫
瘍の治療に威力を発揮しております．次年度からは胸部や腹部のがんにもその治療範囲を広げて参ります．これら最
先端の治療と共に，がん医療を学ぶ若手医師の教育にも力を入れております．今年度は，がん薬物療法専門医 2 名，
がん治療認定医 16 名，放射線腫瘍学会認定医 1 名を誕生させております．また「がんプロフェッショナル養成プラ
ン」には 10 名の大学院生が入学し，臨床体験を積みつつ研究活動にも携わっております．
心臓病センターでは，心臓内科，心臓血管外科，小児循環器科の専門医が協力してあらゆる循環器疾患の診療にあ
たっております．心血管系の急性疾患である急性心筋梗塞，急性大動脈解離，急性心不全などは，一分でも早い治療
によって救命が可能となる重篤な疾患です．それらに対応できるよう，迅速な診断から適切な治療を 24 時間提供で
きる体制を整えています．これらの急性期治療とともに，閉塞性動脈硬化症例への血管再生治療，心不全症例に対す
る人工心臓を用いた治療，心筋再生治療などの最先端の治療を行い，さらに本邦では数少ない施設でしか実施されて
いない高度な技術を要する先天性心疾患の出生児診断，大動脈瘤へのステント植え込み治療績，心房中隔欠損症に対
するカテーテルを用いた閉塞術などの治療実績も積み重ねております．
救命救急センターは，センター内に専用の 64 列 MDCT，biplane ﬂat panel の脳血管撮影装置，透視用 DR，一般
用 X 線撮影装置などの放射線関係の装備を配置し，救急室に緊急用手術室を併設（別に中央手術部に救急専用の手
術室 3 室）
するなど，
最新の設備を擁した本格的三次救命救急センターです．脳卒中はセンター内の脳卒中センターで，
急性心不全に対しては前記心臓病センターで，重症多発外傷とその他の急性重症疾患は，救急専門医が中心になり対
処しております．平成 20 年 6 月 12 日付けで，
埼玉県で 7 番目の救命救急センターの認可を受け，埼玉医科大学病院
（埼
玉県入間郡毛呂山町）や埼玉医科大学総合医療センター（埼玉県川越市）のほか，地域関連医療機関と連携し，埼玉
県西部地域のみならず，消防・防災ヘリコプターや県ドクターヘリなどによる広域救急医療を展開しています．
医学部学生の臨床実習は，大学病院との協力の上で，がん，心臓病，救急疾患の実習を担当し，前期研修医につい
ても同様の役目を担っています．保険医療学部との関連においても，実習病院として協力することは当然として，最
も適切ながん治療を行う際に不可欠ながん専門認定看護師やホスピスケア認定看護師などの養成，新しい治療の開
発に協力する臨床試験支援センターでのデータマネージャーや CRC（臨床試験コーデイネーター，看護師や薬剤師）
の養成，心臓病治療をはじめとして先進的医療を行うのに欠かせない臨床工学技士の養成など，保健医療学部の教育
および卒後進路に重大な関係のある部門で協力を行っております．
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委員会・会議報告（全体）

1．1）医学情報施設運営委員会
1．構成員
委員長：別所

正美（BESSHO, Masami）
：大学病院血液内科：教授，副学長，施設長（任期：H22.3.31）

委

員：勝浦

一雄（KATSUURA, Kazuo）
：基礎医学部門医学基礎：准教授（任期：H22.3.31）

委

員：永井

正規（NAGAI, Masaki）
：基礎医学部門公衆衛生学：教授（任期：H22.3.31）

委

員：丸山

敬 （MARAUYAMA, Kei）
：基礎医学部門薬理学：教授（任期：H22.3.31）

委

員：佐々木

委

員：小山

勇 （KOYAMA, Isamu）
：国際医療センター消化器外科：教授（任期：H22.3.31）

委

員：前田

平生（MAEDA, Hirao）
：総合医療センター輸血部：教授（任期：H22.3.31）

委

員：岡崎

康司（OKAZAKI, Yasushi）
：共通部門ゲノム医学研究センター：教授（任期：H22.3.31）

委

員：椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：医学情報施設：准教授，施設主任（任期：H22.3.31）

望（SASAKI, Nozomu）
：大学病院小児科：教授（任期：H22.3.31）

オブザーバ：山内俊雄学長，市岡正適教授（保健医療学部）

2．目的
医学情報施設について，施設運営の基本方針，施設予算の立案および執行，利用者協議会，施設諸規則の制定およ
び改廃，その他施設に関する重要事項について審議することを目的とする．

3．活動報告
①第 20 回（平成 20 年 9 月 8 日）於：旧医学教育センター本部

出席者 11 人

欠席者 0 人

議事：医学情報施設の医学教育センターへの改組について
②第 21 回（平成 20 年 10 月 6 日）於：旧医学教育センター本部

出席者 10 人

欠席者 1 人

議事：医学情報施設の医学教育センターへの改組について

4．評価と次年度目標
医学情報施設は医学部の組織と位置づけられてきたが，保健医療学部の開設や学内 LAN の広がりなどにより現状
との乖離が生じてきていることが説明され，全学の基盤組織として医学情報センターを設置することについての議論
が行われた．その結果，平成 21 年 4 月，情報技術支援推進センターが発足することとなった．本学の教育・研究の
ための情報機器の中核としての役割を果たせるよう運営していく．医学情報施設の活動内容については当該ページを
参照．
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1．2）
（1）倫理委員会
1．構成員〔委員：任期 2 ヵ年
委員長：

御手洗哲也（Mitarai Tetsuya）
：
〔総合医療センター，腎高血圧内科，教授〕

副委員長：松下
委員：

池淵

祥（Matsusita Sho）
：
〔医学部免疫学，教授〕
研二（Ikebuchi Kenji）
：
〔国際医療センター輸血･細胞移植部，教授〕

遠藤
大西

實（Endo Makoto）
：
〔埼玉医科大学保健医療学部，顧問〕
正夫（Ohnishi Masao）
：
〔医学教育センター，客員教授〕

里見

昭（Satomi Akira）
：
〔大学病院小児外科，教授〕

關

博之（Seki Hiroyuki）
：
〔総合医療センター産婦人科，教授〕

田邊

一郎（Tanabe Ichiro）
：
〔保健医療学部医用生体工学科，准教授〕

出口

修宏（Deguchi Nobuhiro）：〔大学病院泌尿器科，教授〕平成 21 年 3 月 3 日退職

村田

栄子（Murata Eiko）
：
〔保健医療学部健康医療科学科，教授〕

永井

正規（Nagai Masaki）
：
〔医学部公衆衛生学，教授〕

村松

正實（Muramatsu Masami）：〔埼玉医科大学，客員教授〕

米谷
学外委員：大嶋

新（Yoneya Shin）
：
〔大学病院眼科，教授〕
恭子（Ohshima Kyouko）
：
〔大嶋恭子税理士事務所，税理士〕6 月まで

井上

晶子（Akiko Inoue）
：
〔元日本赤十字埼玉県支部事務局長〕7 月より

田澤

俊義（Tazawa Toshiyoshi）：〔サライ法律事務所，弁護士〕

安田

福輝（Yasuda Fukuteru）
：
〔安田醫院，院長〕

個人情報管理責任者
事務担当

平成 22 年 3 月 31 日迄〕

小鷹

粟田

卓也（Awata Takuya）：〔内分泌内科糖尿病内科（9 月より）：，教授〕

徳子（Odaka Noriko）
：
〔大学事務部，医学教育センター〕

2．本委員会の目的
埼玉医科大学医学部，保健医療学部，および埼玉医科大学大学関連施設におけるヒトを対象とした医学および関連
諸科学の研究，ならびに医療行為等に関する倫理性を審議する．特に，手術・生検組織，血液などの生体材料を用い
た遺伝子解析研究，遺伝子治療に関する研究，先端的医療に該当する研究やトランスレーショナルリサーチに相当す
る研究などの審査を行う．

3．活動報告
1）委員会の開催： 以下の通り計 11 回の委員会を開催した．
第 156 回 [4 月 8 日 ]，第 157 回 [5 月 13 日 ]，第 158 回 [6 月 10 日 ]，第 159 回 [7 月 8 日 ]，
第 160 回 [9 月 9 日 ]，第 161 回 [10 月 14 日 ]，第 162 回 [11 月 11 日 ]，第 163 回 [12 月 9 日 ]，
第 164 回 [ 平成 21 年 1 月 13 日 ]，第 165 回 [ 2 月 3 日 ]，第 166 回 [ 3 月 10 日 ]
委員会議事録は学内ホームページに掲載．
2）主な審議事項
（1）申請課題の審査〔新規申請 31 件〕
1．申請番号 540：
「アルツハイマー病総合診断体系実用化プロジェクト（J-ADNI 全国臨床研究）」
申請者：荒木信夫〔神経内科学・脳卒中内科〕
申請：平成 20 年 3 月 10 日 /6 月 5 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 5 月 13 日〕，訂正書類受理〔平成 20 年 6 月 10 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
2．申請番号 541：
「Subclinical Hepatic Encephalopathy と診断された肝硬変患者に対する栄養治療介入に関する
臨床研究」
申請者：持田智（消化器・肝臓内科）
申請：平成 20 年 3 月 17 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 4 月 8 日〕，訂正書類〔未提出〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
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3．申請番号 542：
「日本女性における乳がん発症リスクの検討」
申請者：佐伯俊昭（国際医療センター乳腺腫瘍科）
申請：平成 20 年 3 月 18 日 /4 月 21 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 5 月 13〕，訂正書類〔未提出〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（遺伝子解析研究）
4．申請番号 543「新規精神遅滞責任遺伝子の同定」
申請者：岡崎康司（トランスレーショナルリサーチ）
申請：平成 20 年 3 月 19 日 /10 月 20 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 4 月 8 日〕，訂正書類受理〔平成 20 年 11 月 11 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（遺伝子解析研究）
5．申請番号 544：
「テーラーメイド治療を目指した肝炎ウイルスデータベース構築に関する研究」
申請者：持田 智（消化器内科・肝臓内科）
申請：平成 20 年 4 月 11 日 /5 月 26 日
審議結果：条件付き承認〔平成 20 年 5 月 13〕，訂正書類受理〔平成 20 年 6 月 10 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（遺伝子解析研究）
6．申請番号 545：
「全国悪性中皮腫登録」
申請者：小林国彦（国際医療センター呼吸器内科）
申請：平成 20 年 4 月 18 日 /6 月 11 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 5 月 13〕，訂正書類受理〔平成 20 年 7 月 8 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
7．申請番号 546：
「消化器癌における Aurora-A と CHFR，リン酸化 Akt の発現率及び Aurora 阻害薬の効果」
申請者：多賀誠（消化器一般外科）
申請：平成 20 年 4 月 19 日
審議結果：保留〔平成 20 年 5 月 13〕
（遺伝子解析研究，分子生物学的）
8．申請番号 547：
「天疱瘡における遺伝的背景の検索」
申請者：中村晃一郎（皮膚科）
申請：平成 20 年 5 月 2 日 /7 月 29 日
審議結果：条件付き承認〔平成 20 年 6 月 10 日〕，訂正書類受理〔平成 20 年 9 月 9 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（遺伝子解析研究）
9．申請番号 548：
「再発卵巣癌および子宮頚癌に対する UGT1A1 遺伝子多型に基づく塩酸
イリノテカンとシスプラチンの併用化学療法の第 I 相臨床試験」
申請者：後藤友子（国際医療センター婦人科腫瘍科）
申請：平成 20 年 5 月 14 日 /7 月 14 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 6 月 10 日〕，訂正書類受理〔平成 20 年 10 月 14 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（遺伝子解析研究）
10．申請番号 549：
「肺癌における Enhancer of zeste homolog（EZH2）関連因子探索に関する研究」
申請者：小山信之（国際医療センター呼吸器内科）
申請：平成 20 年 5 月 28 日 /8 月 4 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 7 月 8 日〕，訂正書類受理〔平成 20 年 10 月 14 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（遺伝子解析研究）
11．申請番号 550：
「マイクロアレイ解析を用いた脳腫瘍におけるポルフィリン代謝経路の解析 -5- アミノレブリン
酸を用いた脳腫瘍術中蛍光診断および蛍光治療へ向けての基礎研究」
申請者：西川 亮（国際医療センター脳・脊髄腫瘍科）
申請：平成 20 年 6 月 20 日 /8 月 27 日
審議結果：条件付き承認〔平成 20 年 7 月 8 日〕，訂正書類受理〔平成 20 年 9 月 9 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（遺伝子解析研究）
12．申請番号 551：
「固形がん患者における抗がん剤に対する応答性に関するプロテオーム・メタボローム解析」
申請者：佐々木 康綱（国際医療センター腫瘍内科）
申請：平成 20 年 6 月 20 日･ 8 月 4 日 /9 月 19 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 7 月 8 日〕，訂正書類受理〔平成 20 年 10 月 14 日〕
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平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（遺伝子解析研究）
13．申請番号 552：
「リセドロネートに対するビタミン K2 の併用効果の検証（JOINT-03）」
申請者：中山 耕之介（内分泌・糖尿病内科部門）
申請：平成 20 年 8 月 12 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 9 月 9 日〕，訂正書類〔未提出〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（疫学研究）
14．申請番号 553：
「特定保健指導によるメタボリックシンドロームの動脈硬化改善効果
〜健康トゥ毛呂― 21 血管若返りプロジェクト〜」
申請者：鈴木 洋通（地域医学・医療センター）
申請：平成 20 年 9 月 19 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 10 月 14 日〕，訂正書類受理〔平成 20 年 12 月 9 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（疫学研究）
15．申請番号 554：
「Bevacizumab による高血圧症と蛋白尿発現の機序および予測に関する研究」
申請者：佐々木 康綱（国際医療センター腫瘍内科）
申請：平成 20 年 10 月 17 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 11 月 11 日〕，訂正書類〔未提出〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（遺伝子解析研究）
16．申請番号 555：
「非小細胞肺癌（腺癌）における EML4-ALK 遺伝子異常頻度と EML4-ALK 遺伝子異常を有する
肺癌患者の臨床的特徴に関する観察研究」
申請者：萩原 弘一（呼吸器内科）
申請：平成 20 年 10 月 20 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 11 月 11 日〕，訂正書類〔未提出〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（遺伝子解析研究）
17．
申請番号 556：
「レキップ錠を用いた Quantiﬁed Severity Scale for Parkinson's disease（QSSPD）の妥当性の検討」
申請者：荒木 信夫（神経内科・脳卒中内科）
申請：平成 20 年 11 月 14 日 /21 年 2 月 2 日
審議結果：条件付き承認〔平成 20 年 12 月 9 日〕，訂正書類受理〔平成 21 年 2 月 3 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
18．申請番号 557：
「下咽頭がんおよび声門上がんに対する頸部郭清術の術式均一化に関する研究」
申請者：菅澤正（国際医療センター頭頸部腫瘍科）
申請：平成 20 年 11 月 17 日 /21 年 1 月 19 日
審議結果：条件付き承認〔平成 20 年 12 月 9 日〕，訂正書類受理〔平成 21 年 2 月 3 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
19．申請番号 558：
「新型インフルエンザに対する CTL 誘導ワクチンに用いる高反応性エピトープの研究」
申請者：松井政則（微生物学）
申請：平成 20 年 11 月 18 日 /12 月 19 日
審議結果：承認･コメント〔平成 21 年 1 月 13 日〕，訂正書類〔未提出〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
20．申請番号 559：
「新規癌抑制遺伝子候補 ALEX1 の腫瘍内発現及びプロモーター DNA メチル化に関する研究」
申請者：小山勇（国際医療センター消化器外科）
申請：平成 20 年 11 月 19 日 /21 年 1 月 23 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 12 月 9 日〕，訂正書類受理〔平成 21 年 2 月 3 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（遺伝子解析研究）
21．申請番号 560：
「新規癌抑制遺伝子候補 SVS-1 の腫瘍内発現と患者の予後との関連性についての研究」
申請者：小山 勇（国際医療センター消化器外科）
申請：平成 20 年 11 月 19 日 /21 年 1 月 23 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 12 月 9 日〕，訂正書類受理〔平成 21 年 2 月 3 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（遺伝子解析研究）
22．申請番号 561：
「パーキンソン病における補足運動野反復磁気刺激の臨床効果に関する
多施設共同無作為比較試験」
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申請者：小森 哲夫（神経内科）
申請：平成 20 年 11 月 20 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 12 月 9 日〕，訂正書類〔未提出〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
23．申請番号 562：
「わが国の腎臓病患者における総合データベース構築に関する研究」
申請者：鈴木 洋通（腎臓内科）
申請：平成 20 年 12 月 2 日 /21 年 5 月 22 日
審議結果：承認･コメント〔平成 21 年 1 月 13 日〕，訂正書類〔平成 21 年 6 月 9 日〕
平成 20 年度実施報告書〔報告書提出の対象外〕（疫学研究）
24．申請番号 563：
「日本ネフローゼ症候群コホート研究」
申請者：鈴木 洋通（腎臓内科）
申請：平成 20 年 12 月 2 日 /21 年 5 月 22 日
審議結果：承認･コメント〔平成 21 年 1 月 13 日〕，訂正書類〔平成 21 年 6 月 9 日〕
平成 20 年度実施報告書〔報告書提出の対象外〕（疫学研究）
25．申請番号 564：
「筋萎縮性側索硬化症患者からの iPS 細胞を介した運動神経の樹立とその機能解析」
申請者：奥田 晶彦（ゲノム医学研究センター）
申請：平成 20 年 12 月 18 日
審議結果：承認･コメント〔平成 21 年 1 月 13 日〕，訂正書類〔未提出〕
平成 20 年度実施報告書〔報告書提出の対象外〕（遺伝子解析研究）
26．申請番号 565：
「根治切除不能卵巣癌および腹膜癌に対する TC 療法の新規投与法（腹腔内 Carboplatin/weekly
Paclitaxel）の検討 - ゲノム薬理学的解析を加えた第Ⅱ相試験 -」
申請者：藤原恵一（国際医療センター婦人科腫瘍科）
申請：平成 20 年 12 月 20 日 /21 年 2 月 3 日
審議結果：承認･コメント〔平成 21 年 1 月 13 日〕，訂正書類受理〔平成 21 年 3 月 10 日〕
平成 20 年度実施報告書〔報告書提出の対象外〕（遺伝子解析研究）
27．申請番号 566：
「組織内照射を使った加速乳房部分照射法の feasibility stud」
申請者：土器屋卓志（国際医療センター放射線腫瘍科）
申請：平成 21 年 1 月 20 日
審議結果：予備審査のみ後申請者取下げ〔平成 21 年 2 月 3 日〕
28．申請番号 567：
「大腸癌に対する 2nd line FOLFIRI+Erbitax 療法の臨床第 2 相試験（FLIER）」
申請者：石田秀行（総合医療センター消化管・一般外科）
申請：平成 21 年 1 月 20 日 /21 年 2 月 17 日
審議結果：承認･コメント〔平成 21 年 2 月 3 日〕，訂正書類受理〔平成 21 年 3 月 10 日〕
平成 20 年度実施報告書〔報告書提出の対象外〕（遺伝子解析研究）
29．申請番号 568：
「女子長距離走選手の引退後の妊孕性・卵巣機能に関するアンケート研究」
申請者：難波聡（産婦人科）
申請：平成 21 年 1 月 20 日
審議結果：保留〔平成 21 年 2 月 3 日〕
（疫学研究）
30．申請番号 569：
「圧気作業従事者における疲労徴候に関する研究」
申請者：宮崎 孝（地域医学医療センター）
申請：平成 21 年 2 月 13 日 /3 月 27 日
審議結果：承認〔平成 21 年 4 月 14 日〕
平成 20 年度実施報告書〔対象外〕
（疫学研究）
31．申請番号 570：
「性同一性障害患者の卵巣を用いた卵巣組織からの卵子採取および保存法の開発」
申請者：高井 泰 （総合医療センター産婦人科）
申請：平成 21 年 2 月 20 日
審議結果：承認･コメント〔平成 21 年 3 月 10 日〕，訂正書類〔未提出〕
平成 20 年度実施報告書〔報告書提出の対象外〕
〔2〕承認済み研究の研究計画書変更の再審査〔8 件〕
1．申請番号 493- Ⅲ：
「自家末梢血単核球移植による末梢性動脈疾患（慢性閉塞性動脈
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硬化症・バージャー病）の血管新生療法」
申請者：小宮山伸之（国際医療センター心臓内科）
申請：平成 20 年 3 月 27 日 /4 月 1 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 4 月 8 日〕，訂正書類受理〔平成 20 年 5 月 13 日〕
平成 20 年度実施報告書〔平成 21 年度に継続〕（遺伝子解析研究）
2． 申 請 番 号 522- Ⅱ：
「ERCC1 お よ び TS の 発 現 を 指 標 と し た 切 除 不 能 の 進 行・ 再 発 結 腸・ 直 腸 癌 に 対 す る
modiﬁed FOLFOX6 療法の効果予測」
申請者：石橋敬一郎（総合医療センター消化管・一般外科）
申請：平成 20 年 5 月 20 日 /9 月 2 日
審議結果：承認・コメント〔平成 20 年 6 月 10 日〕，訂正書類受理〔平成 20 年 10 月 14 日〕
平成 20 年度実施報告書〔平成 21 年度に継続〕（遺伝子解析研究）
3．申請番号 432- Ⅲ：
「TS-1 の薬剤応答に関連した遺伝薬理学的・臨床薬理学的研究」
申請者：佐々木康綱（国際医療センター腫瘍内科）
申請 : 平成 20 年 5 月 20 日 /6 月 21 日 /7 月 30 日
審議結果：承認・コメント〔平成 20 年 7 月 8 日〕，訂正書類受理〔平成 20 年 9 月 9 日）
平成 20 年度実施報告書〔平成 21 年度に継続〕（遺伝子解析研究）
4．申請番号 344- Ⅱ：
「ヒト骨髄を用いた再生医療のための基礎研究」
申請者：池淵研二（輸血・細胞移植部）
申請：平成 20 年 6 月 19 日
審議結果：承認・コメント〔平成 20 年 7 月 8 日〕，訂正書類受理〔未提出〕
平成 20 年度実施報告書〔平成 21 年度に継続〕
5．申請番号 524：
「タモキシフェンの薬剤応答に関連した薬理遺伝学的・臨床薬理学的研究」
申請者：佐々木康綱（国際医療センター腫瘍内科）
申請：平成 20 年 7 月 4 日 /9 月 1 日
審議結果：承認・コメント〔平成 20 年 7 月 8 日〕，訂正書類受理〔平成 20 年 9 月 9 日〕
平成 20 年度実施報告書〔平成 21 年度に継続〕（遺伝子解析研究）
6．申請番号 482- Ⅲ：
「ミトコンドリア呼吸鎖複合体異常症の酵素診断と責任遺伝子解析」申請者：大竹明（小児科）
申請：平成 20 年 11 月 20 日 /21 年 1 月 5 日
審議結果：承認･コメント〔平成 20 年 12 月 9 日〕，訂正書類受理〔平成 21 年 1 月 13 日〕
平成 20 年度実施報告書〔継続〕
（遺伝子解析研究）
7．申請番号 162- Ⅲ：
「神経疾患の病態に関与する候補遺伝子研究」
申請者：糸川かおり（神経内科）
申請：平成 20 年 12 月 15 日 /21 年 2 月 5 日 /21 年 2 月 21 日
審議結果：承認･コメント〔平成 21 年 1 月 13 日〕，訂正書類受理〔平成 21 年 4 月 14 日〕
平成 20 年度実施報告書〔平成 21 年度に継続〕（遺伝子解析研究）
8．申請番号 124- Ⅱ：
「糖尿病および糖尿病合併症の発症および進展に関与する遺伝子の研究」
申請者：粟田卓也（内分泌・糖尿病内科）
申請：平成 21 年 1 月 20 日 /2 月 24 日 /10 月 13 日
審議結果：承認･コメント〔平成 21 年 2 月 3 日〕，訂正書類受理〔平成 21 年 3 月 10 日 /11 月 10 日〕
平成 20 年度実施報告書〔平成 21 年度に継続〕（遺伝子解析研究）

4．ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会
1）審査
①申請番号 001- Ⅲ「ヒト ES 細胞に対応する効率の高い遺伝子導入法と染色体操作技術の開発」（使用責任者 三谷幸
之介）
それまで遂行中であったヒト ES 細胞使用計画（申請番号 001- Ⅱ）と内容は同じだが，使用分担者の退職・退職
予定に伴い研究者 2 名を削除することになり，申請番号 001- Ⅲとして軽微な変更の届け出を行うとして申請された．
指針第 56 条に従い，ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会で審議した結果，文部科学大臣への計画変更申請が必要
になった．また，事務局の名称変更と専門部会員の 1 名増員についても軽微な変更として文部科学省に届け出るこ
とになり，専門部会で承認された．
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②申請番号 002｢ ヒト ES 細胞樹立プロジェクトへの胚提供 ｣
（申請者 石原 理）
文部科学省に申請されている国立成育医療センター研究所の ｢ ヒト ES 細胞の樹立 ｣ 申請は，本学が提供医療機関
として記載されているが，平成 21 年 2 月 5 日付けで文部科学大臣により承認されたことが報告された．
2）ヒト胚性幹細胞使用計画実施状況報告書の受理
研究課題 001- Ⅱ「ヒト ES 細胞に対する効率の高い遺伝子導入法と染色体操作技術の開発」について，使用責任
者の三谷幸之介氏より提出されたヒト胚性幹細胞使用計画実施状況報告書（5 年計画の 2 年目）を第 8 回ヒト胚性
幹細胞研究倫理審査専門部会
（持ち廻り）
で審議した結果，研究計画に沿って適切に使用されていることが確認された．
3）その他
①平成 20 年 2 月 21 日付け文部科学省研究振興局長名で ｢ ヒト ES 細胞等からの生殖細胞の作成等に係る当面の
対応について（通知）｣ が大学に届いた．
②平成 21 年 1 月 27 日にヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会のホームページが更新され，ヒト胚性幹細胞研究
倫理審査規則と研究課題 001- Ⅱ「ヒト ES 細胞に対する効率の高い遺伝子導入法と染色体操作技術の開発」の
2 年終了時の使用報告を公表した．
③
「ヒト ES 細胞の樹立及び使用に関する指針」の第 9 条第 1 項第 3 号に，ヒト ES 細胞使用機関からの分配は行わず，
樹立機関に戻してから分配することが記載されたことから，平成 20 年 11 月 25 日付けで京都大学再生医科学
研究所の坂口所長から学長宛に契約変更に関する申し出があった．

5．利益相反（Conﬂict of Interest：COI）専門部会
平成 20 年 3 月 31 日付けで ｢ 厚生労働科学研究における利益相反（Conﬂict of Interest：COI）の管理に関する指
針 ｣ が公表され（科発第 0331001 号厚生科学課長決定），大学等の職員が公的研究費を受ける際には，大学として
利益相反を管理することが求められ，平成 22 年 3 月までに利益相反の管理体制を整える必要が生じた．教職員の利
益相反を管理するには，埼玉医科大学利益相反管理規則の作成と，埼玉医科大学 COI 委員会の設置が必要になるため，
その準備委員会として，倫理委員会に利益相反専門部会を設置した．
利益相反専門部会の構成員は以下の通りである．
専門部会会長：永井正規
部会委員：松下 祥，藤原恵一，田邊一郎，飯野 顕，安河内正文，大西正夫，
田澤俊義（外部）
事務局：綿貫忠彦，浅見文子
オブザーバー：御手洗哲也（倫理委員会委員長）
1）｢ 埼玉医科大学利益相反マネジメントポリシー（案）｣ と ｢ 利益相反自己申告書 ｣ の作成
厚生労働科学研究費補助金交付申請書（平成 20 年度）に ｢ 利益相反に関して COI 委員会の有無 ｣ と ｢COI 委員会
への申し出の有無 ｣ を記載する欄があることから，COI 専門部会で ｢ 埼玉医科大学利益相反マネジメントポリシー
（案）
｣ を見直し，COI 管理に用いる ｢ 利益相反自己申告書 ｣ を作成した．厚生労働科学研究費補助金交付申請書の提出期
限の関係で，平成 20 年 6 月の医学部教員代表者会議と保健医療学部教授会において，平成 20 年 4 月 1 日に遡って
｢ 埼玉医科大学利益相反マネジメントポリシー（案）｣ と ｢ 利益相反自己申告書 ｣ が承認された．
2）利益相反自己申告書の提出と COI 管理方法の検証
｢ 埼玉医科大学利益相反マネジメントポリシー ｣ を研究支援課の HP に公開し，医学研究センター長名で ｢ 埼玉医
科大学利益相反マネジメントポリシー ｣ と ｢ 利益相反自己申告書 ｣ を医学部教員に配布し，厚生労働科学研究費補
助金交付申請書には，COI 委員会については「あり」，COI 委員会への申し出についても ｢ 利益相反自己申告書 ｣ を
研究支援課に提出してもらい，
「あり」と記載することを通知した．｢ 埼玉医科大学利益相反マネジメントポリシー ｣
では公的研究費を受ける研究者の全てが自己申告書を提出する対象者になっているが，平成 20 年度は厚生労働省科
学研究の研究主任になっている研究者を対象にした．平成 20 年度の対象者は 7 名であり，この 7 名で COI 管理に
関する手順や問題点を確認した．利益相反自己申告書で ｢ あり ｣ と回答した場合，｢ 埼玉医科大学利益相反マネジメ
ントポリシー ｣ に従い，
研究成果に影響を与える可能性の有無を第 2 段階の自己申告書として提出することになった．
3）その他
「埼玉医科大学利益相反マネージメントポリシー」，「埼玉医科大学利益相反規程」「利益相反に関わる各種書式」は平
成 21 年 5 月の理事会にて承認してもらい，4 月 1 日に遡って施行する方向で準備し，この規程の中に COI 管理委員
会，および事務局の設置について明記することで，専門部会の役割を終えることになった．
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6．その他の検討事項
平成 20 年度の倫理委員会において，以下の事項が検討された．
1）倫理委員会委員の変更
女性外部委員であった大嶋恭子女史が仕事の日程の関係で委員を辞退したため，後任として井上晶子女史（前川越
市助役，前日本赤十字社埼玉県支部事務局）が委嘱され，平成 20 年 7 月より審議に参加した．また，出口修宏教授
が平成 20 年度末で退職となり，委員を辞任した．なお，現在の審議件数から，委員の補充は行わない．
2）個人情報管理責任者について
研究関係の個人情報管理責任者を粟田先生にお願いしていたが，粟田先生が申請者の場合の個人情報管理体制が議
論になった．今後，各キャンパスに 1 〜 2 名の個人情報管理責任者を置くことを検討することになった．
3）｢ 宗教上の理由により輸血治療を忌避する患者への対応ガイドライン ｣ について
宗教上の理由により輸血治療を忌避する患者への対応に関して，総合医療センターの改正案を中心に，埼玉医科大
学関連の 3 病院間で調整を行っている．輸血関連 5 学会の合同委員会からのガイドラインが出された．改定ガイド
ラインでは①相対的無輸血を基本にすること，②絶対的無輸血での治療を求められた場合には転院を勧めること，を
基本にしているが，5 学会合同委員会の報告を踏まえて未成年者への対応に修正を加えることになった．
4）臨床研究に関する倫理指針の改定
｢ 臨床研究に関する倫理指針 ｣ が平成 20 年 7 月 31 日に改正され，平成 21 年 4 月 1 日から施行される（厚生労働
省告示第 415 号）
．この問題に関して，文部科学省・厚生労働省から「臨床研究に関する倫理指針質疑応答集（Q&A）
の周知について ｣（平成 20 年 12 月 26 日）や「臨床研究に関する倫理指針質疑応答集（Q&A）の周知について」
（平
成 21 年 2 月 5 日）などの通知があった．今回の改正では臨床研究を行う体制の整備が求められ，倫理委員会規則，
委員会委員，倫理委員会手順書，および会議記録の概要の公表や，厚生労働大臣に委員会の委員名簿や委員会開催状
況などの事項を年 1 回提出することが義務付けられている．また，侵襲的な介入研究の場合には健康被害に対する
補償について，保険その他の必要な措置を講ずること，および臨床研究計画の事前登録などが義務付けられる．さら
に，研究者は臨床研究に関する倫理，その他必要な知識について講習や教育を受けなければならないとされた．倫理
委員会の委員も教育，研修が必要とされており，これから指針施行までに問題を整理し体制を整備する必要がある．
「臨床研究に関する倫理指針 ｣ の改正に対応する基本型を提案して，体制の整備をお願いした．文部科学省 ｢21 世紀
型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム ｣ で臨床研究の倫理と利益相反に関する検討班から『臨床研究の利
益相反ポリシー策定に関するガイドライン』が公表されており，臨床研究の申請者が提出すべき自己申告書のひな型
ができている．これを参考に，臨床研究申請者の自己申告書を作成し，3 病院の対応がばらばらにならないように，
本委員会から各病院の病院長と倫理関連委員会委員長に対して，COI 管理体制の整備をお願いした．
5）遺伝子解析研究を推進する上での体制の整備
遺伝子解析研究に対する埼玉医科大学の取り組みが十分ではないとする指摘があった．遺伝子解析研究を推進する
上で整備すべき事項に関して，第 1 にヒトゲノム・遺伝子解析研究において個人情報を取り扱う場合，個人情報管
理者を置かなければならないとされているが，多数の遺伝子解析研究の個人情報保護を一人で行うことは困難ではな
いかとの指摘である．第 2 に，倫理指針では適切な遺伝子カウンセリング体制の整備に関する記載があるが，埼玉
医科大学には遺伝子カウンセリングができる医師を育成するような遺伝子診断部門がなく，体制が不十分であるとの
指摘である．第 3 は，研究を行う機関の長は研究責任者から研究の実施状況について 1 年に 1 回以上定期的な報告
を受けるほか，外部の有識者による定期的な実地調査を年に 1 回以上実施するなど，研究の実施状況を把握し，必
要に応じ，または倫理審査委員会が研究の変更若しくは中止の意見を述べた場合にはその意見を踏まえ，その変更又
は中止を命じなければならないとされており，この実地調査が行われていないとの指摘である．
各キャンパスに研究に関する個人情報管理者を設置することは検討中である．遺伝カウンセリング体制については，
学長から小児科の大竹教授に遺伝子カウンセリングをお願いしており，数名が対応している．しかし，外部の有識者
による実地調査は必要であり，来年度から導入することにした．実地調査での調査項目，手順，チェックすべき項目
などを検討し，チェックリスト，実地調査報告書等の書式を作成した．調査を依頼する外部有識者の候補として，女
子栄養大学副学長の香川氏が候補に挙がり，手続きを進めることになった．なお，これまで倫理委員会で承認された
遺伝子解析研究を含む研究課題で，現在も継続している研究をリストアップし，平成 21 年 1 月に実態調査を行った．
6）関連施設からの倫理審査議事録
第 75 〜 86 回大学病院 IRB 委員会議事録，第 33 〜 42 回総合医療センター倫理委員会議事録，第 12 〜 23 回国
際医療センターアイ・アール・ビー委員会議事録，および第 9 〜 14 回保健医療学部倫理審査委員会議事録が提出さ
れ，これらを受理した．各病院での倫理審査の中には本委員会と重複している研究課題も多く，大学倫理委員会にも
70

倫理委員会

提出するように指示した場合は必ず議事録にその旨を記載することをお願いした．
7）大学医学部・医科大学倫理委員会連絡懇談会
第 39 回医学系大学倫理委員会連絡会議は平成 20 年度 7 月 25 日（金）・26 日（土）に横浜市立大学で開催され，
総会には大西委員が出席，他に村田委員，田邊委員が参加した．
8）平成 20 年度実施報告書について
平成 19 年度実施報告書は平成 20 年 6 月 23 日までに全て提出された．183 件中 61 件は今年度で研究終了となり，
122 件が次年度へ継続となった．提出された実施報告書は倫理委員会において閲覧形式で承認された．なお，平成
20 年度実施報告書に関して，遺伝子解析研究に関わる課題はヒトゲノム・遺伝子解析研究実施報告書は書式を変更
した．
9）埼玉医科大学倫理委員会の英語表記
倫理委員会の英文表記は，Ethical Committee of Saitama Medical University とすることになった．

7．評価と次年度目標
平成 20 年度は倫理委員会が 11 回開催され，新規申請は 31 件，承認済み研究課題の研究計画書変更申請が 8 件，
軽微な研究計画書の変更 1 件の審査があった．大学倫理委員会は 3 病院，および保健医療学部の倫理審査の議事録
を提出してもらい，倫理審査上問題があった場合には本委員会で議論し，調整を図ることにしている．また，新たな
問題として利益相関の管理方法などを専門部会で検討したが，臨床研究の倫理指針の改定に伴い，公的研究費を獲得
している研究者の COI 管理とは別に，各病院での臨床研究を行う場合の研究者の COI 管理が必要になったことから，
倫理委員会と同様の対応（大学に COI 管理委員会を設置し，各病院に同様の委員会を設置する）が必要との結論に至っ
た．公的研究費を申請する場合は大学の COI 管理委員会を早急に設置し対応することになった．
次年度は遺伝子解析研究に対する外部有識者による実地調査開始する．また，｢ 宗教上の理由により輸血治療を忌
避する患者への対応ガイドライン ｣ について，3 病院共通のガイドラインを作成することを目標とする．
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1．2）
（2）倫理委員会（ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会）
1）構成員
委員長

松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学部免疫学･教授

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：大学病院精神医学科･教授
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：国際医療センター輸血 細胞移植部 , 中央検査部･教授
禾

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：医学部分子生物学･教授

村田栄子（MURATA, Eiko）
：保健医療学部 健康医療科学科･教授
伴塲裕巳（BAMBA, Hiromi）
：医学研究センター･助教
田澤俊義（TAZAWA, Toshiyoshi）
：サライ法律事務所･弁護士
佐久間慶子（SAKUMA, Keiko）
：女子栄養大学･教授
大嶋恭子（OHSHIMA, Kyouko）
：大嶋恭子税理士事務所･税理士
委員の任期は，平成 20 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日までである．

2）目的
本専門部会は，埼玉医科大学において実施するヒト胚性幹細胞を使用する医学研究についての生命倫理及び医療の
倫理に関する事項が，ヘルシンキ宣言の趣旨に沿っているか，並びにヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針及び
法令等を遵守しているかについて審議し，さらに人間の尊厳及び人権が尊重され社会の理解と協力を得て研究の適正
な推進を図ることを目的としている．

3）活動報告
①第 8 回（平成 20 年 12 月 5 日〜平成 20 年 12 月 19 日）
持ち廻り審議

出席

議事：申請番号

9人

欠席

0人

001-II 「ヒト ES 細胞に対する効率の高い遺伝子導入法と染色体操作技術の開発」[ 申請者：

三谷幸之介（ゲノム医学研究センター遺伝子治療部門）] の計画実施状況報告書の審査
結果：承認
②第 9 回（平成 21 年 3 月 2 日）於：基礎医学棟 4 階
出席

6人

委任状出席

3人

欠席

カンファレンスルーム

0人

議事：a．申請番号 002 「ヒト ES 細胞樹立プロジェクトへの胚提供」[ 申請者：石原理（産科・婦人科）] の経
過報告
b．申請番号 001-III「ヒト ES 細胞に対する効率の高い遺伝子導入法と染色体操作技術の開発」[ 申請者：
三谷幸之介（ゲノム医学研究センター遺伝子治療部門）] の使用計画変更申請について
c．申請番号 001-III における加工ヒト ES 細胞株の樹立について
結果：a．国立成育医療センター研究所の樹立計画「ヒト ES 細胞の樹立」が文部科学大臣により認められたこ
とが報告され，本学はこの計画においてヒト胚の提供医療機関として貢献することとなった．
b．使用分担者 2 名の削除及び計画の遂行について承認した．
c．樹立された加工ヒト ES 細胞株の品質保証に関して部会長に一任し，機関長へ答申することを承認した．
全ての審議結果については倫理委員会の議事録に含まれる形で学内 HP に設置されている「倫理委員会 HP」に掲
載した．また，学外向け HP の「医学関連情報」に開設されている「埼玉医科大学

ヒト胚性幹細胞研究」において

議事経過，および使用計画の実施状況を公開した．
その他の活動としては，ES 研究への理解を深めるため，使用責任者が主催する ES 細胞関連セミナーに部会員が参
加した．本セミナーは平成 20 年 7 月 11 日に開催され，講演者は熊本大学

発生医学研究センター

粂 昭苑先生，

講演名は「消化器系細胞へのＥＳ細胞の分化誘導」であった．

4）評価と次年度目標
平成 20 年度は新たな申請書はなく，前年度までに申請された 2 件の進捗状況報告の受理や変更申請を審査する
だけであったが，本部会の設置の目的は達成された．世界的に iPS 細胞を用いた研究が導入され，ヒト ES 細胞研
究のあり方も変わると思われるが，本学において指針に適合したヒト ES 細胞研究が円滑に行なわれるよう，審査
していく方針である．
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1．3）GID（性同一性障害）医学・医療推進委員会
1．構成員
委員長

豊嶋良一（TOYOSHIMA，Ryoichi）
：大学病院神経精神科・心療内科教授

委

塚田

攻（TSUKADA，Osamu）
：大学病院神経精神科講師

深津

亮（FUKATSU，Ryou）
：総合医療センター神経精神科教授

石原

理（ISHIHARA，Osamu）
：大学病院産婦人科教授

員

三鍋俊春（MINABE，Toshiharu）
：医療センター形成外科・美容外科教授
山田拓己（YAMADA，Takumi）
：医療センター泌尿器科教授
高井

泰（TAKAI，Yasushi）
：医療センター産婦人科准教授

出口修宏（DEGUCHI，Nobuhiro）
：大学病院泌尿器科教授
永井正規（NAGAI，Masaki）
：公衆衛生学教授

2．目的
本委員会は，旧ジェンダークリニック委員会と旧ジェンダークリニック運営委員会の役割を統合して，平成 18 年
9 月より活動を開始している．本委員会の目的は，性同一性障害 Gender Identity Disorder（以下「GID」という）関
連の医学や医療を推進すること，かつその医療内容の倫理的妥当性を判断することとしている．本学を受診する GID
患者に関する情報・データを集約・管理し，本学における GID 医学・医療を支援・評価・助言することも本委員会
の任務である．
また，本学における GID 患者の性別適合手術，あるいはそれに準ずる治療法等の法的・倫理的妥当性を確保する
ために，本委員会の下に若干名による治療適応判定小委員会を設け，性別適合手術に関する適応判定を行うことにし
ている．当該患者の医療チームに属さない委員を加えて活動の中立性を確保している．

3．活動報告
（1）委員会開催日
第 20 回

平成 20 年 4 月 17 日

第 21 回

平成 20 年 5 月 22 日

第 22 回

平成 20 年 6 月 27 日

第 23 回

平成 20 年 7 月 24 日

第 24 回

平成 20 年 9 月 19 日

第 25 回

平成 20 年 10 月 23 日

第 26 回

平成 20 年 11 月 21 日

第 27 回

平成 20 年 12 月 18 日

第 28 回

平成 21 年 1 月 23 日

第 29 回

平成 21 年 2 月 19 日

第 30 回

平成 21 年 3 月 27 日

各回毎に議事録を整備している．
（2）活動内容
①これまで，性同一性障害の手術療法に対して，中心的な役割を果たしてきた医療センター形成外科の大幅なメン
バー交代により，手術療法一時休止のやむなきに至っていたが，FTM の乳房切除術に関しては，医療センター
形成外科により再開された．
②乳房切除術のクリニカルパスを作り，総合医療センターの正式のパスとして承認された．
③性別適合手術のうち，FTM の子宮全摘術および両側付属器切除術に関しては，これまでも医療チームの一員と
して協力関係にあった赤心堂病院産婦人科大久保貴司医師が担当することとなり，治療適応判定小委員会におい
て，適応があると認められた症例について，当該手術を開始した．
④手術療法に関する満足度調査を行うことになり，倫理委員会に対して倫理申請を行い，承認された．
⑤かわごえクリニック・ジェンダークリニックの医療収入に鑑み，予約料の導入と文書料の見直しを行い，平成
20 年度より実施した．
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⑥ジェンダークリニック精神科部門の診療時間枠を増やした．
⑦海外での手術療法の増加，
国内でのガイドラインを無視したアンダーグラウンドでの手術療法の増加などを鑑み，
埼玉医科大学において手術療法の本格的な再開に力を注ぐべきであると認識された．
⑧平成 20 年度末現在において，可能な手術療法と費用案について，下記のように報告された．但し，合併症のリ
スクを極力低く抑えることを最優先とし，そのために必要な費用については適宜見直すこととした．
乳房切除術（形成外科基本入院日数 7 日）:
基本料金 7 日間入院 75 万円 ,1 日延長加算 4 万円（月 2 例まで）
精巣切除術（泌尿器科基本入院日数 3 日）:
基本料金 3 日間入院 30 万円 ,1 日延長加算 4 万円（月 1 〜 2 例）
子宮全摘術・両側付属器切除術（産婦人科基本入院日数 10 日）：
基本料金 10 日間入院 110 万円 ,1 日延長加算 4 万円（月 2 例まで）
ミニペニス造設術（陰核の陰茎化）
（形成外科基本入院日数 7 日）:
基本料金 7 日間入院 70 万円 ,1 日延長加算 4 万円
尿道延長術の有無にかかわらず同額．但し，入院日数の点で差が出る可能性あり
⑨毎月開催されている埼玉医科大学の GID 医療チームによる症例検討会，治療適応判定小委員会の検討結果はそ
のつど報告を得て，これを当委員会として承認し，また必要に応じ助言を与えている．

4．自己評価と次年度活動方針
平成 19 年度に，総合医療センター形成外科・美容外科メンバーの大幅な交代があり，手術療法は事実上休止せざ
るを得なくなっていたが，医療センター形成外科・美容外科において FTM の乳房切除術，赤心堂病院産婦人科にお
いて，性別適合手術のうち FTM の子宮全摘術および両側付属器切除術を再開することができた．一方，手術療法の
満足度調査に関しては，担当職員の突然の退職もあって，倫理委員会による承認を得たにも関わらず，相当期間休止
を余儀なくされた．この点を除けば，平成 20 年度における目標は概ね達成できたものと考える．次年度活動方針と
しては，今年度と重なる項目もあるが，
①手術療法の満足度調査の実施とその検討の継続
②他の手術療法再開に向けての検討と条件整備
③かわごえクリニック・ジェンダークリニックにおける医療収入の改善
④他医療施設との協力関係の継続，拡大
⑤海外医療施設を含めた性別適合手術実施状況ならびに戸籍の性別変更など，GID 患者動向の把握などが挙げられ
よう．
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1．4）図書館委員会
1．構成員
平成 18 年度第 5 回委員会から，国際医療センターから 1 名がオブザーバーとして出席，平成 19 年度国際医療セ
ンターオープンに伴って改めて委員に就任した．なお，平成 19 年度に委員会規則を改正し，各部門の定数を示すと
ともに，定数を見直し減とした．平成 20 年度当初に間瀬年康委員（保健医療学部健康医療科学科教授）に代わって
赤坂清和教授（保健医療学部理学療法学科）が委員に就任した．また，同じく勝浦一雄委員（医学基礎部門物理学准
教授）の後任に，笹島茂准教授（医学基礎部門英語学）が，島津邦男委員（大学病院神経内科･脳卒中内科教授）の
後任に，山元敏正准教授（大学病院神経内科・脳卒中内科）が，それぞれ就任した（ともに平成 20 年 4 月から）
委員長

織田弘美（ODA, Hiromi）
：附属図書館館長，大学病院整形外科・脊椎外科教授

委

笹島

員

茂（SASAJIMA, Shigeru）
：医学基礎部門英語学准教授

永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：基礎医学部門解剖学教授
山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）：大学病院神経内科･脳卒中内科准教授
伊崎誠一（IZAKI, Seiichi）
：総合医療センター分館長，総合医療センター皮膚科教授
池田

斉（IKEDA, Hitoshi）
：総合医療センター中央検査部教授

片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：ゲノム医学研究センター病態生理部門教授
池田研二（IKEDA, Kenji）
：日高キャンパス分館長，保健医療学部医用生体工学科教授
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）
：保健医療学部理学療法学科教授
陣内逸郎（JINNAI, Itsuro）
：国際医療センター血液内科教授

2．目的
委員会は，図書館運営の基本方針，同じく予算要求及び執行に関すること，図書館諸規程の制定及び改廃に関する
こと，その他図書館の重要事項を審議する（図書館委員会規則第 2 条）

3．活動状況
1）委員会の開催
第 1 回（平成 20 年 6 月 3 日）
，第 2 回（10 月 21 日），第 3 回（平成 21 年 1 月 9 日）
2）主な審議事項（報告事項を含む）
第1回
・新委員（笹島，山元，赤坂）の紹介が行われた．
・平成 19 年度事業報告，同じく決算報告（ともに，附属図書館，総合医療センター分館，日高キャンパス分館，
川角キャンパス分館を含む）を承認した．
「平成 19 年度図書館利用サービスの状況」
（報告）で，相互貸借サービスの貸し件数が著しく伸びたが（6,594 件，
前年度比 171％）
，これは ILL 文献複写等料金相殺サービスに参加したことが関係する（サービス開始は，平成
19 年 5 月）
．事業報告から，以下特記事項．川角キャンパス図書館から医学部医学基礎部門図書の一部（過去
10 年間に受け入れた図書）の引取り（年度当初），同じく引取った（継続中のタイトル）製本雑誌を含めて夏期
に組み入れ・再配架作業，
学生証（院生を含む）の IC カード化に伴う利用者データの一括図書館システム（CARIN）
取込，2008 年電子コンテンツ検討（Elsevier, Springer 両出版社の冊子体購読を中止し，Elsevier 全タイトルを
電子化，新規 3 タイトル電子版購読，今日の診療 Web 版およびリンクリゾルバー（SFX）導入）（以上，附属図
書館）
，利用者用インターネット環境出来（総合医療センター分館），8 月に常勤職員 1 名を国際医療センター A
棟 6 階ドクターオフィス内「図書コーナー」に兼担配置，平成 19 年度末の短期大学臨床検査学科閉鎖に伴って
先に移し済みの同学科図書の健康医療科学科組み入れ（以上，日高キャンパス分館），平成 19 年 3 月に移した
短期大学理学療法学科図書の 1 階配架作業，サービス対象学部を変更後新開館，CARIN を使った受入・出納業
務開始（以上，川角キャンパス分館）
・相互貸借研究扱い申込分の Web 上での処理（案）を検討し，了承する，学内合意がえられ次第，公開にもって
ゆくこととした．
第2回
・2009 年雑誌コレクションおよび電子コンテンツ構築方針（提案）
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提案を受けた決定事項は，次の通り．脊椎脊髄ジャーナルを新規に購読し，Journal of Virology を電子化する，
とともに，提案の方向性を支持，選択肢のなかで契約形態などは，図書館側に一任する．
・文献の学外・学内手配 Web サービスの開始について（報告）
2 つの申込窓口（テキストファイルから，データベース検索結果から）について手順説明があり，了承した．手
順で，とくに研究費扱い外部申込に限って，文献受け取り時にこれまでは運営責任者の押印を求めていたところ，
そのままでは利便性を削ぐため，申込時に，運営責任者にも通知メールのかたちで申込内容が配信される）は，
前回委員会直後の教授会（保健医療学部）
，教員代表者会議で承認済み，経理課の了解もえられているところから，
委員会後にサービスを開始する．
・2009 年研究費扱い新規購読希望雑誌受付状況（報告，附属図書館）
受付した 30 タイトルについて，今後の電子版利用可能性などを付し，各基本学科に確認する．30 タイトルの
内訳は，和 17 タイトル，洋 13 タイトル（合わせて 9 基本学科，うち国際医療センター 3 基本学科）．
第3回
・平成 21 年度事業計画（案）
，
同じく予算（概算要求一覧，案）
（ともに，附属図書館，総合医療センター分館，日高キャ
ンパス分館，川角キャンパス分館を含む）を承認した．
なお，保健医療学部での大学院設置準備に関し，川角キャンパス分館での視聴覚室サービスの拡充，データベー
ス CINAHL with Full Text 選択によって利用可能な雑誌タイトルを増やす（日高キャンパス分館）など，図書館
での整備状況が報告されたが，スペースが問題化している，という．
・JCR（Journal Citation Reports）の Web 版 導入（切替）を検討した．
大学院委員会（学長）
，医学研究センター（センター長）連名，館長宛て要望書（1 月 5 日付）によって，研究
業績の評価，大学院早期修了時の基準，その他論文評価等での活用を求めて，スタンドアローンで提供中の標記
中の Impact Factor を Web で利用できるようにすることが求められた．価格，速報性を欠く（年 1 回刊）などから，
前回検討時（平成 17 年度第 2 回図書館委員会）には見送りとしたもの．見積は，全学 1 サイト（アクセス無制限）
で，年額 564,000 円である（税別）
．検討の結果，Web 版に切り替えることとし，予算に追加することとした．
・UpToDate の導入を検討した．
学長の指示があり，電子教科書 UpToDate の導入を急遽検討した．EBM ツールとして，委員会で導入を検討の
経緯がある（平成 16 年度第 1 回，同じく第 2 回，平成 17 年度第 2 回図書館委員会）．医師数によって価格が
決まり，本学の医師数の多さから見積は高額化，代案として InfoRetriever を検討し，次いで（ACP PIER を含む）
STAT!Ref（利用度の高い順に 16 タイトル，5 ユーザー，概算 120 万円）を検討，選択した．UpToDate は，国
内でも普及がすすんでいる状況がある．Evidence の高さより実用性，使いやすさで評価され，トピックスの豊
富さ，などから，日常診療に欠かせない，との声もある．委員会としては，図書館単独でなく，大学として取り
組むべきものということになった．
・前回委員会以降の決定事項（2009 年電子ジャーナル購読，報告，以下）を委員会として，承認した．
Elsevier，CellPress で残っていた冊子体（18 タイトル）のほか，Rockefeller Univ Press（3 タイトル），ASM（11
タイトル）ほかのサイトライセンス，1 タイトル（Anticancer Research）の電子版選択などで冊子体を削減し，
AMA（11 タイトル）
，Oxford Univ Press（74 タイトル）のサイトライセンスほか，冊子体 1 タイトル（脊椎脊
髄ジャーナル）を選択した．このほか，SpringerLINK でコンソーシアムを PULC（公私立大学図書館コンソーシ
アム）に変更，利用可能タイトル数が，1,750 タイトルと一気に 1 千タイトル増加した．また，CINAHL を，ユー
ザー数を（これまでの 4 から）1 に減じ，600 タイトル以上の雑誌のフルテキストが利用できる CINAHL with
Full Text に変更した．

4. 自己点検･評価
・委員長は，委員会を少なくとも年 4 回招集する（委員会規則第 5 条 2 項）．今年度は，3 回の開催にとどまった．
・大学規模の拡大に伴って委員を増員してきたが，前年度末に（平成 19 年度第 5 回委員会），部門別委員数を定
数化するとともに，全体で 10 名規模にまで減とした．実質，この体制は今年度からのスタートである．
・川角キャンパス分館のサービス対象学部が変更され，附属図書館に医学部コレクションが統合された．また，保
健医療学部で大学院開設準備が始まったこと，など，キャンパスを跨った動きがある．医学部 5 年生も複数キャ
ンパスで臨床実習を行う，など利用キャンパスを限らない．こうした状況下で，必要な議論を整理してゆくのに
全学規模の委員会という場は依然重要である．

76

委員会・会議報告（全体）

1．5）全学自己点検・評価委員会
1．構成員
委員長

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長

副委員長

大野良三（OHNO, Ryozo）
：保健医療学部学部長

委員

別所正美（BESSHO, Masami）
：副学長・医学教育センター長
竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）：副学長（大学院担当）

西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）：学長補佐（卒後教育担当）
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：学長補佐（大学評価担当）
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学研究センター長

横手祐二（YOKOTE, Yuji）
：大学病院病院長（平成 20 年 7 月まで）
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：大学病院病院長（平成 20 年 9 月から）
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：総合医療センター病院長
松谷雅生（MATSUTANI, Masao）
：国際医療センター病院長
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター所長
野村正彦（NOMURA, Masahiko）
：国際交流センター長
織田弘美（ODA, Hiromi）
：図書館長
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：学生部部長
岡部恵子（OKABE, Keiko）
：保健医療学部看護学科学科長
和合治久（WAGO, Haruhisa）
：保健医療学部健康医療科学科長
西坂

剛（NISHISAKA , Tsuyoshi）：保健医療学部医用生体工学科学科長

松下年子（MATSUSHITA, Toshiko）：保健医療学部教授（自己点検・評価委員会担当）
堀口一夫（HORIGUCHI, Kazuo）
：事務局長
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長（担当理事）

2．目的
本委員会は埼玉医科大学の目的および社会的使命を達成するために必要な自己点検・評価を行うべく全学的に活動
する．

3．本年度の活動
本委員会の主たる活動は，以下の通りである．①年報を編纂し，それに記される各部局の自己点検・評価内容を検
討し，大学の発展に向けて提言を行う．②大学評価受審年にあたっては，自己点検・評価実施委員会を組織し，自己
点検・評価報告書のとりまとめを行う．③人事考課の指針・実施内容を検討し，結果を評価することにより，各人・
各部局の業務内容改善に役立てる．本年度は①，③が主体であった．
なお，学部ごとの詳細な自己点検・評価については，医学部においては教員組織運営会議が，保健医療学部におい
ては，保健医療学部自己点検・評価委員会が行った．

4．自己評価と次年度予定
年報作成の手順がより明確化され，内容も統一化された．人事考課の実施は全学的に行われるようになったが，項
目，評価法，手順についてはさらなる改善を要する．まだ両学部を合わせた全学的な活動は充分ではないため，両学
部が自己点検・評価についての共通認識をもつよう努めていく必要がある．
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1．6）学生部委員会
1．構成員
委員長

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：医学部学生部長 ／ 神経内科・脳卒中内科：教授（任期：H22.3.31）

委員

鈴木正彦（Suzuki，Masahiko）
：保健医療学部学生部長 ／健康医療科学科：教授（任期：H22.3.31）
齋藤一之（SAITOH, Kazuyuki）
：法医学：教授（任期：H22.3.31）
永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学：教授（任期：H22.3.31）
佐々木榮子（SASAKI, Eiko）
：看護学科：教授（任期：H22.3.31）
脇田政嘉（WAKITA，Masayoshi）：医用生体工学科：講師（任期：H22.3.31）

2．目的
本委員会は埼玉医科大学の建学の理念および埼玉医科大学の期待する医療人像に則り，医学部，保健医療学部の学
生生活が円滑に送れるための支援を目的として下記の事項につき審議する．
（1）学生の保健管理に関すること．
（2）学生の福利厚生に関すること．
（3）学生の課外活動に関すること．
（4）学生の異動に関すること．
（5）学生の事故その他の事態の処理に関すること．
（6）学長，学部長または教授会から委嘱された事項．
（7）その他学生の生活に関すること．

3．活動報告
①第 1 回埼玉医科大学（医学部・保健医療学部）学生部委員会（平成 20 年 12 月 12 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
出席者 14 人
議事：今年度大学祭の報告と来年度大学祭開催についての検討．
②第 2 回埼玉医科大学（医学部・保健医療学部）学生部委員会（平成 21 年 3 月 13 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
出席者 15 人
議事：喫煙問題に関して，Student Exchange Program について，
ハラスメントに関して，学生の健康管理に関して，
クラブ活動における学内体育施設の利用方法について検討．

4．評価と次年度目標
大学祭に関しては，昨年度同様，本委員会が仲介することで，合同開催を実現することが出来た．今後とも就学環
境の整備，クラブ活動に供する諸施設の更なる充実を目指し努力したい．
今後学生からの施設の改善等の要望を出来るだけ反映して行けるよう努力したい．
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1．7）喫煙問題検討委員会
1．構成員
委員長

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：神経内科・脳卒中内科：教授（任期：H22.3.31）

議長

永井正規（NAGAI, Masaki）公衆衛生学：教授（任期：H22.3.31）

委員

横手祐二（YOKOTE, Yuji）大学病院長（任期：H20.7.31）
片山茂裕（KATAYAMA，Shigehiro）大学病院長（任期：H20.8.1 〜 H22.3.31）
大野良三（OHNO, Ryouzo）保健医療学部長（任期：H22.3.31）
赤羽明（AKABANE, Akira）医学基礎：准教授（任期：H22.3.31）
里見昭（SATOMI, Akira）小児外科：教授（任期：H22.3.31）
伊藤彰紀（ITOH, Akinori）耳鼻咽喉科（神経耳科）：教授（任期：H22.3.31）
竹内勤（TAKEUCHI, Tsutomu）総合医療センターリウマチ・膠原病内科：教授（任期：H22.3.31）
根本学（NEMOTO, Manabu）国際医療センター救急医学科：准教授（任期：H22.3.31）
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）ゲノム医学研究センター発生・分化・再生部門：教授（任期：H22.3.31）
岩沢純子（IWASAWA, Junko）短期大学看護学科：教授（任期：H22.3.31）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）大学事務部長（任期：H22.3.31）
村岡繁樹（MURAOKA, Shigeki）保健医療学部事務室・川角分室長（任期：H22.3.31）
斉藤喜博（SAITOH, Yoshihiro）医務部次長（任期：H22.3.31）
丸山義博（MARUYAMA, Yoshihiro）施設部課長（任期：H20.5.30）
柴崎正博（SHIBASAKI，Masahiro）施設部（任期：H20.9.12 〜 H22.3.31）
町田千秋（MACHIDA, Chiaki）かわごえクリニック事務長（任期：H22.3.31）
松本正夫（MATSUMOTO, Masao）総務部係長（任期：H22.3.31）
諸田一雄（MOROTA, Kazuo）総合医療センター医務課次長（任期：H22.3.31）
平山正人（HIRAYAMA, Masato）看護部看護師長（任期：H22.3.31）
池田智実（IKEDA, Tomomi）看護部主任（任期：H22.3.31）

2．目的
学内における喫煙による健康被害を防止すること，更に喫煙習慣をもつ教職員及び学生の禁煙を推進することを目
的とする．
具体的には，敷地内全面禁煙の実施に向けての準備，本学教職員及び学生への禁煙教育を目的とする．

3．活動報告
①平成 20 年度
出席者 11 人

第 75 回（平成 20 年 5 月 30 日） 於：基礎医学棟 4 階カンファレンスルーム
欠席者 9 人

議事：敷地内全面禁煙に向けて及び各キャンパスに喫煙場所について検討．
②平成 20 年度
出席者 13 人

第 76 回（平成 20 年 9 月 12 日） 於：本部棟 1 階医学教育センター会議室
欠席者 7 人

議事 : 喫煙違反状況についての報告及び各キャンパスの喫煙場所についての確認．
③平成 20 年度
出席者 6 人

第 77 回（平成 20 年 12 月 12 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
欠席者 14 人

議事：国際医療センターの敷地内全面禁煙及び禁煙外来についての報告，毛呂山キャンパスの喫煙違反状況につ
いての報告及び大学病院敷地内全面禁煙並びに禁煙外来実施についての検討．
④平成 20 年度
出席者 9 人

第 78 回（平成 21 年 2 月 27 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
欠席者 11 人

議事：禁煙外来について及び 2009 年喫煙状況調査計画案についての検討．

4．評価と次年度目標
全国の医学部の喫煙対策を踏まえ，本学の喫煙対策の進むべき方向について検討し続けてきた．その結果，指定喫
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煙場所を縮小するなど，徐々にではあるが敷地内全面禁煙に向けての準備が進んでいるものと考えている．
次年度も引き続き，喫煙違反者の取締りと，本学敷地内全面禁煙実施に向けて検討していく．
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1．8）動物実験委員会
1．構成員
委員長

森

隆（MORI，Takashi）
：総合医療センター研究部：准教授，医学研究センター安全管理部門 動

物分野 副部門長（任期：H22.3.31）
副委員長

鈴木政美（SUZUKI, Masami）：中央研究施設実験動物部門：准教授，医学研究センター安全管理部

門 動物分野（任期：H22.3.31）
委員 西川

亮（NISHIKAWA, Ryo）
：国際医療センター脳神経外科 : 教授，医学研究センター安全管理部門 動物分

野（任期：H22.3.31）
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：保健医療学部 健康医療科学科 : 教授，医学研究センター安全管理部門 動物分野（任
期：H22.3.31）
米谷

新（YONEYA, Shin）
：眼科：教授（任期：H22.3.31）

竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）
：総合医療センターリウマチ・膠原病内科：教授（任期：H22.3.31）

三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）
：ゲノム医学研究センター遺伝子治療部門：教授（任期：H22.3.31）
千本松孝明 (SENBONMATSU, Takaaki)：薬理学：准教授（任期：H22.3.31）
津久井通 (TUKUI, Toru)：ゲノム医学研究センター実験動物施設：講師，医学研究センター安全管理部門 動物分野 )
（任期：H22.3.31）

2．目的
埼玉医科大学内において実施される全ての動物実験に関して，「埼玉医科大学動物実験規程」を遵守した円滑な施
設運営および研究活動（動物実験）が行われるよう指導・教育を行う．さらに，動物実験委員会による動物実験計画
書の審査・承認を行い，適切に実施されるよう監視する．また，遺伝子組換え生物等を使用した動物実験を行う場合
には，組換え DNA 実験安全委員会による第二種使用等拡散防止措置承認申請書の審査・承認が適切に実施されるよ
う監視する .

3．活動報告
①平成 20 年度動物実験委員会（平成 20 年 5 月 23 日）於：9 号館 4F 会議室

出席者 7 名

議事：平成 20 年度各キャンパスから提出された動物実験計画書 99 件，実験室設置承認申請書 3 件，飼養保管
施設設置承認申請書 4 件について審議の結果承認した．
②平成 20 年度臨時動物実験委員会（平成 21 年 1 月 20 日）於：丸木記念館 7 階会議室 1

出席者 5 名

議事：保健医療学部における実験動物施設の認可について，委員による現場調査の報告に基づき審議を行い，動
物実験委員会からの設置に向けた答申書を医学研究センター安全管理部門に提出した．
③随時メール会議を開催し，円滑に動物実験計画書，実験室設置承認申請書，飼養保管施設設置承認申請書の審議・
承認した．

4．評価と次年度目標
「埼玉医科大学動物実験規程」を遵守する精神は，学内に定着したようである．埼玉医科大学内において実施され
る全ての動物実験に関して，円滑な施設運営および研究活動（動物実験）が行われていた．随時実施したメール会議
による各種申請書類の審議から承認にいたるシステムが，各委員の協力により円滑に行えた．今後もスムーズに研究
活動を開始できるよう委員一丸となって努力したい．
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1．9）特許委員会
1．構成員
委員長

岡崎

康司 （OKAZAKI, Yasushi）：ゲノム医学研究センター 教授

副委員長

萩原

弘一 （HAGIWARA, Kouichi）：大学病院呼吸器内科

委員

濱口

勝彦 （HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長

丸木

清之 （MARUKI, Kiyoyuki）：専務理事

須田

立雄 （SUDA, Tatsuo）
：ゲノム医学研究センター

別所

正美 （BESSHO, Masami）：副学長，大学病院血液内科 教授

竹内

勤

（TAKEUCHI, Tsutomu）：副学長，総合医療センターリウマチ膠原病科 教授

松下

祥

（MATSUSHITA, Sho）：医学研究センターセンター長，免疫学 教授

安河内
小室

客員教授

正文（YASUKOCHI, Masafumi）：客員講師
秀樹 （KOMURO, Hideki）：大学事務部々長

オブザーバー
事務局

教授

俊雄 （YAMAUCHI, Toshio）：学長・医学部長

飯野

顕

菅原

山内

（IINO, Akira）
：客員教授・特許庁

大学知的財産アドバイザー

長谷部

哲雄 （SUGAHARA, Tetsuo）：医学研究センター知財戦略研究推進部門
基夫（HASEBE, Motoo）
：医学研究センター知財戦略研究推進部門

助教

課長

（順不同）

2．目的：委員会の設置目的と当該年度の活動目標
わが国の大学における学術研究は，
これまで原著論文中心主義で行われてきた．それも，Nature, Cell, Science といっ
たインパクトファクターの高い原著論文雑誌に自分の論文を発表することが学問的に最も価値のあることとされてき
た．原著論文をレベルの高い学術雑誌に発表することの重要性は現在でもいささかも減っていないが，この数年，そ
れと並んで，大学人は自分たちの研究成果を社会へ還元することが強く望まれるようになった．殊に，小泉元首相が
主宰した総合科学技術会議において，わが国を製造立国から知財立国へ転換する方針が決定され，2002 年には政府
部内に知的財産戦略会議が設置された．それ以来，知の創造の担い手である大学と知の活用を担当する産業界が協力
してこの方針転換を実現するために，論文発表前に特許等の出願をすることが強く望まれるようになった．
日本の大学には，
わが国の全科学研究者（75 万人）の 37％（28 万人）が在籍し，全研究予算（16.2 兆円）の 20.3％（3.3
兆円）が投入されている．つまり，大学は非常に高い研究の潜在能力を有した場所であり，また企業では容易にでき
ない基礎研究を実施できる場所でもある．
このような背景の下で，埼玉医科大学では平成 15 年 11 月 28 日開催の第 346 回教授会において，学内特許規程
第 3 条に基づいて特許委員会の設立が承認され，東博彦学長（当時）によって平成 15 年 12 月 2 日に第 1 回特許委
員会が招集された．
平成 20 年度は，以下の項目を達成することを目標とした．
①知的財産ポリシー，知的財産に関する規定の学内研究者への周知
②自立した知財管理業務の実行
③技術移転スキームの確立
④技術移転等成功例の達成（目標 2 件）
⑤知財をベースとした外部研究資金の獲得

3．平成 20 年度の活動報告
本年度は 10 回の特許委員会が開催され，合計 28 件の特許出願の申請が審議された．
第 28 回特許委員会

平成 20 年 4 月 22 日開催

2 件の特許出願を審議

第 29 回特許委員会

平成 20 年 5 月 21 日開催

3 件の特許出願を審議

第 30 回特許委員会

平成 20 年 6 月 16 日開催

0 件の特許出願を審議

第 31 回特許委員会

平成 20 年 7 月 22 日開催

3 件の特許出願を審議

第 32 回特許委員会

平成 20 年 9 月 24 日開催

3 件の特許出願を審議

第 33 回特許委員会

平成 20 年 10 月 28 日開催

3 件の特許出願を審議
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第 34 回特許委員会

平成 20 年 12 月 8 日開催

2 件の特許出願を審議

第 35 回特許委員会

平成 21 年 1 月 26 日開催

5 件の特許出願を審議

第 36 回特許委員会

平成 21 年 2 月 25 日開催

4 件の特許出願を審議

第 37 回特許委員会

平成 21 年 3 月 24 日開催

3 件の特許出願を審議

4．本年度の活動状況の評価と次年度の目標
特許庁によるアドバイザー派遣事業が本年度で終了した．その支援によって，本学単独で知的財産の管理・活用を
遂行できる体制を構築することができた．また，本年度は，知的財産ポリシーおよび知的財産に関する規程の一部改
定を行なった．著作権や MTA に関する内容，懲罰規定などを追加し，今後の知財活動の礎となる規程を策定した．
文部科学省科学研究費補助金の採択を受けた先生方に対し，知財の啓発活動を行い知的財産に関する規程を周知し
た．
活動状況の評価として，先行技術調査から弁理士との打合せまで，出願に関する業務を 1 人の専門の知財部門員
が処理することができるようになり，
自立した知財管理業務を行なえるようになった．また，外部の技術移転機関（リ
クルート社など）を活用し出願前より研究者を交えて情報交換をすることにより，より市場から望まれる明細書の作
成が可能となった．
技術移転活動については，特許を受ける権利の出願前譲渡を 2 件，特許を実施したことによる実施料収入が 1 件
あり，総計で 334 万円の知的財産収入を得ることができた．
次年度も，知的財産の活用に向けて技術移転活動を活発に進めていくとともに，改定後の知的財産に関する規程等
を学内に徹底することを主な目標とする．
次年度の達成目標及び知財管理業務
①知的財産ポリシー，知的財産に関する規定の学内研究者への周知
②出願後に発生する中間処理等の知財管理業務の円滑な実行
③技術移転等成功例の達成（目標 4 件）
④知財をベースとした外部研究資金の獲得
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1．10）グラント選考委員会
1．構成員
委員長：松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学研究センター長

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：埼玉医科大学・学長
大野良三（OHNO, Ryouzo）: 保健医療学部・学部長
別所正美（BESSHO, Masami）
：医学教育センター長
糸山進次（ITOYAMA, Shinji）
：医学研究副センター長
池淵研二（Ikebuchi, Kenji）
：医学研究センター・研究主任部門長
竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）
：埼玉医科大学・副学長

岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター・所長
米谷

新（YONEYA, Shin）
：埼玉医科大学眼科・教授

片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：埼玉医科大学病院・病院長
松谷雅生（MATSUTANI, Masao）: 国際医療センター・病院長
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：総合医療センター・病院長
西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）：国際医療センター TR 部門・教授
萩原弘一（HAGIWARA, Kouichi）
：大学病院呼吸器内科・教授
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：埼玉医科大学・副理事長
田島賢司（TAJIMA, Kenji）
：埼玉医科大学・経理部部長
和田

実（WADA, Minoru）
：埼玉医科大学・第２購買課・課長

笠間

忍（KASAMA, Shinobu）: 医学研究センター事務部門長，

大学事務部 庶務課 課長補佐

2．目的
本委員会は，
共同研究等審査委員会を引継ぎ，平成 18 年 7 月の教員代表者会議で承認され同年 8 月に発足した．
「埼
玉医科大学補助金関連共同研究規則」の目的（第 1 条）を達成するため，同規則第 5 条に基づく委員会である．学
内グラントにおいては，医学研究センター学内グラント部門と連携し，学外グラントにおいては財団等，学外から募
集される科学研究費を除く研究助成金，および私立大学高度化推進特別補助に対して，研究者が応募する場合の学内
選考を行うことを目的とする．

3．活動報告
20 年度学内グラント・タイムスケジュール
5 月 26 日

公募開始

7 月 23 日

書類提出〆切

7 月 31 日から 8 月 22 日

グラント選考委員による審査

9 月 11 日

グラント選考委員会で選考

9 月 16 日

研究センター運営会議で承認

9 月 26 日

教員代表者会議で承認

10 月 1 日

結果公表

10 月 24 日

贈呈式

20 年度学内グラント応募・審査状況
総応募数

31 件（医学部

25 件、保健医療学部

6 件）

カテゴリー別
１）複数の基本学科で構成するプロジェクト研究：16 件
２）臨床に密着した単一の基本学科による研究：7 件
３）社会医学的研究：3 件
４）不明：5 件
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総採択件数：15 件
カテゴリー別採択件数
１）複数の基本学科で構成するプロジェクト研究：10 件
２）臨床に密着した単一の基本学科による研究：4 件
３）社会医学的研究：1 件

4．評価と次年度目標
共同研究に関して特に審議すべき課題はなかった．研究助成等の学内選考は，持ち回り審議でおこなった．単に選
考結果を記載するのみでなく，各委員の学術的見地からの厳正な評価を明示し，記録するという観点から選考理由に
ついても前年同様に，必須記載事項とした．
次年度も，医学研究センターと連携しながら，今年度同様，守秘義務を遵守し，公正な選考が執り行われるよう努
めていきたい．
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1．11）病原性微生物等管理委員会
1．構成員
委員長：赤塚

俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：微生物学

副委員長：松井
委員：高橋

政則（MATSUI, Masanori）：微生物学

俊（TAKAHASHI, Shun）
：臨床検査医学（中央検査部），井上

学 遺伝子情報制御部門，森
学科，綿貫

隆（MORI, Takashi）総医セ 研究部，佐藤

公仁子（INOUE, Kuniko）：ゲノム医

正夫（SATO Masao）：保医学部 健医科

公男（WATANUKI Kimio）
：施設部

2．目的：以下の業務を行う．
1．安全管理規程作成
2．管理責任者の任命
3．施錠された部屋，冷蔵庫，冷凍庫による適切な保管
4．アクセス制限等による盗難・紛失等に対する対策を行う．
5．譲渡の管理
6．適切な廃棄
7．事故・災害時の警察・消防等への通報
8．公的機関への情報提供

3．活動報告
昨年度末の教員代表者会議で設置が承認され，上記の構成員により 4 月からスタートした．早速病原性微生物を
管理するために，基礎医学棟 3 階「バイオセーフティー実験室」のドアの鍵を，暗証番号式のオートロックタイプ
のものと交換し，その部屋内に病原性微生物や毒物，麻薬等を管理することにした．また副委員長の松井政則が，
NPO 法人「バイオメディカルサイエンス研究会」主催「バイオセーフティ技術講習会・主任管理者コース」を受講し，
試験に合格して主任管理者認定証も授与された．

4．評価と次年度目標
委員会規定と安全管理規程の作成が次に取り組む作業である．
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1．12）寄附研究部門設置委員会
1．構成員（任期：平成 20 年 4 月 1 日〜平成 22 年 3 月 31 日）
委員長

山内俊雄（YAMAUCHI Toshio）
：学長

委

員

濱口勝彦（HAMAGUCHI Katsuhiko）：副理事長

委

員

松下

委

員

岡崎康司（OKAZAKI Yasushi）
：医学研究センター知財戦略研究推進部門長

委

員

米谷

委

員

別所正美（BESSHO Masami）
：医学教育センター長

委

員

竹内

委

員

横手祐二（YOKOTE Yuuji）
：大学病院病院長

委

員

吉本信雄（YOSHIMOTO Nobuo）
：総合医療センター病院長

委

員

松谷雅生（MATSUTANI Masao）
：国際医療センター病院長

委

員

田島 賢司（TAJIMA Kenji）
：経理部長

アドバイザー

祥（MATSUSHITA Sho）
：医学研究センター長
新（Yoneya Shin）
：医学研究センター共同研究推進部門長
勤（TAKEUCHI Tsutomu）
：医学教育センター副センター長

飯野

顕（IINO Akira）
：知財統括アドバイザー

2．目的
本委員会は本学における「寄附研究部門」の設置に関する審査を行い，奨学を目的とする個人若しくは法人又は団
体（以下「民間等」という．
）からの寄附を有効に活用し，本学の特色ある教育研究の推進及び充実を図ることを目
的とする．
寄附研究部門とは民間等からの寄附金により医学部，保健医療学部又は大学院にそれぞれ設置される部門で，当該
寄附金により当該寄附研究部門の教育研究の運営及び実施に伴う諸経費を賄うものをいう（- 規程第 3 条より抜粋 -）
．

3．活動報告
平成 20 年度は，寄附研究部門設置申請そのものがなく，事実上委員会は開催されなかった．
本来平成 19 年度の活動報告に掲載すべきであった寄附研究部門設置第 1 号案件に関する活動報告が漏れていたの
で，ここに報告する．
①第 1 回（平成 20 年 2 月 14 日）於：学長室 出席者 8 人 欠席者 3 人
議事：中央研究施設寄附研究部門（阿部岳研究室）の設置について
②第 2 回（平成 20 年 3 月 14 日）於：学長室 出席者 6 人 欠席者 5 人
議事：中央研究施設寄附研究部門（阿部岳研究室）の設置について

4．評価と次年度目標
今後産学連携の活動が活発化し，さらに寄附研究部門の設置を大いに歓迎し，申請が起案されるたびに，本委員会
を開催し，本学の特色ある教育研究の推進及び充実を図ることに努めたい．
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1．13）アドミッションセンター運営委員会
1．構成員
センター長（議長）

山内

俊雄（YAMAUCHI, Toshio）

副センター長

大野

良三（OHNO, Ryozo）

調査・研究・解析部門長

椎橋実智男（SHIIBASHI,Michio）

入試問題統括部門長

別所

正美（BESSYO,Masami）

広報部門長

丸木

清之（MARUKI,Kiyoyuki）

事務部門長

堀口

一夫（HORIGUTI,Kazuo）

その他センター長が必要と認めた者

2．目的
アドミッションセンターの円滑な管理運営を図るため，運営に関する基本方針の策定，事業計画と予算に関する
こと，その他重要事項に関することを審議するために設置する．

3．活動報告
今年度は運営委員会を開催しなかった．

4．自己点検・評価と次年度目標
今年度は新たに副センター長，各部門長の配置を行ったもののアドミッションセンターとしての運営委員会は開催
されなかった．しかし，関連する学校群の入試関係者を一同に会しアドミッションセンターに望む機能と役割を聴取
するとともに全学的な調整を行った．
次年度は円滑な管理運営を図るための方策を検討して行く．
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1．14）医学研究センター運営会議
1）構成員
センター長

松下

祥（MATSUSHITA, Sho）：医学部免疫学･教授

副センター長

糸山

進次（ITOYAMA, Shinji）：総合医療センター病理部･教授

岡崎

康司 （OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター･所長

正副部門長

池淵

研二（IKEBUCHI, Kenji）：国際医療センター輸血 細胞移植部 , 中央検査部･教授

米谷

新（YONEYA, Shin）
：大学病院眼科学・教授

禾

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：医学部分子生物学・教授

丸山

敬（MARUYAMA, Kei）：医学部薬理学･教授

赤塚

俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：医学部微生物学・教授

佐々木
持田

康綱（SASAKI, Yasutsuna）：国際医療センター腫瘍内科・教授
智（MOCHIDA, Satoshi）：大学病院消化器内科肝臓内科・教授

森

圭介（MORI, Keisuke）
：医学部眼科学・准教授

西山

正彦（NISHIYAMA, Masahiko）：国際医療センター TR 部門・教授

仁科

正実（NISHINA, Masami）：医学研究センター・准教授

安河内
森

正文（YASUKOUCHI, Masahumi）：医学研究センター知財戦略研究推進部門：副部門長

隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部・准教授

椎橋

実智男（SHIIBASHI, Michio）：医学部医学情報施設・准教授

伊崎

誠一（IZAKI, Seiichi）
：総合医療センター皮膚科・教授

吉田

喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）：医学部化学･准教授

犬飼

浩一（INUKAI, Kouichi）：大学病院 RI 管理部門・准教授

西川

亮（NISHIKAWA, Ryo）：国際医療センター脳外科・教授

山内

俊雄（YAMAUCHI, Toshio）：埼玉医科大学・学長

飯野

顕（IINO, Akira）
：医学研究センター・客員教授

委員の任期は，平成 20 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日までである．

2）目的
各部門会議等からの報告を受けるとともに，発議事項を審議することを目的とする．

3）活動報告
会議の開催：以下の通り計 10 回の会議を開催した．
第 30 回医学研究センター運営会議 平成 20 年 4 月 15 日

於：本部棟 2 階会議室･出席者 33 名

第 31 回医学研究センター運営会議 平成 20 年 5 月 13 日

於：本部棟 2 階会議室･出席者 33 名

第 32 回医学研究センター運営会議 平成 20 年 6 月 17 日

於：本部棟 2 階会議室･出席者 30 名

第 33 回医学研究センター運営会議 平成 20 年 7 月 14 日

於：本部棟 2 階会議室･出席者 32 名

第 34 回医学研究センター運営会議平成 20 年 9 月 13 日

於：本部棟 2 階会議室･出席者 28 名

第 35 回医学研究センター運営会議平成 20 年 10 月 14 日
第 36 回医学研究センター運営会議平成 20 年 11 月 18 日

於：本部棟 2 階会議室･出席者 32 名
於：本部棟 2 階会議室･出席者 40 名

第 37 回医学研究センター運営会議平成 20 年 12 月 9 日

於：本部棟 2 階会議室･出席者 40 名

第 38 回医学研究センター運営会議平成 21 年 1 月 13 日

於：本部棟 2 階会議室･出席者 34 名

第 39 回医学研究センター運営会議平成 21 年 3 月 17 日

於：本部棟 2 階会議室･出席者 34 名

4）評価と次年度目標
定期的に開催し，内容を教員代表者会議で報告した．
来年度も継続する．
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1．15）国際交流センター委員会
1．構成員
委員長

野村正彦 (NOMURA, Masahiko)：国際交流センター：センター長：特任教授：名誉教授

副委員長

荒木信夫 (ARAKI, Nobuo)：大学病院神経内科：教授

委員

丸木清浩 (MARUKI, Kiyohiro)：理事長
濱口勝彦 (HAMAGUCHI, Katsuhiko)：副理事長
丸木清之 (MARUKI, Kiyoyuki)：専務理事
山内俊雄 (YAMAUCHI, Toshio)：学長
横手祐二 (YOKOTE, Yuji)：大学病院長
松本万夫 (MATSUMOTO, Kazuo)：国際医療センター心臓内科：教授

2．目的

該当なし

3．活動報告 該当なし
4．評価と次年度目標
平成 21 年 3 月をもって「国際交流センター委員会」を解散とする．今後この名称は現「国際交流センター運営委
員会」が引き継ぐ．運営機能と構成員は現在の「国際交流センター運営委員会」が継承していく．
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1．16）国際交流センター運営委員会
1．構成員
委員長

野村正彦 （NOMURA, Masahiko）：国際交流センター長：特任教授：名誉教授 （任期：H21. 3. 31）

副委員長

松本万夫 （MATSUMOTO, Kazuo）：国際医療センター心臓内科：教授 （任期：H21. 3. 31）

委員

菅

理江 （SUGE, Rie）
：医学部生理学：助教（任期：H21. 3. 31）

藤田惠子 （FUJITA, Keiko）
：医学部解剖学：准教授（任期：H21. 3. 31）
茅野秀一 （KAYANO, Hidekazu ）：医学部病理学：准教授（任期：H21. 3. 31）
丸木清之 （MARUKI, Kiyoyuki）
：専務理事（任期：H21. 3. 31）
村松俊裕 （MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：准教授（任期：H21. 3. 31）
小山
辻

勇 （KOYAMA, Isamu）
：国際医療センター消化器外科：教授（任期：H21. 3. 31）
美隆 （TSUJI, Yoshitaka）
：保健医療学部：准教授（任期：H21. 3. 31）

荒木信夫 （ARAKI, Nobuo）
：大学病院神経内科：教授（任期：H21. 3. 31）
千本松孝明 （SENBONMATSU, Takaaki）：医学部薬理学：准教授（任期：H21. 3. 31）
笹島

茂 （SASAJIMA, Shigeru）
：医学部英語：准教授（任期：H21. 3. 31）

田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理学：教授（任期：H21. 3. 31）
飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）
：国際医療センター心臓内科 : 講師（任期：H21. 3. 31）
劉

文甫 （LIU, Wenfu ）
：顧問（任期：H21. 3. 31）

斉藤雅子 （SAITO, Masako）
：事務員（任期：H21. 3. 31）

2．目的
国際交流センターが円滑に国際交流の機能を発揮する為に設置された．交換留学制度にあるように，埼玉医大生お
よび海外の提携 10 大学からの留学生を，相互に留学をして現地大学病院を中心にした研修を 4 週間施行する．これ
らに関与する種々の決定事項は，すべてこの委員会に議題として提案され討論の上決定して実行する．活動目標は，
交換留学制度を円滑に行う為に海外 10 大学との相互大学間の契約に従って，毎年この行事を施行する事である．

3．活動報告
毎月 1 回開催を原則にしている．従って，年 12 回の開催とこれ以外の，緊急会議が必要なときはこれを開催する．
①第 1 回
出席者

（平成 20 年 4 月 10 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室
10 人 （山内学長出席あり） 欠席者

6人

議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
②第 2 回
出席者

（平成 20 年 5 月 8 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室
9人

欠席者

6人

議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
③第 3 回
出席者

（平成 20 年 6 月 5 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室
7人

欠席者

8人

議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
④第 4 回

（平成 20 年 7 月 1 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室

議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
⑤第 5 回
出席者

（平成 20 年 8 月 1 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室
9人

欠席者

6人

議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
⑥第 6 回
出席者

（平成 20 年 9 月 2 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室
11 人

欠席者

4人

議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
⑦第 7 回
出席者

（平成 20 年 10 月 7 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室
10 人

欠席者

5人

議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
91

国際交流センター運営委員会

⑧第 8 回
出席者

（平成 20 年 11 月 13 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室
6人

欠席者

9人

議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
⑨第 9 回
出席者

（平成 20 年 12 月 10 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室
9人

欠席者

6人

議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
⑩第 10 回
出席者

（平成 21 年 1 月 20 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室
9人

欠席者

6人

議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
⑪第 11 回
出席者

（平成 21 年 2 月 17 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室
11 人

欠席者

4人

議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
⑫第 12 回
出席者

（平成 21 年 3 月 12 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室
6人

欠席者

9人

議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
その他，種々課題の検討と解決を進める上で，各委員を「小委員会」のグループに分けて，作業を行なった．
①「受入準備委員会」
：

茅野（委員長）
，藤田（副委員長），村松，笹島，劉．教員の留学を考慮に入れて，全教

員の海外留学体験者の実態を調べる．海外から医師を含む外国の研究者を受入れる為に，基本学科の受入れ体制
を調査する為にアンケート調査を行った．アンケート調査をする為に，何を何処まで調査するかを検討して，ア
ンケートの内容と質問の各項目を検討した．それらの原案を，全体の委員会で，更に検討結論を出し作成した．
11 月に全学の基本学科を対象に，基本学科運営責任者宛にアンケート調査用紙を配布して，これらを回収した．
これを受けて，
集計を図式化して，
当委員会で『海外からの受入れと，海外への留学の可能性』を検討議題とした．
②「教員短期留学制度選考委員会（派遣準備委員会）」：
③「ホームページ作成委員会」
：

松本（委員長），辻（副委員長），田丸，荒木，千本松，
飯田．

菅（委員長），斉藤

4．評価と次年度目標
毎月に 1 回開催してきた委員会では，医学部 5 年生に実施している相互交換留学，および低学年の語学研修の年
間行事を的確に把握して，実行する実態を討議して来た．また，次年度から開始する，教員短期留学制度の詳細な『規
則』および『細則』を作成して，実際に開始できるよう議論と検討を加えた．その結果 2 月には全学にこれらの制
度の公布と候補者の公募を実施できるよう作業を行って来た．年間を通じて滞りなく業務が遂行されている事を委員
全員にはかり，合意に達する迄討議と議論ができた．また，これらの中で反省項目があればこれらを取り上げ，次年
度に向けて改良の方向に向かって討議し，改善する．
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2．1）大学院委員会
1．構成員
議

長

委

員

学長

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）

（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 1 号，2 号，3 号構成員）
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）学長，医学部長，医学研究科長
（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 3 号）
横手祐二（YOKOTE, Yuji）理事（平成 20 年 9 月から）
（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 5 号構成員）
別所正美（BESSHO, Masami）医学教育センター長
竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）医学教育センター大学院教育部門長（平成 20 年 9 月まで），副学長

松下

祥（MATSUSHITA, Sho）医学教育センター大学院教育部門副部門長（平成 20 年 9 月まで），医学研究

センター長
※横手祐二（YOKOTE, Yuji）病院長 , 外科学教授（平成 20 年 7 月まで）
西山正彦（NISHIYAMA，Masahiko）がんプロ実務担当者，医学研究センタートランスレーショナルリサーチセ
ンター副部門長
木崎昌弘（KIZAKI，Masahiro）総合医療センター血液内科教授（平成 21 年 1 月から）
（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 4 号構成員）
生物・医学研究系
廣瀬隆則（HIROSE, Takanori）病理学教授
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）ゲノム医学研究センターゲノム科学部門教授（平成 20 年 4 月まで）
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）ゲノム医学研究センター発生・分化・再生部門教授 （平成 20 年 5 月から）
社会医学研究系
永井正規（NAGAI, Masaki）公衆衛生学教授
臨床医学研究系
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）皮膚科学教授
萩原弘一（HAGIWARA，Kouichi）呼吸器内科教授
宮尾秀樹（MIYAO, Hideki）総合医療センター麻酔科教授
松谷雅生（MATSUTANI, Masao）がんプロ責任者・国際医療センター病院長

2．目

的

本委員会は，大学院学則第 33 条に基づき組織され，大学院組織運営，規程の制定・改廃，大学院生に関する重要
な事項等全てについて審議し，その他機関との連絡調整を担い大学院組織のスムーズな運営を目的としている．

3．活動報告
1）委員会の開催
以下の通り開催した．
第 1 回平成 20 年 4 月 15 日
第 2 回平成 20 年 5 月 13 日
第 3 回平成 20 年 6 月 17 日
第 4 回平成 20 年 7 月 15 日
第 5 回平成 20 年 9 月 16 日
第 6 回平成 20 年 10 月 21 日
第 7 回平成 20 年 11 月 18 日
第 8 回平成 20 年 12 月 16 日
第 9 回平成 21 年 1 月 20 日
第 10 回平成 21 年 2 月 10 日
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第 11 回平成 21 年 3 月 17 日
2）主な内容と審議結果
（1）19 名の学位審査申請者の申請資格と審査委員の選出を審議した．
（2）大学院組織について，大学院基本学科，科目責任者，大学院教員，学位論文審査教員，代表指導教員，指導
教員について審議し整備した．
（3）平成 21 年度大学院学則について審議し整備した．
第 6 条 : 修業年限，第 11 条の 2：教育方法の特例，第 13 条：入学の時期
第 23 条：課程の修了，第 43 条：科目等履修生
（4）平成 22 年度大学院学則について審議し整備した（修士課程設置に伴う関連条項の追加）．
（5）大学院学則第 23 条の整備にあたり，早期修了の要件について討議され，本学の基準を設定した．
（6）
『学位審査の申請と審査の流れ』を作成し，申請から審査に関する手続きを明文化し，申請者，指導教員，学
位審査委員等へ共通の認識を図り，本学における厳正な学位審査体制等の確立について周知した．
（7）平成 21 年度大学院入学者選抜試験（4 月入学）第 1 期，第 2 期及び転入学試験の結果ついて審議した．
（8）第 53，54 回埼玉医科大学大学院医学研究科語学試験結果について審議した．
（9）大学院修士課程設置に向け，医科学修士サブグループ及び看護学修士サブグループを含む修士課程設立準備
委員会と連携し準備を進めた．
（10）大学院生専攻分野変更について審議した（1 名）．
（11）大学院生退学について審議した（2 名）
．
（12）本学大学院生を他大学へ国内外留学として派遣した（派遣数 7 名）．
（13）他大学の大学院学生を特別研究学生として受託した（新規 0 名，継続 4 名 計 4 名）．
（14）他機関より協力研究員，特別協力研究員を受託した（新規 1 名，継続 11 名

計 12 名）．

4．自己点検・評価
今年度も学位審査申請者の資格審査，学位審査委員選出などの通常審議をおこなった．
また，昨年度整備された『学位規則のうち博士に関する運用細則』，『学位申請（Thesis）作成の手引き』の運用が
始まり，資格審査においてもスムーズな審査がおこなわれた．さらに，今年度は『学位審査の申請と審査の流れ』を
作成し，本学における厳正な学位審査体制等の確立と徹底を図った．
修士課程設立に向けて，学則等諸規則の整備にあたり関連委員会と連携し本格的準備を開始した．
大学院組織の整備により，教員の意識も高まりつつある中，次年度においては，更に修士課程を含めた大学院組織
作りと運営の見直しが必要となり，なおも魅力ある大学院を目指し検討をすすめる．
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2．2）大学院医学研究科委員会
1．構成員
（第 300 回‐第 310 回）
議長

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）

◇役職指定者（大学院研究科委員会運営規則第 2 条 1 号構成員）
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：医学研究科長学長，医学部長
横手祐二（YOKOTE, Yuji）
：大学病院長（平成 20 年 7 月まで）
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院長（平成 20 年 9 月から）
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：総合医療センター病院長
松谷雅生（MATSUTANI, Masao）
：国際医療センター病院長
別所正美（BESSHO, Masami）
：医学教育センター長
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学研究センター長

野村正彦（NOMURA, Masahiko）
：国際交流センター長
※横手祐二（YOKOTE, Yuji）
：地域医学・医療センター長（平成 20 年 7 月まで）
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）: 地域医学・医療センター長（平成 20 年 9 月から）
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター所長
竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）
：医学教育センター大学院教育部門長（平成 20 年 9 月まで）

米谷

新（YONEYA, Shin）
：中央研究施設長

西村重敬（NISHIMURA,Shigeyuki）: 医学教育センター卒後医学教育部門長（平成 20 年 6 月から）
※別所正美（BESSHO, Masami）
：医学情報施設長
◇科目責任者（大学院研究科委員会運営規則第 2 条 2 号構成員）
生物・医学研究系
永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：解剖学
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：生理学
菰田二一（KOMODA，Tsugikazu）: 生化学
禾

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：分子生物学

岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学（平成 20 年 4 月まで）
奥田晶彦（OKUDA,Akihiko）
：ゲノム医学（平成 20 年 5 月から）
丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：薬理学

廣瀬隆則（HIROSE, Takanori）
：病理学
赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：微生物学
※松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：免疫学

社会医学研究系
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：衛生学（地域医学・医療学）
永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学
齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）
：法医学
臨床医学研究系
木崎昌弘（KIZAKI，Masahiro）
：血液内科学
池淵研二（Ikebuchi, Kenji）
：輸血･細胞移植学
前﨑繁文（MAESAKI, Shigefumi）
：感染症科･感染制御学
佐々木康綱（SASAKI，Yasutsuna）
：腫瘍内科学
松本万夫（MATSUMOTO，Kazuo）
：循環器内科学
金澤

實（KANAZAWA，Minoru）
：呼吸器内科学

三村俊英（MIMURA，Toshihide）
：リウマチ･膠原病内科学
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：消化器・肝臓内科学

※片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：内分泌･糖尿病内科学（平成 20 年 9 月まで）
粟田卓也（AWATA, Takuya）
：内分泌･糖尿病内科学（平成 20 年 10 月から）
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荒木信夫（ARAKI,Nobuo）
：神経内科学
※鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：腎臓内科学
中元秀友（NAKAMOTO，Hidetomo）
：総合内科学
新浪

博（NIINAMI，Hiroshi）
：心臓血管外科学

小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：消化器外科学

佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：乳腺腫瘍学
大野康治（OHNO, Yasuharu）
：小児外科学
金子公一（KANEKO，Koichi）
：呼吸器外科学
雨宮

伸（AMEMIYA，Shin）
：小児科学

石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：産科婦人科学

太田敏夫（OTA，Toshio）
：精神医学
中村晃一郎（NAKAMURA，Koichiro）
：皮膚科学
織田弘美（ODA, Hiromi）
：整形外科学
松居

徹（MATSUI, Toru）
：脳神経外科学

出口修弘（DEGUCHI，Nobuhiro）
：泌尿器科学
菅澤
※米谷

正（SUGASAWA，Masashi）
：耳鼻咽喉科学
新（YONEYA, Shin）
：眼科学

松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）
：麻酔学
松田博史（MATSUDA，Hiroshi）
：放射線医学
依田哲也（YODA，Tetsuya）
：口腔外科学
中塚貴志（NAKATSUKA, Takashi）
：形成外科学
倉林

均（KURABAYASHI，Hitoshi）
：リハビリテーション医学

※池淵研二（Ikebuchi, Kenji）
：臨床検査医学
佐藤

章（SATOH，Akira）
：救急医学

※松谷雅生（
（MATSUTANI, Masao）
：臨床腫瘍学（がんプロ）
◇その他選出者（大学院研究科委員会運営規則第 2 条 3 号構成員）
横手祐二（YOKOTE, Yuji）
：大学院委員会（平成 20 年 10 月から）
竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）
：大学院委員会（平成 20 年 10 月から）

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：大学院委員会委員
萩原弘一（HAGIWARA，Kouichi）: 大学院委員会委員
宮尾秀樹（MIYAO, Hideki）
：大学院委員会委員
西山正彦（NISHIYAMA，Masahiko）
：大学院委員会委員
計：54 名

定足数：36 名（第 300 回）

55 名

定足数：37 名（第 301 回 ,304 回）

56 名

定足数：38 名（第 302 回，第 303 回）

57 名

定足数：38 名（第 305 回‐第 310 回）

・事務局等
◇オブザーバー :
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）
：副理事長
◇大学事務部
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：部長
笠間

忍（KASAMA, Shinobu）
：庶務課 課長補佐

村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：教務課 課長（7 月に医務部に異動）
堀江正人（HORIE, Masahito）
：教務課 課長補佐（7 月より課長）
須賀川裕子（SUKAGAWA, Hiroko）
：教務課 主任
吉山美穂子（YOSHIYAMA, Mihoko）
：教務課員
蛭間庄司（HIRUMA, Syoji）
：学生課 課長補佐

2．目的
大学院医学研究科委員会は，新しい教員組織の「教育・研究組織」の基，大学院教育の最高決議機関として，運営
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全般に関わる重要事項を審議することを目的とする．

3．活動報告
◇開催日
第 300 回：4 月 25 日（金）出席者 37 名学位審査：2 件
第 301 回：5 月 23 日（金）出席者 40 名学位審査：2 件
第 302 回：6 月 27 日（金）出席者 42 名学位審査：2 件
第 303 回：7 月 25 日（金）出席者 47 名学位審査：1 件
第 304 回：9 月 26 日（金）出席者 40 名学位審査：1 件
第 305 回：10 月 24 日（金）出席者 41 名学位審査：なし
第 306 回：11 月 28 日（金）出席者 40 名学位審査：なし
第 307 回：12 月 19 日（金）出席者 44 名学位審査：2 件
第 308 回：1 月 23 日（金）出席者 39 名学位審査：なし
第 309 回：2 月 13 日（金）出席者 45 名学位審査：4 件
第 310 回：3 月 23 日（金）出席者 41 名学位審査：5 件
開催回数：11 回
平均出席者数：41 名
学位審査計：19 件（合格 19 件）
◇主な審議内容
（1）大学院組織の整備
大学院基本学科 ，科目責任者，大学院教員，学位論文審査教員，代表指導教員，指導教員
（2）平成 21 年度大学院学則改訂
（第 6 条関係，第 11 条関係，第 13 条関係，第 23 条関係，第 43 条関係）
（3）平成 22 年度大学院学則改訂（修士課程設置に伴う関連条項の追加）
（4）研究科委員会構成員の変更
（5）大学院カリキュラムにおける履修単位の変更
（6）厳正な学位審査体制の確立と徹底（
『学位審査の申請と審査の流れについて』）
（7）学位規則運用細則の運用（
『学位規則のうち博士に関する運用細則』）
（8）
『学位申請論文（Thesis）作成の手引き』の運用
（9）学位審査申請者の申請資格の承認と審査委員会設置：対象 19 件
（10）科目等履修生受託規則の制定，平成 21 年度募集要項作成
（11）
『平成 19 年度がんプロフェッショナル養成プラン』の採択に伴う専攻分野「臨床腫瘍学（がんプロ）」の設置
と大学院生の受入れ
（12）平成 21 年度大学院入学者選抜試験（4 月入学）第 1 期，第 2 期，転入学試験の実施と合否判定
第1期

出願者 3 名（うち臨床腫瘍学（がんプロ）1 名）受験者 3 名

合格者 2 名（うち臨床腫瘍学（がんプロ）1 名）
第2期

出願者 10 名（うち臨床腫瘍学（がんプロ）2 名）受験者 10 名

合格者 7 名（うち臨床腫瘍学（がんプロ）1 名）
転入学試験

出願者 1 名

受験者 1 名

合格者 1 名

（13）第 53，54 回埼玉医科大学大学院医学研究科語学試験実施と合否判定
第 53 回

申込 33 名

受験者 33 名

合格者 20 名

第 54 回

申込 17 名

受験者 16 名

合格者 14 名

（14）語学試験不合格判定者に成績を通知
（15）学位授与：甲種 7 名，乙種 12 名 計 19 名（内本学卒業生：甲種 3 名 , 乙種 5 名 計 8 名）
（16）大学院生専攻分野変更：1 名
（17）大学院学生国内外留学承認：7 名
（20）大学院生退学の承認：2 名
（21）特別研究学生（他大学院）受託：新規 0 名，継続 4 名

計4名

（22）協力研究員（他機関）受託：新規 0 名，継続 2 名，
特別協力研究員（他機関）受託：新規 1 名，継続 9 名

計 10 名
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4．評価と次年度目標
大学院医学研究科委員会は，大学院学生の入学等の処遇に関すること，授業，研究指導に関すること，学位審査な
どが主たる審議事項である．平成 20 年度も従来通りこれらの審議や討議を行った．また平成 19 年度に改変された
教員組織も整備され，医学部と独立した大学院組織の運営が進められている．なお，大学院生数については，臨床医
学研究系臨床腫瘍学（がんプロ）募集により，昨年度より入学者が増えたが，依然充足率は低く定員を下回っている．
次年度については，大学院生の教育環境の整備にも着手し，引き続き魅力ある大学院を目指し改善に努める必要があ
る．また，修士課程設置に向けての準備が開始され，拡大される大学院組織運営の見直しも必要である．
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2．3）大学院入試語学試験委員会
1．構成員
議

長

学長

委

員

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）学長，医学研究科長
竹内

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
勤（TAKEUCHI, Tsutomu）医学教育センター大学院教育部門長（平成 20 年 9 月まで）

大学院委員会選出委員（平成 20 年 10 月より）
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）医学教育センター大学院教育部門副部門長（平成 20 年 9 月まで）

大学院委員会選出委員（平成 20 年 10 月より）
永井正規（NAGAI, Masaki）問題作成者・採点・大学院委員会選出者
萩原弘一（HAGIWARA，Kouichi）問題作成者・試験監督・大学院委員会選出者

2．目

的

本委員会は，大学院学則第 38 条に基づき，大学院医学研究科委員会運営規則第 6 条により組織され，大学院入学
者選抜試験（学力試験）
，乙種学位審査申請要件の語学試験に関して，試験問題の作成，選定及び試験の実施，採点，
また，公平且つ適正な判定基準の設定を提案し，入試委員会としての役割りを果たすことを目的としている．

3．活動報告
1）委員会の開催
以下の通り開催した．
第 1 回平成 20 年

9 月 16 日

第 2 回平成 21 年

2 月 10 日

2）主な内容と審議結果
（1）平成 21 年度大学院第 1 期入学試験，第 53 回語学試験の問題の作成，選定，判定基準の提案をした．
（2）平成 21 年度大学院第 2 期入学試験，第 54 回語学試験の問題の作成，選定，判定基準の提案をした．
（3）判定基準について，両試験とも，過去の統計を参考に合格点を 60 点以上とした．
（4）平成 21 年度大学院第 2 期入学試験，
第 54 回語学試験より，受験科目を英語のみとした（独語，仏語の廃止）
．
（5）本学卒業生の受験者の得点が不振であることから，今後本学 Student Exchange Program 参加経験や留学経
験の有無に関連があるかについて調査を提案した．
（6）語学試験不合格判定者には，代表指導教員を通じ今後の勉強の参考に得点を通知することを提案した（平成
19 年 9 月より実施）
．

4．自己点検・評価
大学院入学者選抜試験（学力試験）及び語学試験の実施全般について，平成 20 年度も従来通り行ない目的を遂行
した．次年度においても，過去のデータ，近年の成績の傾向などを捉え，医学部の卒前卒後教育に情報提供し学力向
上にも貢献していく必要がある．
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3．1）教員代表者会議
1. 構成員
（第 395 回 - 第 398 回）
議長

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）

◇役職指定者（医学部教授会運営細則第 2 条 1 号〜 14 号構成員）
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長，医学部長
※山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：医学研究科長
別所正美（BESSHO, Masami）
：副学長，副医学部長
竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）
：副学長，副医学部長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：学長補佐，医学部長補佐
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：学長補佐，医学部長補佐
横手祐二（YOKOTE, Yuji）: 大学病院 病院長（第 395 回 - 第 405 回）
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：総合医療センター病院長
松谷雅生（MATSUTANI, Masao）
：国際医療センター病院長
川添太郎（KAWAZOE, Taro）
：かわごえクリニック院長
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：学生部長
織田弘美（ODA, Hiromi）
：図書館長
※別所正美（BESSHO, Masami）
：医学教育センター長
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学研究センター長

※横手祐二（YOKOTE, Yuji）
：地域医学・医療センター長
野村正彦（NOMURA, Masahiko）
：国際交流センター長
※山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：アドミッションセンター長
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター所長
◇教育組織

医学教育センター選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 15 号〜 17 号構成員）

※土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：教育主任部門長
上原政治（UEHARA,Seiji）
：入試部門長
※別所正美（BESSHO, Masami）
：卒前医学教育部門長
※竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）
：大学院教育部門

※西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：卒後医学教育部門長
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：教育情報部門長
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：ＦＤ部門長
※土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：大学評価部門長
※渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：卒前医学教育部門
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：卒前医学教育部門

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：卒前医学教育部門
※荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：卒前医学教育部門

カリキュラム室長

試験管理室長
調査解析室長

学生支援室長

稲葉宗通（INABA, Munemichi）
：卒前医学教育部門

学生保健管理室長

永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：教育主任部門選出者
丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：教育主任部門選出者

永田

真（NAGATA, Makoto）
：教育主任部門選出者

鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：教育主任部門選出者
石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：教育主任部門選出者

間嶋

満（MAJIMA, Mitsuru）
：教育主任部門選出者

永井正規（NAGAI, Masaki）
：教育主任部門選出者
芽野秀一（KAYANO, Syuichi）
：教育主任部門選出者
◇研究組織

医学研究センター選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 18 号構成員）

池淵研二（Ikebuchi, Kenji）
：研究主任部門長
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米谷

新（YONEYA, Shin）
：共同研究推進部門長

西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：知財戦略研究推進部門副部門長
※松下
禾

祥（MATSUSHITA, Sho）
：グラント部門長

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：安全管理部門長

※別所正美（BESSHO, Masami）
：フェローシップ部門長
赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：研究評価部門長
佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）: トランスレーショナルリサーチ部門長
◇診療組織

病院選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 19 号構成員）

○大学病院
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）: 内分泌・糖尿病内科
中塚貴志（NAKATSUKA, Takashi）
：形成外科・美容外科
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：耳鼻咽喉科
田中淳司（TANAKA, Jyunji）
：放射線科
菊地博達（KIKUCHI, Hirosato）
：麻酔科
三村俊英（MIMURA,Toshihide）: リウマチ膠原病科
篠塚 望（SHINOZUKA,Nozomi）: 消化器・一般外科
○総合医療センター
御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）
：副病院長 , 腎・高血圧内科
前田平生（MAEDA, Hiroo）
：副病院長，輸血・細胞治療部
田村正徳（TAMURA, Masanori）
：総合周産期母子医療センター長
宮尾秀樹（MIYAO, Hideki）
：麻酔科
松居

徹（MATSUI, Toru）
：脳神経外科

木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）: 血液内科
石田秀行（ISHIDA, Masahiro）: 消化管外科・一般外科
○国際医療センター
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：副病院長 , 消化器･一般外科

加藤木利行（KATOHGI, Toshiyuki）
：副病院長 , 心臓血管外科
佐藤

章（SATOH, Akira）
：救命救急センター長 , 救急医学科

棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：IRB 委員会委員長 , 神経内科・脳卒中内科
上野宗久（UENO, Munehisa）
：卒後医学教育担当，泌尿器科
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：卒前医学教育担当，心臓内科
※佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）
：TR センター長，腫瘍内科
◇その他選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 20 号構成員）
齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）
：学生部選出者，法医学
計：55 名

定足数 :37 名（※重複者）

・事務局等
◇オブザーバー :
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）
：副理事長
◇大学事務部
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：部長
笠間

忍（KASAMA, Shinobu）
：庶務課 課長補佐

小野寺晴美（ONODERA, Harumi）
：庶務課 主任
鈴木恵美（SUZUKI, Megumi）
：庶務課員
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）教務課 課長（第 395 回 - 第 396 回）
堀江正人（HORIE, Masahito）
：教務課 課長補佐
西宮富士雄（NISHIMIYA, Fujio）学生課 課長（第 395 回 - 第 396 回）
蛭間庄司（HIRUMA, Syoji）
：学生課 課長補佐
◇総務部
茂木

明（MOGI, Akira）
：部長
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（第 399 回）
議長

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）

◇役職指定者（医学部教授会運営細則第 2 条 1 号〜 14 号構成員）
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長，医学部長
※山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：医学研究科長
別所正美（BESSHO, Masami）
：副学長，副医学部長
竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）
：副学長，副医学部長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：学長補佐，医学部長補佐
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：学長補佐，医学部長補佐
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）: 大学病院 病院長
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：総合医療センター病院長
松谷雅生（MATSUTANI, Masao）
：国際医療センター病院長
川添太郎（KAWAZOE, Taro）
：かわごえクリニック院長
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：学生部長
織田弘美（ODA, Hiromi）
：図書館長
※別所正美（BESSHO, Masami）
：医学教育センター長
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学研究センター長

鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学・医療センター長
野村正彦（NOMURA, Masahiko）
：国際交流センター長
※山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：アドミッションセンター長
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター所長
◇教育組織

医学教育センター選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 15 号〜 17 号構成員）

※土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：教育主任部門長
上原政治（UEHARA,Seiji）
：入試部門長
※別所正美（BESSHO, Masami）
：卒前医学教育部門長
※竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）
：大学院教育部門

※西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：卒後医学教育部門長
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：教育情報部門長
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：ＦＤ部門長
※土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：大学評価部門長
※渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：卒前医学教育部門
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：卒前医学教育部門

試験管理室長

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：卒前医学教育部門
※荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：卒前医学教育部門

カリキュラム室長
調査解析室長

学生支援室長

稲葉宗通（INABA, Munemichi）
：卒前医学教育部門

学生保健管理室長

永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：教育主任部門選出者
丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：教育主任部門選出者

永田

真（NAGATA, Makoto）
：教育主任部門選出者

※鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：教育主任部門選出者
石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：教育主任部門選出者

※間嶋

満（MAJIMA, Mitsuru）
：教育主任部門選出者

永井正規（NAGAI, Masaki）
：教育主任部門選出者
芽野秀一（KAYANO, Syuichi）
：教育主任部門選出者
◇研究組織

医学研究センター選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 18 号構成員）

池淵研二（Ikebuchi, Kenji）
：研究主任部門長
米谷

新（YONEYA, Shin）
：共同研究推進部門長

西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：知財戦略研究推進部門副部門長
※松下
禾

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：安全管理部門長

※丸山
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赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：研究評価部門長
佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）: トランスレーショナルリサーチ部門長
◇診療組織

病院選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 19 号構成員）

○大学病院
金澤

實（KANAZAWA, Minoru）: 副病院長 , 呼吸器内科

中塚貴志（NAKATSUKA, Takashi）
：形成外科・美容外科
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：耳鼻咽喉科
田中淳司（TANAKA, Jyunji）
：放射線科
菊地博達（KIKUCHI, Hirosato）
：麻酔科
三村俊英（MIMURA,Toshihide）: リウマチ膠原病科
篠塚 望（SHINOZUKA,Nozomi）: 消化器・一般外科
○総合医療センター
御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）
：副病院長 , 腎・高血圧内科
前田平生（MAEDA, Hiroo）
：副病院長，輸血・細胞治療部
田村正徳（TAMURA, Masanori）
：総合周産期母子医療センター長
宮尾秀樹（MIYAO, Hideki）
：麻酔科
松居

徹（MATSUI, Toru）
：脳神経外科

木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）: 血液内科
石田秀行（ISHIDA, Masahiro）: 消化管外科・一般外科
○国際医療センター
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：副病院長 , 消化器･一般外科

加藤木利行（KATOHGI, Toshiyuki）
：副病院長 , 心臓血管外科
佐藤

章（SATOH, Akira）
：救命救急センター長 , 救急医学科

棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：IRB 委員会委員長 , 神経内科・脳卒中内科
上野宗久（UENO, Munehisa）
：卒後医学教育担当，泌尿器科
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：卒前医学教育担当，心臓内科
※佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）
：TR センター長，腫瘍内科
◇その他選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 20 号構成員）
齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）
：学生部選出者，法医学
計：54 名

定足数 :36 名（※重複者）

・事務局等
◇オブザーバー :
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）
：副理事長
◇大学事務部
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：部長
笠間

忍（KASAMA, Shinobu）
：庶務課 課長補佐

小野寺晴美（ONODERA, Harumi）
：庶務課 主任
鈴木恵美（SUZUKI, Megumi）
：庶務課員
堀江正人（HORIE, Masahito）
：教務課 課長
蛭間庄司（HIRUMA, Syoji）
：学生課 課長補佐
◇総務部
茂木

明（MOGI, Akira）
：部長

（第 400 回 - 第 405 回）
議長

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）

◇役職指定者（医学部教授会運営細則第 2 条 1 号〜 14 号構成員）
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長，医学部長
※山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：医学研究科長
別所正美（BESSHO, Masami）
：副学長，副医学部長
竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）
：副学長，副医学部長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：学長補佐，医学部長補佐
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西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：学長補佐，医学部長補佐
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）: 大学病院 病院長
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：総合医療センター病院長
松谷雅生（MATSUTANI, Masao）
：国際医療センター病院長
川添太郎（KAWAZOE, Taro）
：かわごえクリニック院長
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：学生部長
織田弘美（ODA, Hiromi）
：図書館長
※別所正美（BESSHO, Masami）
：医学教育センター長
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学研究センター長

鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学・医療センター長
野村正彦（NOMURA, Masahiko）
：国際交流センター長
※山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：アドミッションセンター長
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター所長
◇教育組織

医学教育センター選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 15 号〜 17 号構成員）

※土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：教育主任部門長
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：卒前医学教育部門長

※西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：卒後医学教育部門長
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：教育情報部門長
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：ＦＤ部門長
※別所正美（BESSHO, Masami）
：企画部門長
※渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：卒前医学教育部門
※持田

カリキュラム室長

智（MOCHIDA, Satoshi）
：卒前医学教育部門

試験管理室長

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：卒前医学教育部門

調査解析室長

※荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：卒前医学教育部門
間嶋

学生支援室長

満（MAJIMA, Mitsuru）
：卒前医学教育部門

臨床実習推進室長

永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：教育主任部門選出者
丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：教育主任部門選出者

永田

真（NAGATA, Makoto）
：教育主任部門選出者

※鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：教育主任部門選出者
石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：教育主任部門選出者

※間嶋

満（MAJIMA, Mitsuru）
：教育主任部門選出者

永井正規（NAGAI, Masaki）
：教育主任部門選出者
芽野秀一（KAYANO, Syuichi）
：教育主任部門選出者
◇研究組織

医学研究センター選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 18 号構成員）

池淵研二（Ikebuchi, Kenji）
：研究主任部門長
米谷

新（YONEYA, Shin）
：共同研究推進部門長

西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：知財戦略研究推進部門副部門長
※松下
禾

祥（MATSUSHITA, Sho）
：グラント部門長

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：安全管理部門長

※丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：フェローシップ部門長

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：研究評価部門長
佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）: トランスレーショナルリサーチ部門長
◇診療組織

病院選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 19 号構成員）

○大学病院
金澤

實（KANAZAWA, Minoru）: 副病院長 , 呼吸器内科

中塚貴志（NAKATSUKA, Takashi）
：形成外科・美容外科
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：耳鼻咽喉科
田中淳司（TANAKA, Jyunji）
：放射線科
菊地博達（KIKUCHI, Hirosato）
：麻酔科
三村俊英（MIMURA,Toshihide）: リウマチ膠原病科
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篠塚 望（SHINOZUKA,Nozomi）: 消化器・一般外科
○総合医療センター
御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）
：副病院長 , 腎・高血圧内科
前田平生（MAEDA, Hiroo）
：副病院長，輸血・細胞治療部
田村正徳（TAMURA, Masanori）
：総合周産期母子医療センター長
宮尾秀樹（MIYAO, Hideki）
：麻酔科
松居

徹（MATSUI, Toru）
：脳神経外科

木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）: 血液内科
石田秀行（ISHIDA, Masahiro）: 消化管外科・一般外科
○国際医療センター
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：副病院長 , 消化器･一般外科

加藤木利行（KATOHGI, Toshiyuki）
：副病院長 , 心臓血管外科
佐藤

章（SATOH, Akira）
：救命救急センター長 , 救急医学科

棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：IRB 委員会委員長 , 神経内科・脳卒中内科
上野宗久（UENO, Munehisa）
：卒後医学教育担当，泌尿器科
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：卒前医学教育担当，心臓内科
※佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）
：TR センター長，腫瘍内科
◇その他選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 20 号構成員）
齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）
：学生部選出者，法医学
稲葉宗通（INABA, Munemichi）
：卒前医学教育部門
上原政治（UEHARA,Seiji）
：医学基礎
計：55 名

学生保健管理室長

生物学

定足数 :37 名（※重複者）

・事務局等
◇オブザーバー :
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）
：副理事長
◇大学事務部
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：部長
笠間

忍（KASAMA, Shinobu）
：庶務課 課長補佐

小野寺晴美（ONODERA, Harumi）
：庶務課 主任
鈴木恵美（SUZUKI, Megumi）
：庶務課員
堀江正人（HORIE, Masahito）
：教務課 課長
蛭間庄司（HIRUMA, Syoji）
：学生課 課長補佐
◇総務部
茂木

明（MOGI, Akira）
：部長

２．目的
平成 18 年度より施行された新しい教員組織にともなって組織化された会議であり，従来の教授会に相当する．す
なわち，
教員代表者会議は，
学校教育法および同施行規則の定めによる，
「教授会」に相当する機能を果たすものであり，
教育と研究に関する重要な事項を審議することを目的としている．
したがって，構成員は役職指定者のほかに，教育組織，研究組織，診療組織からおおよそ 3：1：3 の割合で，50
名から 60 名の教員代表者が選出されている．

3．活動報告
◇定期開催
第 395 回：4 月 25 日（金）出席者 43 名
第 396 回：5 月 23 日（金）出席者 45 名
第 397 回：6 月 27 日（金）出席者 45 名
第 398 回：7 月 25 日（金）出席者 45 名
第 399 回：9 月 26 日（金）出席者 42 名
第 400 回：10 月 24 日（金）出席者 43 名
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第 401 回：11 月 28 日（金）出席者 44 名
第 402 回：12 月 19 日（金）出席者 48 名
第 403 回：1 月 23 日（金）出席者 45 名
第 404 回：2 月 13 日（金）出席者 43 名
第 405 回：3 月 27 日（金）出席者 44 名
◇臨時開催
平成 21 年度医学部定員増 ： 9 月 10 日（水）出席者 50 名（委任状出席者 25 名）
推薦入学試験合否判定

：11 月 19 日（水）出席者 53 名（委任状出席者 33 名）

前期 1 次入学試験合否判定 ： 2 月 4 日（水）出席者 53 名（委任状出席者 32 名）
前期 2 次入学試験合否判定 ： 2 月 12 日（木）出席者 51 名（委任状出席者 33 名）
後期 1 次入学試験合否判定 ： 2 月 25 日（水）出席者 54 名（委任状出席者 29 名）
後期 1 次入学試験合否判定 ： 3 月 4 日（水）出席者 50 名（委任状出席者 24 名）
1 年生及び 2 年生の進級判定： 3 月 13 日（金）出席者 49 名（委任状出席者 23 名）
3 年生から 5 年生の進級判定： 3 月 19 日（水）出席者 52 名（委任状出席者 32 名）
◇開催回数
定期開催：11 回
臨時開催：8 回
合

平均 44 名
平均 52 名（委任状平均 29 名）

計：19 回

平均 47 名

◇議事内容
本会議では，教育，研究，診療（大学病院，総合医療センター , 国際医療センター , かわごえクリニック）各施設
からの報告と審議，各種委員会報告，人事の報告や大学全体の基本的方向性やあり方に関する議論を行う場として，
機能している．
すなわち，議事は以下に示すような形態を原則として進行する．
①医学教育センター報告（各部門報告）
②医学研究センター報告（各部門報告，研究関連委員会報告）
③医学研究科委員会報告
④大学病院報告
⑤総合医療センター報告
⑥国際医療センター報告
⑦かわごえクリニック報告
⑧図書館報告
⑨学生部報告
⑩国際交流センター報告
⑪ゲノム医学研究センター報告
⑫地域医学・医療センター報告
⑬各種委員会報告
（倫理委員会，GID 医学・医療推進委員会，医学部情報施設運営委員会，図書館委員会，入試委員会，自己点検・
評価委員会，教員数調整委員会，任期制検討委員会，喫煙問題検討委員会，毛呂山キャンパス整備委員会等）
⑭教員組織運営会議報告
⑮人事
⑯その他報告，提案等

4．評価と次年度目標
新しい組織として発足した本会議は，各組織から推薦された教員代表者を構成員としており，必ずしも教授のみの
構成ではないことが，これまでの教授会とは大きく異なる点であり，一部に准教授も構成員となっている．その意味
では，教授として参画しているのではなく，それぞれの組織の責任者として参加しているという点で，意識の上で大
きな違いがある．議事の内容としては，各組織で十分に議論されたものが報告の形で述べられ，教員全体の共通認識
を持つという役割を果たしていることになる．また，各組織から出された提案を教員組織として了承するかどうかが
審議されるので，それぞれの組織の独走や整合性の失われることは防がれている．
以上のような考えの下に実施された教員代表者会議であったが，審議や共通認識の形成という目的には適っていた
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が，そこでの決定事項を全教員に伝達する方法に問題があった．すなわち，情報が教員代表者会議に出席している構
成員のみにとどまり，同じ基本学科の他の教員に伝達されることがないことも少なくなかったからである．そこで，
議事録の要約版を HP に掲載することにした．
次年度以降も教員代表者会議が目的に添って，適切に機能されるべく，構成員や審議形態などの運営方法など，常
に点検評価されなければならない．
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3．2）教員組織運営会議
1．構成員：
委員長

山内俊雄（YAMAUCHI，Toshio）
：医学部長

委員
横手祐二（YOKOTE，Yuuji）
：大学病院病院長
吉本信雄（YOSHIMOTO，Nobuo）
：総合医療センター病院長
別所正美（BESSHO，Masami）
：副医学部長
松谷雅生（MATSUTANI，Masao）
：国際医療センター病院長
竹内

勤（TAKEUCHI，Tsutomu）
：副医学部長

片山茂裕（KATAYAMA，Sigehiro）
：大学病院副院長
前田平生（MAEDA，Hirou）
：総合医療センター副院長
西村重敬（NISIMURA，Sigeyuki）
：国際医療センター副院長
松下

祥（MATSUSHITA，Syou）
：医学研究センター長

土田哲也（TSUTCHIDA，Tetsuya）
：医学部長補佐
濱口勝彦（HAMAGUCHI，Katsuhiko）
：副理事長
医学部長，副医学部長，医学部長補佐，各診療施設の病院長，同副院長（各 1 名），医学教育センター長，医学研
究センター長，その他医学部長が必要と認めた者

2．目的：
教員代表者会議の構成員のうち，各組織の代表者等による会議で，教育・研究・診療各組織の連携に向けての基本
方針を定めるとともに教員人事委員会の要請に基づいて人事に関する審議をおこなう．
（1）各組織の状況について，共通の認識を持つ．
（2）共通する課題の解決，方向性の基本を協議する．
（3）教員代表者会議の委嘱を受け，教授および准教授の資格・職位審査を行う選考委員を選出する．
（4）職位の変更に関する申請を受け，協議する．その後，結果を教員代表者会議に報告し，承認を得る．
（5）教員人事委員会の要請により，講師，助教の資格と職位の審査を行い，その結果を教員人事委員会に報告する．

3．活動報告：
（1）委員会開催日
第 46 回

平成 20 年 4 月 8 日

第 56 回

平成 20 年 10 月 28 日

第 47 回

平成 20 年 4 月 22 日

第 57 回

平成 20 年 11 月 4 日

第 48 回

平成 20 年 5 月 7 日

第 58 回

平成 20 年 12 月 2 日

第 49 回

平成 20 年 5 月 20 日

第 59 回

平成 20 年 12 月 18 日

第 50 回

平成 20 年 6 月 2 日

第 60 回

平成 21 年 1 月 6 日

第 51 回

平成 20 年 6 月 17 日

第 61 回

平成 21 年 1 月 20 日

第 52 回

平成 20 年 7 月 1 日

第 62 回

平成 21 年 2 月 6 日

第 53 回

平成 20 年 7 月 15 日

第 63 回

平成 21 年 2 月 27 日

第 54 回

平成 20 年 9 月 2 日

第 64 回

平成 21 年 2 月 27 日

第 55 回

平成 20 年 9 月 16 日

第 65 回

平成 21 年 3 月 17 日

（2）主な活動内容：
・教授 , 准教授選考委員会の選考委員の選出
・講師任用の審議
・規程，規則等の検討
・各会議・委員会の日程の検討
・学外兼業届の検討
・学長印使用許可申請書，フローチャートの検討
・教員活動実態調査の検討
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・教員総会，教授総会の検討
・教員数調整の検討
・教員人事考課表の検討
・教育ワークショップの検討
・卒後臨床研修指導医ワークショップの検討
・医学研究科委員会構成員の検討
・教職員・学生の健康管理組織の検討
・学外，学内向けホームページの管理運営の検討
・緊急医師確保対策地域枠の検討
・埼玉医科大学エコロジー運動の検討
・｢ 埼玉医科大学医学部の教員組織について ｣（小冊子）の改訂を検討
・埼玉医科大学教員任期制による再任基準の検討
・大学院修士課程の検討
・研究活動の人事考課を検討
・合同教授総会の検討
・教育活動実績記録制度の検討

4．自己評価と次年度目標：
平成 20 年度は，上記に示したように，様々な問題に対処し，検討した．また，大学運営については，社会問題と
なっている ｢ 医師不足のための医学部定員増」の検討，｢ 埼玉医科大学エコロジー運動 ｣ による経費削減活動の検討
をおこない，また，人事においては ｢ 教員任期制による再任基準 ｣，｢ 教員活動実態調査」，｢ 人事考課」等の検討を
おこなった．教育においては，｢ 教育ワークショップ ｣，｢ 卒後臨床研修指導医ワークショップ ｣，｢ 大学院修士課程」
等を検討した．
本会議は，大学が当面する課題や緊急に対応する問題，学事に関わる人事等の基本方針や原則を協議する場として
教員組織の中で要の役を果たしている．その活動は，法人組織としての教員人事委員会やスタッフ会議，教員組織で
ある教員代表者会議からの意見や要請を受ける形で評価・点検がおこなわれている．
今後も教育，研究，診療等に係る諸問題に対応し，解決すべく本会議の運営を図っていく事となる．
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3．3）自己点検・評価委員会
1．構成員
委員長

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：医学部長

委員

別所正美（BESSHO, Masami）
：副学部長・医学教育センター長
竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）：副学部長（大学院担当）

西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）：学部長補佐（卒後教育担当）
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：学部長補佐（大学評価担当）
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学研究センター長

横手祐二（YOKOTE, Yuji ）
：大学病院病院長（平成 20 年 7 月まで）
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：大学病院副病院長（平成 20 年 7 月まで），大学病院病院長（平成
20 年 9 月から）
里見

昭（SATOMI, Akira）
：大学病院副病院長（平成 20 年 9 月から）

吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：総合医療センター病院長
前田平生（MAEDA, Hiroo）
：総合医療センター副病院長
松谷雅生（MATSUTANI, Masao）
：国際医療センター病院長
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長（担当理事）

2．目的
本委員会は埼玉医科大学の目的および社会的使命を達成するために必要な自己点検・評価を行うべく活動する．

3．本年度の活動
本委員会の活動は教員組織運営会議において行われた．委員会開催記録は，教員組織運営会議と重なるので，その
項を参照していただきたい．
主たる活動は，以下の通りである．①年報を編纂し，それに記される各部局の自己点検・評価内容を検討し，大学
の発展に向けて提言を行う．②大学評価受審年にあたっては，自己点検・評価実施委員会を組織し，自己点検・評価
報告書のとりまとめを行う．③人事考課の指針・実施内容を検討し，結果を評価することにより，各人・各部局の業
務内容改善に役立てる．本年度は①，③が主体であった．

4．自己評価と次年度予定
年報作成の手順がより明確化され，内容も統一化された．人事考課の実施は各人が何を求められているかを意識し
仕事の改善に役立てるという意味で一定の役割を果たしているが，項目，評価法，手順についてはさらなる改善を図っ
ていく必要がある．
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3．4）教員数調整委員会
1．構成員
委員長

土田哲也 (TSUCHIDA, Tetsuya)：学長補佐

委

松谷雅生 (MATSUTANI, Masao)：国際医療センター病院長

員

前田平生 (MAEDA, Hiroo)：総合医療センター副病院長
上原政治 (UEHARA, Seiji)：医学基礎教授
松下

祥 (MATSUSHITA, Sho)：免疫学教授

荒木信夫 (ARAKI, Nobuo)：神経内科学教授

2．目的
本委員会は埼玉医科大学の教員の定員数を調整することを目的として平成 13 年に発足した．

3．本年度の活動
平成 19 年 4 月に国際医療センターが開院し，本学の教員数に大きな変動が生じたことを背景に，大学（理事）か
ら，本学医学部における適正な教員数の検討を行うように要請があった．本委員会では，他の 28 私立大学医学部の
教員数との比較検討および二つの計算式による適正全体数の算定を行い，検討結果を大学（理事）へ報告した．

4．自己評価と次年度計画
本学医学部における適正教員数の検討という本委員会に課せられたテーマについては，報告書の作成により一つの
区切りがついた．本委員会で検討したことは，大学としての機能を果たす上で最低限必要な教員数であり，そのこと
が実際の教員数に反映されるわけではない．経済面を含めた総合的な教員数調整の検討は，本委員会の報告を参考に
して大学（理事）で進められる．
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3．5）学生部委員会
1．構成員
委員長

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：学生部長／神経内科・脳卒中内科：教授（任期：H22.3.31）

副委員長

齋藤一之（SAITOH, Kazuyuki）
：法医学：教授（任期：H22.3.31）

副委員長

永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学：教授（任期：H22.3.31）

委員

赤羽明（AKABANE, Akira）
：医学基礎：准教授（任期：H22.3.31）
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）：国際医療センター心臓内科：教授（任期：H22.3.31）
太田敏男（OOTA, Toshio）
：神経精神科・心療内科：教授（任期：H22.3.31）
稲葉宗通（INABA, Munemichi）
：医学教育センター：准教授（任期：H22.3.31）
名越澄子（NAGOSHI，Sumiko）
：消化器内科・肝臓内科：教授（任期：H22.3.31）
田村正徳（TAMURA, Masanori）
：総合医療センター小児科：教授（任期：H22.3.31）
黒川理樹（KUROKAWA, Riki）
：ゲノム医学研究センター遺伝子構造機能部門：教授（任期：H22.3.31）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）大学事務部長（任期：H22.3.31）

2．目的
学生生活の充実向上を目的とする．

3．活動報告
①第 1 回（平成 20 年 4 月 18 日） 於：基礎医学棟 4 階カンファレンスルーム
出席者 8 人

欠席者 2 人

議事：新入生オリエンテーション報告，ハラスメントに関する報告説明，
今年度大学祭に関する保健医療学部との合同開催実施に向けての検討．
②第 1 回ハラスメント小委員会（平成 20 年 5 月 16 日）
於：基礎医学棟 4 階カンファレンスルーム
出席者 4 人
議事：各種ハラスメントについての対策検討．
③第 2 回（平成 20 年 5 月 30 日） 於：基礎医学棟 4 階カンファレンスルーム
出席者 6 人

欠席者 5 人

議事：学生保健管理室報告，学生の喫煙問題とマナーについて，
ハラスメントについて，学生の交通事故報告について，学生担任について．
④第 3 回（平成 20 年 7 月 4 日） 於：基礎医学棟 4 階カンファレンスルーム
出席者 9 人

欠席者 3 人

議事：大学祭の企画内容についての学生からの報告と検討，
クラブ顧問会議について，喫煙問題について．
⑤クラブ顧問会議（平成 20 年 7 月 11 日） 於：本部棟 2 階会議室
出席者 13 人（教員）／ 33 人（学生）
議事：今後のクラブの在り方について
⑥第 4 回（平成 20 年 9 月 12 日） 於：本部棟 1 階医学教育センター会議室
出席者 9 人

欠席者 4 人

議事：学生の勉強スペースに関して，クラブ顧問会議について，大学祭について，学生の健康推進組織につ
いて．
⑦第 5 回（平成 20 年 10 月 17 日） 於：基礎医学棟 4 階カンファレンスルーム
出席者 6 人

欠席者 5 人

議事：大学祭に関して，福祉棟 1 階の学生ホールに関して，ハラスメントに関して，学生の健康推進組織
について，学生保健管理室に関して．
⑧第 2 回ハラスメント小委員会（平成 20 年 10 月 21 日）
於：基礎医学棟 4 階カンファレンスルーム
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出席者 4 人
議事：各種ハラスメントについての対策検討．
⑨第 1 回埼玉医科大学（医学部・保健医療学部）学生部委員会（平成 20 年 12 月 12 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
出席者 14 人
議事：今年度大学祭の報告と来年度大学祭開催についての検討．
⑩第 6 回（平成 21 年 1 月 30 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席者 8 人

欠席者 4 人

議事：Student Exchange Program について
⑪第 2 回埼玉医科大学（医学部・保健医療学部）学生部委員会（平成 21 年 3 月 13 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
出席者 15 人
議事：喫煙問題に関して，Student Exchange Program について，ハラスメントに関して，学生の健康管理
に関して，クラブ活動における学内体育施設の利用方法について検討．

4．評価と次年度目標
大学祭に関しては，昨年度同様，本委員会が仲介することで，合同開催を実現することが出来た．今後とも就学環
境の整備，クラブ活動に供する諸施設の更なる充実を目指し努力したい．
定期健康診断については昨年同様，ほぼ全員の学生が受検した．
今後学生からの施設の改善等の要望を出来るだけ反映して行けるよう努力したい．
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3．6）教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会
1．構成員
顧

問

山内

俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長

委員長

名越

澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：消化器内科・肝臓内科教授

委

員

別所

正美（BESSHO, Masami）
：副学長

委

員

里見

昭 （SATOMI, Akira）
：小児外科教授

委

員

穐田

真澄（AKITA, Masumi）
：中央研究施設・形態部門教授

委

員

金

委

員

内野

敏 （UCHINO, Satoshi）
：第二購買課係長

委

員

蛭間

庄司（HIRUMA, Shoji）
：大学事務部学生課課長補佐

委

員

倉林

靖浩（KURABAYASHI, Yasuhiro）：大学事務部学生課

潤澤 （KIN, Jyuntaku）
：整形外科准教授

2．目的
当委員会は教員棟（8 号館・11 号館）
，会議室，講堂等の有効活用と円滑な管理運営の遂行を目的とする．

3．活動報告
平成 20 年度は計 2 回の委員会が開催された．
1）2 回目より，名越が新委員長に就任した．別所前委員長は引き続き委員となった．
2）各施設の利用状況について，委員会で現状が報告された．
3）教員棟については，臨床医学部門に常勤する全ての教授および准教授が，一人一部屋を利用する手続きが完了
した．
4）
「埼玉医科大学教員棟利用に関する細則」に則り，教員棟の利用手続および退室手続を管理した．
5）埼玉医科大学国際医療センターへの教員の移動に伴い，教員棟室内および廊下に残された物品（書棚，机，
椅子等）
の整理を管理した．
6）会議室・講堂等のオンライン予約システムが，平成 20 年 11 月 1 日より運用開始となり，HP アドレス：
http://smswww/yoyaku-room/ から，会議室・講堂等の予約状況を確認し，2 ヵ月先までの予約を行うことが可
能となった．

4．自己点検・評価
准教授も教員棟の部屋を専有可能となった点は評価できる．今後は，入室および退室手続きの円滑な遂行に努力し
たい．
会議室・講堂等のオンライン予約システムは，1 ヵ月に 200 件以上の利用があり，運用開始直後に学内 LAN の不
具合のため，閲覧・予約が不可能となった以外は，順調に稼働している．今後，運用上の問題点につき検討していく
予定である．
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3．7）毛呂山キャンパス整備委員会
1．構成員
顧

問

山内

俊雄（YAMAUCHI, Toshio）：学長

委員長

別所

正美（BESSHO, Masami）
：副学長）

副委員長

丸木

清之（MARUKI, Kiyoyuki）：専務理事

片山

茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：大学病院長

里見

昭（SATOMI, Akira）
：大学病院副院長

織田

弘美（ODA, Hiromi）
：整形外科・脊椎外科教授

荒木

信夫（ARAKI, Nobuo）
：神経内科・脳卒中内科教授

名越

澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：消化器内科・肝臓内科教授

渡辺

修一（WATANABE, Shuichi）：生理学教授

上原

政治（UEHARA, Seiji）
：医学基礎教授

松下

祥（MATSUSHITA, Syou）：基礎医学教授

片山

博雄（KATAYAMA, Hiroo）：短期大学副学長

所

ミヨ子（TOKORO, Miyoko）
：短期大学看護学科長

堀口

一夫（HORIGUCHI, Kazuo）：常務理事・事務局長

小室

秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部長

綿貫

公男（WATANUKI, Kimio）：施設部長

田島

賢司（TAJIMA, Kenji）
：経理部長

北澤

清（KITAZAWA, Kiyoshi）：施設部建設企画課次長

堀江

正人（HORIE, Masahito）
：大学事務部教務課長

蛭間

庄司（HIRUMA, Syoji）
：大学事務部学生課長補佐

2．目的
当委員会は，国際医療センタ−開院による大学病院機能の一部移転に伴い生じた毛呂山キャンパスの空きスペ−ス
の有効利用よび毛呂山キャンパスにおける教育，研究，診療，管理の各部門の環境整備，将来を展望した再構築に関
連した種々の課題に取り組むことを目的としている．

3．活動報告
平成 20 年度は計 3 回の委員会が開催された．内容は以下のとおり．
平成 20 年 10 月 20 日（月） 平成 20 年 11 月 7 日（金） 平成 21 年 2 月 25 日（水）
1．
〔構成員の変更〕
・平成 20 年度から名越教授が委員となった．
・毛呂山キャンパス教官棟・会議室・講堂等管理委員会をサブ委員会とし，構成員は，以下の通りとした．
構成員：山内学長（顧問）
，名越教授（委員長），別所副学長，里見教授，穐田教授，金准教授，吉野係長（購買
課）
，蛭間課長補佐（学生課）
，綿貫（学生課）
役割：毛呂山キャンパスの教官棟（8 号館と 11 号館）及び会議室・講堂の管理運営
2．
〔毛呂山キャンパス施設の整備検討案と動向〕
以下の各施設整備の検討と動向について確認した．
（1）本部棟
・第 4・5 講堂の冷暖房の改修については終了している．
・地下 1 階電顕室の移転については，今後の検討が必要である．
・本部棟地下 1 階輸血・細胞移植部採血室は，中央治療センターへの併合とし，同フロアについては，医学部へ
移管の方向とした．
・輸血採血室については，学生控室とするが，名称は今後検討する．
・本部棟 1 階の国際交流センターと医学研究センターの移転後は，大学院講義室と医学教育センター会議室となっ
た．
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・病棟の改修に伴う病棟内医局の本部棟への移動が行われている．病棟内カンファレンスル−ムの移動先について
は，検討中である．
・本部棟フロアの利用状況は，3 階を仮設外来として内科が使用している．その他，外科別館など病棟の閉鎖に伴
い既存の医局の移転先として使用している．
・病棟内の医局を撤去する方針で改修は進んでおり，その代替をどうするか，本部棟の利用法として総講師室，総
助教室，総合医局，共有のカンファレンス室を念頭に検討中である．
・女性医師ロッカー室（本部棟 4，5 階）が竣工した．
・本部棟 4 階 403 号室，6 階 609 号室，7 階 704 号室，708 号室，8 階 803 号室は，空室となり，使用できる．
・本部棟 4 階 403 号室は，広いので 20 人位入室できる
・6 階 609 号室は，15 人位入室できる
・7 階 704 号室，708 号室，8 階 803 号室は，5 人位入室できる
（2）本館
・本館 7 階から 11 階の工事計画ができた．医師の事務室居室が病棟からなくなるので移転先を検討する．
・本館 9 階アイセンター 3 月 17 日着工，本館 8 階病棟 3 月 23 日着工，本館 7 階病棟 3 月 23 日着工のため，教
員の転居先をどうするか検討中である．
・本館 8 階の整形外科・脊椎外科と本館 7 階の消化器一般外科は，南館 5 階と南館 7 階と第 2 ビル 3 階を仮病棟
とする．
・本館の改修工事の開始により，講師，助教の居室を本部棟等に確保することを検討しなければならない．
・助教の先生方は，各科別の医局ではなく，大部屋の居室として検討したい．
・本館 1 階に輸血採血室，2 階にアイセンター外来，3 階に外科総合外来，4 階に女性専門外来を設置予定である．
6 階の手術室の一部を短期滞在手術センターに改装，9 階を手術室を有するアイセンターに改修，10 階，11 階
を病棟，12 階を当直室とする予定である．
・本館改修工事にともなう医師居室の確保を必要とする診療科別該当医師数について確認した．
（3）南館
・南館の 1 階〜 11 階の工事は終了している．
・南館成育センター病棟が竣工した．
・南館内科外来センターが竣工した．
（4）中央病棟
中央病棟 1 階は，心臓超音波室，心電図室，呼吸器測定室を移設済で，有効に使用されている．
（5）第 1 ビル
第 1 ビルの地下 1 階にある骨密度測定室は，本館地下 1 階へ移設する．
（6）第 2 ビル
2 ビル 2 階地域医療連携室は，外来Ⅱ期工事の進捗をにらみながら，本部棟 3 階へ仮移転する．
（7）第 3 ビル
・第 3 ビル 1 階の研究室 6 は，空室になっている．
・第 3 ビル 1 階の研究室 7，8 は，使用中になっている．
・第 3 ビル 1 階の検査室 2 と研究室 9 は，泌尿器科教員の居室になっている．
・第 3 ビル 1 階の医局兼カンファレンスルームは，腎臓内科教員の居室になっている．
・小児科の女医は，第 3 ビル 1 階の研究室 4 から本部棟に移動し，2 ビルから腎臓内科医局を移動とする．また，
第 3 ビル 1 階の医局兼カンファレンスルームを空けていただくこととする．
・3 ビル 1 階の研究室 5 〜 8，検査室 2，9 を整理する
・地域医学・医療センターを作る時に話題となり，研究室 5 は泌尿器科使用，研究室 6 は，泌尿器科と腎臓内科
が共同利用する部屋，研究室 7 は泌尿器科使用，研究室 8 は腎臓内科が使用中である．
（8）第 2 研究棟
・第 2 研究棟 1 階の病理学標本室 4 と標本室を基礎医学棟 5 階に移動する予定である
（9）基礎医学棟
・地域医学医療センターは，基礎医学棟 4 階の旧衛生学の研究室に移転済である．
・地下 2 階にあった高圧タンクは，撤去済である．
（10）5 号館
・5 号館地下 1 階の器材払い出しセンターと清掃センターをそれぞれ本部棟地下 2 階の旧第一 CT およびボイラー
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室横の器材置き場に移転．現在，跡地を 400 人用の女性用ロッカー室に改修中である．完成後は第 2 ビル 3 階
にある女性用ロッカー室は，男性用として使用する．
（11）7 号館
・7 号館 1 階に医学研究センターの事務室及び国際交流センターが移転済である
・7 号館 3 階プロジェクト研究室を利用について検討中である．
（12）9 号館
・9 号館 2 階委員会室 1，2 の移転先を考えている．
・9 号館 3 階医学教育センター 1 にカリキュラム室，臨床実習推進室，ＦＤ部門とする．
（13）図書館
・図書館の日曜日開館については，図書館委員会で検討している．
（14）福祉棟
・1 階に学生ホールが新設され，10 月 1 日より使用開始となった．
3．
〔今後の委員会運営についての提案〕
（1）本部棟の利用について，以下を確認した．
・本部棟地下 1 階の結石破砕室は病院への移設を検討する．細胞プロセッシング室も移設を行ないたいが，更な
る検討が必要である．
・本部棟 1 階の栄養指導室と保険診療指導室は病院への移設をお願いしたい．
・本部棟 3 階には，フロア―の一部を使って医事センターの設置が計画されている．また，研修医控室を 9 号館
からこのフロア―に移設したい．助教の居室（大部屋）および共用のセミナー室の設置も検討したい．
・本部棟 4 階には，
研究室と居室がある．研究室は，共同実験室ができれば，そちらへの移動も考えていただきたい．
403 号室は大学病院からの居室移転先として計画している．
・本部棟 5 階の 504 号室と 505 号室は日高・川越の教員用控室として，508 号室を大学医師会の事務室として使
用中である．
・本部棟 6 階の 609 号室を大学病院からの居室移転先として計画している．
・本部棟 7 階の 704 号室は一時的な倉庫として使用されている．
・本部棟 8 階の 803 号室を大学病院からの居室移転先として計画している．
（2）第 2 研究棟と 7 号館の利用について，研究の立場として以下の意見があった．
・第 2 研究棟については，消防法の問題も考慮した整備が必要である．
・7 号館にプロジェクト研究スペースを整備する方向で考えていきたい．
（3）9 号館の利用について，教育の立場として以下の意見があった．
・1 年生が毛呂山キャンパスにきて，臨床入門，医学英語，選択科目等のグループ学習で分散している．9 号館に
集約できれば良い．
・9 号館の短大教室や短大での医学部の教室等錯綜しているので，集約したい．
（4）本部棟 2 階について，法人の立場として以下の意見があった．
・管理部門の部屋も確保したいので，
本部棟 2 階のカフェテリアの移設（案）について，将来的に検討していきたい．
（5）医学部入学定員が増加した場合には教育環境の確保が必要であり，その際には短期大学の施設を利用するなど，
キャンパス全体として検討していくこととした．

4．自己点検・評価
平成 20 年度は，毛呂山キャンパスの各施設の利用方法の具体化に向け本館，本部棟の一部改修工事の着工および
竣工となった．診療の立場を重点としてきたが，今後は，さらに教育・研究・法人の立場からも，検討し，また，医
学部入学定員が増加した場合の教育環境の整備が必要なこともあり，短大施設等も含めキャンパス全体で問題解決に
対応していきたい．
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3．8）卒前教育合同会議
1．構成員
＜卒前教育委員＞
委員長：

別所

正美

（BESSHO, Masami）

（毛呂）血液内科

持田

智

（MOCHIDA, Satoshi）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科

平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 9 月 30 日
平成 20 年 10 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
1 年生担当： 吉田

喜太郎 （YOSHIDA, Kitaro ）

（医学基礎）化学

荒木

信夫

（ARAKI, Nobuo）

（毛呂）神経内科・脳卒中内科

山崎

芳仁

（YAMAZAKI, Yoshihito） （医学基礎）生物

井上

郁夫

（INOUE, Ikuo）

同上
同上
同上

（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科 同上

中平

健祐

（NAKAHIRA, Kensuke） （基礎）生理学

同上

永島

雅文

（NAGASHIMA, Masafumi）
（基礎）解剖学

同上

笹島

茂

（SASAJIMA, Shigeru）

（医学基礎）英語

同上

藤田

恵子

（FUJITA, Keiko）

（基礎）解剖学

同上

（基礎）分子生物学

2 年生担当： 禾

泰壽

（NOGI, Yasuhisa）

渡辺

修一

（WATANABE, Schu-ichi） （基礎）生理学

金

潤澤

（KIM, Jyuntaku）

椎橋

実智男 （SHIIBASHI, Michio）

（毛呂）整形外科・脊椎外科
医学情報施設ー

同上
同上
同上
同上

有田

和恵

（ARITA, Kazue）

医学教育センター

同上

佐伯

俊昭

（SAEKI, Toshiaki）

（日高）乳腺腫瘍科

同上

野村

恭一

（MOMURA, Kyoichi）

（川越）神経内科

同上

3 年生担当： 名越

澄子

（NAGOSHI, Sumiko）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科

同上

萩原

弘一

（HAGIWARA, Kouichi）

（毛呂）呼吸器内科

同上

丸山

敬

（MARUYAMA, Kei）

（基礎）薬理学

同上

鈴木

洋通

（SUZUKI, Hiromichi）

（毛呂）腎臓内科

同上

山口

敏行

（YAMAGUCHI, Toshiyuki）
（毛呂）感染症科・感染制御科

同上

永井

正規

（NAGAI, Masaki）

（基礎）公衆衛生学

同上

三橋

知明

（MIHASHI, Tomoaki）

（川越）中央検査部

同上

4 年生担当： 土田

哲也

（TSUCHIDA, Tetsuya）

（毛呂）皮膚科

同上

吉田

寿美子 （YOSHIDA, Sumiko）

（毛呂）精神神経科・心療内科

同上

斉藤

一之

（SAITOH, Kazuyuki）

（基礎）法医学

同上

茅野

秀一

（KAYANO, Hidekazu）

（基礎）病理学

同上

松本

延幸

（MATSUMOTO, Nobuyuki）
（毛呂）麻酔科

同上

倉持

朗

（KURAMOCHI, Akira）

（毛呂）皮膚科

同上

加瀬

康弘

（KASE, Yasuhiro）

（毛呂）耳鼻咽喉科

同上

満

（MAJIMA, Mitsuru）

（毛呂）リハビリテーション科

同上

豊嶋

良一

（TOYOSHIMA, Ryouichi）（毛呂）精神神経科・心療内科

同上

堀川

直史

（HORIKAWA, Naofumi） （川越）精神神経科

同上

5 年生担当： 間嶋

小宮山
森

伸之 （KOMIYAMA, Nobuyuki）（日高）心臓内科

茂久

（MORI, Shigehisa）

（川越）血液内科

菅野

義彦

（KAN-NO, Yoshihiko）

松田

晃

（MATSUDA, Akira）

（日高）造血器腫瘍科

医学教育センター

中村

裕一

（NAKAMURA, Yuichi）

（毛呂）血液内科

同上
同上
同上

平成 20 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 7 月 31 日
平成 20 年 9 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
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小田島安平

（ODAJIMA, Yasuhira）

（毛呂）小児科
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 2 月 28 日

大竹

朗

（OTAKE, Akira）

（毛呂）小児科

6 年生担当： 持田

智

竹内

勤

（TAKEUCHI, Tsutomu） （川越）リウマチ・膠原病内科

同上

石原

理

（ISHIHARA, Osamu）

同上

三村

俊英

（MIMURA, Toshihide）

（毛呂）リウマチ・膠原病科

同上

永田

真

（NAGATA, Makoto）

（毛呂）呼吸器内科

同上

平成 21 年 3 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
（毛呂）産科・婦人科

松本

万夫

（MATSUMOTO, Kazuo） （日高）心臓内科

同上

中元

秀友

（NAKAMOTO, Hidetomo）（毛呂）総合診療内科

同上

稲葉

宗通

（INABA, Munemochi）

医学教育センター

同上

オブザーバー： 山田

泰子

（YAMADA, Yasuko）

医学教育センター

同上

修

（MORIYA, Osamu）

医学教育センター

同上

神吉

泰三郎 （KANKI, Tizaburo）

医学教育センター

向田

寿光

守屋

（MUKAIDA, Toshimitsu） （医学基礎）物理学

同上
同上

荒関

かやの （ARASEKI, Kayano）

医学教育センター

同上

佐藤

義文

医学教育センター

同上

（SATOH, Yoshifui）

大西

京子

（OHNISHI, Kyoko）

医学教育センター

同上

高橋

美穂

（TAKAHASHI, Miho）

医学教育センター

同上

斉藤

恵

（SAITOH, Megumi）

医学教育センター

同上

鈴木

智

（SUZUKI, Satoshi）

医学教育センター

同上

市川

正適

辻

美隆

（ICHIKAWA, Masayuki） 医学教育センター

同上

（TSUJI, Yoshitaka）

医学教育センター

同上

川村

勇樹

（KAWAMURA, Yuki）

医学教育センター

同上

大西

正夫

（OHNISHI, Maao）

医学教育センター

同上

＜コース，ユニットディレクター＞
1 年生「医化学の道すじ」コース

中平

健祐
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

人体の科学入門 -1

中平

健祐

人体の科学入門 -2

菅原

隆

自然科学の基礎

同上
（SUGAWARA, Takashi）（医学基礎）生物学

同上

（UEHAWA, Masaharu）（医学基礎）生物学

同上

吉田

喜太郎

上原

政治

細胞生物学 -1-1

禾

泰壽

同上

細胞生物学 -1-2

山崎

芳仁

同上

細胞生物学 -1-3

菅原

1 年生「細胞生物学 -1」コース

1 年生「人体の構造と機能 -1」コース 永島

同上

隆

同上

雅文

同上

人体の構造と機能 -1-1

永島

雅文

同上

人体の構造と機能 -1-2

駒崎

伸二

同上

人体の構造と機能 -1-3

藤田

恵子

同上

1 年生「医学の基礎」コース

吉田

喜太郎

同上

英語 -1

笹島

茂

同上

英語 -2

笹島

茂

同上

英語 -3

笹島

茂

同上

医学の物理 -1

赤間

啓一

医学の物理 -2

赤間

啓一

（AKAMA, Keiichi）

（医学基礎）物理学

同上
同上

医学の物理 -3

赤間

啓一

医学の化学 -1（物理化学）

磯辺

正良

同上

医学の化学 -2（無機化学）

吉田

喜太郎

同上

医学の化学 -3（有機化学）

吉田

喜太郎

同上

（ISOBE, Masayoshi）

（医学基礎）化学

同上
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医学の数学 -1（PC 実習）

勝浦

一雄

医学の数学 -1（解析学）

勝浦

一雄

（KATSUURA, Kazuo） （医学基礎）数学

同上
同上

医学の数学 -1（統計学）

勝浦

一雄

同上

基礎科学実験 -1（物理学）

赤間

啓一

同上

基礎科学実験 -1（化学）

吉田

喜太郎

同上

1 年生「良医への道 -1」コース

渡辺

修一

同上

医学概論

永島

雅文

同上

臨床入門・PBL

森

選択必修

神吉

茂久

同上

泰三郎

同上

2 年生「細胞生物学 -1（実習）
」コース 禾

泰壽

同上

2 年生「人体の構造と機能 -2」コース 渡辺

修一

同上

総論（代謝）

穂刈

茂

（HOGARI, Shigeru）

（基礎）生化学

同上

総論（組織・発生）

中村

裕昭

（NAKAMURA, Hiroaki）（基礎）解剖学

同上

総論（情報伝達）

中平

健祐

皮膚・運動器

藤田

恵子

循環器

高田

真理

呼吸器

中平

健祐

腎・泌尿器

伊丹

血液
内分泌

同上
（TAKADA, Mari）

（基礎）生理学

同上

千晶

（ITAMI, Chiaki）

（基礎）生理学

同上

坂本

安

（SAKAMOTO, Yasushi） 中央研究施設

高田

真理

生殖器

山岸

敏之

（YAMAGISHI, Toshiyuki）（基礎）解剖学

同上

消化器

中尾

啓子

（NAKAO, Keiko）

同上

遺伝

禾

泰壽

同上

感覚器

渡辺

修一

同上

神経（脳実習を含む）

池田

正明

構造系実習

永島

雅文

同上

機能系実習

渡辺

修一

同上

丸山

敬

同上

茅野

秀一

同上

丸山

敬

同上

渡辺

修一

同上

雅文

同上

2 年生「病気の基礎 -1」コース
病理総論
薬理総論
2 年生「良医への道 -2」コース

同上
同上
同上

（IKEDA, Masaaki）

（基礎）生理学

（基礎）生理学

同上

医学概論

永島

臨床入門・PBL

森

医学英語

松本

万夫

同上

選択必修

神吉

泰三郎

同上

3 年生「病気の基礎 -2」コース

茂久

同上

永井

正規

感染

赤塚

俊隆

（AKATSUKA, Toshitaka）
（基礎）微生物

同上

免疫

松下

祥

（MATSUSITA, Sho）

同上

疫学

同上
（基礎）免疫

永井

正規

同上

土田

哲也

同上

診療の基本 -1

萩原

弘一

同上

呼吸器

永田

真

同上

3 年生「ヒトの病気 -1」コース

循環器

小宮山

消化器

名越

伸之 （KOMIYAMA, Nobuyuki）（日高）心臓内科

澄子

同上
同上

血液

松田

晃

同上

腎・泌尿器

鈴木

洋通

同上

生殖器

石原

理

同上

内分泌・代謝

井上

郁夫

同上

渡辺

修一

同上

永島

雅文

同上

3 年生「良医への道 -3」
医学概論
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臨床入門・PBL

森

医学英語

松本

万夫

同上

土田

哲也

同上

4 年生「ヒトの病気― 2」コース

茂久

同上

診療の基本 -2

森

症候の鑑別

萩原

弘一

同上

救急・中毒

菅野

義彦

同上

神経

荒木

信夫

同上

感覚器

米谷

新

（YONEYA, Shin）

（毛呂）眼科

同上

皮膚・運動器

織田

弘美

（ODA, Hiro）

（毛呂）眼科

同上

感染

山口

敏行

同上

免疫

竹内

勤

同上

周産期・発達

森野

正明

精神

豊島

良一

同上

斎藤

一之

同上

疾病の予防と対策

永井

正規

同上

地域社会と健康

鈴木

洋通

同上

異常死の診断

斎藤

一之

同上

渡辺

修一

同上

医学概論

永島

雅文

同上

臨床入門

中元

秀友

同上

4 年生「社会と医学」コース

4 年生「良医への道 -4」

茂久

同上

（MORINO, Masaaki） （日高）救急医学

同上

医学英語

松本

万夫

同上

5 年生「BSL」コース

間嶋

満

同上

6 年生「総合学習」コース

持田

智

同上

吉田

喜太郎

同上

解剖学

永島

雅文

同上

生理学

中平

健祐

同上

生化学

穂刈

茂

同上

分子生物学

禾

泰壽

同上

薬理学

丸山

敬

同上

病理学

茅野

秀一

同上

微生物学

守屋

修

免疫学

曽根

敏雄

＜教育主任＞
基礎：医学基礎

同上
（SONE, Toshio）

同上

公衆衛生学

永井

正規

同上

法医学

斎藤

一之

同上

ゲノム医学研究センター

片桐

岳信

名越

澄子

同上

呼吸器内科

永田

真

同上

内分泌内科・糖尿病内科

井上

郁夫

同上

血液内科

中村

裕一

同上

神経内科・脳卒中内科

山元

敏正

リウマチ・膠原病科

三村

俊英

同上

毛呂：消化器内科・肝臓内科

（KATAGIRI, Takenobu）

（YAMAMOTO, Toshimasa）

同上

同上

腎臓内科

鈴木

洋通

同上

感染症科・感染制御科

山口

敏行

同上

総合診療内科

中元

秀友

消化器・一般外科

篠塚

望

同上
（SHINOZUKA, Nobomu）

同上

乳腺腫瘍科

大崎

昭彦

（OHSAKI, Akihiko）

同上

小児外科

大野

康治

（OHNO, Yasuharu）

同上

整形外科・脊椎外科

金

潤澤

脳神経外科

藤巻

高光

同上
（FUJIMAKI, Takamitsu）

同上
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形成外科・美容外科

時岡

小児科

小田島

一幸

皮膚科

倉持

（TOKIOKA, Kazuyuki）

安平

同上
同上

朗

同上

泌尿器科

出口

修宏

眼科

米谷

新

（DEGUCHI, Nobuhiro）

同上

耳鼻咽喉科

加瀨 康弘

同上

産科・婦人科

石原

同上

理

歯科・口腔外科

小林

正幸

東洋医学

三村

俊英

放射線科

鈴木

健之

精神神経科・心療内科

吉田

寿美子

（KOBAYASHI, Masayuki）

同上

同上
同上

（SUZUKI, Kenji）

同上
同上

臨床検査医学

森吉

美穂

中央病理診断部

茅野

秀一

輸血・細胞移植部

池淵

研二

（IKEBUCHI, Kenji）

同上

足立

雅樹

（ADACHI, Masaki）

同上

健康管理センター
川越：消化器・肝臓内科

屋嘉比

（MORIYOSHI, Miho）

同上
同上

康治 （YAKABI, Kohji）

同上

心臓内科

伊藤

博之

（ITOH, HIroyuki）

同上

呼吸器内科

植松

和嗣

（UEMATSU, Kazutsugu）

同上

内分泌・糖尿病内科

今井

康雄

（IMAI, Yasuo）

同上

血液内科

森

茂久

神経内科

野村

恭一

リウマチ・膠原病内科

竹内

勤

天野

宏一

同上
同上
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 20 年 4 月 30 日
（AMANO, Koichi）
平成 20 年 5 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

腎・高血圧内科

加藤

仁

（KATOH, Hitoshi）

消化器外科・一般外科

石田

秀行

（IKEDA, Hideyuki）

肝胆膵外科・小児外科

小高

明雄

（ODAKA, Akio）

同上

血管外科

松本

晴信

（MATSUMOTO, Harunobu）

同上

平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
同上

乳腺・内分泌外科

大西

清

（OHNISHI, Kiyoshi）

同上

呼吸器外科

中山

光男

（NAKAYAMA, Mitsuo）

同上

心臓血管外科

山火

秀明

（YAMABI, Hideaki）

同上

整形外科

丸山

徹

（MARUYAMA, Tohru）

同上

脳神経外科

谷口

民樹

（TANIGUCHI, Tamiki）

同上

形成外科・美容外科

百澤

明

（MOMOSAWA, Akira）

同上

小児科

側島

久則

（SOEJIMA, Hisanori）

同上

皮膚科

伊藤

誠一

（ITOH, Seiichi）

同上

泌尿器科

諸角

誠人

（MOROZUMI, Makoto）

同上

眼科

河井

信一郎 （KAWAI, Shin-ichiro）

同上

耳鼻咽喉科

菊池

茂

同上

（KIKUCHI, Shigeru）

産婦人科

馬場

一憲

（BABA, Kazunori）

同上

歯科・口腔外科

下山

哲夫

（SHIMOYAMA, Tetsuo）

同上

リハビリテーション科

山本

満

（YAMAMOTO, Mitsuru）

同上

麻酔科

宮尾

秀樹

（MIYAO, Hideki）

同上
同上

救急科（ER）

輿水

健治

（KOSHIMIZU, Kenji）

放射線科

高橋

建夫

（TAKAHASHI, Takeo）

奥

信也

（OKU, Shinya）

平成 20 年 4 月 1 日〜平成 20 年 7 月 31 日
平成 20 年 9 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
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精神神経科

堀川

直史

中央検査部

三橋

知明

平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
同上

病理部

糸山

進次

同上

輸血・細胞治療部

前田

平生

（MAEDA, HIroo）

同上

健康管理科

丸山

義明

（MARUYAMA, Yoshiaki）

同上

高度救急救命センター

堤

晴彦

（TSUTSUMI, Haruhiko）
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 20 年 5 月 30 日

杉山

聡

（SUGIYAMA, Satoshi）
平成 20 年 6 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

日高：消化器内科

新井

晋

（ARAI, Shin）
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

心臓内科

小宮山

呼吸器内科

村山

芳武

（MURAYAMA, Yoshitake）

同上

内分泌・糖尿病内科

犬飼

浩一

（INUKAI, Koichi）

同上

血液内科

松田

晃

平成 20 年 4 月 1 日〜平成 20 年 7 月 31 日

脇本

直樹

平成 20 年 9 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

武田

英孝

神経内科・脳卒中内科

伸之

同上

（TAKEDA, Hidetaka）
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

腎臓内科

鈴木

腫瘍内科

奈良林

洋通
至

同上
（NARABAYASHI, Itaru）

同上

感染症科

宮里

明子

（MIYAZATO, Akiko）

同上

消化器外科

大谷

吉秀

（OHTANI, Yoshihide）

同上

乳腺腫瘍科

佐伯

俊昭

呼吸器外科

金子

公一

（KANEKO, Koichi）

同上

同上

心臓血管外科

上部

一彦

（UWABE, Kazuhiko）

同上

整形外科

矢澤

康男

（YAZAWA, Yasuo）

同上

脳神経外科

西川

亮

（NISHIKAWA, Rho）

同上

形成外科

横川

秀樹

小児心臓科

竹田津未生

（YOKOKAWA, Hideki）

同上

（TAKETATSU, Mio）

同上

小児腫瘍科

田中

龍平

（TANAKA, Ryuhei）

同上

皮膚科

山本

明史

（YAMAMOTO, Akifumi）

同上

泌尿器科

小山

政史

（KOYAMA, Masafumi）

同上

耳鼻咽喉科

菅澤

正

（SUGASAWA, Masashi）

同上

（FUJIWARA, Keiichi）

同上

産婦人科

藤原

恵一

リハビリテーション科

前島

伸一郎 （MAESHIMA, Shinichiro）

同上

麻酔科

林田

眞和

（HAYASHIDA, Shinwa）

同上

救急医学科

根本

学

（NEMOTO, Manabu）

同上

放射線科

関根

広

（SEKINE, Hiroshi）

同上

精神科

和田

真

（WADA, Makoto）
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 1 月 31 日

大西

秀樹

（OHNISHI, Hideki）
平成 21 年 2 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

臨床検査医学

池淵

研二

トランスレーショナルリサーチセンター

2．目

平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
西山

正彦

（西山

正彦）

同上

的

卒前教育合同会議は卒前教育委員会が月 1 回開催する定例会議を，教育主任部門会議と合同で実施しているも
のである．同会議にはコース，ユニットディレクター，医学教育センターの専任教員もオブザーバーとして参加して
いる．従って，本会議は医学教育センター卒前医学教育部門の「カリキュラム室」，
「臨床実習推進室」，
「試験管理室」
，
「調査解析室」
，
「学生支援室」
，
「学生保健管理室（平成 20 年 9 月末日まで）」の各室における活動報告，1 〜 6 年生
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の学年小委員会における討議内容などの基に討議を行い，卒前医学教育に関する方針を決定するとともに，これら事
項に関する情報を全教員に公開することを目的としている．

3．活動報告
第 23 回卒前教育合同会議（平成 20 年 4 月 8 日，議事録あり）
第 24 回卒前教育合同会議（平成 20 年 5 月 13 日，議事録あり）
第 25 回卒前教育合同会議（平成 20 年 6 月 10 日，議事録あり）
第 26 回卒前教育合同会議（平成 20 年 7 月 8 日，議事録あり）
第 27 回卒前教育合同会議（平成 20 年 9 月 9 日，議事録あり）
第 28 回卒前教育合同会議（平成 20 年 10 月 14 日，議事録あり）
第 29 回卒前教育合同会議（平成 20 年 11 月 11 日，議事録あり）
第 30 回卒前教育合同会議（平成 20 年 12 月 2 日，議事録あり）
第 31 回卒前教育合同会議（平成 21 年 1 月 13 日，議事録あり）
第 32 回卒前教育合同会議（平成 21 年 2 月 3 日，議事録あり）
第 33 回卒前教育合同会議（平成 21 年 3 月 3 日，議事録あり）
本会議は毛呂山，川越，日高の 3 キャンパスをテレビ会議システムで中継して行っている．また，平成 18 年以
降は会議資料を開催前にホームページに公開しており，事前の閲覧および PFD ファイルをダウンロード，印刷し
て会議に持参することが可能としている．また，会議場には無線 LAN を設置しており，ノ−ト PC を持参して会
議に出席することも可能である．
本会議での検討事項に関しては，
「C390. 卒前教育委員会」，「J300. 卒前教育部門」に詳細を記しているので参
照されたい．

4．自己点検･評価
本会議の出席率は，卒前教育委員会の構成員に比して，これに属さない教育主任は不良である．本会議は全教員へ
の教育に関する情報を公開，提供する場であることを考慮すると，教育主任の出席率を向上させるための工夫が，平
成 21 年年度の課題となる．
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3．9）卒前教育委員会
1．構成員
委員長：

別所

正美

（BESSHO, Masami）

（毛呂）血液内科
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 9 月 30 日

持田

智

（MOCHIDA, Satoshi）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科
平成 20 年 10 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

1 年生担当： 吉田

喜太郎 （YOSHIDA, Kitaro ）

（医学基礎）化学

同上

荒木

信夫

（ARAKI, Nobuo）

（毛呂）神経内科・脳卒中内科

同上

山崎

芳仁

（YAMAZAKI, Yoshihito）

（医学基礎）生物

同上

井上

郁夫

（INOUE, Ikuo）

（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科

同上

中平

健祐

（NAKAHIRA, Kensuke）

（基礎）生理学

同上

永島

雅文

（NAGASHIMA, Masafumi） （基礎）解剖学

同上

笹島

茂

（SASAJIMA, Shigeru）

（医学基礎）英語

同上

藤田

恵子

（FUJITA, Keiko）

（基礎）解剖学

同上

泰壽

（NOGI, Yasuhisa）

（基礎）分子生物学

同上

渡辺

修一

（WATANABE, Schu-ichi）

（基礎）生理学

同上

金

潤澤

（KIM, Jyuntaku）

（毛呂）整形外科・脊椎外科

同上

椎橋

実智男 （SHIIBASHI, Michio）

医学情報施設ー

同上

有田

和恵

（ARITA, Kazue）

医学教育センター

同上

佐伯

俊昭

（SAEKI, Toshiaki）

（日高）乳腺腫瘍科

同上

野村

恭一

（MOMURA, Kyoichi）

（川越）神経内科

同上

3 年生担当： 名越

澄子

（NAGOSHI, Sumiko）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科

同上

萩原

弘一

（HAGIWARA, Kouichi）

（毛呂）呼吸器内科

同上

丸山

敬

（MARUYAMA, Kei）

（基礎）薬理学

同上

鈴木

洋通

（SUZUKI, Hiromichi）

（毛呂）腎臓内科

山口

敏行

（YAMAGUCHI, Toshiyuki） （毛呂）感染症科・感染制御科

同上

永井

正規

（NAGAI, Masaki）

（基礎）公衆衛生学

同上

三橋

知明

（MIHASHI, Tomoaki）

（川越）中央検査部

同上

哲也

（TSUCHIDA, Tetsuya）

2 年生担当： 禾

4 年生担当： 土田

同上

（毛呂）皮膚科

同上

吉田

寿美子 （YOSHIDA, Sumiko）

（毛呂）精神神経科・心療内科

同上

斉藤

一之

（SAITOH, Kazuyuki）

（基礎）法医学

同上

茅野

秀一

（KAYANO, Hidekazu）

（基礎）病理学

同上

松本

延幸

（MATSUMOTO, Nobuyuki）（毛呂）麻酔科

同上

倉持

朗

（KURAMOCHI, Akira）

（毛呂）皮膚科

同上

加瀬

康弘

（KASE, Yasuhiro）

（毛呂）耳鼻咽喉科

同上

5 年生担当： 間嶋

満

（MAJIMA, Mitsuru）

（毛呂）リハビリテーション科

同上

豊嶋

良一

（TOYOSHIMA, Ryouichi） （毛呂）精神神経科・心療内科

同上

堀川

直史

（HORIKAWA, Naofumi）

同上

小宮山

（川越）精神神経科

伸之 （KOMIYAMA, Nobuyuki） （日高）心臓内科

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

菅野

義彦

（KAN-NO, Yoshihiko）

松田

晃

（MATSUDA, Akira）

（川越）血液内科
医学教育センター

同上
同上
同上

（日高）造血器腫瘍科
平成 20 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 7 月 31 日

中村

裕一

（NAKAMURA, Yuichi）

（毛呂）血液内科
平成 20 年 9 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

小田島安平

（ODAJIMA, Yasuhira）

（毛呂）小児科
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 2 月 28 日
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大竹

朗

（OTAKE, Akira）

（毛呂）小児科
平成 21 年 3 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

6 年生担当： 持田

智

（MOCHIDA, Satoshi）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科

竹内

勤

（TAKEUCHI, Tsutomu）

（川越）リウマチ・膠原病内科

石原

理

（ISHIHARA, Osamu）

（毛呂）産科・婦人科

同上

三村

俊英

（MIMURA, Toshihide）

（毛呂）リウマチ・膠原病科

同上

永田

真

（NAGATA, Makoto）

（毛呂）呼吸器内科

同上

松本

万夫

（MATSUMOTO, Kazuo）

（日高）心臓内科

同上

中元

秀友

（NAKAMOTO, Hidetomo） （毛呂）総合診療内科

同上

稲葉

宗通

（INABA, Munemochi）

医学教育センター

同上

平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

オブザーバー： 山田

同上

泰子

（YAMADA, Yasuko）

医学教育センター

同上

守屋

修

（MORIYA, Osamu）

医学教育センター

同上

神吉

泰三郎 （KANKI, Tizaburo）

医学教育センター

同上

向田

寿光

（医学基礎）物理学

同上

荒関

かやの （ARASEKI, Kayano）

医学教育センター

同上

佐藤

義文

（SATOH, Yoshifui）

医学教育センター

同上

大西

京子

（OHNISHI, Kyoko）

医学教育センター

同上

高橋

美穂

（TAKAHASHI, Miho）

医学教育センター

同上

斉藤

恵

（SAITOH, Megumi）

医学教育センター

同上

鈴木

智

（SUZUKI, Satoshi）

医学教育センター

同上

市川

正適

（ICHIKAWA, Masayuki）

医学教育センター

同上

辻

美隆

（MUKAIDA, Toshimitsu）

（TSUJI, Yoshitaka）

医学教育センター

同上

川村

勇樹

（KAWAMURA, Yuki）

医学教育センター

同上

大西

正夫

（OHNISHI, Maao）

医学教育センター

同上

学生委員：
（1 年生）

末永

慎吾，鈴木

隼，滝本

（2 年生）

植村

隼人，大西

（3 年生）

阿久澤

（4 年生）
（5 年生）
（6 年生）

磨理香，前田

悠一郎

万世，男澤

紘太，日下部

有，伊藤

浩平，佐藤

聡子，竹治

天野

博明，梅村

智樹，酒井

純，杉山

大戸

弘人，神矢

征孝，川本

真帆，高見澤

内田

裕美，久場

潔実，村山

喬之，山田

俊太郎，佐藤

雄一，宮内

健一郎

真明
亜斗
幸子，柳原

章寿

聖月

国試対策委員：
（3 年生）

足立

佳也，内田

貴裕，久保田

（4 年生）

伊田

夏子，伊藤

新，大島

麻由，小林

あゆみ，岡部

由美子，佐々木
杏慈，小山

諒子，堀田

杏奈，迫田

奈緒美

隆，平林

絵里子

（5 年生）

安東 環，磯田 徹，岡 松彦，岡村 穏，奥津 美夏，神垣 多希，高橋 紘，中島 昌典，中山 太郎

（6 年生）

金子 祐一郎，安藤 歩，三上 万紀子，板橋 めぐみ，浅野 泰，井上 隼，原 浩子，太田 杏奈

2．目的
卒前教育委員会は本学設立の理念および社会的使命に従って，医学部学生を対象とした効果的な医教育を実施する
ために必要な事項について審議することを目的としている．主たる審議事項は以下の通りである．
（1）カリキュラムに関すること
（2）試験およい進級，卒業の評価に関すること
（3）教育に関する FD，ワ−クショップに関すること
（4）学生に対する教育指導
（5）その他，卒前医学教育全般に関すること

3．活動報告
卒前教育委員会では，医学教育センター卒前医学教育部門の「カリキュラム室」，
「試験管理室」，
「調査解析室」
，
「学
生支援室」
，
「学生保健管理室」の 5 つの室における活動報告，1 〜 6 年生の学年小委員会における討議内容などの
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基にして構成員が討議を行い，卒前医学教育に関する方針を決定している．なお，平成 20 年 10 月 1 日からは卒前
医学教育部門が改組されて「臨床実習推進室」が加わり，「学生保健管理室」が医学教育センター外の組織として独
立したが，卒前教育委員会では学生の健康管理に関する情報も「学生支援室」から報告を受けており，討議内容は変
化していない．
本委員会は平成 20 年度からは卒前医学教育に関する問題点をより活発，自由に意見交換をすることを目的として
「卒前医学教育懇談会」を立ち上げた．同懇談会の構成員は医学教育センター長，卒前医学教育部門長，各室長，副
室長および卒前医学教育部門長が必要と教員から構成され，原則的に月に 1 回開催している．同懇談会で討論した
事項は，月 1 回開催する卒前教育委員会の定例会議に諮るが，平成 19 年以降は同会議を全基本学科の教育主任，コー
スおよびユニットディレクターも参加する「卒前教育合同会議」として開催している．また，同会議には医学教育セ
ンターの専任教員，その他卒前教育委員長が必要とする教員もオブザーバーとして参加しており，3 キャンバスの全
教員が卒前医学教育に関する情報を共有できるようにしている．
3-1．委員会の開催
第 23 回卒前教育合同会議（平成 20 年 4 月 8 日，議事録あり）
第 24 回卒前教育合同会議（平成 20 年 5 月 13 日，議事録あり）
第 25 回卒前教育合同会議（平成 20 年 6 月 10 日，議事録あり）
第 26 回卒前教育合同会議（平成 20 年 7 月 8 日，議事録あり）
第 27 回卒前教育合同会議（平成 20 年 9 月 9 日，議事録あり）
第 28 回卒前教育合同会議（平成 20 年 10 月 14 日，議事録あり）
第 29 回卒前教育合同会議（平成 20 年 11 月 11 日，議事録あり）
第 30 回卒前教育合同会議（平成 20 年 12 月 2 日，議事録あり）
第 31 回卒前教育合同会議（平成 21 年 1 月 13 日，議事録あり）
第 32 回卒前教育合同会議（平成 21 年 2 月 3 日，議事録あり）
第 33 回卒前教育合同会議（平成 21 年 3 月 3 日，議事録あり）
3-2．活動の概要と成果
（1）
「カリキュラム室」
，
「臨床実習推進室」
，「試験管理室」，「調査解析室」，「学生支援室」，「学生保健管理室」の
活動状況に関しては，
「J300. 卒前教育部門」に詳細を記載しており，参照されたい．
（2）学年小委員会は学生委員も含めて以下の月に実施した．また，3 〜 6 年生が中心となって国試対策委員会も
原則的に月 1 回開催しているが，同委員会には 6 年生学年小委員会を構成する教員もオブザーバーとして参加
しており，学生間での問題点，要望なども卒前教育委員会は把握できるように努めている．
（3）医学教育センター FD 部門と共同で，8 月 8 日〜 9 日に川越ビルにて第 26 回医学教育ワークショッップを開
催した．第Ⅱ部，
全体集会のタイトルは
「卒前医学教育の到達目標を考える」で参加した教員による討議を行った．
（4）平成 21 年 2 月 14 日〜 16 日に実施された第 103 回医師国家試験の合格率は，新卒 96.7%（87/90）
，既卒
42.9%（3/7）
，全体で 92.8%（90/97）であり，新卒合格率は私学 29 校中 9 位，全医科大学，医学部 80 校中
33 位と良好な成績が得られた．
（5）平成 20 年度の卒業，進級の状況は下表の通りである．
学年
学生数
進級，卒業（条件付）
留年
休学
1年
107
107 （2）
0
0
2年
119
116（15）
2
1
3年
102
99 （8）
3
0
4年
98
96 （3）
1
0
5年
114
113 （3）
1
0
6年
104
90
11
2
計
644
621（31）
18
3

退学
0
0
0
1
0
1
2

4．自己点検･評価
卒前医学教育の目標の一つとも言える医師国家試験の合格率に関しては，平成 20 年度も良好な成績が得られた．し
かし，今年度も 6 年生に留年生が多く，また，2 年から 3 年の低学年でも 1 ユニット不合格の条件付進級者が多数存
在するなどの問題点は解消されていないのが現状である．これら問題を解決すために，カリキュカムの改編，試験およ
び進級の判定方式の是正，臨床実習の充実化，学生の授業評価をフードバックすることによる講義内容の改善，学生の
個別指導の徹底化などの課題が平成 21 年度に残された．これを実現するために，卒前教育部門の各室が活動を続けて
いくことになるが，各々の質の今後の課題に関しては「J300. 卒前教育部門」に詳細を記したので参照されたい．
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3．10）卒後教育委員会
1．構成員
委 員 長

西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）：国際医療センター心臓内科：教授（任期：H21.3.31）

副委員長

御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）
：総合医療センター腎高血圧内科：教授（任期：H21.3.31）

副委員長

三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：埼玉医科大学病院リウマチ膠原病科：教授（任期：H21.3.31）

副委員長

大谷吉秀（OHTANI, Yoshihide）
：国際医療センター消化器外科：教授（任期：H20.6.22）

副委員長

上野宗久（UENO, Munehisa）
：国際医療センター泌尿器腫瘍科：教授（任期：H20.10.1 〜 H21.3.31）

委

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学教育センター長（任期：H21.3.31）

員

野村正彦（NOMURA, Masahiko）
：国際交流センター長（任期：H21.3.31）
米谷

新（YONEYA, Shin）
：埼玉医科大学病院眼科：教授（任期：H21.3.31）

斎藤一之（SAITO, Kazuyuki）
：埼玉医科大学法医学：教授（任期：H21.3.31）
陶山哲夫（SUYAMA, Tetsuo）
：総合医療センターリハビリテーション科：教授（任期：H21.3.31）
橋本大定（HASHIMOTO, Daijo）
：総合医療センター肝胆膵小児外科：教授（任期：H21.3.31）

2．目的
当委員会の前身は附属病院における卒後教育を担当することを目的に発足した．その後，卒後臨床研修は附属病院
に設定された研修医委員会が担当することになり，当委員会は，卒後臨床研修以外の卒後教育を担当することとなっ
た．現在の当委員会の目的は①卒後教育を目的とした学術集会の主催及び後援，②日本医師会の生涯教育プログラム
への協力を含めた卒後教育の立案と実施，③卒後教育を推進するための研究などである．

3．活動報告
（1）委員会開催
①第 1 回（平成 20 年 4 月 15 日）
於：本部棟 1 階カンファレンスルーム 1
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター C 棟 2 階会議室（テレビ会議）
出席者 4 人

欠席者 6 人

議事：本委員会主催の学術集会 1 件と本委員会後援の学術集会 4 件が申請され，
審議の結果承認された．
②第 2 回（平成 20 年 5 月 20 日）
於：本部棟 1 階医学教育センター会議室
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター C 棟 2 階会議室（テレビ会議）
出席者 3 人

欠席者 7 人

議事：本委員会後援の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．
③第 3 回（平成 20 年 6 月 17 日）
於：本部棟 1 階医学教育センター会議室
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター C 棟 2 階会議室（テレビ会議）
出席者 3 人

欠席者 7 人

議事：本委員会後援の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．
④第 4 回（平成 20 年 7 月 15 日）
於：本部棟 1 階医学教育センター会議室
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター C 棟 2 階会議室（テレビ会議）
出席者 3 人

欠席者 7 人

議事：本委員会後援の学術集会 4 件が申請され，審議の結果承認された．
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⑤第 5 回（平成 20 年 9 月 16 日）
於：本部棟 1 階医学教育センター会議室
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター C 棟 2 階会議室（テレビ会議）
出席者 5 人

欠席者 5 人

議事：本委員会後援の学術集会 4 件が申請され，審議の結果承認された．
⑥第 6 回（平成 20 年 10 月 21 日）
於：本部棟 1 階医学教育センター会議室
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター C 棟 2 階会議室（テレビ会議）
出席者 5 人

欠席者 5 人

議事：本委員会後援の学術集会 4 件が申請され，審議の結果承認された．
⑦第 7 回（平成 20 年 11 月 18 日）
於：本部棟 1 階医学教育センター会議室
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター C 棟 2 階会議室（テレビ会議）
出席者 4 人

欠席者 6 人

議事：本委員会後援の学術集会 5 件が申請され，審議の結果承認された．
⑧第 8 回（平成 20 年 12 月 16 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター C 棟 2 階会議室（テレビ会議）
出席者 1 人

欠席者 9 人

議事：本委員会主催の学術集会 1 件と本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．
⑨第 9 回（平成 21 年 1 月 20 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター C 棟 2 階会議室（テレビ会議）
出席者 4 人

欠席者 6 人

議事：本委員会主催の学術集会 1 件と本委員会後援の学術集会 3 件が申請され，審議の結果承認された．
⑩第 10 回（平成 21 年 2 月 17 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター C 棟 2 階会議室（テレビ会議）
出席者 4 人

欠席者 6 人

議事：学術集会の申請なし
⑪第 11 回（平成 20 年 3 月 18 日）
於：本部棟 1 階医学教育センター会議室
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター C 棟 2 階会議室（テレビ会議）
出席者 3 人

欠席者 7 人

議事：本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．
（2）卒後教育委員会主催学術集会
以下の 5 件の学術集会を主催とした．
第1回

講

師：独立行政法人 国立病院機構千葉東病院
山岸

文雄

病院長

先生

テーマ：結核の院内感染対策について
日
第2回

講

時：平成 20 年 4 月 15 日（火） 18：00 〜 19：00

師：慶応義塾大学 医学部 医学部長
末松

誠

先生
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テーマ：メタボローム解析の医学生物学への応用
日
第3回

講

時：平成 20 年 4 月 16 日（水） 17：00 〜 19：00

師：カリフォルニア大学

サンディエゴ校

医学部

Michael Geoﬀrey Rosenfeld
テーマ：Positive and Negative Regulation of Transcription-Past and Present
第4回

日

時：平成 20 年 6 月 27 日（金） 17：30 〜 18：30

講

師：北里大学臨床薬理研究所 臨床試験コーディネーティング部門
青谷 恵利子

先生

テーマ：臨床試験の倫理
第5回

日

時：平成 21 年 2 月 2 日（月） 18：00 〜 19：00

講

師：長崎大学医学部・歯学部附属病院
川崎 英二

生活習慣病予防診療部

准教授

先生

テーマ：チームで行う栄養管理の実際
日

時：平成 21 年 2 月 26 日（木）18：00 〜 19：00

（3）卒後教育委員会後援学術集会
以下の 40 件の学術集会に関する開催申請を審査し，後援することとした．
第1回

講

師：Center for Research on Early Detection and Cure of Ovarian Cancer
Center for Research on Reproduction and Women's Health
University of Pennsylvania Philadelphia, USA
長谷川 幸清

先生

テーマ：がん免疫療法の現状と今後の展望
ベンチからベッドサイド，ベッドサイドからベンチへ

第2回

日

時：平成 20 年 4 月 7 日（月） 18：30 〜 19：30

主

催：国際医療センター 婦人科腫瘍科

講

師：①東北大学大学院医学系研究科
内部障害学分野

障害科学専攻

機能医科学講座

教授

上月 正博

先生

②鹿児島大学大学院

循環器・呼吸器・代謝内科学

鄭 忠和

教授

先生

テーマ：
「心不全のリハビリテーショントピックス」

第3回

日

時：平成 20 年 4 月 19 日（土） 15：00 〜 18：00

主

催：国際医療センター リハビリテーション科

講

師：Anesthesiology Division,
Queen Sirikit National Institute of Child Health,
Bangkok, Thailand
Duenpen Horatanaruang, MD

テーマ：Acute pain management in children

第4回

日

時：平成 20 年 5 月 7 日（水） 17：30 〜 18：30

主

催：麻酔学

講

師：獨協医科大学病院

医療安全管理部・感染防止対策課

奥住 捷子

先生

テーマ：各職種における微生物検査の見方

第5回

日

時：平成 20 年 5 月 20 日（火） 18：00 〜 19：00

主

催：感染症科・感染制御科

講

師：白髭内科医院
白髭 豊

先生

テーマ：在宅緩和ケアネットワークの構築−長崎 Dr. ネットの取り組み

第6回
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日

時：平成 20 年 5 月 26 日（月） 18：30 〜 19：30

主

催：国際医療センター 腫瘍内科

講

師：松本歯科大学総合歯科医学研究所

副所長
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硬組織疾患制御再建学講座
高橋 直之

機能解析ユニット

教授

先生

テーマ：破骨細胞の形成を調節する骨芽細胞の新しい役割

第7回

日

時：平成 20 年 5 月 30 日（金） 16：30 〜 18：00

主

催：ゲノム医学研究センター 病態生理部門

講

師：東京大学大学院医学系研究科
感覚・運動機能医学講座
芳賀 信彦

外科学専攻

リハビリテーション医学分野

教授

先生

テーマ：進行性骨化性線維異形成症の診療経験と臨床研究

第8回

日

時：平成 20 年 6 月 6 日（金） 17：30 〜 19：00

主

催：ゲノム医学研究センター 病態生理部門

講

師：杏林大学医学部 脳神経外科 准教授
永根 基雄

先生

テーマ：悪性脳腫瘍の病態・治療の現状と展望

第9回

日

時：平成 20 年 6 月 23 日（月） 18：30 〜 19：30

主

催：国際医療センター 脳・脊髄腫瘍科

講

師：熊本大学

発生医学研究センター
粂 昭苑

幹細胞制御分野

先生

テーマ：消化器系細胞への ES 細胞の分化誘導

第 10 回

日

時：平成 20 年 7 月 11 日（金） 17：00 〜 18：00

主

催：ゲノム医学研究センター

講

遺伝子治療部門

師：中外製薬株式会社 MRA ユニット部長
大杉 義征

薬学博士

先生

テーマ：
「免疫難病の謎を解く抗体医薬‐トシリズマブの創薬物語‐」

第 11 回

日

時：平成 20 年 7 月 15 日（火） 17：00 〜 18：00

主

催：ゲノム医学研究センター

講

師：Staﬀ Scientist
Laboratory of Molecular Biology
National Cancer Institute
恩田 正徳

先生

テーマ：メソテリンを標的とした新規免疫療法

第 12 回

日

時：平成 20 年 7 月 28 日（月） 17：00 〜 18：00

主

催：整形外科

講

師：NPO 法人キャンサーネットジャパン 事業戦略部門・事務局長
柳澤 昭浩

先生

テーマ：がん患者・家族・市民が求めるチーム医療と専門家の育成

第 13 回

日

時：平成 20 年 8 月 30 日（土） 13：00 〜 16：00

主

催：国際医療センター

講

師：Semmelweis University, Hungary
3rd Surgical Department
Professor Jozsef Sandor, M.D., Ph. D., F.A.C.S.

テーマ：Dawn of a new era: the birth of NOTES
（Natural Oriﬁce Translumenal Endoscopic Surgery；
開口部からの経管的腹腔鏡手術）.

第 14 回

日

時：平成 20 年 9 月 1 日（月） 17：00 〜 18：00

主

催：消化器・一般外科

講

師：ライデン大学医療センター

リウマチ科

准教授

Cornelia Francina（Renee）Allaart
テーマ：New perspectives in the treatment of
rheumatoid arthritis‐results from the BeSt trial
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第 15 回

日

時：平成 20 年 9 月 4 日（木） 18：00 〜 19：00

主

催：総合医療センター リウマチ・膠原病内科

講

師：“Sandro Pitigliani"Medical Oncology Unit,
Hospital of Prato, Istituto Toscano Tumori
Dr. Angelo Di Leo

テーマ：Evaluation of predictive markers on circulating tumor cells（CTC）

第 16 回

日

時：平成 20 年 9 月 22 日（月） 17：00 〜 18：00

主

催：国際医療センター 乳腺腫瘍科

講

師：聖路加国際病院小児科

医長

石田 也寸志

先生

テーマ：小児がん経験者の QOL と長期フォローアップにおける諸問題

第 17 回

日

時：平成 20 年 9 月 22 日（月） 18：30 〜 19：30

主

催：国際医療センター 小児腫瘍科

講

師：社会福祉法人志友会 重症心身障害児施設
芦北学園発達医療センター
兼

副園長

熊本大学 医学部 小児科臨床教授
松葉佐 正

先生

テーマ：重症心身障害医療には生きがいを感じる

第 18 回

日

時：平成 20 年 9 月 26 日（金） 17：00 〜 18：30

主

催：小児科

講

師：東京都立神経病院 脳神経内科
清水 俊夫

医長

先生

テーマ：神経難病の嚥下障害と栄養管理

第 19 回

日

時：平成 20 年 10 月 1 日（水） 17：15 〜 18：15

主

催：神経内科

講

師：Attending of the Department of
Thoracic and Cardiovascular Surgery, Heart Center
North Rhine‐Westphalia, Ruhr‐University Bochum.
Chief Consultant of the Transplant Unit.
Gero Tenderich,M.D.,PhD

テーマ：PH secondary to left heart insuﬃciency :
Management of end-stage disease
（whilst awaiting transplantation）

第 20 回

日

時：平成 20 年 10 月 7 日（火） 17:00 〜 18:30

主

催：国際医療センター 心臓内科

講

師：京都大学大学院 医学研究科 病理系 腫瘍生物学講座
鍋島 陽一

教授

先生

テーマ：Klotho family の発見が切り開いた新たな生体応答システム

第 21 回

日

時：平成 20 年 10 月 25 日（土） 16:00 〜 16:50

主

催：ゲノム医学研究センター ゲノム科学部門

講

師：Clinical Nutrition and Metabolism,
Dept. of Public Health & Caring Sciences,
Faculty of Medicine, Uppsala University, Sweden
Dr Samar Basu

テーマ：Oxidative Stress and Its Link to Inﬂammation :
A Role of Prostaglandins and Isoprostanes

第 22 回

日

時：平成 20 年 10 月 27 日（月） 18:00 〜 20:00

主

催：産科・婦人科

講

師：Washington University School of Medicine Division of Oncology
Matthew Ellis, M.B., B.Chir., Ph.D., FRCP.
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テーマ：Outcome Predictions for ER + Breast Cancer Based
on Post Neoadjuvant Endocrine Therapy Tumor Proﬁling

第 23 回

日

時：平成 20 年 10 月 27 日（月） 18:30 〜 19:30

主

催：国際医療センター 乳腺腫瘍科

講

師：Director of the Paediatric Brain Tumour Program,
the Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario /
Professor of Paediatrics, University of Toronto, Tronto, Ontario
Eric Bouﬀet

テーマ：Medical and ethical issues associated with the management
of infant brain tumours

第 24 回

日

時：平成 20 年 11 月 17 日（月） 17:00 〜 18:00

主

催：国際医療センター 脳・脊髄腫瘍科

講

師：慶応大学 医学部 呼吸器外科
川村 雅文

准教授

先生

テーマ：肺癌治療における抗癌剤感受性試験と凍結療法の位置づけ
（慶應義塾大学病院における経験を通して）

第 25 回

日

時：平成 20 年 11 月 17 日（月） 18:30 〜 19:30

主

催：国際医療センター 呼吸器外科

講

師：Wakw Forest University School of Medicine
Prof. Medge Denise Owen

テーマ：Management of Obstetric Hemorrhage

第 26 回

日

時：平成 20 年 11 月 17 日（月） 18:30 〜 20:00

主

催：総合医療センター 麻酔科

講

師：Washington University School of Medicine
Department of Developmental Biology
今井 眞一郎

先生

テーマ：NAD ワールドにおける新たな展開：
Sirt1 と全身性 NAD 合成系によって制御される
代謝・脳機能のリズムと老化

第 27 回

日

時：平成 20 年 12 月 5 日（金） 16:00 〜 17:00

主

催：ゲノム医学研究センター

講

師：ペンシルバニア大学 病理学教室
Taku Kambayashi, M.D., Ph.D

テーマ：Mast Cells : Unique Pathways in Allergy vs T Cell Activation

第 28 回

日

時：平成 20 年 12 月 15 日（月） 19:00 〜 20:00

主

催：総合医療センター リウマチ・膠原病内科

講

師：1）Department of Pathology, Gastrointestinal Pathology Service,
Director, Massachusetts General Hospital
Gregory Y, Lauwers
2）Department of Pathology, Gastrointestinal Pathology Service,
Staﬀ

Pathologist, Massachusetts General Hospital
Mari Mino‐Kenudson

テーマ：1）Gastritis beyond H. pylori : Extending our Horizons
2）Autoimmune Pancreatitis: West versus East

第 29 回

日

時：平成 20 年 12 月 16 日（火）16:00 〜 17:30

主

催：国際医療センター 病理診断科

講

師：国立病院機構

大牟田病院

古谷 博和

神経内科医長・臨床研究部長

先生

テーマ：筋ジストロフィー研究の最近の進歩
‐筋強直性ジストロフィー（DM1）を中心に‐
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第 30 回

日

時：平成 21 年 1 月 8 日（木） 16:00 〜 17:30

主

催：ゲノム医学研究センター 病態生理部門

講

師：University of Pittsburgh Lupus Center of Excellence
Susan Manzi,MD,MPH

テーマ：全身性エリテマトーデス（や RA）患者における動脈硬化症の加速現象

第 31 回

日

時：平成 21 年 1 月 20 日（火） 18:30 〜 19:30

主

催：総合医療センター リウマチ・膠原病内科

講

師：東京女子医科大学病院

地域連携室

係長，

クリニカルパス推進室（兼務）
下村 裕見子

先生

テーマ：
「退院支援と地域連携クリティカルパス」
東京女子医科大学病院の取り組み

第 32 回

日

時：平成 21 年 1 月 23 日（金） 17:30 〜 18:30

主

催：国際医療センター 心臓内科

講

師：Laboratory of Dermatopathology, Port Washington, NY, U.S.A.
Dr. Toru Shoji

テーマ：Dysplastic nevus

第 33 回

日

時：平成 21 年 2 月 5 日（木） 17:30 〜 18:30

主

催：国際医療センター 病理診断科

講

師：トロント小児病院

放射線科

Shi-Joon Yoo, MD, FRCPC
テーマ：小児科領域における心臓 MRI

第 34 回

日

時：平成 21 年 2 月 12 日（木） 17:00 〜 18:00

主

催：国際医療センター 小児心臓科

講

師：日本医科大学 麻酔学
坂本 篤裕

教授

先生

テーマ：周術期におけるβ遮断薬の有用性

第 35 回

日

時：平成 21 年 2 月 19 日（木） 18:45 〜 19:45

主

催：国際医療センター 麻酔学

講

師：東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科
福本 誠二

先生

テーマ：FGF23 によるミネラル代謝調節機構とその異常

第 36 回

日

時：平成 21 年 2 月 20 日（金） 16:00 〜 17:30

主

催：ゲノム医学研究センター 病態生理部門

講

師：国立国際医療センター戸山病院
エイズ治療・研究開発センター 専門外来医長
本田 美和子

先生

テーマ：HIV ／エイズに関するみんなの誤解

第 37 回

日

時：平成 21 年 2 月 23 日（月） 18:00 〜 19:00

主

催：感染症科・感染制御科／院内感染対策室／ ICT

講

師：聖路加国際病院 乳腺外科 副医長
津川 浩一郎

先生

テーマ：乳癌診療におけるセンチネルリンパ節生検の実際

第 38 回

日

時：平成 21 年 2 月 23 日（月） 18:30 〜 19:30

主

催：乳腺腫瘍科

講

師：昭和大学横浜北部病院
工藤 進英

副院長・消化器病センター長・主任教授

先生

テーマ：大腸微細診断と治療
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日

時：平成 21 年 3 月 5 日（木） 17:30 〜 18:30

主

催：国際医療センター 消化器外科

卒後教育委員会

第 39 回

講

師：東京医科歯科大学 頭頸部外科
岸本 誠司

教授

先生

テーマ：頭頸部癌治療の最近の動向

第 40 回

日

時：平成 21 年 3 月 23 日（月） 18:30 〜 19:30

主

催：国際医療センター 頭頸部腫瘍科

講

師：東邦音楽大学 音楽学部
馬場 存

特任准教授

先生

テーマ：精神科の音楽療法〜症例検討と緩和ケアへの応用の可能性〜
日

時：平成 21 年 3 月 24 日（火） 18:00 〜 19:30

主

催：総合医療センター 緩和ケアチーム

4．評価と次年度目標
本年度は，5 件の学術集会を主催し，40 件の学術集会を後援した．学術集会の企画は，各科から申請されているが，
分野については偏りがないとはいえない．年単位にプログラムを立案する必要性があり，分野のバランスをとりなが
ら，卒後教育，生涯教育を実施すべきであると考えられる．また，主催の学術集会での参加者の増加をはかるための，
案内等にも努めたい．
今年度から卒後教育委員会主催学術集会を毛呂山キャンパス以外でも開催できるようになったが，周知徹底不足や
整備不足が目立ったので，次年度は円滑な運営ができるよう進めていきたい．
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委員会・会議報告

3．11）中央研究施設運営委員会
1．構成員：
委員長：米谷
委

新（YONEYA Shin）
：眼科学教授：任期 1 年

員：禾 泰壽（NOGI Yasuhisa）
：分子生物学教授：任期 1 年
解剖学教室：中村 裕昭（NAKAMURA Hiroaki）：教授：任期 1 年
神経内科・脳卒中内科学教室：荒木
皮膚科学教室：中村

信夫（ARAKI Nobuo）：教授：任期 1 年

晃一郎（NAKAMURA Kouichiroh）：教授：任期 1 年

消化器内科・肝臓内科学教室：名越
化学教室：吉田

澄子（NAGOSHI Sumiko）：教授：任期 1 年

喜太郎（YOSGHIDA Kitaroh）：教授：任期 1 年

中央研究施設・RI 部門：犬飼

浩一（INUKAI Kouichi）：准教授：任期 1 年

中央研究施設・実験動物部門：鈴木

政美（SUZUKI Masami）：准教授：任期 1 年

中央研究施設・形態部門：穐田

真澄（AKITA Masumi）：教授：任期 1 年

中央研究施設・機能部門：坂本

安（SAKAMOTO Yasushi）：教授：任期 1 年

医学情報施設：椎橋
第二購買課：和田

実智男（SHIIBASHI Michio）：准教授：任期 1 年
実（WADA Minoru）：第二購買課長：任期 1 年

第二経理課：田島 賢司（TAJIMA Kenji）：経理部部長：任期 1 年

2．目的：施設は，最先端の高度な研究を行うとともに，学内共同利用施設として，本学研究者の研究遂行のための
便宜をはかり，本学における臨床および基礎医学研究の推進・発展の基礎となることを目的とする．
3．活動報告：
①第 38 回中央研究施設運営委員会・第 6 回医学研究センター共同研究推進部門合同会議
開催日：平成 20 年 5 月 27 日
主な議題：Ⅰ）中央研究施設規則の改正について Ⅱ）中央研究施設学術セミナー開催について

Ⅲ）その他

審議結果：Ⅰ）中央研究施設規則に関して現状を反映した見直しが行われ，改正が必要と思われる項目（施設長
の選出方法，
教員の資格と配属数等）
について審議された．改正案を教員代表者会議に提出することとなった．Ⅱ）
中央研究施設主催による学術セミナー開催に関して米谷施設長，坂本委員より意見が有り，次回（7 月 22 日予定）
に具体的な計画案を提出ならびに検討することとなった．Ⅲ）その他，中央研究施設・寄附研究部門の英語表記
に関して "Donated Research Division" がその候補として了承された．また，各部門の研究貢献に関する実績報告
を年度毎に行う旨再度確認された．
②第 39 回中央研究施設運営委員会・第 7 回医学研究センター共同研究推進部門合同会議
開催日：平成 20 年 7 月 22 日
主な議題：Ⅰ）新委員紹介 Ⅱ）会計報告 Ⅲ）規則改正に関する経過について

Ⅳ）研究貢献実績報告について

Ⅴ）

中央研究施設主催学術セミナーに関して
審議結果：Ⅰ）医学研究センター共同研究推進部門新委員として国際医療センター・脳神経外科
が紹介された．Ⅱ）中央研究施設・形態部門

穐田主任，実験動物部門

鈴木主任，機能部門

西川

亮教授

坂本主任より管

理運営費に関する会計報告が行われ，了承された．今年度より，受益者負担金に関して利用者数に相当する金額
が，各部門管理運営費の一部として割り当てられた．Ⅲ）前回討議された中央研究施設規則の改正に関して，米
谷施設長よりその進行状況の説明がなされた．現状，規則改正について検討する適当な組織が無いため一旦保留
とし，タイミングを計りながら手続きを進めることが了承された．
Ⅳ）坂本委員より研究貢献実績報告として，中央研究施設が関与した 2007 年度の学会発表，論文発表等のまと
めについて報告された．これらを中央研究施設ホームページ上に掲載しアピールして行くこととなった．
Ⅴ）中央研究施設主催学術セミナーの案に関して早期に開催できる様，計画を進めることとなった．
③第 40 回中央研究施設運営委員会
開催日：平成 20 年 9 月 11 日
主な議題：Ⅰ）委員の交代について Ⅱ）Ⅰ）に伴う中央研究施設規則の改正について
審議結果：Ⅰ）RI 部門主任
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粟田卓也委員の異動に伴い，その後任について米谷施設長，粟田委員より内分泌・

中央研究施設運営委員会

糖尿病内科

犬飼浩一准教授（放射線取り扱い主任免許所有）の推薦があり了承された．Ⅱ）米谷施設長より Ⅰ）

の人事に伴い中央研究施設規則

第7条

2 に関して現状に即した改正が必要との指摘があり検討された．

④第 41 回中央研究施設運営委員会・第 8 回医学研究センター共同研究推進部門合同会議
開催日：平成 21 年 2 月 10 日
主な議題：Ⅰ）中央研究施設学術セミナーに関して
え希望機器に関して

Ⅱ）中央研究施設の人事に関して

Ⅲ）新規購入・買い換

Ⅳ）本年度私学助成金申請内定報告

審議結果：Ⅰ）中央研究施設主催学術セミナーに関して討議され，9 月開催を目標に中央研究施設 4 部門主任が
次回の合同会議にプランを提出することとなった．Ⅱ）米谷施設長より

中央研究施設の人事に関して，形態部

門における昇進人事を進める旨報告があり了承された．Ⅲ）形態部門穐田委員より，走査電子顕微鏡の老朽化に
関する説明があり次回購入申請候補として検討することが了承された．機能部門坂本委員より小動物用フォトン
イメージャーに関して説明が有り，将来的な設置希望機器としての可能性を調査することとなった．

4．評価と次年度目標（研究業績に関する中央研究施設の貢献）：
今年度の中央研究施設の研究貢献度解析を行い，
（a）単行本，6，
（b）大学研究所等紀要，3，
（c）学術雑誌・原著，
79，
（d）学術雑誌総説，16，
（e）学術雑誌症例報告，6，
（f）学術雑誌・その他，4，
（g）その他，2，
（h）国際会議，
56，
（i）全国学会，183，
（j）地方学会，9，
（k）研究回・シンポジウム，29 報の合計 393 報が寄せられた旨報告された．
これらの結果を中央研究施設ホームページ（http://smswww/kyoudou/bmrc/index.html）に掲載することとなった．
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3．12）環境安全委員会
1．構成員
委員長

松下
禾

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学部免疫学･教授
泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：医学部分子生物学･教授

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：医学部化学･准教授
丸山敬（MARUYAMA, Kei）
：医学部薬理学･教授
綿貫公男（Watanuki, Kimio）
：施設部長･施設部環境整備課長
委員の任期は，平成 20 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日までである．

2．目的
「埼玉医科大学環境安全規定

第 6 条」および「埼玉医科大学毒物・劇物管理規定

第 3 条」に基づき，学長から

の諮問に応ずることのほか，医療廃棄物，毒物や劇物等の化学物質および病原体微生物等の管理の徹底，バイオハザー
ドの防止，資源の再利用の促進，安全な労働環境の保持と向上，教職員の環境安全教育，などを通じて本学の環境安
全に資することが本委員会の目的である．

3．活動報告
今年度，委員会は開催されなかった．

4．評価と次年度の目標
毒物，劇物等の化学物質および病原性微生物の管理状況を定期的にサーベイするシステムを構築することが望まし
い．また，バイオハザードの防止対策についても見当して行く必要があるが，限られた人員と予算の中で，医学研究
センター安全管理部門と連携し，どのように具現化していくかが当面の課題である．
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3．13）RI 安全委員会
1．構成員（任期：H22.3.31）
委員長：粟田卓也 (AWATA, Takuya)：内分泌・糖尿病内科：教授
委

員：犬飼浩一 (INUKAI, Kouichi)：内分泌・糖尿病内科，中央研究施設 RI 部門兼担：准教授
田中淳司 (TANAKA, Junji)：放射線科：教授
守屋

修 (MORIYA, Osamu)：微生物学：准教授

飯塚裕幸 (IIZUKA, Hiroyuki)：中央研究施設 RI 部門：助教
本田憲業 (HONDA, Norinari)：総合医療センター放射線科：教授
糸山進次 (ITOYAMA, Shinji)：総合医療センター病理部：教授
潮田陽一 (USHIODA, Youichi)：総合医療センター研究部：主任
西本正純 (NISHIMOTO, Masazumi)：ゲノム医学研究センター RI 実験施設：講師

2．目的
放射線障害防止法に基づいて RI 研究施設の管理・運営を行い，本学における RI を用いた研究を推進し，もって利
用者の利便性を図る．

3．活動報告
平成 20 年度 RI 安全委員会（平成 21 年 3 月 4 日）
於：基礎医学棟 4F カンファレンスルーム
出席者 7 人

欠席者 2 人

議事
1．体制について
粟田委員長より以下の説明と報告がなされた．
・各委員会の全学的な組み直しにより RI 安全委員会は新体制となった．
・医学研究センター安全管理部門が設置された．
・RI 安全委員会委員長は病院長の片山先生から内分泌・糖尿病内科の粟田先生へ，また中央研究施設 RI 部門主任
は平成 20 年 9 月より粟田先生から犬飼先生（内分泌・糖尿病内科兼担）になった．
2．委員，委員会の開催について
・委員として国際医療センター 核医学科 松田先生 中央放射線部 伊勢谷技師長代行，病院中央放射線部 平野主任
者の推薦があり本人に了承を得ることとした．
・委員会は年度末 3 月に定期に開催する．また必要に応じて随時行うこととした．
3．安全委員会組織・運営規則について
・各キャンパスの RI 安全委員会組織を残すかについて議論し，各 RI 施設は事業所番号も違いなくすと統制が取れ
ない．また埼玉医科大学 RI 安全委員会は全学委員会に統合しても良いのではとの意見があり今後の検討課題と
した．
・運営規則について検討し，委員長が職務を行えないときの代行を放射線取扱主任者から副委員長とし，田中先生
に副委員長を務めて頂くこととした．また会務の庶務は RI 研究施設主任であったが事務局が行うこととした．
4．各キャンパスにおける RI 施設修繕等の予算の状況について
・予算の状況について確認し，運営上の予算については実務者で相談し，できるだけ整合性が取れるよう検討して
いくこととした．
・RI 廃棄物の廃棄予算を施設部で統一できるか検討，確認していくこととした．

4．評価と次年度目標
放射性同位元素の取扱い・安全管理は全学的に共通の認識を持つことが重要で，本委員会においては概ねの目標は
達成できたものと考える．次年度は，放射線障害防止のため老朽化した施設の改修や放射性同位元素の監視装置・測
定装置の更新などハード面の充実を考え，施設の安全性・利便性を高めていくための検討を進めていく必要がある．

139

委員会・会議報告（医学部）

3．14）組換え DNA 実験安全委員会
1．構成員
委員長

禾

副委員長

赤塚

俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：微生物学：教授（任期：H20.3.31）

委員

山崎

芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：生物学：准教授（任期：H20.3.31）

森

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：分子生物学：教授（任期：H20.3.31）

隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部：准教授（任期：H20.3.31）

三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）ゲノム医学研究センター遺伝子治療部門：教授（任期：H20.3.31）
萩原

弘一（HAGIWARA, Kouichi）：内科学呼吸器内科：教授（任期：H20.3.31）

山岸

敏之（YAMAGISHI,Toshiyuki）：解剖学：講師（任期：H20.3.31）

松本

征仁（MATSUMOTO, Masahito）：分子生物学：講師（任期：H20.3.31）

松井

政則（MATSUI, Masanori）
：微生物学：准教授（任期：H20.3.31）

池田

正明（IKEDA, Masaaki）,：生理学：准教授（任期：H20.3.31）

千本松
伴塲

孝明（SENBONMATSU, Takaaki）薬理学：准教授（任期：H20.3.31）
裕巳（BANBA, Hiromi）研究センター：助教（任期：H20.3.31）

奥田 晶彦（OKUDA, Akihiko）ゲノム医学研究センター発生・分化・再生部門：教授（任期：H20.3.31）
黒川 理樹（KUROKAWA, Riki）ゲノム医学研究センター遺伝子構造機能部門：教授（任期：H20.3.31）

2．目的
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づいて遺伝子組換え生物等の使用
必要な安全管理を第二種拡散防止法に基づいて行う．

3．活動報告
平成 21 年度組換え DNA 実験安全委員会（平成 21 年 1 月 21 日）開催，於：基礎棟 4F 会議室，出席者 10 名，
欠席者 4 名：議事：1．平成 21 年度科学研究費申請に伴う 21 件の第二種拡散防止措置について審議し，21 件の申
請を承認した．その中で 17 件については誤記入があり，至急訂正をして申請書の再提出をしていただくとした．2．
この 1 年間 ( 平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 1 月 21 日 ) に随時に提出された第二種拡散防止措置申請 42 件につい
て委員長，副委員長による承認を確認した．3．平成 20 年度の遺伝子組換え生物等譲渡届け 6 件に関して審議し委
員長，副委員長による承認を確認した．

4．評価と次年度目標：
第二種拡散防止措置を遵守する精神は学内に定着したようであるが，さらに第二種使用等拡散防止措置の徹底周知
を計る．前年度の委員会では申請書類の予備審査を行ったが，本委員会委員も審査基準を習熟してきたので，今年度
の委員会では予備審査を行わず，委員会で直接審議し，順調に審査を進めることができた．実験医学入門講座で，大
学院学生，実験助手等に第二種使用等拡散防止措置申請法について委員長が講義した結果，新規研究者に対して第二
種遺伝子組換え生物等拡散防止措置への理解が進められた．次年度は学内遺伝子組換え生物等の譲渡の管理の効率化
を計ることとする．
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3．15）医学部入学試験委員会
1．構成員：
委員長

山内俊雄（YAMAUCHI，Toshio）
：学長

委員
横手祐二（YOKOTE，Yuji）
：大学病院病院長
吉本信雄（YOS Ｈ IMOTO，Nobuo）
：総合医療センター病院長
別所正美（BESSHO，Masami）
：医学教育センター長
松谷雅生（MATSUTANI，Masao）
：松谷国際医療センター病院長
竹内

勤（TAKEUCHI，Tsutomu）
：副医学部長

上原政治（UEAHARA，Seiji）
：医学基礎教授
豊嶋良一（TOYOSIMA，Ryouichi）
：神経精神科・心療内科教授
織田弘美（ODA，Hiromi）
：整形外科・脊椎外科教授
濱口勝彦（HAMAGUCHI，Katsuhiko）
：副理事長

2．目的：
医学部入学試験委員会は，入試委員会規程に基づき運営されている．委員会の目的は，公正で適切な入学試験を実
施するために，科目試験や小論文，面接を含む全ての入学試験問題の内容と形式を検討することと，適切な方法で試
験が実施されるように入学試験の実施の責任を負うことにある．
合格判定にあたっては，本学の教育目標に基づいて定められた入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）
の下に，前もって定められた判定基準と手順に従って合格候補者を決定し，最終決定機関である教員代表者会議に提
案し，その承認を得るという手続に従って行われている．
なお，入試方式や成績と入学後の成績を分析し追跡調査し，エビデンスに基づいて試験の方法を絶えず改善する努
力を続けている．さらに，社会が求める医師像を視野に入れながら，情報公開や入試広報活動の方針策定を含め，中・
長期的な見通しをもって多様な入試方式を開拓し，広い範囲から有能な入学者を確保するための方針と方策を決定す
るよう努めている．

3．活動報告：
（1）委員会開催日
第1回

平成 20 年 4 月 15 日

第2回

平成 20 年 5 月 13 日

第3回

平成 20 年 6 月 10 日

第4回

平成 20 年 9 月 9 日

第5回

平成 20 年 11 月 18 日

第6回

平成 21 年 1 月 20 日

第7回

平成 21 年 2 月 3 日

第8回

平成 21 年 2 月 10 日

第9回

平成 21 年 2 月 24 日

第 10 回

平成 21 年 3 月 3 日

（2）平成 21 年度新入生数
115 名（男 71 名，女 44 名）
推薦試験入学者

14 名（男 6 名，女 8 名）

前期試験入学者

55 名（男 36 名，女 19 名）

後期試験入学者

46 名（男 29 名，女 17 名）

（3）平成 20 年度の主な活動内容
ア．医学部入学試験委員会構成員の検討
構成員：医学部長，副医学部長，各病院長，入試実施委員会委員長，
科目統括責任者，小論文責任者，オブザーバー（担当理事）
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任

期：任期 2 年

イ．医学部入学試験実施委員会構成員の検討
構成員：副医学部長，科目統括責任者，面接責任者，小論文責任者，
数学責任者，理科責任者，英語責任者，アドミッションセンター（調査・研究・解析部門部門長）入試事務室室
長，事務局
任

期：任期 1 年

ウ．平成 20 年度一般入試による入学者の受験歴についての検討
エ．平成 20 年度一般入試による入学者の本学と併願校の選択についての検討
オ．10 名の定員増の申請
カ．一般入学試験監督者の改善アンケート結果による検討
キ．入学試験問題作成についての検討
ク．地域医療への貢献に関する意向調査についての検討
ケ．医学部オープンキャンパス日程
1 回目

平成 20 年 7 月 27 日（日）

2 回目

平成 20 年 9 月 23 日（火）

コ．平成 21 年度一般選抜科目試験問題第三者評価についての検討
一般入試全科目について点検評価協力者（高校教員等）を委嘱し，試験実施時間内の問題点検と併せて事後の問
題評価を依頼する．
（5）平成 21 年度医学部入学試験
①入学試験日程
・推薦入試

平成 20 年 11 月 16 日（日）

合格発表

平成 20 年 11 月 19 日（水）

・一般（前期）
一次試験

平成 21 年 2 月 1 日（日）

合格発表

平成 21 年 2 月 4 日（水）

二次試験

平成 21 年 2 月 8 日（日）

合格発表

平成 21 年 2 月 12 日（木）

・一般（後期）
一次試験

平成 21 年 2 月 22 日（日）

合格発表

平成 21 年 2 月 25 日（水）

二次試験

平成 21 年 3 月 1 日（日）

合格発表

平成 21 年 3 月 4 日（水）

②平成 21 年度入試募集人員
推薦入学試験募集人員

約 10 名

一般入学試験（前期）募集人員

約 60 名（定員増により変更）

一般入学試験（後期）募集人員

約 40 名（同上）

一次試験合格者数の目途：前期約 400 名 , 後期約 300 名
③平成 21 年度医学部入学試験の結果
④平成 21 年度推薦入学試験
・志願者数 38 名（内，男子 15 名，女子 23 名）
・受験者数 38 名（内，現役 23 名，浪人 15 名）
・合格者数 14 名（内，男子 6 名，女子 8 名）
（内，現役 8 名，浪人 6 名）
（内，指定校 4 校 5 名）
（埼玉県出身者 6 名）
⑤前期一般入学試験第一次試験
〔出願者概要〕
・出願者数：1，683 名（前年比 621 名減）
・男子：1，117 名（66.4%）
，女子：566 名（33.6%）
・年令：18 才 ~20 才（78.4%）
・出身校：私立高校（74.5%）関東圏（60.1%）
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・卒後経歴：予備校生（62%）
・高校在学中の評点平均：Ａ（15.7%）
，Ｂ（45.9%）
〔受験者概要〕
・受験者数：1，381 名（出願者の 82.1%）
・欠席者数： 302 名（出願者の 17.9%）
〔受験者得点状況〕
・科目別配点：英語 150 点，数学 100 点，理科 200 点（2 科目計）
小論文 50 点

合計 500 点

・最高点 408 点

最低点 82 点

平均点 270.6 点

〔合否判定結果〕
・合格者数：452 名（得点 307 点，445 位まで）
・男女の別：男子 300 名（66.4％）
，女子 152 名（33.6％）
・現役，浪人年数：現役 97 名（21.5％）
，1 浪 147 名（32.5％），
2 浪 97 名（21.5％）3 浪 43 名（9.5％）
，4 浪以上 68 名（15.0％）
⑥前期一般入学試験第二次試験
〔受験者概要〕
・前期第 2 次試験受験者数：407 名（欠席者数：45 名）
・男女別：男子 270 名（66.3％）
，女子 137 名（33.7％）
・現役，浪人年数：現役 76 名（18.7％）
，1 浪 131 名（32.2％），
2 浪 93 名（22.9％）3 浪 43 名（10.6％），4 浪以上 64 名（15.7％）
〔第 2 次試験（面接）統計〕
・最高点：20 点／最低点：6 点／平均点：13.4 点
・標準偏差：2.47
・評価結果集計：
（対象評価数 1,628 面接委員数 4 名×受験者 407 名）
・評価 A：137（8.42％）※昨年度 評価 A：117/ 対象 1,136（10.30％）
・評価 B：488（29.98％）※昨年度 評価 B：358/ 対象 1,136（31.51％）
・評価 C：806（49.51％）※昨年度 評価 C：494/ 対象 1,136（43.49％）
・評価 D：182（11.18％）※昨年度 評価 D：154/ 対象 1,136（13.56％）
・評価 E：15（0.92％）※昨年度 評価 E： 13/ 対象 1,136（1.14％）
〔合否判定結果〕
・合格候補者：62 名
〔特待生〕
・合格者特待生：成績上位 3 名
⑦後期一般入学試験第一次試験
〔出願者概要〕
・出願者数：2,030 名
・男子：1,332 名（65.6％）
，女子：698 名（34.4％）
・年令：18 歳〜 20 歳（70.7％）
・出身校：私立高校が 73.9％，関東圏が 51.8％を占めた．
・現役，高卒後の経歴：現役 21.5％，予備校 64.1％，その他 14.4％
・高校在学中の評点平均：Ａが 15.2％，Ｂが 46.5％であった．
・受験者数：1,667 名（82.1％）
，欠席者数：363 名（17.9％）
・科目別配点：英語 150，数学 100，理科 200 点（2 科目計）
小論文 50 点

合計 500 点

〔合否判定結果〕
・合格者数：342 名（得点 311 点，333 位まで）
・男女別：男子 219 名（64.0％）
，女子 123 名（36.0％）
・現役，浪人：現役 53 名（15.49％）
，浪人 289 名（84.51％）
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〔受験者得点状況〕
・科目別配点：英語 150 点，数学 100 点，理科 200 点（2 科目計）
小論文 50 点

合計 500 点

・最高点：390 点，最低点：63 点
（前期最高点：408 点，最低点：82 点）
・合計得点平均点：前期 270.6 点

後期 263.4 点

・科目別平均点（100 点換算）
英語：52.6 点，数学：53.5 点，物理：55.6 点，化学：51.4 点，生物：51.4 点，小論文：49.3 点
⑧後期一般入学試験第二次試験
〔合格者概要〕
・後期第 1 次試験合格者数：342 名
・男女別：男子 219 名（64.03％）
，女子 123 名（35.97％）
・現役浪人別：現役 53 名（15.5％）
，浪人 289 名（84.5％）
〔受験者概要〕
・後期第 2 次試験受験者数：321 名（欠席者数：21 名）
・男女別：男子 211 名（65.7％）
，女子 110 名（34.3％）
・現役浪人別：現役 49 名（15.3％）
，浪人 272 名（84.7％）
〔第 2 次試験（面接）統計〕
・最高点：20 点，最低点：6 点，平均点：13.66 点，標準偏差：2.66
・評価結果の集計
評価 A 10.20％，B 33.57％，C 44.86％，D 10.20％，E 1.17％
・浪人年数，男女別 並びに内申点と面接点との相関関係
〔合否判定結果〕
・合格者：41 名
〔特待生〕
・合格者特待生：成績上位 3 名

4．自己評価と次年度目標：
平成 21 年度医学部入学者選抜試験は，平成 20 年度に引き続き，推薦入試と前期・後期 2 期制の一般入学試験を
実施した．平成 20 年度一般入学試験志願者数 4，110 名に対し平成 21 年度は，前期 1，683 名，後期 2，030 名
で合計 3，713 名となり，397 名の減少であった．推薦入試においては，志願者数 38 名と減少した．推薦入試と一
般入試ともに，大きな問題もなく無事に終了し，最終的に定員増 10 名を含め合計 115 名（男性 71 名，女性 44 名）
の新入生を入学させた．基本的な入試方式としては，推薦入試，一般入試とも前年と変わらない．それぞれの入試の
内容や形式について，詳細なデータ解析や追跡調査に基づく検証が繰り返し行われ，公正で信頼性の高い試験に近づ
ける努力が行われた．前期，後期一般入試の第 1 次試験の実施における円滑な運営を図るために，試験監督者に対し，
入試実施要領の事前説明会を開催した．また，試験監督者に対しアンケートをおこない，実施要領の改善に努めた．
本学が求める入学者を選抜するために，特に重視されている面接試験については，面接委員を教授とし，より適切な
判定基準の妥当性を高める努力を継続した．また自己点検評価活動の一環として，前年に引き続き，医学教育センター
入試部門に委嘱して一般入試科目試験問題の第三者評価を実現し，出題担当者の自己点検と併せて報告書の提出を受
けた．
第三者評価は，概ね良好な評価を下されたが，平成 21 年度一般入試については，一般入試全科目について，点検
評価協力者を委嘱し，試験実施時間内の問題点検と併せて事後の問題評価を依頼することとした．今後も継続して外
部評価と科学的な解析によって出題の信頼性，妥当性を高める予定である．
医学部，医科大学を志望する受験者はむしろ増加しているように思われるが，実際には，今後の受験者の減少を視
野に入れれば，医学部，医科大学にとっても，優れた入学者を確保することはますます重要になる．入学者受け入れ
方針（アドミッション・ポリシー）については，大学の教育理念・目標に基づいて明確にされ，一連の入学選抜の手
続に適切に反映されているが，さらに求めるべき学生像と具体的な方策について，受験者や保護者あるいは社会一般
に十分に理解される明確な形で発信する必要がある．その意味で，今年度も継続して医学部入学者受け入れ方針をホー
ムページ入試情報のトップに掲載するとともに，オープンキャンパス，進学相談会，高校訪問，あるいは保護者会や
同窓会等を通じて周知と理解を図っている．
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大学ホームページを中核とする入試広報活動を通じて，本学の特色ある医学教育と実績を受験者に周知することは
特に重要である．受験者が求める情報を的確に伝え，医学部志願者が本学を優先度の高い志望大学として選択しても
らうためには，情報公開がますます必要になる．従来の大学ホームページの内容が入試要項の掲載に留まり，更新の
機会も乏しかったが，前年度に引き続き，医学教育センター入学試験部門と教育情報部門の協力により，入試情報を
充実拡大し，常時更新の体制を実現することができた．次年度についても，受験者の視点に立った質の高い情報を提
供するとともに，問い合わせや資料請求等を含め，ICT を活用した双方向的な対応ができる環境の構築を目指す．
オープンキャンパスについても，入学試験実施委員会の主催として，2 回の開催を実現することができた．幸いに
も受験者，保護者を含めて，前年を上回る多数の参加者があり，予想以上に好評であった．進学相談会についても，
外部団体の主催する会に職員を派遣し，資料の提供と相談に応じた．いずれも本学の教育方針や内容を周知し，理解
を深める機会として，今後も充実を図る予定である．
入試のあり方，合格者の選抜の適否は入学後の学業成績や国家試験の合否によって評価される．そのために入学試
験の成績，面接点などと入学後の成績等との関連を調査しているが，今後も一層詳細な分析が必要と考えている．
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3．16）医学部入学試験実施委員会
1．構成員
実施委員長

別所正美（BESSHO, Masami）血液内科学教授

副委員長

上原 政治（UEHARA, Seiji）医学基礎（生物学）教授

副委員長

豊嶋 良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）：精神医学 教授

副委員長

織田

科目責任者

勝浦 一雄（KATUURA, Kazuo）
：医学基礎（物理学）准教授

科目責任者

笹島

弘美（ODA, Hiromi）
：整形外科・脊椎外科学

茂（SASAJIMA, Sigeru）
：医学基礎（英語）准教授

アドミッションセンター
入試事務室室長
事務局

教授

椎橋 実智男（SHIIBASHI, Michio）：医学情報施設 准教授

小室 秀樹 (KOMURO, Hideki）：大学事務部

蛭間庄司（HIRUMA, Shoji）
：大学事務部学生課

部長

課長補佐

2．目的
入学試験委員会で決定された方針に則って，
試験問題の作成，入学試験の実施，採点等の入試業務を円滑に実施する．

３．活動報告
１．会議日程
平成 20 年度入試実施委員会
・第１回：平成 21 年 1 月 16 日 ( 金 )
２．活動内容
一般入学試験１次試験 ( 筆記試験 ) について
(1)「平成 21 年度入試実施要領」の作成
(2) 一次試験監督者の依頼
(3) 問題点検助言者の確定と依頼
(4)「採点業務要領」の作成
(5) 問題とマークシートの納品・袋詰め日程の確認
(6) 問題の最終点検要領の確認
(7)「平成 21 年度入試実施要領」の事前説明会の日程の確認
二次試験 ( 面接 ) について
(1) 面接班の編成
(2)「面接要領」の作成と説明担当者の確認
(3) 面接委員の依頼
ホームページ入試関連ページの掲載について
(1) 新しい入試情報の更新
(2) 一次，二次試験合格発表の手順，内容，特待生対象者など

4．自己点検・評価
近年の入試は，一般が前期，後期の日程となる等，業務が増加しているが，特段の支障をきたさず，概ねの成果を
あげることができた．
今年度からは，入試関連業務の効率的運営を推進するために，全学的な入試の運営・企画業務はアドミッションセ
ンターへ，医学部の入試に係る業務は，医学部入学試験委員会と医学部入学試験実施委員会へ移行し，入試部門は，
平成 20 年 9 月 30 日をもって発展的に解消する．よって，平成 20 年 10 月 1 日より医学部入学試験実施委員会の
立ち上げとなり，医学部入試委員会の下部組織として運営することとなった．
以上
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3．17）地域医学･医療センター企画運営委員会
1．構成員
委員長

鈴木

洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学･医療センター：センター長（任期：H21.3.31）

委員

柴﨑

智美（SIBAZAKI, Satomi）
：地域医学･医療センター：准教授（任期：H21.3.31）

委員

大野

洋一（OHNO,Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：H21.3.31）

委員

荒木

隆一郎（ARAKI,Ryuichirou）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H21.3.31）

委員

宮﨑

孝（MIYAZAKI,Takashi）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H21.3.31）

2．目的
本委員会は地域医学･医療センターの活動の企画･運営について協議検討することを目的とする．

3．活動報告
平成 20 年度は以下の事項について検討された．
1）教育研修，疫学統計，情報各委員会からの報告のもと，卒前・卒後教育，臨床研修ならびに統計解析支援，感
染症情報収集システム，地域連携に関する方針を決定した．
2）教育研修については，卒前教育として 4 年生の地域社会と健康ユニットを中心として，6 年生国家試験対策を
充実し，さらに平成 21 年度には地域医療機関との連携を目的として，埼玉県立大学の IP 演習（Interprofessional
Education）への医学生の参加，4 年生臨床推論実践的ケーススタディへの参画の方針を決めた．卒後臨床研修
の地域医療プログラムの企画に参画する方針とした．
3）従来より進めている疫学統計解析支援は継続していく．
4）現在プロジェクトとして実施している，
感染症情報収集システムの構築，毛呂山町健診受診率向上プロジェクト，
比企医療圏の医療体制についての検討も継続する．

4．評価と次年度目標
平成 19 年 8 月スタートと , まだできて間もない組織であるが，平成 20 年度は，地域医療に関する教育研修，地
域連携を中心とした活動が活発に実施された．地域連携をさらに進めるとともに，学内関連部署との連携，調整等今
後改善すべき点を明らかにし，取り組む必要がある．
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3．18）地域医学･医療センター教育研修委員会
1．構成員
委員長

鈴木

洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学･医療センター：センター長（任期：H21.3.31）

委員

柴﨑

智美（SIBAZAKI, Satomi）
：地域医学･医療センター：准教授（任期：H21.3.31）

委員

大野

洋一（OHNO, Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：H21.3.31）

委員

荒木

隆一郎（ARAKI, Ryuichirou）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H21.3.31）

委員

宮﨑

孝（MIYAZAKI, Takashi）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H21.3.31）

委員

菅野

義彦（KANNO, Yoshihiko）
：医学教育センター：講師（任期：H21.3.31）

2．目的
本委員会は地域医学･医療センターが担う，卒前卒後教育，卒後臨床研修に関する内容について協議検討すること
を目的とする．

3．活動報告
平成 20 年度は以下の事項について検討された．
1）卒前教育に関しては，医学部定員増員計画作成に協力し，調査解析を実施するとともに，臨床前教育において，
地域医療機関での実習等を実施すべく計画を立案した．具体的には，埼玉県立大学が実施する IP 演習に本学 4
年生希望者 20 名を参加させるのと同時に，そのほか 30 名程度を地域医療･地域保健･福祉施設で体験実習を計
画している．
2）21 年度に開始される 4 年生臨床推論実践的ケーススタディを担当し，臨床推論に地域医療の視点を取り入れ
るためのシナリオを作成した．
3）臨床入門実習においては「光の家」において，障害者とコミュニケーションをとり，人として支援するための
基本的な素養を身につけるための実習を 1 年生，2 年生に対して実施し，教育効果の評価を行ってきた．
4）卒後臨床研修では，平成 22 年度から初期研修が改変されるのを機に，地域医療必修研修の見直しを行い，離
島診療所や県内の在宅医療等を実践する医療機関に協力施設となっていただいた．

4．評価と次年度目標
教育研修に関しては，学生，初期研修医の地域医療への関心を高めるための計画を着実に実施している．入学後早
期からの地域医療への関心を高めるための実習，良質な体験を今後も提供できるよう，さらに関係部署が連携をとっ
て実施していくことが必要である．
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3．19）地域医学･医療センター疫学統計委員会
1．構成員
委員長：柴崎智美（SHIBAZAKI, Satomi）
：地域医学・医療センター：准教授（任期：H20.4.1 - H22.3.31）
委員：大野洋一（OHNO, Yoichi）
：地域医学・医療センター：講師（任期：同上）
委員：荒木隆一郎（ARAKI, Ryuichiro）
：地域医学・医療センター：助教（任期：同上）

2．目的
地域医学・医療センターのミッションに不可欠な各種地域情報の収集，管理，保守とその疫学的・統計学的分析に
よる活用を進めるとともに，学内他部局において生物統計・臨床統計・疫学統計による解析を必要とする医学研究を
支援することを目的とする．

3．活動報告
平成 20 年度は以下の事項について検討した．
1）電子政府構想と情報開示推進に伴い，多くの地域保健・医療・福祉関連の統計データがインターネット経由で
公開され入手可能となりつつある．これらの情報に加え当センター独自の情報資源を併せて有効利用するため，
独自の地域データベース構築と維持管理に関する検討を行った．
2）平成 20 年度学内グラント（20-3-1-06，地域学校保健情報に基づく小児好発感染症全数調査システムの構築と
応用）により，地域学校感染症全数調査とその分析を実施するためのシステム構築に着手した．当該年度は毛呂
山町・坂戸市公立小中学校全校および教育委員会の協力の下，学校感染症による出席停止状況をウェブベース感
染症情報収集システムにより迅速に把握し，その分析結果を適切にフィードバック可能な体制を確立出来た．こ
れにより今後発生が懸念される新型インフルエンザ等新興感染症に対する地域での守りを強化する等の事項を検
討した．
3）学内他部局において生物統計・臨床統計・疫学統計による解析を必要とする医学研究を支援するため，
「臨床
統計・生物統計コンサルティング」を開始するとともに今後の運用方針について検討した．開設後平成 20 年度
末までの支援実績は，支援件数 23 件，論文 7 件（共著 5, 謝辞 2），学会発表 6 件であった．支援対象は後ろ向
き症例対照研究が多いが，多施設共同での診断基準値策定や多施設共同 RCT にも参画し，また質的データ分析
法を用いる調査研究の支援も行った．

4．評価と次年度目標
当センターの本格的始動後一年半で，当面のフレームワークを構築することが出来たと自己評価している．次年度
以降引き続き検討を進めるとともに学内他部局ならびに地域関係諸機関や行政との連携を強化し，さらなる質の向上
を目指したい．
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3．20）地域医学･医療センター情報（IT）委員会
1．構成員
委員長：鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学・医療センター：教授（任期：H20.4.1 - H22.3.31）
委員：椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：IT センター：准教授（任期：同上）
委員：荒木 隆一郎（ARAKI, Ryuichiro）
：地域医学・医療センター：助教（任期：同上）

2．目的
疫学統計解析，ならびにインターネット経由での地域関連情報収集，データベース構築・保守管理等に不可欠な情
報技術（IT）をハードウェア・ソフトウェアの両面から整備し，地域医学・医療センター各部門および学内各部局を
支援することを目的とする．

3．活動報告
平成 20 年度は下記の事項に関して検討した．
1）疫学統計部門から申請し採択された平成 20 年度学内グラント研究課題（20-3-1-06，地域学校保健情報に基づ
く小児好発感染症全数調査システムの構築と応用）を遂行するため，ウェブベース感染症情報収集システムの試
験運用期間中に判明した改善箇所について改善を行った．その結果，直接のエンドユーザ（各校養護教諭）の労
力を軽減し，データの信頼性を向上させることが出来た．
2）地域医学・医療センターが保有しているハードウェア・ソフトウェア資源の見直しを行い，充実を図るととも
に今後の導入計画を立案した．当該年度は，地域学校感染症伝播の分析と発症予測に関する検討を効率的に行
うことを目的として，学内グラントおよび基本学科経費により 4 コアデュアル CPU，32 GB RAM 等を装備した
高性能ワークステーション（DELL T-7400），64-bit OS（Windows, Linux））を導入するとともに，現有の SAS,
Prism, SPSS 等のライセンス取得状況を見直し，とくに質的研究，計量テキスト分析，臨床疫学的研究に必須の
ソフトウェアを次年度以降順次整備してゆくこととした．

4．評価と次年度目標
平成 19 年度半ばから本格始動した地域医学・医療センターの IT 利用をより効率化し，センター各部門および学
内他部局の活動支援と連携を進めることを目指して，当面の IT 関連資源充実を図ることが出来た．次年度以降も引
き続き，研究・教育と関連業務への適切な資源配分に留意しつつ，順次各種資源の整備と活用技術の充実を推進して
ゆきたい．
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4．1）教授会
1．構成員
議長：大野良三（OHNO, Ryozo）
：保健医療学部長
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長
遠藤

實（ENDO, Makoto）
：保健医療学部顧問

岡部惠子（OKABE, Keiko）
：看護学科 教授・学科長
石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
：看護学科 教授
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
：看護学科 教授
古地順子（KOCHI, Junko）
：看護学科 教授
佐々木榮子（SASAKI, Eiko）
：看護学科 教授
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：看護学科 教授
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：看護学科 教授
松下年子（MATSUSHITA, Toshiko）
：看護学科 教授
和合和久（WAGO, Haruhisa）
：健康医療科学科 教授・学科長
有田

彰（ARITA, Akira）
：健康医療科学科 教授

市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）
：健康医療科学科 教授
奥崎政美（OKUZAKI, Masami）
：健康医療科学科 教授
北村邦男（KITAMUR, Kunio）
：健康医療科学科 教授
小山岩雄（KOYAMA, Iwao）
：健康医療科学科 教授
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：健康医療科学科 教授
間瀬年康（MASE, Toshiyasu）
：健康医療科学科 教授
村田栄子（MURATA, Eiko）
：健康医療科学科 教授
西坂

剛（NISHISAKA, Tsuyoshi）
：医用生体工学科 教授・学科長

池田研二（IKEDA, Kenji）
：医用生体工学科 教授
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：医用生体工学科 教授
加納

隆（KANO, Takashi）
：医用生体工学科 教授

小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：医用生体工学科 教授
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：医用生体工学科 教授
吉澤

徹（YOSHIZAWA, Toru）
：医用生体工学科 教授

黒川幸雄（KUROKAWA, Yukio）
：理学療法学科 教授・学科長
赤坂清和（Akasaka, Kiyokazu）
：理学療法学科 教授
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
：理学療法学科 教授
高橋邦泰（TAKAHASHI, Kuniyashu）
：理学療法学科 教授
計：31 名

定足数：21 名

2．事務局
保健医療学部事務室
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部 部長
大嶋利夫（OHSHIMA, Toshio）
：保健医療学部 顧問
松尾有裕（MATSUO, Arihiro）
：室長，教務課 課長
荒川浩明（ARAKAWA, Hihoaki）
：教務課 係長
西宮富士雄（HISHIMIYA, Fujio)：学生課 課長
岡田一観（OKADA, Kazumi）
：学生課 課長補佐
長谷部基夫（HASEBE, Motoo）
：庶務課 課長
村岡繁樹（MURAOKA, Shigeki）
：川角分室 室長
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3．開催日
（1）定時開催
第 22 回：4 月 24 日（木）出席者 30 名
第 23 回：5 月 22 日（木）出席者 26 名
第 24 回：6 月 26 日（木）出席者 28 名
第 25 回：7 月 31 日（木）出席者 28 名
第 26 回：9 月 25 日（木）出席者 28 名
第 27 回：10 月 23 日（木）出席者 28 名
第 28 回：11 月 27 日（木）出席者 28 名
第 29 回：12 月 18 日（木）出席者 29 名
第 30 回：1 月 22 日（木）出席者 28 名
第 31 回：2 月 26 日（木）出席者 29 名
第 32 回：3 月 26 日（木）出席者 29 名
（2）臨時開催
埼玉医科大学学則の一部改正について：9 月 4 日（木）出席者 28 名（委任状 3 名）
3 年次編入合否判定：10 月 1 日（水）出席者 21 名（委任状 7 名）
推薦入試前期合否判定：11 月 5 日（水）出席者 22 名（委任状 5 名）
AO 入試前期合否判定：12 月 10 日（水）出席者 20 名（委任状 5 名）
推薦入試後期合否判定：12 月 24 日（水）出席者 25 名（委任状 4 名）
一般入試前期 1 次合否判定：2 月 4 日（水）出席者 26 名（委任状 3 名）
一般入試前期 2 次合否判定：2 月 10 日（火）出席者 29 名（委任状 1 名）
一般入試後期合否判定：3 月 12 日（木）出席者 26 名（委任状 2 名）

4．目的
本学の目的及び使命を達成するため，学則第 35 条および第 36 条に基づき，学部の教育と研究に関する重要な事
項を審議し運営することを目的としている．

5．議事内容
定例教授会における議事内容は下記のとおりである．
①学長報告
②学部長報告
③各種委員会報告および関連事項の審議
1）学務委員会
2）学生部委員会
3）入学試験委員会
4）自己点検・評価委員会
5）広報委員会
6）図書館委員会
7）倫理委員会
8）その他
④その他

6．人事
学部開設から 3 年目を迎え，古地順子教授（看護学科），佐々木榮子教授（看護学科），小林直樹教授（医用生体
工学科）および黒川幸雄教授（理学療法学科，学科長）が着任，渡邉孝子教授（看護学科），山田泰子教授（看護学
科）が退職された．なお，平成 20 年 12 月 7 日，小山岩雄教授（健康医療科学科）が逝去され，平成 21 年 1 月 17
日に保健医療学部・短期大学合同葬が営まれた．
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7．主たる審議事項
定例教授会における主要な審議事項として，第 22 回教授会（4 月）では，1 年次入学生（1 名）および 3 年次編
入学生（6 名）の既修得単位認定案が承認された．第 23 回教授会（5 月）では，埼玉医科大学利益相反マネジメン
トポリシー案および看護師等の指定規則変更に伴う学則の変更案が承認された．第 27 回教授会（10 月）では，平
成 20 年度保健医療学部プロジェクト研究の審査結果（申請 31 件，採択 30 件）が承認された．第 27 回教授会（11 月）
では，平成 21 年度学事予定案，埼玉医科大学知的財産ポリシー案および医学情報センター関連の各種規程が承認さ
れた．第 30 回教授会（1 月）では，年度を越えた再試験の次年度からの廃止が承認された．また，情報技術支援推
進センター規程案および同センター運営委員会規則案が承認された．第 31 回教授会（2 月）では，医学部の授業科
目名の変更・追加に関する学則変更案が承認された．また，看護学科，健康医療科学科，医用生体工学科の 3 学科
における進級判定基準の見直し案が承認された．さらに，第 32 回教授会（3 月）では，各学科の進級判定案，平成
22 年度入試日程案および募集人員案が承認されるとともに，平成 21 年度各種委員会の委員交代案についても承認
された．
また，各種の委員会活動を通じて，健康医療科学科と医用生体工学科の入試における第 2 志望制度の導入（第 23
回教授会）
，情報機器運営会議内規（第 24 回教授会），マルチメディア教室を学生が利用するためのガイドラインの
修正（第 26 回教授会）
，平成 21 年度 4 学科時間割表（第 29 回教授会），夏季特別プログラムの次年度からの正式
実施および第 3 限開始時間の改定（第 32 回教授会）等が策定された．
なお，臨時教授会を 6 回開催し，推薦入学試験（前期），AO 入学試験，推薦入学試験（後期），一般入学試験（前
期一次）
，一般入学試験（前期二次）
，一般入学試験（後期）の合否判定を行った．

8．評価と次年度目標
審議内容は学生の入学，休学等に関する事項，カリキュラムに関する事項，学生の指導及び厚生に関する事項，学
則の改廃に関する事項その他多岐にわたり，さらに，新設学部として各種制度の運用について試行錯誤を重ねる必要
があったが，全体としては適正かつ円滑に運営され，学部業務の遂行にあたれたものと評価できる．また，各種委員
会活動も軌道に乗り，それぞれ大きな成果を上げている．
次年度は 3 学科の完成年度にあたり，それぞれの国家試験対策や就職支援に一層の努力が必要となるとともに，4
年間の実績に基づく各学科のカリキュラム見直しも視野に入れたきめ細かな自己点検・評価が求められることになる．
教授会および各種委員会活動のさらなる活性化を目指すとともに，大学全体としての委員会組織と学部委員会の連携，
各種センター業務との機能的連携などを教授会として検討していく．
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4．2）学務委員会
1．構成員
委員長：大野良三（OHNO, Ryozo）
，学部長，平成 20 年 4 月 1 日より 2 年間
委員：岡部恵子（OKABE, Keiko）
，看護学科教授，平成 19 年 4 月より 2 年間
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
，看護学科教授，平成 20 年 4 月より 2 年間
有田

彰（ARITA, Akira）
，健康医療科学科教授，平成 19 年 4 月より 2 年間

渡辺宏志（WATANABE, Hiroshi）
，健康医療科学科准教授，平成 20 年 4 月より 2 年間
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
，医用生体工学科教授，平成 20 年 4 月より 2 年間
吉澤

徹（YOSHIZAWA, Toru）
，医用生体工学科教授，平成 20 年 4 月より 2 年間

赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）
，理学療法学科教授，平成 19 年 4 月より 2 年間
西岡亮治（NISHIOKA, Ryoji）
，理学療法学科講師，平成 20 年 4 月より 2 年間
市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）
，健康医療科学科教授，平成 20 年 4 月より 2 年間
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
，看護学科准教授，平成 20 年 4 月より 2 年間

2．目的
（1）委員会の設置目的：本委員会は本学の建学の理念および埼玉医科大学の期待する医療人像に則り，学部の教育
目的を達成するために，下記の事項につき審議する．
①カリキュラム全般に関すること
②学生に対する教育指導に関すること
③その他教育に関すること
（2）平成 20 年度の活動目標：
①平成 20 年度カリキュラム等の実施
・新入生オリエンテーションの実施
・第 1 年次入学者，第 3 年次編入学者の既修得単位の認定
・休学・退学者の認定
・定期試験日程の調整，実施
・学部説明会，オープンキャンパスへの参加（広報委員会と共同）
・医療人教育者のためのワークショップ開催
②平成 21 年度カリキュラム等の準備
・年間学事予定の作成
・シラバスと学生便覧の内容見直しと作成，電子シラバスの運用吟味
・非常勤講師の依頼と調整，時間割の調整
・新入生オリエンテーションの企画
③その他の事項
・進級判定基準の見直し
・講義の出欠席管理システムの検討
・Web 履修登録手順の整備
・成績報告と入力の手順に関する検討
・カリキュラム評価の実施に関する検討
・各種国家試験と授業内容の対応チェック
・公開講座の実施に関する小委員会の設置
・各種の教育環境整備（学生部委員会と共同）
・国家試験対策に関する検討
・成績不良者への対応策の検討

3．活動報告
（1）第 23 回学務委員会（平成 20 年 4 月 21 日，議事録あり）
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①委員交代（看護学科の大森准教授から岡部教授へ，健康医療科学科の北村教授から渡辺准教授へ，医用生体工学
科の田邊准教授から吉澤教授へ，理学療法学科の藤田准教授から西岡講師へ）の紹介
②平成 19 年度活動概要の報告と平成 20 年度活動目標の確認
③新入生 1 名および編入学生 6 名の既習得単位認定
④カリキュラム調整小委員会の設置（有田委員長）
（2）第 24 回学務委員会（平成 20 年 5 月 16 日，議事録あり）
①第 5 回医療人教育者のためのワークショップの日程承認（8 月 28 日〜 29 日）
②新入生オリエンテーションの実施報告，ポストアンケート結果の配布
（3）第 25 回学務委員会（平成 20 年 6 月 20 日，議事録あり）
①カリキュラム調整小委員会の委員任命：有田委員長，岡部，下岡，赤坂各委員
②新入生オリエンテーション実施小委員会の委員任命：赤坂委員長，辻，有田，田邊，藤田各委員
③公開講座の実施に関する小委員会の委員任命：吉澤委員長，千田，西岡各委員
④各種国家試験問題と担当科目授業内容の対応に関する調査開始（各科目責任者）
⑤看護学科の看護セミナー（9 月開催予定）を学務委員会主催の公開講座として認定
⑥夏季休暇中の学生受け入れプログラムのトライアル実施を承認
（4）第 26 回学務委員会（平成 20 年 7 月 18 日，議事録あり）
①前期定期試験日程の配布報告
②第 5 回医療人教育者のためのワークショップの参加者決定
③教育環境整備に関する要望と意見交換（教室のゴミ箱や各種掲示板の整備など）
④各学科の国家試験対策について報告と討論
⑤携帯電話を用いた掲示板システムの運用開始
（5）第 27 回学務委員会（平成 20 年 9 月 19 日，議事録あり）
①第 5 回医療人教育者のためのワークショップの実施報告：参加者 15 名（うち埼玉医科大学短期大学から 1 名，
事務職員 3 名，藍野大学からの参加者 2 名），近日中に報告書を全国の関係大学に送付予定
②第 2 回公開講座（看護学科担当）の実施報告：参加者 88 名
③看護学科 FD の実施報告（テーマ：看護学臨地実習における指導・評価，その課題）
④夏季休暇中の学生受け入れプログラムのトライアル実施報告（12 件中 5 件実施）
⑤各種国家試験問題と授業内容の対応結果の検証：各学科で問題点を整理・検討
⑥各学科の成績不良者への対応について報告と討論
⑦教育環境整備の進展状況報告，意見交換
（6）第 28 回学務委員会（平成 20 年 10 月 17 日，議事録あり）
①成績開示：保護者および学生に前期の成績を通知（11 月上旬を予定）
② Web 履修登録（10 月 22 日予定）
（7）第 29 回学務委員会（平成 20 年 11 月 21 日，議事録あり）
①平成 20 年度時間割の準備報告（カリキュラム調整小委員会）
②平成 20 年度新入生オリエンテーション準備報告（新入生オリエンテーション実施小委員会）
③第 3 回公開講座の準備報告（公開講座の実施に関する小委員会）
④解剖体慰霊祭の報告（10 月 20 日）
：看護学科 1 年 11 名，健康医療科学科 2 年 4 名，理学療法学科 2 年 47 名
が参加した．
⑤平成 21 年度学事予定案に関する意見交換
（8）第 30 回学務委員会（平成 20 年 12 月 12 日，議事録あり）
①平成 20 年度学事予定案の承認
②年度を越えた再試験の廃止に関する意見交換
③進級判定基準の見直しに関する意見交換
④学生への PC 斡旋：医学部，短期大学と連携，健康医療科学科と理学療法学科希望が参加
（9）第 31 回学務委員会（平成 21 年 1 月 16 日，議事録あり）
①シラバス・学生便覧の作成：事務室から各教員に依頼中（1 月末日締切）
②年度を越えた再試験の廃止につき承認
③進級判定基準の見直し案につき意見交換
（10）第 32 回学務委員会（平成 21 年 2 月 20 日，議事録あり）
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①第 3 回公開講座の実施報告（理学療法学科担当）：参加者 87 名
②学生便覧への記載事項変更案の承認
③進級判定基準の見直し案の承認
④定期試験の成績報告手順（パスワードを設けたメールによる報告）の確認
⑤昼休みの 10 分間延長についての意見交換
（11）第 33 回学務委員会（平成 21 年 3 月 13 日，議事録あり）
①平成 20 年度シラバスおよび学生便覧の作成状況の報告
②新入生オリエンテーション実施要領案の説明と承認
③昼休みの 10 分間延長についての承認
④平成 21 年度学務委員の交代に関する報告（看護学科は岡部教授から古地教授に，理学療法学科は西岡講師から
乙戸助教師に交代）

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
①平成 20 年度カリキュラム等の実施：
新入生オリエンテーションの実施，第 1 年次入学者および第 3 年次編入学者の既修得単位の認定，休学・退学
者の認定，平成 19 年度成績優秀者の認定，定期試験日程の調整など，カリキュラム運営上の必要事項を円滑に実
施するとともに，広報委員会と共同する形で学部説明会およびオープンキャンパスに積極的に参加した．また，第
5 回医療人教育者のためのワークショップを開催した．
新入生オリエンテーションでは，昨年に引き続き早期臨床体験学習の観点から，解剖学実習室，人工透析室，病
棟，理学療法部門，臨床検査部門，薬剤部，医務部などの見学を行い，この際，4 学科の学生の混成小グループと
して学科間の交流を促進した．このような見学やオリエンテーション期間中のリクリエーション企画では，学生が
小グループとなるため，引率の教員や職員に大きな負担がかかることが難点となるが，学部としてのアイデンティ
ティー形成と多様な人格との触れ合いをもたらすものとして，今後さらに発展させていく予定である．
第 1 年次入学者および第 3 年次編入学者の既修得単位認定については，既修得単位の認定とそれに基づく履修
科目の選択までに時間的余裕がないため，本委員会での認定を 4 月の教授会で追認する形とせざるをえないこと
が問題である．
第 5 回医療人教育者のためのワークショップを開催し，報告書を全国の関係大学に送付した．なお，同ワーク
ショップには本学短期大学看護学科から 1 名，藍野大学からも参加者 2 名が派遣され，医療系大学間の相互交流
の一助となっている．
②平成 21 年度カリキュラム等の準備：
平成 21 年度学事予定を作成し，非常勤講師への依頼と調整，4 学科の時間割調整を行った．さらに，シラバス
および学生便覧の内容見直しを行い，より効果的なものとなるよう工夫・作成した．また，平成 21 年度新入生オ
リエンテーションを企画した．
シラバスおよび学生便覧については，学生にとって分かりやすく，学習支援に役立つ冊子とするべく，年度ごと
に見直しを行っていく．なお，シラバス内容を閲覧できる電子シラバスの効果的運用については，次年度以降の課
題とする．
③その他の事項（設定した目標以外の事項も含む）：
各学科の現状をふまえ進級判定基準の見直しを実施した．学生の不利にならないよう慎重に配慮しつつ，平成
21 年度から適用する．また，年度を越えた再試験制度については，2 年間の試行の結果，効果的な運用が期待で
きないことが明らかとなったため，平成 21 年度授業科目からその適用を廃止することとした．
休学者の取り扱いに関する事項について再検討し，休学期間の長短にかかわらず，休学期間は半期（6 か月）ま
たは全期（12 か月）としてカウントすることを確認した．復学時の履修に支障をきたさないための配慮である．
講義の出欠席管理システムの合理化については継続検討中である．学生の自己責任とはいえ，出席不足による受
験資格の喪失を未然に防ぐための方策も合わせて検討する必要がある．
Web 履修登録については，講義開始から 2 週間以内の登録がほぼ円滑に実施可能となっているが，登録期間後
に確認表の配布を行うことから，これまでどおり講義担当者への履修者名簿の配布遅延などが問題となっている．
さらに改善策の検討が必要である．
学期末の成績報告については，パスワードを付した成績報告ファイルを用いてメール添付にて報告し，電子媒体
により教務システムに移管する形で，セキュリティに配慮した運用を開始した．教職員への利便性確保と用手入力
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による誤記などの発生予防策となる．
携帯電話から閲覧可能な掲示板システムを導入した．学生への連絡事項に関しては学内掲示板での告知が正規の
手段となるが，それを補完するものとして，迅速性および学生の利便性を考慮したものである．
昨年同様，カリキュラム評価および国家試験対策の一環として，各種国家試験と授業内容の対応について，一定
のフォーマットを使用して科目担当者による検証を行った．
公開講座の実施に関する小委員会を設置し，学科単位で担当する公開講座を 2 回開催した．公開講座は現時点
では各学科の専門領域に関連する医療職者を対象とした形態であるが，さらに一般市民を対象とした市民公開講座
の開催も検討していく予定である．
各種の教育環境整備については，学生部委員会とも連携し，学生や教員からの要望を集約して対処している．教
室備品や教材準備のための機器，図書館の利用時間，放課後の教室管理や食堂施設の整備，通学手段の不備など，
問題は山積しており，関係各部署との調整，交渉を次年度以降も継続する．
夏季休暇中の学生受け入れプログラムのトライアル実施を開始し，一定の成果をおさめた．本プログラムは先行
する医学部のそれと対応し，両学部からの自由な参加と交流を可能とするものであり，次年度から正式に実施する
こととなった．
国家試験対策および成績不良者への対応については，各学科の現状報告をもとに次年度以降の方針を委員会とし
て検討した．
（2）次年度の目標
①平成 21 年度カリキュラム等の実施と評価
②平成 22 年度カリキュラム等の準備と評価
③語学研修への支援に関する見直し
④カリキュラム評価の実施に関する検討
⑤進級判定基準の見直し（継続）
⑥国家試験対策に関する検討（継続）
⑦成績不良者への対応策の検討（継続）
⑧担任制度の検討（継続）
⑨携帯電話から閲覧可能な掲示板に関する検討（継続）
⑩その他の継続事項に関する検討
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4．3）学生部委員会
1．構成員
委員長

鈴木

委員

佐々木榮子（SASAKI, Eiko）

正彦（SUZUKI, Masahiko） ：健康医療科学科教授
：看護学科教授

浅川

典子（ASAKAWA, Noriko） ：看護学科准教授

野寺

誠（NODERA, Makoto）

見目

恭一（KENMOKU, Kyouiti）：医用生体工学科准教授

脇田

政嘉（WAKITA, Masayoshi）
：医用生体工学科講師

藤田

博暁（FUJITA, Hiroaki）

：健康医療科学科准教授

：理学療法学科准教授

時田幸之輔（TOKITA, Konosuke）：理学療法学科講師
看護学科，健康医療科学科，医用生体工学科，理学療法学科の各学科 2 名からなる学部長より委嘱された教員で
構成される．委員の任期は原則として 2 年とする．（平成 20 年 4 月 1 日より 2 年間）

2．目的
本委員会は埼玉医科大学の建学の理念および埼玉医科大学の期待する医療人像に則り，学部の学生生活が円滑に送
れるための支援を目的として下記の事項につき審議する．
（1）学生の保健管理に関すること．
（2）学生の福利厚生に関すること．
（3）学生の課外活動に関すること．
（4）学生の異動に関すること．
（5）学生の事故その他の事態の処理に関すること．
（6）学長，学部長または教授会から委嘱された事項．
（7）その他学生の生活に関すること．

3．活動報告
20 年度の活動目標：
（1）学生との交流の推進
（2）学園祭開催の支援
（3）学生生活上必要な施設整備への支援
以上を目標とし，平成 20 年 4 月 1 日より平成 21 年 3 月 31 日の間，計 11 回委員会を開催し，以下の審議を行っ
た．なお，そのうち 2 回は医学と保健医療学部合同の委員会（埼玉医科大学学生部委員会）を開催した．
保健医療学部学生部委員会活動
（1）第 1 回学生部委員会（平成 20 年 4 月 17 日，議事録あり）
①委員長挨拶と委員の自己紹介
②保健医療学部学生部委員会のメーリングリストを作成
③平成 20 年度活動目標と定例委員会開催日程の検討
④学生部委員の役割分担の検討
⑤学生との交流について
（2）第 2 回学生部委員会（平成 20 年 5 月 8 日，議事録あり）
①臨地実習等において必要とされる予防接種および検査への対応
②進路・就職対策についての検討
③学生懇談会の時期についての検討
（3）第 3 回学生部委員会（平成 20 年 6 月 12 日，議事録あり）
①来年度以降の予防接種等のタイムスケジュールについての検討
②臨地実習先へ提出する学生の健康診断結果についての検討
③進路・就職対策についての検討
（4）第 4 回学生部委員会（平成 20 年 7 月 10 日，議事録あり）
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①平成 23 年度版の保健管理タイムスケジュールの検討
②オープンキャンパスでのアルバイト学生の選定方法についての検討
（5）第 5 回学生部委員会（平成 20 年 9 月 11 日，議事録あり）
①学外実習先に行く際の定期券についての検討
②保護者会からの担任補助費についての検討
③進路・就職対策についての検討
（6）第 6 回学生部委員会（平成 20 年 10 月 9 日，議事録あり）
①大学祭への協賛金，講義室の運用，模擬店等での衛生管理について検討
（7）第 7 回学生部委員会（平成 20 年 11 月 13 日，議事録あり）
①体育施設の共同利用についての検討
②学生用の駐輪場の増設についての検討
③来月行われる合同学生部委員会についての検討
（8）医学部保健医療学部合同学生部委員会（平成 20 年 12 月 12 日，議事録あり）
①川角キャンパス体育施設の両学部学生の共同利用についての検討
②毛呂山キャンパス学生ホールの保健医療学部学生使用についての検討
③大学祭の運営（費用）についての検討
④ハラスメント対策についての検討
（9）第 8 回学生部委員会（平成 21 年 1 月 15 日，議事録あり）
①平成 21 年度学生便覧について検討
②学生のネームカードの携帯について検討
③臨地実習のために行われた予防接種実施についての反省
④来年度学生会費の運用についての検討
（10）第 9 回学生部委員会（平成 21 年 2 月 12 日，議事録あり）
①学生代表懇談会（1/16）での以下の学生からの要望について検討
テレサホールの混雑解消法，図書館の閉館時間，図書館へのパソコンの設置，飯能駅−日高キャンパス間の直行
バス運行，川角キャンバスの食堂，交通

など．

②次回の合同学生部委員会の議題についての検討
（11）医学部保健医療学部合同学生部委員会（平成 21 年 3 月 13 日，議事録あり）
①喫煙対策についての検討
②セクシャルハラスメント対策について検討
③健康推進センター開設の伴い健康管理について検討

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
①保健管理の改善：学生の保健管理について担当部署が明確でなかったが，今年度より，学生保健管理室が医学部
と保健医療学部の両方の健康管理を担当することとなった．それを受け，担当医師と相談し，本学学生が病院実
習に行く場合に必要な予防接種，健康診断報告書の作成の体制を整えることができた．
②進路・就職対策：最高学年が 3 年生になり，来年は卒業を迎えることから，卒業後の進路・就職対策のための
小委員会を立ち上げた．委員は各学科から 1 名選出され，委員長は健康医療科学科の間瀬氏が就任した．委員：
間瀬（健康）
，佐々木（看護）
，小峰（健康），見目（医用），藤田（理学）の 4 名．各学科の進路就職見通しを
把握し，C 棟 2 階のゼミ室の 1 室を仮資料室とした．
③学生と教員との交流の推進：学生会執行部，各学科学年代表学生および部活代表・顧問と，学生部委員会，学部
長および事務室長との懇談会をそれぞれ各 2 回開催し（7 月および 1 月），学生から様々な意見を聞くことがで
きた．学生部委員会としては，充実した学生生活への支援に対する参考となり，委員会の活動目標は達成された
と考える．これは，今後も継続して開催していきたい．
④学生の意見・声の収集：学生からの要望や意見を聞くための Letters to the Dean ポストを学部長室前に設置をし
た．このことにより，代表学生など一部の学生の声だけではなく，一般学生が気軽に意見を述べる機会が得られ，
広く学生の声を聞くことができるようになった．
⑤大学祭開催の支援：大学祭も今年度より医学部と保健医療学部の合同開催となり名称も新しく「越華祭」に決まっ
た．記念すべき第 1 回のテーマは「医心伝心」で 11 月 23-24 日に開催された．両学部の学生会，実行委員会
159

保健医療学部学生部委員会

の間で解決しなければならない課題が多かったが，医学部の伝統とパワーが，本学部学生会の若い力とよく調和
して，昨年度の同時開催にくらべ，より盛大な大学祭が開催できた．
⑥学生会企画の年間行事を支援：スポーツ大会，七夕祭，越華祭，クリスマス会など学生会が企画した行事を支援
した．どの行事も無事に行うことができ，学生間の交流のみならず，教員との交流も深めることができて良かっ
たと考える．
⑦卒業アルバム，謝恩会の支援：来年度の卒業にむけて，年度末に各担当委員を学生間で決定させるなど，来年度
に向けて準備を促した．
⑧学外実習支援：学外実習行う施設へ通うための定期券の発行が可能になるように要望し実現された．
（2）次年度の目標
①学生生活上必要な施設の整備について，よりよい方策の検討を行っていく（昼食場所，学生ホール，体育施設設
置，部室の確保など）
．
②学生会執行部，各学科学年代表学生および部活代表・顧問と，学生部委員会，学部長および事務室長との懇談会
を次年度も年 2 回程度開催し，学生からの意見・ニーズを拾い上げていく．
③第 2 回越華祭に向けて医学部との合同開催がスムーズに行えるように学生会への支援を行っていく．
④卒業アルバム，謝恩会が滞りなく行うことが出来るよう学生を支援していく．
⑤学生会規約の改正など執行部が遣り残した事を遂行するよう指導・支援していく．
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4．4）図書館委員会
1．構成員
分館長

池田

研二（IKEDA, Kenji）
：医用生体工学科

委

辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：看護学科

間瀬

年康（MASE, Toshiyasu）
：健康医療科学科

教授 （任期：H.21.3.31.）

赤坂

清和（AKASAKA, Kiyokazu）
：理学療法学科

教授 （任期：H.21.3.31.）

員

教授 （任期：H.21.3.31.）

准教授 （任期：H.21.3.31.）

2．目的
図書館にその運営に関する重要事項を審議するため，保健医療学部図書館委員会を置く．

3．活動報告
①第 1 回（平成 20 年 5 月 19 日）於：保健医療学部日高キャンパスＡ棟 2 階ゼミ室（8）
出席者 3 名

欠席者 1 名

（川角キャンパス）
報告 1

新年度の予算案及び業務計画案が承認された．

報告 2

上期の図書購入につき，見積もり依頼中（川角キャンパス）．

（日高キャンパス）
報告 1

シラバス掲載図書の所蔵調査終了．現在，見積もり依頼中．

報告 2

学生用教育図書の集計終了．現在，見積もり依頼中．

報告 3

新入生オリエンテーションは全学合同では説明が不充分のため，「学科別ガイダンス」を館内ツアーと
して実施した．

報告 4

平成 19 年度業務報告，及び統計．

議案 1

平成 20 年度図書館委員会開催予定日（案）
年 4 回の開催予定．具体的日程は開催 1 ヶ月前にメイル配信する．
必要によっては 5 回目の開催もありうる．

議案 2

夏季休暇中に予定している蔵書点検について．
本館の夏季休暇中の業務予定との調整を行い，決めることとした．
その他

館内での飲食など，マナーについての報告があり，意見交換された．

②第 2 回（平成 20 年 7 月 17 日）於：保健医療学部日高キャンパスＡ棟 2 階ゼミ室（8）
出席者 3 名

欠席者 1 名

（川角キャンパス）
報告 1

平成 20 年度夏季休暇中の長期貸出について．
長期貸出開始日：7 月

7日

返却日：9 月 16 日
報告 2

図書発注について（和書・洋書・AV 資料）
丸善と紀伊国屋書店に発注．
合計

報告 3

265 点，金額

155 万円．

理学療法学科学生の試験期間の土曜日開館について．
開館期間：8 月 30 日より 9 月 20 日までの土曜日．
開館時間：8 時 30 分〜 17 時 30 分

（日高キャンパス）
報告 1

学生用教育図書購入についてはすでに入荷済み．現在，整理作業中．

報告 2

平成 20 年度夏季休暇中の開館時間変更する（了承）．
7 月末日まで平常開館 （9 時〜 19 時）
8 月開館中は短縮開館 （9 時〜 17 時）
9 月 1 日より平常開館 （9 時〜 19 時）
8 月 11 日〜 15 日

蔵書点検による休館．
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議案 1

夏季休業中に予定している蔵書点検について
埼玉医大図書館としては初めてのバーコードによる蔵書点検作業のため，作業日誌など資料を残すよう
にする．
作業日程・方法・注意事項などマニュアル作成する．

議案 2

図書館 3 階に設置予定の PC につき業者に見積書作成を依頼する予定．
MM 教室との関連も含め，学生の学習環境を提供する方針で購入手続きをすすめることで了承．

③第 3 回（平成 20 年 9 月 22 日）於：保健医療学部日高キャンパスＡ棟 2 階ゼミ室（8）
出席者 2 名

欠席者 2 名

（川角キャンパス）
報告 1

平成 20 年度図書予算（単行書・雑誌）は雑誌（製本費含む），単行書，
ＤＶＤ，合わせて 400 万円．下期は 85 万円の購入予定．

報告 2

前回報告した土曜日開館は利用が延びている．

報告 3

9 月 1 日より閉館時間を 17 時 30 分から 18 時 30 分に延長した．

（日高キャンパス）
報告 1

夏季休暇中の蔵書点検（8/11-15）は無事修了した．
5 日間の予定であったが，データ読み取りは 2 日間で終了．従来のカードによる作業より大幅に時間短
縮できた（結果別紙報告済み）
．

報告 2

各学科長に選定内容を点検していただいた図書館選定図書について，現在，購入決裁待ち．

報告 3

平成 20 年度第 1 回学年代表懇談会の席上で，学部学生の図書館に対する要望事項，2 項目について検
討した．
1）開館時間の延長について
開館時間の延長は 9 月 1 日より 19 時までの開館となった．
2）ＰＣ環境の整備について
前回の報告どおり，現在ＰＣ 18 台，プリンタ 3 台の購入申請中．
議案

大学院設置に伴い，図書館内のスペースを提供する件について

（川角キャンパス）
正式な通告はないが，図書館としての考えをまとめておく議論を行った．
④第 4 回（平成 21 年 3 月 6 日）於：保健医療学部日高キャンパスＡ棟 2 階ゼミ室（9）
出席者 3 名

欠席者 1 名

（日高キャンパス）
報告 1

平成 21 年度学生便覧の訂正・変更について．

報告 2

利用者アンケート（10 月実施）の結果報告．特に学生からの要望事項の対策について．

川角・日高，両キャンパススタッフで訂正後，事務に提出した．
1）PC の増設：学部長，理事長の決裁が済み，今年度中に設置（予定）．
2）ブックポストの設置：次年度以降，購入を検討する．
3）開館時間の延長と土・日曜，祝日の開館：現在，スタッフ不足のため対応できない．
議案 1

川角キャンパスと日高キャンパスの業務の統一化を検討する．
配布文書，図書購入，ホームページなど，同一学部として事務手続きを進めていく方針．

議案 2

学部学生の貸出し図書の分析を行なった．
毛呂山，日高，川角の 3 キャンパス図書館からの貸出し図書を分析し教科書・参考書などの図書購入
の目安とする．

その他

新入生オリエンテーションは昨年同様，全学オリエンテーションとは別に「学科別ガイダンス」を館内ツ

アーとして実施する予定．

4．評価と次年度目標
委員会に提出された議案については概ね，目標を達成した．
夏季休暇中に行われた蔵書点検や，日高・川角両キャンパスの業務統一などを行った．
特に，学生より要望の強かったＰＣ環境の充実は，次年度早々に設置されることとなった．
次年度については，現在すすめられている大学院設置に向けて，その図書の整備や施設の充実を検討する必要があ
る．
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4．5）自己点検・評価委員会
1．構成員
委員長：大野良三（OHNO, Ryozo）
，学部長，平成 20 年 4 月より 2 年間
委員：松下年子（MATSUSHITA, Toshiko）
，看護学科教授，平成 19 年 4 月より 2 年間
古地順子（KOCHI, Junko）
，看護学科教授，平成 20 年 4 月より 2 年間
小山岩雄（KOYAMA, Iwao）
，健康医療科学科教授，平成 19 年 4 月より 2 年間
佐藤正夫（SATO, Masao）
，健康医療科学科准教授，平成 20 年 4 月より 2 年間
山下芳久（YAMASHITA, Yoshihisa）
，医用生体工学科講師，平成 19 年 4 月より 2 年間
中島孔志（NAKASHIMA, Koushi）
，医用生体工学科教授，平成 20 年 4 月より 2 年間
時田幸之輔（TOKITA, Kounosuke）
，理学療法学科講師，平成 20 年 4 月より 1 年間
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
，理学療法学科教授，平成 20 年 4 月より 2 年間

2．目的
（1）委員会の設置目的：本委員会は本学の建学の理念および埼玉医科大学の期待する医療人像に則り，学部の教育
研究活動の実施状況について自己点検・評価を行うために，下記の事項につき審議する．
①学部の自己点検・評価の基本方針および実施に関すること
②学部の自己点検・評価の事項・項目に関すること
③学部の自己点検・評価の報告書の作成および公表に関すること
④教員の研修に関すること
⑤その他自己点検・評価に必要な事項に関すること
（2）平成 20 年度の活動目標：
①学生による授業評価の実施
②カリキュラム評価に係わる問題の整理・方策検討
③平成 18 年度および平成 19 年度年報の作成
④平成 19 年度人事考課の実施
⑤研究業績データベースの運用支援
⑥各種委員会の活動評価
⑦学部プロジェクト研究の運用状況評価
⑧大学機関別認証評価の内容検証とそれに基づく点検評価
・市民公開講座の開催
・学生の意見吸い上げ
・海外研修の充実
・学生保健管理体制の構築
・教員組織のあり方検討
・職員組織のあり方検討
・各種規程の整備

3．活動報告
（1）第 1 回自己点検・評価委員会（平成 20 年 4 月 16 日，議事録あり）
①委員交代（看護学科の渡辺教授から古地教授へ，健康医療科学科の奥崎教授から佐藤准教授へ，医用生体工学科
の吉澤教授から中島講師へ，理学療法学科の赤坂教授から高倉教授へ，西岡講師から時田講師へ）の紹介
②平成 19 年度活動概要の報告と平成 20 年度活動目標の確認
③委員会日程の確認
④平成 18 年度年報の作成状況報告
⑤平成 19 年度人事考課の実施についての意見交換
⑥研究業績データベースの運用支援に関する意見交換
⑦大学機関別認証評価内容の点検評価に関する意見交換
163

保健医療学部自己点検・評価委員会

⑧平成 18 年度の各種委員会の活動評価に関する意見交換
⑨学部プロジェクト研究の運用状況評価に関する意見交換
（2）第 2 回自己点検・評価委員会（平成 20 年 6 月 18 日，議事録あり）
①平成 19 年度人事考課の進行状況報告
②平成 18 年度年報の作成状況報告
③研究業績データベースの運用状況報告
④学生による授業評価の実施状況報告
⑤教員組織のあり方に関する意見交換
⑥職員組織のあり方に関する意見交換
⑦学部プロジェクト研究の運用に関する意見交換
（3）第 3 回自己点検・評価委員会（平成 20 年 9 月 17 日，議事録あり）
①平成 19 年度人事考課の進行状況報告（2 次評定とそのフィードバックが終了）
②平成 18 年度年報の作成状況報告
③学生による授業評価：教員へのフィードバック時期を早めることとした．
④カリキュラム評価に関する意見交換：演習・実習科目でのカリキュラム評価の見本提示
（4）第 4 回自己点検・評価委員会（平成 20 年 11 月 19 日，議事録あり）
①平成 18 年度年報の作成状況報告
②学生による授業評価の実施状況報告：前期の授業評価が完了
③学生による授業評価に関する意見交換：評価結果の非匿名化について討議
④学部プロジェクト研究報告書（平成 18・19 年度分）の配布，次回委員会で見当予定
⑤平成 20 年度活動目標の未実施事項に関する検討
・平成 19 年度年報の作成：準備中
・平成 18 年度各種委員会活動の評価：平成 18 年度年報の完成後に実施予定
（5）第 5 回自己点検・評価委員会（平成 21 年 1 月 21 日，議事録あり）
①平成 18 年度年報の作成完了報告
②学部プロジェクト研究報告書（平成 18・19 年度分）に関する意見交換
③平成 20 年度年報の構成について意見交換
④平成 18 年度各種委員会活動の評価：平成 18 年度年報をもとに次回委員会で検討
（6）第 6 回自己点検・評価委員会（平成 21 年 3 月 18 日，議事録あり）
①平成 19 年度年報の作成状況報告：原稿提出の完了
②学部プロジェクト研究報告書（平成 18・19 年度分）の事後評価：評価結果をもとに学部プロジェクト研究審査
委員会にて検討予定
③平成 18 年度各種委員会活動の評価
④委員交代報告：看護学科は古地教授から菊池准教授へ，医用生体工学科は山下講師から脇田講師へ，理学療法学
科は時田准教授から小島教授へ

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
①学生による授業評価の実施：
前期と後期の 2 回，全科目の担当教員について学生による授業評価を実施した．教員へのフィードバックを行
うとともに，図書館のボードに掲示することで学生への開示を行った．なお，複数の教員がかかわる演習・実習
科目については，原則として科目責任者を対象としているが，この場合の評価法の妥当性については，さらに検
討が必要と思われる．
②カリキュラム評価に係わる問題の整理・方策検討：
実習・演習科目におけるカリキュラム評価のモデルとして，演習科目である医療の基本の科目内容の評価結果を，
本委員会および教授会に資料として提示した．
4 年間を通じてのカリキュラム構成，各学科・各学年でのカリキュラム構成，個々の科目としてのカリキュラム
構成など，カリキュラム評価の内容は多様であるため，今後さらに検討が必要であるが，3 学科において次年度
が完成年度となることを考慮すると，4 年間を通じてのカリキュラム構成の実質的な評価が次年度の重点項目と
なる．
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③平成 18 年度および平成 19 年度年報の作成：
平成 18 年度年報については，かろうじて今年度中に完了した．さらに，平成 19 年度年報の構成を再検討し，
担当部署（医学研究センター研究評価部門）と協議の上，新規の構成のもとで年報原稿の提出が 3 月までに完
了した．
いずれにせよ，年報の作成はいまだ遅延しているため，両学部の協力のもとで遅滞のない原稿提出と発刊が可能
となるよう努めたい．
④平成 19 年度人事考課の実施：
平成 19 年度人事考課は 6 月までに一次評定が終了，7 月中に二次評定とフィードバックが終了した．昨年度は
初めての経験で評定方針などに多少の混乱が生じたが，今年度は問題点を整理し周知することで順調に遂行でき
たものと思われる．
⑤研究業績データベースの運用支援：
研究業績データベースについては，4 月の段階で各委員を通じて全教員に通達することで，円滑に入力作業が終
了した．
⑥各種委員会の活動評価：
平成 18 年度年報の完成後，年報に記載された委員会報告をもとに，各種委員会の活動評価を行った．開催頻度，
出席状況，目標設定と成果，次年度目標などを評価項目とし，概ね良好な活動状況と判断した．なお，年報の記
載事項だけでは評価しきれない部分もあるので，次年度以降は議事録も参照して検討する．
⑦学部プロジェクト研究の運用状況評価：
平成 18 年度および平成 19 年度の研究実績報告書をもとに，学部プロジェクト研究の運用状況評価を実施した．
検討課題として挙げられた，評価基準や判定基準の明確化，研究経費としての謝金や個々の研究の報告書作成費
の取扱い，残金の取扱いなどについて，次年度の学部プロジェクト研究審査委員会に改善を要望する．
⑧大学機関別認証評価の内容検証とそれに基づく点検評価
a． 市民公開講座の開催については，学務委員会において検討中である．なお，専門職者を対象とした公開講座
は年 2 回開催されている．
b． 学生の意見吸い上げを目的として，今年度から学部長室前の投稿ボックスを設置し，Letters to the Dean 制
度を発足させた．重要な意見に関しては学部長から各委員会または学科に検討を依頼する仕組みである．な
お，今年度はオープンキャンパスの運営と学生参加に関する意見につき，広報委員会で改善策を検討した．
また，学生部委員会主催による昼休みの学生との懇談会も継続し，機能している．
ｃ．海外研修については，国際交流センター主催の海外での語学研修に，1 − 2 年生が積極的に参加し成果を上
げている．次年度は高学年での実施に向けて，理学療法学科を中心に検討中である．
ｄ．学生保健管理体制については，学生部委員会を中心に学生保健室の体制整備，年次健康診断やワクチン接種
などの実施につき対応した．次年度以降に全学的な学生保健管理体制が確立されることを期待している．
ｅ．教員組織のあり方については，医学部で行われた組織改変を念頭におき，委員会として意見交換を行った．
ｆ．職員組織のあり方については，大学全体として取り組む課題と考えられる，本委員会としては特に検討は行
わなかった．
ｇ．大学および学部の各種規程については，本学部の開設により 2 学部構成となった現状にそぐわない委員会
組織または規程が若干存在する．全学的な委員会構成と学部単位の委員会との整合性を図るべく，学部とし
て調整作業を続けることが必要である．
（2）次年度の目標
①平成 19 年度および 20 年度年報の作成（継続）
②平成 20 年度教員人事考課の実施（継続）
③研究業績データベースの運用支援（継続）
④カリキュラム評価の実施に関する検討（継続）
⑤学生による授業評価の実施（継続）
⑥各種委員会の活動評価（継続）
⑦学部プロジェクト研究の運用状況評価（継続）
⑧ FD 活動の実施に関する評価（新規）
⑨大学機関別認証評価の検証に基づく点検・評価（継続）
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4．6）入学試験委員会
1．構成員
委員長：大野良三（OHNO, Ryozo）
，学部長，平成 20 年 4 月 1 日より 2 年間
副委員長：市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）
，健康医療科学科教授，平成 20 年 4 月より 2 年間
委員：山内俊雄（YAMAUCHI, Tosio）
，学長，平成 20 年 4 月 1 日より 2 年間
岡部惠子（OKABE, Keiko）
，看護学科学科長，平成 20 年 4 月より 2 年間
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
，看護学科教授，平成 20 年 4 月より 1 年間
冨田幸江（TOMITA, Sachie ）
，看護学科准教授，平成 20 年 4 月より 2 年間
和合治久（SATO, Masao）
，健康医療科学科学科長，平成 20 年 4 月より 2 年間
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
，健康医療科学科教授，平成 20 年 4 月より 1 年間
西坂

剛（NISHISAKA, Tsuyoshi）
，医用生体工学科学科長，平成 20 年 4 月より 2 年間

石井郁夫（ISHII, Ikuo）
，医用生体工学科教授，平成 20 年 4 月より 2 年間
脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi）医用生体工学科講師，平成 19 年 4 月より 2 年間
黒川幸雄（KUROKAWA, Yukio）
，理学療法学科学科長，平成 20 年 4 月より 2 年間
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
，理学療法学科教授，平成 20 年 4 月より 2 年間
神小嶋 誠（KAMIKOJIMA, Makoto）
，理学療法学科講師，平成 20 年 4 月より 1 年間

2．目的
（1）委員会の設置目的：本委員会は埼玉医科大学学則第 19 条第 2 項に定める入学者選抜試験が厳正かつ合理的に実
施されることを目的として，下記の業務を実施する．
①入学試験方針の策定および選抜方法の決定
②入学試験科目の決定
③入学試験要項の作成
④入学試験場の設定および運営
⑤試験監督者の選定および委嘱
⑥出題，採点委員の選定および委嘱
⑦入学試験問題の選定および決定
⑧入学試験問題の印刷および保管
⑨入学試験施行に関わる指導・監督
⑩小論文委員，面接委員の選定および委嘱
⑪合否判定基準（学力試験，面接，小論文等）の策定
⑫合否判定案の作成
⑬入学試験結果の公示
⑭その他各号に関連する事項
（2）平成 20 年度の活動目標：
①平成 20 年度入学試験の見直し
②平成 21 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の決定
③平成 21 年度入学試験の募集要項作成
④平成 21 年度入学試験の出題・採点委員，面接委員等の選定・委嘱
⑤平成 21 年度入学試験の問題選定，印刷，保管
⑥平成 21 年度入学試験の実施（試験場設営，試験監督者選定）
⑦平成 21 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示
⑧平成 21 年度入学試験の見直し
⑨平成 22 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の概要検討

3．活動報告
（1）第 1 回入学試験委員会（平成 20 年 4 月 11 日，議事録あり）
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①委員交代（看護学科の山田教授から 冨田准教授へ，健康医療科学科の間山講師から鈴木教授へ，理学療法学科
の赤坂教授，西岡講師から黒川教授，高倉教授，神小嶋講師へ）の紹介
②入学試験実施小委員会の委員選出（市岡委員長，江連，脇田，高倉各委員）
③平成 20 年度入試の見直しと平成 21 年度入試に関する意見交換
④看護学科 3 年次編入学試験の試験問題作成を看護学科教員に委嘱
（2）第 2 回入学試験委員会（平成 20 年 5 月 9 日，議事録あり）
①平成 21 年度入試問題出題委員の委嘱方針決定
②推薦入学指定校選定の報告
・看護学科：指定校 13 校（21 名枠）
・健康医療科学科：指定校 35 校（35 名枠）
・医用生体工学科：指定校 15 校（15 名枠）
・理学療法学科：指定校なし
③理学療法学科の志望者を対象に，健康医療科学科または医用生体工学科への第二志望を認めることの承認
（3）第 3 回入学試験委員会（平成 20 年 6 月 13 日，議事録あり）
①指定校訪問の実績報告
②オープンキャンパスでの入試説明担当者の決定（江連，小山，脇田，黒川各委員）
③オープンキャンパスでの入試説明内容に関する意見交換
④平成 21 年度大学入学者選抜・教務関連事項連絡協議会（文科省主催）の内容説明，変更箇所への対応に関する
意見交換
⑤一般入試（後期）の試験時間設定の変更案承認（1 科目 50 分に変更）
⑥平成 21 年度入試問題出題委員（責任者）案の承認
（4）第 4 回入学試験委員会（平成 20 年 7 月 11 日，議事録あり）
①入試問題の内部監査（医学部教員）に関する方針の決定
②入試問題の第三者による監査に関する方針の決定
（5）第 5 回入学試験委員会（平成 20 年 9 月 12 日，議事録あり）
①看護学科 3 年次編入学試験の実施体制の点検・整備
②携帯サイトでの入試情報提供に関する意見交換
③外国人受験希望者に対する対応方針の確認
④推薦入試指定校の追加案の承認（健康医療科学科 12 校，医用生体工学科 4 校）
（6）臨時入学試験委員会（平成 20 年 9 月 29 日，議事録あり）
①看護学科 3 年次編入学試験（9 月 29 日実施）の合否判定案の作成：10 名合格（受験者数 20 名）
（7）第 6 回入学試験委員会（平成 19 年 10 月 10 日，議事録あり）
①看護学科 3 年次編入学試験の結果報告
②推薦入学試験（前期）およびＡＯ入学試験の準備状況報告
③一般入試の既出問題集に次年度から正答を添付することの承認
④一般入試の試験時間中の問題監査時に正答を提示することの承認
（8）臨時入学試験委員会（平成 20 年 11 月 4 日，議事録あり）
①推薦入学試験（前期，11 月 2 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 40 名合格（受験者数 78 名），健康医療
科学科 33 名合格（受験者数 37 名）
，医用生体工学科 16 名合格（受験者数 19 名），理学療法学科 12 名合格（受
験者数 24 名）
（9）第 7 回入学試験委員会（平成 20 年 11 月 14 日，議事録あり）
①推薦入学試験（前期）の結果報告
②推薦入試における指定校受験状況報告と意見交換
③ AO 入学試験の準備状況報告
④一般入試の志願者状況をホームページや携帯サイトに提供することの承認
（10）臨時入学試験委員会（平成 20 年 12 月 8 日，議事録あり）
① AO 入学試験（12 月 7 日実施）の合否判定案の作成：健康医療科学科 7 名合格（受験者数 8 名），医用生体工
学科 4 名合格（受験者数 5 名）
（11）臨時入学試験委員会（平成 20 年 12 月 22 日，議事録あり）
①推薦入学試験（後期，12 月 21 日実施）の合否判定案の作成：健康医療科学科 4 名合格（受験者数 5 名）
，医用
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生体工学科 1 名合格（受験者数 2 名）
（12）第 8 回入学試験委員会（平成 21 年 1 月 9 日，議事録あり）
① AO 入学試験および推薦入学試験（後期）の結果報告
②一般入試（後期）の準備状況報告
③一般入試（後期）のタイムスケジュール変更（休憩時間の 5 分間延長）につき承認
（13）臨時入学試験委員会（平成 21 年 2 月 3 日，議事録あり）
①一般入学試験（前期）第一次試験（2 月 1 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 193 名合格（受験者数 110 名）
，
健康医療科学科 52 名合格（受験者数 67 名），医用生体工学科 33 名合格（受験者数 37 名），理学療法学科 108
名合格（受験者数 148 名）
（14）臨時入学試験委員会（平成 21 年 2 月 9 日，議事録あり）
①一般入学試験（前期）第二次試験（2 月 8 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 68 名合格（受験者数 106 名）
，
健康医療科学科 45 名合格（受験者数 50 名），医用生体工学科 27 名合格（受験者数 32 名），理学療法学科 35
名合格（受験者数 100 名）
（15）第 9 回入学試験委員会（平成 21 年 3 月 2 日，議事録あり）
①一般入学試験（前期）の結果報告と辞退者増加に関する意見交換
②一般入学試験（後期）の準備状況報告
③平成 22 年度入試日程等に関する意見交換
（16）臨時入学試験委員会（平成 21 年 3 月 11 日，議事録あり）
①一般入学試験（後期，3 月 10 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 14 名合格（受験者数 31 名），健康医療
科学科 14 名合格（受験者数 17 名）
，医用生体工学科 6 名合格（受験者数 9 名），理学療法学科 9 名合格（受験
者数 27 名）
（17）第 10 回入学試験委員会（平成 21 年 3 月 23 日，議事録あり）
①平成 21 年度入学試験の結果報告
②平成 22 年度推薦入学試験の受験資格案承認
・看護学科：評定平均値 3.5 以上，現役，指定校 13 校
・健康医療科学科：評定平均値 3.0 以上，2 浪まで，指定校 47 校
・医用生体工学科：評定平均値 3.0 以上，現役，指定校 19 校
・理学療法学科：評定平均値 3.5 以上，現役，指定校 7 校
③平成 22 年度入学試験の定員案承認
看護学科
健康医療科学科
医用生体工学科
理学療法学科

推薦
40
30
10
10

AO 入試
―
10
5*
―

一般前期
35
25
20
37

一般後期
5
5
5
3

＊評定平均値 3.0 以上
④推薦入学試験（後期）および AO 入学試験（後期）廃止の承認
⑤平成 22 年度入学試験の日程案承認
・看護学科 3 年次編入学試験：平成 21 年 9 月 27 日（日）
・推薦入学試験：平成 21 年 11 月 8 日（日）
・AO 入学試験：平成 21 年 12 月 20 日（日）
・一般入学試験（前期一次）
：平成 22 年 1 月 29 日（金）
・一般入学試験（前期二次）
：平成 22 年 1 月 31 日（日）
・一般入学試験（後期）
：平成 22 年 3 月 7 日（日）
⑥一般入学試験（前期一次）の試験場変更（日高校舎を使用）を承認
⑦次年度委員交代（医用生体工学の山下講師から脇田講師へ，理学療法学科の神小嶋講師から乙戸講師へ）の報告

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
①平成 20 年度入学試験に向けての対策と結果の見直し：学部開設の年である平成 18 年度入試では，定員充足率
が 99.5％であり，健康医療科学科の定員充足率が問題となった．さらに，平成 19 年度入学試験では健康医療科
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学科および医用生体工学科の定員割れにより，定員充足率が約 91％と大幅に減少した．
このような定員充足率減少の要因として，学部開設から間もないことによる知名度不足に加えて，アクセスの悪
さ，初年度納付金の多寡，医療系新設校の増加など多くの事柄が考えられた．対策として広報活動においてはホー
ムページの充実，紙媒体からインターネット関係へのシフトを図るとともに，推薦入学試験の受験資格や指定校，
試験各区分の日程，内容および募集人員の調整を行った．さらに，志願者数の動向をふまえ健康医療科学科の入学
定員を 80 名から 70 名に，理学療法学科の入学定員を 40 名から 50 名に変更し，推薦および AO 入試を前期，後
期の 2 回ずつ実施することで受験機会を増やし，多様な受験者層の獲得を図るとともに，健康医療科学科および
医用生体工学科については，理学療法学科受験生からの第二志望制度を導入した．
結果として平成 20 年度入学試験では，定員 250 名に対して入学者 257 名（定員充足率約 103％）と，初年度
である平成 18 年度をやや上回る数字を確保できた．平成 20 年度入試への対応策として実施した各事項について
検証した結果，広報活動の充実，推薦入試における受験資格や指定校の調整，試験日程等の変更，入学者定員の変更，
第二志望制度の導入については，それぞれプラス要因として作用したものと考えた．一方，AO 入試を前期・後期
の 2 回に拡充したことは，大きなプラス要因とはならなかった．
②平成 21 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の決定：平成 20 年度入学試験の見直し結果をふまえ，
平成 21 年度入学試験については大きな変更は行わない方針としたが，AO 入試は 1 回とすることとした．
④平成 21 年度入学試験の募集要項を作成，配布した．
⑤平成 21 年度入学試験の出題・採点委員，面接委員等の選定・委嘱を，概ね前年度に準じて実施した．
⑥平成 21 年度入学試験の問題選定，印刷，保管については，情報保全に関する十分な配慮のもとに実施し，入学
試験を円滑に運営した．
⑦平成 21 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示を実施した．具体的には各学科選出の入試委員 3 名によ
る合否判定案につき審議し，入試委員会としての最終判定案を作成して教授会に提出，教授会での承認を得た上
で遅滞なく公示した．
⑧平成 22 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の概要決定：平成 21 年度入試の結果をふまえ，平成 22
年度入学試験につき，推薦入学試験の受験資格や指定校，試験各区分の日程，内容および募集人員の調整など，
各種の方針を審議し概要を決定した．
主要な変更点は，推薦入試（後期）の廃止，一般入試（前期）の試験会場を日高校舎とし，一次試験と二次試験
を中 1 日あけて実施することである．
（2）次年度の目標
①平成 21 年度入学試験の見直し：21 年度入試の全体像を見直し，22 年度入試の改善につなげていく．
②平成 22 年度入学試験の募集要項作成：3 年間の経験をもとに，遅滞のない作成を心がける．
③平成 22 年度入学試験の出題・採点委員，面接委員等の選定・委嘱：21 年度に準じる．
④平成 22 年度入学試験の問題選定，印刷，保管：21 年度に準じる．
⑤平成 22 年度入学試験の実施（試験場設営，試験監督者選定）：21 年度に準じる．
⑥平成 22 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示：21 年度に準じる．
⑦平成 23 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の決定：22 年度入試の成果をふまえて検討する．
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4．7）広報委員会
1．構成員
委員長

市岡正適
（ICHIOKA Masayuki）
：健康医療科学科教授：平成 18 年 4 月 1 日より（任期：平成 22 年 3 月 31 日）

副委員長：佐鹿孝子（SASHIKA Takako）
：看護学科教授：平成 18 年 4 月 1 日より（任期：平成 22 年 3 月 31 日）
大森智美（OOMORI Tomomi）
：看護学科准教授：平成 19 年 4 月 1 日より（任期：平成 21 年 3 月 31 日）
長谷川正博（HASEGAWA Masahiro）
：健康医療科学科准教授：平成 19 年 4 月 1 日より 2 年間（任期：平成 21 年
3 月 31 日）
加納隆（KANO Takashi）
：医用生体工学科教授（2006 年 10 月就任）：平成 18 年 10 月 1 日より（任期：平成 21
年 3 月 31 日）
小林直樹（KOBAYASHI Naoki）
：医用生体工学科教授：平成 20 年 4 月 1 日より（任期：平成 22 年 3 月 31 日）
高橋邦泰（TAKAHASHI Kuniyasu）
：理学療法学科教授：平成 18 年 4 月 1 日より（任期：平成 22 年 3 月 31 日）
藤田博暁（FUJITA Hiroaki）
：理学療法学科准教授：平成 19 年 4 月 1 日より（任期：平成 21 年 3 月 31 日）

2．目的
（1）委員会の設置目的：本委員会は本学部の広報に関する目的を達成するために，下記の事項につき審議する．
①学部の広報に関する基本的方針の策定に関すること
②広報に関する具体的な計画の作成及び実施に関すること
③その他，広報に関すること
（2）平成 20 年度の活動目標
① 2010 保健医療学部パンフレットの作成
②高校に対する直接宣伝の企画と実施
③オープンキャンパス等，本学部が主催する広報活動の企画と実施
④外部団体が主催する進学説明会及び，高等学校の出張講義への参加
⑤インターネットによる広報活動の実施及び，携帯サイトの新規運営
⑥受験雑誌への広告掲載の企画と実施
⑦電車への広告掲載の企画と実施
⑧首都圏の在学生出身高校教諭を招き本学部見学会の実施
⑨その他

3．活動報告
（1）第 1 回広報委員会（平成 20 年 4 月 14 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

①今年度の広報活動に関する方針の確認
②在学生出身高校教諭を対象とした，本学部キャンパス見学会の企画準備
③オープンキャンパスのプログラム企画の検討
④ 2010 保健医療学部パンフレット作成に関する企画検討
（2）第 2 回広報委員会（平成 20 年 4 月 25 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 7 人

欠席者 1 人

出席者 7 人

欠席者 1 人

①中学生を対象としたオープンキャンパス新規開催の企画検討
②本学部携帯サイトの内容企画検討
（3）第 3 回広報委員会（平成 20 年 5 月 19 日）於：C 棟 2 階会議室

①在学生出身高校教諭を対象とした，本学部キャンパス見学会の詳細検討
②第 1 回オープンキャンパスのプログラム企画の詳細検討
（4）第 4 回広報委員会（平成 20 年 6 月 9 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 6 人

欠席者 2 人

①本学部キャンパス見学会の開催報告
②第 1 回オープンキャンパスの報告を基に，第 2 回オープンキャンパスのプログラム企画の詳細検討
（5）第 5 回広報委員会（平成 20 年 6 月 30 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

①第 2 回オープンキャンパス報告
②第 2 回オープンキャンパスの報告を基に，第 3 回オープンキャンパスのプログラム企画の詳細検討
170

保健医療学部広報委員会

（6）第 6 回広報委員会（平成 20 年 7 月 17 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 7 人

欠席者 1 人

①第 4 回・5 回オープンキャンパスのプログラム企画の詳細検討
②彩の国進学フェア（於

埼玉スーパーアリーナ）参加に伴う出展企画の検討

（7）第 7 回広報委員会（平成 20 年 8 月 4 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 6 人

欠席者 2 人

出席者 7 人

欠席者 1 人

①第 6 回・7 回オープンキャンパスのプログラム企画の詳細検討
②彩の国進学フェア参加報告
（8）第 8 回広報委員会（平成 20 年 9 月 8 日）於：C 棟 2 階会議室

①第 6 回・7 回オープンキャンパスの反省点を基に，第 8 回オープンキャンパスのプログラム企画の詳細検討
②メールマガジンの企画検討
（9）第 9 回広報委員会（平成 20 年 10 月 7 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

①第 8 回オープンキャンパスの反省点を基に，第 9 回オープンキャンパスのプログラム企画の詳細検討
② 2010 保健医療学部パンフレット及び，ポスター作成について検討
（10）第 10 回広報委員会（平成 20 年 11 月 10 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 6 人

欠席者 2 人

①第 9 回オープンキャンパスの反省点を基に，第 10 回オープンキャンパスのプログラム企画の詳細検討
②越華祭期間中の進学相談会実施に関する詳細確認
（11）第 11 回広報委員会（平成 20 年 12 月 15 日）於：C 棟 3 階会議室

出席者 7 人

欠席者 1 人

①来年度オープンキャンパス等の開催日程について検討確認
②来年度の中学生対象オープンキャンパス実施に関する検討
③ 2010 保健医療学部パンフレット作成進行状況報告
（12）第 12 回広報委員会（平成 21 年 1 月 26 日）於：C 棟 3 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

出席者 8 人

欠席者 0 人

①来年度の中学生対象オープンキャンパス実施に関する再検討
② 2010 保健医療学部パンフレット作成進捗状況報告
③来年度オープンキャンパスの企画再検討
（13）第 13 回広報委員会（平成 21 年 3 月 25 日）於：C 棟 2 階会議室
①今年度の活動評価と今後の課題について検討
② 2010 保健医療学部パンフレット作成進捗状況報告

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
埼玉医科大学保健医療学部広報委員会規則に基づき，上記の 13 回の委員会を開催し，以下の活動を策定し実施した．
① 2011 保健医療学部パンフレットの作成
②平成 20 年度オープンキャンパス，キャンパス見学会，個人見学等，学部が主催する広報活動の企画と実施
（A）オープンキャンパス（参加学生者計） 6 月 8 日（67 名），6 月 29 日（40 名），7 月 13 日（96 名）
，
7 月 26 日（88 名），7 月 27 日（141 名），8 月 23 日（163 名）
，
8 月 24 日（137 名），9 月 20 日（41 名），10 月 12 日（69 名）
，
11 月 16 日（46 名）
（B）高校教員対象キャンパス見学会（5 月 13 日） 14 校参加
（C）個人見学

32 名対応

（D）個別相談会

11 月 24 日，11 月 25 日（秋華祭との共催）

③外部団体主催による進学相談会・出張講義・キャンパス見学会等への参加
（A）ホテル等の会場
（B）予備校会場

46 箇所

8 箇所

（C）高校の進学相談会
（D）高校の出張講義
（E）バスツアー

14 箇所
31 箇所

1回

（F）高等学校対象キャンパス見学会

4回

④インターネットによる広報活動の企画と実施
（A）ホームページ運営
（B）リクルート進学ネット参加
（C）携帯サイト新設
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（D）さんぽう「看護・医療進学ネット」
（E）マイナビ進学
（F）大学入試センター HEART システム参加
（G）新宿セミナー HP バナー広告
（H）ベスト進学ネット
⑥受験雑誌への広告掲載の企画と実施
（A）週刊誌や学会誌などでの宣伝
（あ）埼玉圏央リハビリテーション研究会
（い）埼玉県理学療法学会誌
（う）第 43 回日本理学療法学術集会
（え）第 26 回関東甲信越ブロック理学療法士学会
（お）いのちのエンジニア（DVD 購入）
（B）受験雑誌
（あ）52school「栄冠めざして」
（い）さんぽう「分野別ガイドブック」
（う）メディアプラン「プレ・ナーシング」
（え）リクルート「進学辞典」
（お）リクルート「オープンキャンパス告知・学校見学へ行こう」
（か）教育広報社「旺文社蛍雪時代」
（き）秀潤社「クリニカルエンジニアリング」
（く）新宿セミナー「プログレス」
（け）日本私立大学協会「全国私立大学案内」
（こ）大学新聞社「大学新聞」
（さ）読売メディアセンター「カレッジコラージュ」
⑦電車広告・新聞広告・ポスター作成の企画と実施
（A）東武東上絵沿線キャンパス連合広告
（B）オープンキャンパス電車内連合広告「西武線・大江戸線・副都心線」
（C）自衛隊専門誌「海上自衛隊新聞」
⑧その他
（A）DM 送付
（あ）大学オリジナルグッズ製作配布
（い）第 53 回インターハイ弓道大会プログラム広告協賛
（う）オープンキャンパス案内
（え）越華祭のお知らせ
（B）Q&A の作成
（2）次年度の目標
今年度同様，以下の 9 項目を実施する．
①学部パンフレットの作成
②高校に対する直接宣伝の企画と実施
③オープンキャンパス等，学部が主催する広報活動の企画と実施
④外部団体による進学説明会への参加
⑤インターネットによる広報活動の企画と実施
⑥受験雑誌への広告掲載の企画と実施
⑦電車への広告掲載の企画と実施
⑧他大学の動向についての情報収集
⑨中学生対象のオープンキャンパスの実施
以下，反省とこれからの課題を目標別に記し，次年度の改善目標とする．
①大学パンフレットの作成
（A）できるだけ早い時期に作成する．
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②オープンキャンパス等，大学が主催する広報活動の企画と実施
（A）大規模と小規模に企画を区別し学食体験を加え，
1 日を通して実施するオープンキャンパスを複数回開催する．
（B）学生アルバイトは，推薦入試の合格者が少なかったので，様々な入試を通ってきた者のバランスを取る．
③外部団体による進学説明会への参加
（A）出張授業の受け付けを HP 上で宣伝する．
（B）今年度の経験を踏まえて選別し，なおかつ参加数を減らすなどの工夫をする．
④インターネットによる広報活動の企画と実施
（A）HP の整備と携帯サイト利用を含めて，インターネットの更なる活用を考える必要がある．
⑤その他
（A）引き続き，統計的な分析を背景として，効率性を念頭に置いた広報活動を行う．ただし，広報活動が数量化
に適さない性質上，非効率的な活動のすべてを否定することはしない．
（B）引き続き，保健医療学部の名前を浸透させるための恒常的な宣伝という観点を持った活動を行う．
（C）継続的に行っている企画については，不断の工夫を怠らない．
（D）常に新規の企画を考える．また，学科独自の企画も考えても良いかも知れない．
（E）入試広報の専門部署を是非とも作る必要がある．
（F）短期大学や看護専門学校の入試広報活動と連携できるところは連携する．
（G）入試広報活動において，充実したキャンパスライフをおくれるような制度や施設についての質問を受けるこ
ともあり，このことが受験生の受験動向に少なからぬ影響を与えていると推測できる．
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4．8）保健医療学部倫理委員会
1．構成員（任期 2 ヵ年
委員長
委員

事務担当

平成 21 年 3 月 31 日迄）

岡部恵子

Okabe Keiko（看護学科母性看護学

石津みゑ子

Ishidu

和合治久

Wago Haruhisa（健康医療科学科

村田栄子

Murata Eiko（健康医療科学科

加納

教授）

Mieko（看護学科基礎看護学

教授）

教授）

教授）

隆

Kano Takashi（医用生体工学科

教授）

田邊一郎

Tanabe Ichiro（医用生体工学科

准教授）

高橋邦泰

Takahashi Kuniyasu（理学療法学科

藤田博暁

Fujita

幸田恵幸

Koda Keiko（真言宗

松尾有裕

Matuo Arihiro（保健医療学部事務室長）

Hiroaki（理学療法学科
光明寺

教授）

准教授）
住職）

2．目的
埼玉医科大学倫理委員会規則に基づき、埼玉医科大学保健医療学部におけるヒトを対象とした医学および関連諸科
学の研究に関する倫理性を審議するため、埼玉医科大学保健医療学部倫理委員会を置く。

3．活動報告
1）委員会の開催
平成 20 年度保健医療学部倫理委員会は、平成 21 年 3 月までに 8 回開催した。
第 8 回：平成 20 年 4 月 17 日
第

9 回：平成 20 年 5 月 15 日

第 10 回：平成 20 年 6 月 19 日
第 11 回：平成 20 年 7 月 17 日
第 12 回：平成 20 年 9 月 17 日
第 13 回：平成 20 年 10 月 15 日
第 14 回：平成 20 年 11 月 20 日
第 15 回：平成 21 年 3 月 19 日
2）主な審議事項
（1）埼玉医科大学倫理委員会への保健医療学部倫理委員会審査結果の報告について
・埼玉医科大学倫理委員会委員（村田栄子委員・田邊一郎委員）が、保健医療学部教授会の報告資料をもって埼玉
医科大学倫理委員会に報告することと決定（4 月）
（2）｢ 保健医療学部倫理委員会申請課題各年度実施報告書」の目的･提出期日･保管方法･保管期間についての「申し
合わせ」事項の決定（6 月）
・
「実施報告書」は、倫理審査結果の継続的な管理を行うためのものであること。
・研究が終了した場合は、その時点にて速やかに倫理委員会に提出すること。
・研究が終了するまでは、毎年継続して提出すること。
・申請初年度の報告時期は、倫理審査申請の承認が 1~3 月に得られたものに関しては、翌年度の 3 月末日の提出
とすること。4 月〜 12 月に承認を得たものは、その年度の 3 月末日までに提出する。
・提出された報告書に関しては、委員長が学部長に報告する。報告書の保管は、事務担当者が行う。
（3）倫理審査時の研究代表者の出席について
・保健医療学部教授会にて上記の実施について承認を得て平成 20 年 10 月より 3 件に付いて実施。
・第 15 回委員会にて、上記実施に関する「申し合わせ」事項を決定し、保健医療学部教授会にて承認を得て、保
健医療学部教員に周知した。
（4）申請課題の審議（新規申請及再申請）
申請番号 10：前年度条件付承認（3 月 27 日）→承認（4 月 15 日）
申請番号 11：前年度条件付承認（3 月 27 日）→承認（5 月 1 日）
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申請番号 12 ･ 13 ･ 14：前年度条件付承認（3 月 27 日）→承認（4 月 30 日）
申請番号 15：条件付承認（6 月 19 日）→承認（7 月 10 日）
申請番号 16：条件付承認（6 月 19 日）→承認（7 月 22 日）
申請番号 17：条件付承認（9 月 17 日）→承認（

月

日）

申請番号 18：条件付承認（9 月 17 日）→承認（11 月 5 日）
申請番号 9（前年度変更の勧告と審査した研究課題について再答申分）
：条件付承認（11 月 7 日）→承認（11 月 6 日）
申請番号 19：条件付承認（11 月 7 日）→承認（3 月 18 日）
申請番号 20：条件付承認（11 月 7 日）→承認（3 月 18 日）
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5．ゲノム医学研究センター運営委員会
1．構成員（任期：平成 22 年 3 月 31 日）
委員長

岡﨑

康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター・教授・所長

委

奥田

晶彦（OKUDA, Akihiko）
：ゲノム医学研究センター・教授・副所長

黒川

理樹（KUROKAWA, Riki）
：ゲノム医学研究センター・教授

員

井上

聡（INOUE, Satoshi）
：ゲノム医学研究センター・客員教授

片桐

岳信（KATAGIRI, Takenobu）：ゲノム医学研究センター・教授

三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：ゲノム医学研究センター・教授
禾

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：基礎医学部門・教授

出口

修宏（DEGUCHI, Nobuhiro）：臨床医学部門（大学病院）・教授

竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）：臨床医学部門（総合医療センター）・教授

西山

正彦（NISHIYAMA, Masahiko）：臨床医学部門（国際医療センター）・教授

オブザーバー
村松

正實（MURAMATSU, Masami）：ゲノム医学研究センター・客員教授

須田

立雄（SUDA, Tatsuo）
：ゲノム医学研究センター・客員教授

西本

正純（NISHIMOTO, Masazumi）：ゲノム医学研究センター・講師

津久井

通（TSUKUI, Tohru）
：ゲノム医学研究センター・講師

2．目的
当委員会は，ゲノムの情報および技術を基盤として，本学の基礎並びに臨床医学を融合的に発展させることを目的
として創設された「ゲノム医学研究センター」が，効率的に運営されるよう，強力且つ公正にサポートすべく設立した．
委員は，センター内から所長を含むコア 6 部門長と基礎医学部門，臨床医学部門（大学病院，総合医療センター，
国際医療センター）からの計 10 名で構成されており，オブザーバーとして，客員教授（前所長，元副所長），センター
内のプロジェクト研究部門の代表者（持ち回り），RI 実験施設長と実験動物施設管理責任者（年度途中 11 月から）が，
さらに，事務局として大学事務部の職員が出席して，計 16 名からなっている．
隔月 1 回行われ，規則・細則，方針等につき，活発な討議を行い，必要な決定を行う．主な内容としては，①運
営の基本方針に関すること，②研究及び教育に関すること，③事業計画に関すること，④研究者等の受入に関するこ
と，⑤その他の重要事項に関すること，などである．これらは，教員代表者会議において報告，承認等を得て，円滑
な運営に資する．

3．活動報告
①委員会開催日（原則，隔月開催）
：議事録あり
第 43 回（平成 20 年 5 月 13 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階

会議室 出席 9 人，欠席 1 人

構成員変更 ①新委員長：岡﨑所長，②国際医療センター委員：西山教授，③オブザーバー：村松客員教授（前所長）
議

事：
・動物実験小委員会設置について
・プロジェクト研究部門利用内規の一部変更について
・
「プロジェクト研究部門参加申請書」および「大型機器利用申請書」の様式を変更について
・ゲノム医学研究センター学外向けホームページとパンフレットの改訂について
・第 6 回国際 RCGM シンポジウム開催準備状況について
・緊急連絡網（プロジェクト研究部門）の整備について
・プロジェクト研究部門 スタッフルームの整備状況について

第 44 回（平成 20 年 7 月 8 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 9 人，欠席 1 人

事：
・プロジェクト研究部門利用内規の改正について
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・プロジェクト研究部門チーム登録変更について
・ゲノム医学研究センター学外向けホームページとパンフレットの改訂について
・第 6 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム開催準備状況について
・緊急連絡網（プロジェクト研究部門）の整備について
・文部科学省「平成 20 年度私立大学戦略的研究拠点形成支援事業」への応募について
第 45 回（平成 20 年 9 月 9 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 7 人，欠席 3 人

事：
・第 6 回国際 RCGM フロンティア国際シンポジウム開催準備状況について
・ゲノム医学研究センターパンフレットの改訂について
・緊急連絡網（プロジェクト研究部門）の整備について
・プロジェクト研究部門について
（ア）第 1 回プロジェクト研究部門小委員会について
（イ）受益者負担金の徴収について
・RI 実験施設長と実験動物実験施設管理責任者にオブザーバーとして出席いただく件について

第 46 回（平成 20 年 11 月 11 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 10 人，欠席 0 人

事：
・学術集会審査報告 3 件，学術集会審査 2 件
・第 6 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム終了報告
・様式改訂（プロジェクト研究部門参加申請書，大型機器使用申請書）
・プロジェクト研究部門内の利用者協議会（仮称）について
・平成 20 年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の概要について

第 47 回（平成 21 年 1 月 13 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 10 人，欠席 0 人

事：
・学術集会実施報告 6 件，学術集会審査報告 2 件，学術集会審査 1 件
・大型機器の入れ替えに伴う機器の搬出予定

第 48 回（平成 21 年 3 月 10 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 9 人，欠席 0 人

事：
・学術集会実施報告 4 件，学術集会審査 1 件
・プロジェクト研究部門について
１）プロジェクト研究部門運営細則および利用内規の改訂について
２）プロジェクト研究部門関連様式改訂について
３）プロジェクト研究部門 持込備品追加搬入申請の承認
・平成 20 年度分プロジェクト研究部門の審査（中間１件，延長２件，終了２件）
・部門間交流研究発表会について

第 48-2 回（平成 21 年 3 月 23 日（月）
）
【メール会議】
議

事：
・プロジェクト研究部門運営細則および利用内規の改訂について
・プロジェクト研究部門関連様式改訂について
・プロジェクト研究部門 3 チーム分申請許可について

②ゲノム医学研究センター承認学術集会開催
以下の 12 件の学術集会につき審査の上，承認し開催した．
第 69 回

日

時：平成 20 年 11 月 12 日（水）16：00 〜 17：00

講

師：Department of Medicine, Division of Biochemistry,
University of Fribourg, Switzerland
Associate Professor

Urs Albrecht 先生

テーマ：Clocks, brain function and dysfunction
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第 70 回

主

催：プロジェクト研究部門

日

時：平成 20 年 12 月 4 日（木）16：00 〜 17：00

講

師：筑波大学大学院人間総合科学研究科
教授

高橋

智

先生

テーマ：大 Maf 群転写因子の機能と疾患
第 71 回

主

催：所長室

日

時：平成 20 年 12 月 1 日（月）16：00 〜 17：00

講

師：ロンドン大学キングスカレッジ
リサーチ・アソシエイト

小野

悠介

先生

テーマ：筋サテライト細胞の “self-renewal の分子機構 ” と “ 機能的不均一性 ”
第 72 回

主

催：病態生理部門

日

時：平成 20 年 11 月 26 日（水）13：00 〜 14：00

講

師：Department of Cancer Genetics Roswell Park Cancer Institute
Assistant Professor

Liang Ping

先生

テーマ：Transposable Elements（TEs）- their contributions to human genetic diversity and disease susceptibility
第 73 回

主

催：ゲノム科学部門

日

時：平成 20 年 11 月 26 日（水）14：00 〜 15：00

講

師：Department of Molecular and Cellular Biology
Roswell Park Cancer Institute
Member

Held, William A.

先生

テーマ：Genomic Sites of Developmental and Tissue-speciﬁc DNA methylation
第 74 回

主

催：ゲノム科学部門

日

時：平成 20 年 12 月 19 日（金）13：00 〜 14：00

講

師：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科生命医科学講座生化学
教授

伊藤

敬

先生

テーマ：ヒストン蛋白質修飾のクロストークと遺伝子転写制御
第 75 回

主

催：遺伝子情報制御部門

日

時：平成 21 年 1 月 29 日（木）16：00 〜 17：30

講

師：Division of Cardiology, Department of Medicine,
Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School
Assistant Professor

Paul B. Yu

先生

テーマ：Loss and gain of function in the bone morphogenetic protein signaling pathway
第 76 回

主

催：病態生理部門

日

時：平成 21 年 2 月 19 日（木）16：00 〜 17：00

講

師：芝浦工業大学工学マネジメント研究科
教授

田中

秀穂

先生

テーマ：医薬，バイオ分野における研究マテリアルと知的財産
第 77 回

主

催：遺伝子構造機能部門

日

時：平成 21 年 2 月 12 日（木）14：00 〜 15：00

講

師：プロジェクト研究部門（埼玉医科大学病院血液内科）
准教授

中村

裕一

先生

テーマ：多発性骨髄腫における染色体転座関連遺伝子の解析
第 78 回

主

催：プロジェクト研究部門

日

時：平成 21 年 2 月 27 日（金）17：00 〜 18：00

講

師：プロジェクト研究部門（国際医療センター消化器外科）
非常勤講師

竹田

明彦

先生

テーマ：リンパ管新生およびリンパ内皮細胞を分子標的とした新規癌治療戦略
第 79 回
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主

催：プロジェクト研究部門

日

時：平成 21 年 2 月 17 日（火）17：00 〜 18：00

講

師：理化学研究所免疫アレルギー科学総合研究センター
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グループディレクター

古関

明彦

先生

テーマ：ポリコーム群による ES 細胞多能性維持のメカニズム
主
第 80 回

催：遺伝子治療部門

日

時：平成 21 年 3 月 25 日（水）15：00 〜 16：00

講

師：ゲノム医学研究センターゲノム科学部門
客員教授

安藤

俊夫

先生

テーマ：新規癌抑制遺伝子候補 SVS-1/SUSD2 の同定・性質とヒト大腸癌における発現
主

催：ゲノム科学部門

③部門間交流研究発表会開催
部門間の隔たりをなくし，認識と交流を深めることを目的として，以下の 9 回の研究発表会を開催した．
第1回

日

時：平成 20 年 4 月 8 日（火）10：30 〜 11：30

演

者：プロジェクト研究部門（埼玉医科大学医学部生理学）
准教授

池田 正明

テーマ：時計遺伝子の概日リズム性発現の振幅を決定する因子の検索
演

者：プロジェクト研究部門
（国際医療センタートランスレーショナルリサーチセンター）
ポストドクトラルフェロー

和田 智

テーマ：新規創薬標的遺伝子の機能解析
第2回

日

時：平成 20 年 5 月 13 日（火）11：00 〜 11：30

演

者：遺伝子情報制御部門
ポストドクトラルフェロー

伊地知

暢広

テーマ：間葉系由来細胞分化におけるエストロゲン関連受容体 ERR - ならびに EPAS1 の機能解析
第3回

日

時：平成 20 年 6 月 10 日（火）11：00 〜 11：30

演

者：遺伝子治療部門
特別協力研究員

キティポン パイブンスクウォン

テーマ：Correction of Mutant Fanconi Anemia Gene by Homologous Recombination in Human
Hematopoietic Cells Using Adeno - Associated Virus Vector
第4回

日

時：平成 20 年 7 月 8 日（火）11：00 〜 11：30

演

者：遺伝子構造機能部門
大学院生

杜

昆

テーマ：大学院生研究進捗報告
演

者：助教

荒井 重紀

テーマ：部門内の研究の総括
第5回

日

時：平成 20 年 9 月 9 日（火）10：30 〜 11：30

演

者：プロジェクト研究部門（国際医療センター臨床腫瘍内科）
助教

藤田 健一

テーマ：UGT1A1 および ABCC2 の遺伝子多型とイリノテカンの薬物有害反応
演

者：プロジェクト研究部門（国際医療センター消化器外科）
ポストドクトラルフェロー

伊関

大敬

テーマ：大腸癌における ALEX1 の機能及び発現制御機構の解析
第6回

日

時：平成 20 年 11 月 11 日（火）11：00 〜 11：30

演

者：病態生理部門
助手

鹿又 一洋

テーマ：BMP 補助受容体 DRAGON は BMP による骨芽細胞分化を抑制する
第7回

日

時：平成 21 年 1 月 13 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：実験動物施設
講師

津久井 通

テーマ：ビタミン K 依存性γ - カルボキシラーゼの肝臓作用の解析
第8回

日

時：平成 21 年 2 月 10 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：発生・分化・再生部門（㈱ニコン新事業開発本部所属）
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受入研究員

加藤 英政

テーマ：再生医療が要求する研究とは
第9回

〜幹細胞の「時間的」考証〜

日

時：平成 21 年 3 月 10 日（火）10：00 〜 11：00

演

者：ゲノム科学部門
特任研究員

仲地

豊

テーマ：間葉系幹細胞からの脂肪・骨芽細胞分化における転写制御ネットワーク
演

者：トランスレーショナルリサーチ部門
研究員

神田

将和

テーマ：精神発達遅滞における染色体構造異常
④プロジェクト研究部門（受入，中間，延長，終了）審査
１）新規受入：なし
２）中
①西山
３）延
①池田

間：
正彦チーム（国際医療センタートランスレーショナルリサーチセンター）
長：
正明チーム（埼玉医科大学医学部生理学）

②佐々木康綱チーム（国際医療センター臨床腫瘍内科）
４）終
①中村
②小山

了：
裕一チーム（埼玉医科大学病院血液内科）
勇チーム（国際医療センター消化器外科）

⑤プロジェクト研究部門
１）中村

参加チーム：7 チーム（順不同）

裕一チーム（埼玉医科大学病院血液内科）

研究課題：リンパ系腫瘍における染色体転座関連遺伝子の解析
２）小山

勇チーム（国際医療センター消化器外科）

研究課題：DNA マイクロアレイを用いたセンチネルリンパ節における癌細胞の生着転移に関与する異常発現遺
伝子の解析
３）池田

正明チーム（埼玉医科大学医学部生理学）

研究課題：マルチレポーターシステムの確立と概日時計機能の解析への応用
４）佐々木康綱チーム（国際医療センター臨床腫瘍内科）
研究課題：Pharmacogenomic information に基づいたがん薬物療法の適正化
５）西山

正彦チーム（国際医療センタートランスレーショナルリサーチセンター）

研究課題：新規創薬標的遺伝子の機能解析
６）津坂

憲政チーム（総合医療センターリウマチ・膠原病内科）

研究課題：① TCR ζ鎖 mRNA 3ʼUTR conservative sequence と全身性エリテマトーデス
②リウマチ性疾患における FaliaminA 発現の検討
７）鈴木

洋通チーム（埼玉医科大学病院腎臓内科）

研究課題：CCN2 の腎線維化促進作用機序の検討

4．評価と次年度目標
今後，更に臨床研究が深く関与し発展しつつあることを鑑み，共同研究がスムーズに遂行できるように配慮し，議
論を重ね，良い方向を目指して運営できるように努力したい．
①プロジェクト研究部門は７チーム参加している．基礎・臨床と平行しての研究にもかかわらず，一定の成果（報
告）を挙げていることは大変すばらしく，次年度もますます期待している．委員会としても，研究環境を整えて，
後押ししたいと考える．
②学術集会を 12 件開催した．日高キャンパスでの開催にもかかわらず，毛呂山キャンパスや川越キャンパスから，
多数の研究者や医師・看護師が出席してくれたことは有り難い．
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1．大学院
本大学院は，昭和 47 年医学部開学の後，昭和 53 年４月に開設された．高度で最先端の基礎的・臨床的医学研究
に従事し，豊かな学識をもつ優れた医学・医療の指導者を養成することを目標に掲げ，現在 1087 件の学位を授与し，
多くの医学・医療のスペシャリストを送り出している．
今年度は，昨年度からの新しい教員組織を基に運営を行い，引き続き近年の多様な教育形態に対応しながら魅力あ
る大学院づくりをなお策定中である．そして次年度は，平成 22 年度開設予定である修士課程設立に向け更なる整備
が必要となる．
活動報告については，大学院医学研究科委員会，大学院委員会，医学教育センター大学院教育部門に記す．

181

基礎医学部門

1．1）医学基礎（物理学）
1．構成員
赤間啓一（AKAMA, Keiichi）
：准教授：理論物理学 , 物理教育
赤羽

明（AKABANE, Akira）
：准教授：物理教育 , 物理学史

勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）
：准教授： 物理教育
向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）
：講師：場の理論 , 物理教育

2．教育
2-1．目的・目標：物理学は宇宙，生命など森羅万象の基本法則を探求し，化学，生物学，医学，工学など諸科学の
原理的基礎となる学問である．高度に発展した今日の医学・医療は，これら自然科学の成果に基づくものであり，そ
の原理・技術両面において物理学の基礎なしには成立しない．医学生に対する物理学教育の目的は，これを学ぶこと
により，幅広い判断力を培う教養の核とすると同時に，科学や医学の諸分野を学ぶための基礎とすることにある．
担当は教室員全員（赤間，赤羽，勝浦 , 向田）で共同または分担して行った．

2-2．教育内容

［物理学］自然科学の基礎（A1, A2 クラス各 10 コマ , ），医学の物理学 1, 2, 3（A1, A2, B 各クラス 29 コマ）のユニッ
ト及び物理学演習（A1, A2 クラス各 18 コマ）において，力学，弾性体，流体，熱学，電磁気，音・光，近代物理学，
物理の医学利用等の講義と演習の授業を行った．医学・生命科学に取材した題材を多数用いた．なお，A1, A2 クラ
スは高校物理未履修者，B クラスは高校物理履修者相当のクラスである．
［からだと生命の物理学］
（選択，16 コマ）選択必修ユニットにおいて，からだと生命の物理学を中心とする課題に
ついて基礎学習と課題研究の指導を行った．全体の約 1/4 の学生がこの科目を選択した．
［物理学実験］
（ガイダンス 1 コマ，A, B 各クラス 3 コマ / 回× 6 回）基礎科学実験 1 のユニットにおいて，基礎的
な 4 テーマと，advanced な 2 テーマ又は自主企画実験について実験指導を行った．なお，ここの A, B クラスは学籍
番号順による 2 分割である．
［コンピュータ実習］医学の数学 1 ユニットにおいてコンピュータの演習（12 コマ），医学の数学 3 ユニットにおい
てとコンピュータを利用した統計学の演習（A, B クラス各 3 コマ）の指導を行った．なお，ここの A, B クラスは学
籍番号順による 2 分割である．
その他人体の科学入門，ICM/PBL のユニットにおいてチューター等を担当した．
2-3．達成度：前年に引き続き 1）高校物理履修未履修による組分けと未履修組 2 組分けによる少人数教育，2）レポー
ト，小テストの添削指導，自学自習奨励，3）論理のアニメーションを用いた学習・教育システムの作成と適用，4）
選択物理学で，必修物理学の進度に即した個別指導，5）高校物理未履修者に対する演習の授業，6）電磁気学分野
の内容の改善などを行ない，成果があった．
2-4．自己評価と次年度計画：上記 2-3 の改善策は学生にも好評で，効果も上がっている．高校物理未履修者に対す
る演習は，大半の学生が参加し，成績にも向上が見られた．講義，演習で，論理のアニメーションを使ったパワーポ
イントによる演示とレポート，小テストの添削を組み合わせたシステムによる指導も，好評で，成績の向上が見られ
た．しかし，医学の基礎として必要な教育をするには，全時間数，講義時間（65 分）ともに不十分である．時間増
などの抜本的対策が必要である．電磁気学分野の内容が改善された．次年度は，生体機能を理解するための題材をよ
り多く取り込む．

3．研究
3-1．目的，目標
1）前年度に引き続き，Branworld（膜世界）上の Einstein 重力がどのように導かれるか検討する．特に量子効果
による誘導重力の定式化を整備し，その特徴を調べる．
2）ランダム系の統計力学に用いられる，レプリカ法を用いた解析方法の正当性を詳しく調べる．
3）超伝導体の電気抵抗測定の研究：超伝導の起源のメカニズムを明らかにするために，金属系（MgB2）や酸化
物系の超伝導体について電気抵抗測定から臨界温度データを収集する．
4）物理学教育：物理学学習教育デバイスとしてのコンピュータ活用の工夫の研究．
5）明治期における物理学受容過程：わが国における明治期における物理学受容過程を明らかにするために，主に
群馬大学図書館所蔵の資料を調査・分析により初等物理教育の実態を明らかにする．
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以下，3-2 〜 3-4 の 1）〜 5）は本節の 1）〜 5）の研究に対応する．
3-2．研究グループ
1）赤間啓一（埼玉医大）, 服部

孝（神奈川歯科大）

2）向田寿光（埼玉医大）
，坂元啓紀（日本大学理工学部）
3）赤羽

明（埼玉医大）

4）赤間啓一，赤羽

明，勝浦一雄，向田寿光（埼玉医大）

5）玉置豊美（株式会社 数理設計研究所）
，
赤羽 明（埼玉医大）
，高橋 浩（群馬大工学部）, 滝澤俊治（群馬大名誉教授）
，
所澤 潤（群馬大教育学部）
3-3．研究内容と達成度
1）4 次元時空が高次元時空（bulk）に埋め込まれた超曲面であるとする " 膜宇宙（braneworld）" 模型において，
膜宇宙上に重力場を動力学的に誘起する機構について理論的研究を行った．Riemann 座標を用いて，bulk も曲
がっている場合の誘導重力の定式化に成功した．
2）摂動展開をレプリカ法を用いて計算する方法の正当性を確かめた．摂動展開以外の近似方法について，正当性
を確かめる．
3）超伝導研究のために低温実験装置を用いて，基礎的実験データの収集と最近発見された MgB2 系試料の検討を
行なった．
4）前年に引き続き，画面上で式や図を動かして，物理学の論理を分かりやすく説明する学習・教育システムを作
成し，授業・自習に利用した．学生に好評で，学習に有効であるとの結論を得た．
5）明治期における物理学受容過程の研究―後藤牧太他著『小学校生徒用物理書』の位置づけ，とくに同書の使用
実績について，2005 年に群馬県勢多郡内の高等小学校での使用実績を確認した．また 2006 年 12 月，同県吾
妻郡中之条町歴史民俗資料館の展示物中に赤羽が発見した『物理筆記』が調査・分析から同書の上巻と判明，吾
妻郡でも同書の使用実績が有力となった．
3-4．自己評価と次年度計画
1）膜世界の Einstein 理論の誘導について知見が得られた．成果について物理学会で講演を行った．この研究につ
いて読売新聞の取材を受けた．次年度も更に研究を進める．
2）ランダム系で用いられるレプリカ法について，その数学的基礎を明らかにしたい．
3）超伝導研究のための基礎的実験を続けるとともに，新しい超電導物質，MgB2 系などについての研究を開始す
る予定である．
4）学生の意欲，成績の向上が見られ，成果があったと考えている．この方法は広く応用できることを確認した．
さらに研究を継続し，教育システムの内容のさらなる充実を図る．
5）明治期における物理授業に関する新資料『物理筆記』が新潟県村上市でも発見され，内容・著者などについて
調査・分析を予定している．

4．診療 該当なし
5．その他：
5-1．自治体，政府関連委員

有

日本学術振興会科学研究費委員会専門委員（赤間啓一）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員

有

埼玉医科大学雑誌編集委員（赤間啓一）
日本物理学会誌編集委員（赤羽明）
日本物理教育学会編集委員（勝浦一雄）
Progress of Theoretical Physics（理論物理学刊行会）, Physics Letters（Elsevier）査読（赤間啓一）
International Journal of Modern Physics A の論文査読（向田寿光）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
東京大学講義，物理学，中央大学大学院講義，素粒子論特論（赤間啓一）
東京都立科学技術高等学校スーパーサイエンスハイスクール運営指導委員（赤間啓一）
日本物理学会「医学系の物理教育」懇談会の世話人，「日本物理学会誌」編集委員（赤羽明）
日本物理教育学会理事，日本物理教育学会英文誌 ICEC 委員長（赤羽明）
ICPE2006 物理教育国際会議編集委員（赤羽明）
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日本物理教育学会編集理事（勝浦一雄）
学習院大学非常勤講師（数学）
（向田寿光）

6．業績
6-1．論文・学会発表
1）

論

文

原著 6 篇，学会発表 8 件．主要なものを以下に示す．

Arisato EJIRI, Masatoshi NAMIKI, Akizo KOBAYASHI, Tadayoshi TANAKA, Syu MATSUURA, Yasuo

SUZUKI, Minoru SATO, and Akira AKABANE,「Product of DVD Tool of Remedial Physics for the College
Students」, Proceedings of the International Conference on Physics Education 2006 - Toward Development of
Physics for All -（Journal of the Physics Education Society of Japan , Supplement 2008）p.142-143.
2）論文

Osamu AONO, Akira AKABANE, Keiichi AKAMA, Kazuo KATSUURA, Junji KINOSHITA, Mitsuho TANIMOTO,

Masaya SENGOKU, Hideo FUSAOKA, and

Hisamitsu MUKAIDA:「Present Situation and Problems of Physics

Education for Pre-medical Students in Japan -Viewpoints of IMPEMUJ-」, Proceedings of the International
Conference on Physics Education 2006 - Toward Development of Physics for All -（Journal of the Physics
Education Society of Japan, Supplement 2008）p.128-129.
3）論文

赤間啓一，赤羽明，勝浦一雄，向田寿光：動く式で科学を伝える―動画言語―，大学の物理教育，第

14 巻第 2 号 2008 年 p.62-66.
4）論文

高橋

浩，赤羽

明，所澤

潤，玉置豊美：『上野教育会雑誌』から探る群馬県で展開された明治中期

における科学・理科教育の実態，日本科学史学会 55 回年会，電気通信大学調布キャンパス，研究発表講演要旨集 ,
（2008.5.24-25）,
5）論文

Toyomi Tamaki, Hiroshi Takahashi, Akira Akabane, Toshiharu Takizawa, and Jun Shozawa,「Easy to Prepare

Experiments for Science Lessons」, Proceedings of the International Conference on Physics Education 2006 - Toward
Development of Physics for All -（Journal of the Physics Education Society of Japan, Supplement 2008）p.162-163.
6）学会発表

赤間啓一 , 服部孝 , 曲がった bulk での brane induced gravity, 日本物理学会 2008 年秋季大会 , 2008

年 9 月 20 日 , 山形 .
7）学会発表

赤間啓一 , 服部孝 , brane induced gravity の場の理論的模型 , 日本物理学会第 64 回年次大会 , 2009

年 3 月 30 日 , 東京 .
8）学会発表

向田寿光 , 坂本啓紀，摂動論におけるレプリカ法の正当性 , 日本物理学会第 64 回年次大会 , 2009

年 3 月 30 日 , 東京 .
9）学会発表

赤羽明（埼玉医大）
，所澤潤・高橋浩（群馬大学），玉置豊美（数理設計研究所），「明治 23 年頃の

高等小学校における物理学習についてー 2007 年に新潟県村上市で発見された生徒の物理ノートを中心にー」
，
第 12 回科学史学会西日本研究大会，桃山学院大学，2008 年 12 月 7 日 .
10）学会発表

赤羽明：群馬県の中之条町歴史民俗資料館所蔵『物理筆記』について，明治期教科書研究会主催シ

ンポジウム 2009 年 2 月 14 日，群馬大学荒牧キャンパス
6-2．獲得研究費 1）文部科学省科学研究費補助金基盤研究 C（2）, 課題番号 16500575, 玉置豊美（研究代表者）,
赤羽 明他 , 80 万円 .
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1）埼玉医科大学物理学教室セミナー , 講師 , 向田寿光 , 2009 年 3 月 13 日 .
2）赤羽が属する明治期教科書研究会（群馬大学）が日本大学理工学研究科植松研究室（物理学史）と共催で研究
会を開催した．
3）赤間が属する CBI 研究会（コンピュータ教育に関する研究会）は 10 回の例会を開催した．
4）赤間が属する中央大学・お茶の水女子大学合同素粒子論セミナーは 19 回のセミナーを開催した．

7．自己点検・評価
カリキュラム改革後，基礎科学，特に物理学の教育について 2-4 で述べたような対策は一応の成果をあげているが，
十分とはいえない．学生の学習の時間が十分確保されるよう努力し，また，生物・医学に関連した物理学の題材をもっ
と多くして，
学生が勉強する上でよい動機付けにしたい．当教室で先駆的研究を行なって来た「膜宇宙」の概念は，
近年，
素粒子の世界や宇宙のなりたちを解明するためのひとつの有力な仮説として広く研究され，新たな進展を見せている．
3 月，読売新聞の取材を受けたが，素粒子論，宇宙論の特集記事で取り上げられる予定である．群馬大学で発見され
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た資料による明治期からの物理教育の実態の解明は，現在，将来の教育の進展に大いに貢献するものと期待される．
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1．2）医学基礎（化学）
1．構成員
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：教授：分子認識，医学部における化学教育
磯部正良（ISOBE, Masayoshi）
：准教授：有機化学
森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）
：講師：無機化学，有機化学
鈴木

勝 （SUZUKI, Masaru）
：非常勤講師：埼玉医科大学短期大学教授：神経化学

2．教育
2-1．目的・目標
「医学の基礎」コースにおいて「医学の化学」および「基礎科学実験 2（化学実験）」の講義 , 実習を行っているが，
この 2 つは我々が担当する主要な科目である．「医学の化学 1」では，1 学期において，物質の性質（物性）や変化（反
応）を理解するのに必要な化学量論的考え方を習得しつつ , 物理化学の基本的な原理を日常的な現象に即して学ぶこ
とを目的としている．また，2 学期の「医学の化学 2」では生物無機化学及び環境医学の観点から無機物質の構造と
性質を学ぶ．
「医学の化学 3」においては，
生体を構成する物質を学ぶ上で重要な有機化学の基礎的な知識を身につけ，
簡単な構造式をもとに，分子レベルで化合物の構造や性質の違いについて説明できるようになることを目的としてい
る．選択必修科目を含む他の科目については，医師もしくは医療従事者としての一般的な教養を身につけることを目
的とした．
2-2．教育内容
「人体の科学入門 1」
（1 年，10 時間，磯部担当）
別途記載参照
「自然科学の基礎」
（1 年，10 時間，磯部，吉田担当）
1 学期の初めに，高等学校で化学を履修していない学生を対象に，高校化学教科書のおもな項目のうち医学部の学
習を始めるのに当たって特に必要と思われる項目を選び，講義形式で授業を行った．評価は授業への出席状況とレポー
ト提出により行い , 履修者全員を合格とした．
［医学の化学 1：物理化学］
（通年，1 年，8 時間，磯部担当）
内容は，生体反応のエネルギー，エントロピー増大則，化学平衡，生体反応の速さについてである．講義は，107
名の 1 クラス編成で行った．1 学期末の定期試験の結果 , 全員が合格した．
「医学の化学 2（無機化学）
」
（1 年，9 時間，吉田担当）
生物無機化学及び環境医学の観点から，
生体中及び環境中における無機物質の働きについて理解することを目標に，
以下の点について講義した．すなわち，
（1）
無機物質の構造と性質，
（2）典型元素と遷移元素，
（3）錯体の構造と性質，
（4）
生体中及び環境中における無機物質の働きの 4 点である．定期試験により成績評価を行い，履修者全員を合格とした .
「医学の化学 3（有機化学）
」
（1 年，10 時間，森口担当）
内容は以下の 3 点である．
（1）主な官能基の名称と各種化合物（アルカン，アルケン，アルキン，ベンゼン化合物，
アルコール，エーテル，アルデヒド，ケトン，カルボン酸，エステル，アミン，アミド）の化学的性質について説明
できる．
（2）
国際基準である IUPAC 命名法にもとづいて化合物が命名でき，また逆に化合物名から構造式が描ける．
（3）
立体配座，幾何異性体，ならびに共鳴構造について説明できる．講義は，107 名全員の 1 クラス編成で 10 回講義を
行った . 定期試験を行った結果，107 名中 11 名が再試験該当者となったが，再試験後，全員を合格とした．
［基礎科学実験 2（化学実験）
］
（1 年，37 時間，磯部，吉田，森口，鈴木担当）
実験を通して，化学現象に対する観察眼を身につけるとともに，ガラス器具，分析機器，試薬等の実践的な操作方
法について学ぶことを目的としている．テーマは基礎医学や臨床医学と関係が深いと考えられる，「緩衝溶液の調製
と pH 測定」
，
「再結晶と融点測定」
，
「紫外可視吸収スペクトルによる平衡定数の測定」,「赤外線分光法による医用
プラスチックの構造解析」
，
「TLC による風邪薬成分の分析」，
「缶飲料の HPLC 分析（高速液体クロマトグラフィー）
」
の 6 つについて行った．実験のクラス編成は，A クラス（53 名，24 グループ），B クラス（54 名，24 グループ）
に分け，
「基礎科学実験 1（物理学実験）
」と隔週交代で行った．成績は毎回の実習終了時に提出するレポートと実習
中の態度を総合的に評価し，107 名全員を合格とした .
［くすりの歴史］
（1 年 2 学期，9 時間，磯部担当）
西洋と日本の「くすり」の簡単な歴史を学び，医学生としての基礎教養を培うことを目的とした．（内容）西洋と
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日本の古代から現代までの簡単なくすりの歴史を学んだ．なお，講義以外に 1 回の実験（ルミノールの発光）を行っ
た．履修者は 31 名であった．
（評価）レポート，出席率 , 授業態度を総合的に評価して，全員合格とした．
［プレゼンテーションの進め方］
（2 年，9 時間，森口担当）
2 年生の選択必修科目として，1 名が履修した．学会や講演会における講演の手法を身につけることを目的とし，
PowerPoint を使って効果的なプレゼンテーションができるように指導した．出席状況，レポート提出，プレゼンテー
ション実演による評価を行い，履修者 1 名を合格とした．
［細胞生物学 1］
（1 年，10 時間，磯部，吉田，森口担当）細胞生物学 1 コース運営教員の方針のもと , 講義担当責
任者及び講義担当教員として , 教科書「エッセンシャル細胞生物学 第 3 章 エネルギー , 触媒作用 , 生合成」の部分を
担当し , 学生を指導した . 詳細については医学基礎学科各科目・各教室の記載参照
［臨床入門 / PBL］
（1 年 , 新入生オリエンテーションにおける早期体験実習を含む）
，54 時間，磯部，吉田，森口担当
別途記載参照
［臨床入門 / PBL］
（2 年，15 時間，森口担当）
2 年生「臨床入門 / PBL」の「外来付添い実習 / 診察の基本 1」におけるいくつかのローテンションテーマのうち，
「プレゼンテーション」を森口が担当した . 目的は，プレゼンテーションの基本構成を学び , 発表技能を向上させるこ
とであるが，将来における患者さんへの情報提供やチーム医療におけるプレゼンテーションをスムーズに行うことが
できるようになるための前段階としての役割を担う．内容は，以下の 2 点で行った．（1）プレゼンテーションの意
義と手法について学んだ．
（2）ある新聞報道記事を 1 分以内に PowerPoint でまとめて，一人ずつプレゼンテーショ
ンを行い，技能評価を行った．
［無機化学］
（保健医療学部健康医療科学科，2 年，前期，30 時間，森口担当）
「無機化学」は，保健医療学部健康医療科学科 2 年生の選択科目で，各元素の単体，無機化合物の構造や性質を学び，
生理活性，生体関連物質，医薬品の基礎的な知識を習得することを目的とした．内容は以下の 4 点で行った．
（1）
原子軌道に基づいた各元素の電子配置，
（2）各元素の化学的・物理的性質，（3）生体必須元素，（4）金属錯体の命
名と構造．また，講義中は，板書だけでなく，理解を深めるために演示実験も行った．中間試験と定期試験を行った
結果，履修者 7 名全員を合格とした．
［無機化学実習］
（保健医療学部健康医療科学科，2 年，前期，45 時間，森口，山田担当）
「無機化学実習」は，保健医療学部健康医療科学科 2 年生の選択科目で，目的は，実習を通して，試薬，器具，機器
の基本的な使い方を習得し，無機物質の性質や反応性を観察することにより，日常生活や医薬への応用について理解
を深めることにある．内容は，以下の 7 つのテーマについて行った．（1）使い捨てカイロの化学，（2）グリシン銅
錯体の合成，
（3）マイクロカプセルをつくる，（4）活性炭による酢酸吸着平衡の測定，（5）過酸化水素の性質，
（6）
アンモニアソーダ法，
（7）モリブデンブルー法による市販炭酸飲料中のリン酸イオンの定量．出席回数，実習態度，
レポート内容を総合的に評価した結果，履修者 6 名を全員合格とした．
2-3．達成度
全科目において，過不足なく講義を行うことができたので，ほぼ 100% の達成度と考える．
2-4．自己評価と次年度計画
前年度と同様，20 年度も「医学の化学 1（物理化学）」，
「医学の化学 2（無機化学）」，
「医学の化学 3（有機化学）
」
の 3 ユニット構成で行い，ユニットごとに別々の教員が講義を担当するスタイルをとった．また，
「医学の化学 3（有
機化学）
」では，化合物の構造式や命名をノートに描かせるため板書中心の講義スタイルであったが，さらに理解を
深めるため，プリント資料の配布，分子運動のコンピュータシミュレーション，分子模型を用いたプレゼンテーショ
ンも行った．他の講義，実習については，特筆すべき変更点はなかったと思われるが，今後も学生が関心を示し，理
解しやすい講義や実習を行うことを念頭におきたいと考える．

3．研究
3-1．目的・目標
磯部正良：チオ尿素誘導体の展開としてのセレン化合物の物性の探究
森口武史：無機物質（ヒドロキシアパタイト，シリカゲル）を利用した水環境の浄化
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
森口武史：太平化学産業（株）および富士シリシア化学（株）との共同研究
3-3．研究内容と達成度
森口武史：以下の 2 つのテーマについて行った．（1）ヒドロキシアパタイトの金属交換能と分子吸着および触媒へ
の応用についての研究（太平化学産業（株）との共同研究）．達成度 80%．（2）金属担持シリカゲルへの腐植物質
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の吸着とその応用についての研究（富士シリシア化学（株）との共同研究）．達成度 90%．
3-4．自己評価と次年度計画
森口武史：昨年度と同様，いくらかの進展がみられた．次年度も改良を加えてさらに充実した内容にして行きたい .

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体 , 政府関連委員会 なし
5-2．学術誌 , 編集委員 , 査読委員
森 口 武 史：Phosphorus Letter（ 日 本 無 機 リ ン 化 学 会 ） 編 集 委 員．.J. Hazard. Mat.（Elsevier）1 件，J. Colloid
Interface Sci.（Elsevier）1 件を査読 .
5-3．その他 , 社会あるいは医学貢献に関わる業務
それぞれの構成員が，
学内における医学教育及び医学研究に関する各種委員会委員として出席し，またユニットディ
レクターとしてユニットの運営に携わった．

6．業績
6-1．論文・学会発表
［論文］
（1）Takeshi Moriguchi, Souhei Nakagawa, Fumihiro Kaji, Reaction of Ca-deficient Hydroxyapatite with Heavy
Metal Ions along with Metal Substitution, Phosphorus Res. Bull. vol. 22, p.54-60（2008）.
［学会発表］
（1）Takeshi Moriguchi, Souhei Nakagawa, Fumihiro Kaji. Using Fe（III）-substituted Hydroxyapatite as an
Adsorbent and a Photo-Fenton Catalyst for Clariﬁcation of Stained Water. 5th International Conference Interface
Against Pollution. June 1-4, 2008, Kyoto, Japan.
（2）森口武史，中川草平，鍛冶文宏．鉄置換型ヒドロキシアパタイトを用いた水中における農薬の光フェントン
分解反応．第 18 回無機リン化学討論会．平成 20 年 10 月 7-8 日，奈良．
（3）森口武史，矢口和彦．マグネシウム担持シリカゲルの腐植物質吸着における表面修飾の影響．第 24 回日本腐
植物質学会講演会．平成 20 年 11 月 4-5 日，札幌．
（4）森口武史，坂本安，中川草平，鍛冶文宏．鉄置換型ヒドロキシアパタイトを触媒としたアトラジンの光フェ
ントン分解反応．日本化学会第 89 春季年会．平成 21 年 3 月 27-30 日，船橋．
6-2．獲得研究費
森口武史：平成 20 年度科学研究費補助金（基盤研究 C）．研究課題名：鉄置換型ヒドロキシアパタイトを利用し
た水中溶存有機物の光フェントン分解反応（前年度からの継続課題）．課題番号：19550153．65 万円．
6-3．受賞 なし
6-4．特許・実用新案

なし

6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績 なし

7．自己点検・評価
森口武史：教育面では，講義中はパソコンを用いて視覚的に印象づけられるように説明し，特に，医学の化学 3（有
機化学）では，教科書の章末問題の解答を学内 HP にアップロードし，学生が自主的にダウンロードして勉強できる
ようにした．学生からの質問にも適宜対応することができたと思われる．研究面では，前年度からの継続課題で科研
費を獲得することができたため，充実した研究内容となったと思われる．その成果を学会発表 4 件，学術論文 1 報
という形で残すことができた．
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1．3）医学基礎（生物学）
1．構成員
上原政治（UEHARA, Seiji）
：教授：集団遺伝学
菅原

隆（SUGAWARA, Takashi）
：准教授：行動生理学

山崎芳仁（YAMAZAKI, Yosihito）
：准教授：脊椎動物の神経解剖学
小川宏人（OGAWA, Hiroto）
：講師：無脊椎動物の神経生物物理学
＊平成 20 年 9 月 30 日付き退職，同年 10 月 1 日付き北海道大学へ准教授として転出
川村勇樹（KAWAMURA, Yuki）
：助教：神経化学
＊平成 20 年 10 月 1 日付き医学教育センターから配置転換

2．教育
2-1．目的・目標：生物学教室では，生物学教室以外の教室と連携した教育と，生物学教室独自の教育を担当した．
前者では「細胞生物学コース 1」を，後者では高校で生物学を履修しなかった学生を対象とした生物学の補習授業を
行った．以下，個々に概説するが，いずれも医学教育に必須の生物学的な知識と関連領野の基本知識を与えることを
目的としている．この目的を補完するために，臨床入門／問題基盤型学習および医学セミナーも担当した．
2-2．教育内容
1）
「細胞生物学コース 1，ユニット 1 〜 3」，必須科目：上原政治，菅原隆，山崎芳仁，小川宏人，川村勇樹．平
成 19 年度から 1 コース 3 ユニットとなったコア科目である．内容的には 18 年度までの 1 コース 1 ユニットと
同じである．生物学教室の他に医学基礎学科の化学，分子生物学，生化学，微生物学，免疫学，生理学，薬理学，
解剖学，およびゲノム研，合計 10 学科・研究センターがこのコースの指導に当たった．本コースは学生に自学
自習の習慣を身につけさせるとともにプレゼンテーションの方法についても早期に訓練することを内容としたも
のである．本コースの内容の特色は，生物学教室と上記の各学科・センターが 18 回の講義のうち数回を担当し
て学生を指導し，
学生に自ら講義させるという点にある．このようなやや特殊な講義形式を円滑に進めるために，
教科書として " 第 2 版 Essential 細胞生物学（南江堂）" を用い，他に上原がガイドブックを副教材として作成し
た．上原がコースディレクター（CD）を務め，禾泰壽（分子生物学・教授）がユニット 1 の UD，山崎がユニッ
ト 2 の UD，菅原がユニット 3 の UD，小川と守屋修（微生物学・助教授）が CD 補佐となって，この 6 名で本コー
ス全体を掌握して教育効果を高めるように工夫した．学生の講義の時にはこの 6 名と川村が出席して質問，補
足を行って理解を助けた．また，
講義担当学生の準備の日には，担当以外の学生に予習講義を 6 名が分担して行っ
た．
2）
「人体の科学入門 2（医学セミナー）
」
（
「医科学への道すじ」コースのユニット）：菅原隆がユニットディレクター
を務め，学生を 16 班に分けて生物の上原，菅原，山崎と基礎医学の教員がテュータとなり，医学関連のテーマ
について各班ごとに調査，学習を積み重ね，合同発表会を開催した．
3）
「自然科学の基礎（生物学）
」
：山崎．高校での理科の履修状況が学生によって様々なので，医学の学習に必要
な自然科学の概念を拡大するために平成 18 年度から「自然科学の基礎」ユニットが開講された．具体的には物理，
生物，化学のうちから学生が高校で履修していない科目を指定して 4 月に集中的に 10 時限を受講させた．生物
学では，高校生物の教科書を用いて，講義と演習を行った．毎回，レポートの提出を求め，添削して返却した．
4）山崎は 1 〜 3 学年の PBL/ICM の UD 補佐として運営を補佐した．
5）この他に，教室全員が PBL を担当した．また，総合試験と卒業試験の作成にも協力した．
6）川村は 1 〜 4 学年の PBL/ICM の UD 補佐および 2 〜 4 学年の医学英語の UD 補佐を務めた．
2-3．達成度
1）
「細胞生物学 1」
：本コースを通じて学生は，細胞に関する基本的な理解を得ることができ，また自学自習の習
慣がついたと思われる．プレゼンテーションについても格段の進歩を遂げている．これ以外の選択科目において
も，各担当教員が意図した効果をあげたと思われる．
2）
「人体の科学入門 2（医学セミナー）
」
：学生の自主性に任せながらもテュータとして適切なアドバイスを与えて
指導し，満足度の高い発表ができた．
3）
「自然科学の基礎（生物学）
」: 高校で生物を履修しなかった学生はこの補講で医学に必要な生物学の基本的な
概念を習得できた．
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2-4．自己評価と次年度計画
1）
「細胞生物学 1」
：学生による講義に生物学教室の 4 名と禾，守屋が毎回出席して，学生の理解を深めるように
工夫した．さらに，各教室から提出された小テスト問題や期末試験問題をすべてブラッシュアップしてテストを
実施したので，学生に満足度の高い教育効果を与えたと自己評価している．次年度では，学生指導，試験の難度
と内容をさらに工夫していっそう教育効果を高めたい．
2）
「人体の科学入門 2（医学セミナー）
」
：テーマを「細胞生物学 1」「人体の構造と機能 1」「良医への道 1」で学
習した内容から学生が自主的に選定して，調査し，まとめて発表するという形式で，受け身の授業とは異なる主
体的な取り組みを学生に経験させることで，自己学習能力の涵養に役だったと自己評価している．年々内容も充
実しており，次年度も続けていきたい．
3）
「自然科学の基礎（生物学）
」: この講義は生物を履修しなかった学生に「細胞生物学」コースおよび「人体の
構造と機能」コースの学習に必要な概念を与えることを目的としている．この講義によってそれぞれのコースの
理解が容易になったと高く評価する学生も多いことから，この目的はある程度達成できたと自己評価している．
次年度では，講義の最後に試験を行い，学生の理解度を測り，その後の指導に生かしたいと考えている．さらに
は，論理的な思考法も与えたい．

3．研究
3-1．目的・目標：生物学教室では，統一的な研究テーマを設定することを避けており，各教室員が独自にテーマを
設定している．これは生物学教室が 1 年生の基礎教育をおもに担当しているという面を考慮して，生物学の広い領
域をカバーするために人材を集めていることによる．以下，教室員個々について記載する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：1）上原政治：ヒトの量的形質の集団遺伝学的な解析．2）菅原隆：昆虫
の神経行動学．3）山崎芳仁：脊椎動物の神経解剖学．4）小川宏人：無脊椎動物介在神経細胞におけるシナプス入
力の統合演算過程とその可塑性のメカニズムの解明．5）川村勇樹：筋細胞に存在する巨大タンパク質コネクチンの
多様性についての探索．
3-3．研究内容と達成度
1）上原政治．教育や管理業務などに時間を割かれることなどによって十分な成果をあげることはできなかった．
2）菅原隆．昆虫の行動発現に関与する感覚系，中枢神経系の働きを形態・機能の両面から研究している．現在は
主としてコオロギの産卵行動について研究しているが，研究室移転により研究環境が十分に整わず，成果は上げ
られなかった．
3）山崎芳仁：脊椎動物の神経解剖学：日本固有種であるアカハライモリを材料としている．これまで抗グリア線
維性酸性タンパク質抗体で染色される脳内の細胞を観察してきたが，今年度は抗ビメンチン抗体で染色される細
胞を観察した．本研究は本学解剖学教室との共同研究である．
4） 小 川 宏 人： 平 成 18 年 度 に 明 ら か に し た， コ オ ロ ギ 気 流 感 覚 系 に お け る 巨 大 介 在 ニ ュ ー ロ ン（Giant
interneurons: GIs）10-2 と 10-3 の情報抽出アルゴリズムの違いについての研究過程で，尾葉に同一方向から連
続して気流刺激を与えたとき GI8-1 や 9-2 は方向依存的に応答性が減少するが，GI10-2 は方向感受性カーブの
形状を保持したまま，全体的に応答性が低下することを見出した．おそらく 8-1 や 9-2 と 10-2 では誌興奮時の
細胞内カルシウム蓄積の減衰時定数が異なることが原因であると考えられ，現在解析中である．
5）川村勇樹：筋細胞に存在する巨大タンパク質コネクチンの多様性についての探索を再開し，クラゲ筋組織での
コネクチン様タンパク質の存在を追求している．本研究は山形大学理学部生物学科との共同研究である．
3-4．自己評価と次年度計画：教育の負担が重いにも関わらず．相当の成果を上げていると思っている．本部キャン
パスに移転したのに伴い，平成 19 年度では研究室の確保が難しくなった．次年度においては，研究室の環境の整備
が最大の課題である．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
該当なし
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5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
①菅原隆：国際生物学オリンピック日本委員会・作題委員として，問題作成に携わった．

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文と学会発表の総数：4）
代表的な論文
①猪股玲子 , 今田正人 , 山崎芳仁 , 中村裕昭 .
による検討（続）− . 解剖学雑誌

日本産アカハライモリ脳のグリア細胞について−抗 Vimentin 抗体

2009；84

suppl.：177

著書
②管原隆．産卵の仕組み，昆虫ミメティックス〜昆虫の設計に学ぶ〜，pp.819-826，下澤盾夫・針山孝彦監修，
（株）
エヌ・ティー・エス，2008
③小川宏人．ミツバチの針刺し機構，昆虫ミメティックス〜昆虫の設計に学ぶ〜，pp.827-830，下澤盾夫・針山
孝彦監修，
（株）エヌ・ティー・エス，2008
代表的な学会発表
④猪股玲子 , 今田正人 , 山崎芳仁 , 中村裕昭 .

日本産アカハライモリ脳のグリア細胞について−抗 Vimentin 抗体

による検討（続）− . 第 114 回日本解剖学会総会・全国学術総会 , 2009 年 3 月 , 岡山 .
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
なし

7．自己点検・評価
生物学教室は 1 学年の教育をおもに担当しているために，教育に対する負担が過重となっている．それにも関わ
らず，研究面においても相当の成果を上げていると自己評価している．次年度においても，教育と研究のバランスを
とっていきたい．
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1．4）医学基礎（英語）
1．構成員
笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）
：准教授

川端一男（KAWABATA, Kazuo）
：客員教授
川島

祝（KAWASHIMA, Hajime）
：非常勤講師：埼玉医科大学短期大学教授（基礎教育）

Michael Gilroy 非常勤講師
Martin Woodall 非常勤講師

2．教育
1）医学の基礎コース・英語ユニットの教育目標
グルーバルコミュニケーションの時代に活躍できる医療人が求められる状況において，国際共通語としての英語の
必要性は益々重要となっている．そのような社会状況に対応した実践的な医療の領域で活用できる英語能力の基礎を
養うことを目標とする．医学基礎における英語は，特に 1 年次の英語教育にかかわる．中等教育から高等教育への
橋渡し，さらには生涯教育の方向付けの観点から，現代の標準的な英語を読み，聴き，話し，書く技能を統合的に高
めるとともに，医療に従事する上で必要となる英語の知識と技能を伸長するための自律的な学習習慣を育成すること
に重点を置いている．
2）ユニットの実施内容
（1）1 年次「医学の基礎コース（英語ユニット）」
平 成 20 年 度 は， ユ ニ ッ ト と し て の 英 語（「 英 語 1」，「 英 語 2」，「 英 語 3」 と 学 期 ご と に 設 定 ） を , Oral
communication，Reading，Writing, Extensive の 4 つのサブユニットに分けて実施した．これらはユニットとして
統合的に扱われることはいうまでもないが，それぞれの領域での重点を明確にするとともに，自律的な学習者育
成の観点から，個に応じた英語力の向上を図るためでもある．「医療の目的に特化した英語（English for Medical
Purposes）
」のスタートとして，その基礎となる「アカデミックに特化した英語（English for Academic Purposes）
」
を 目 標 と し た 英 語 力 を 身 に つ け る た め に は． ク ラ ス サ イ ズ を で き る だ け 小 さ く し て，ICT（Information and
Communication Technology）環境を活用しながら，発信を重視した学習活動を行うこととした．さらに，医療情報
を英語で正確に読み取れる能力の育成や，実際に医療に携わる医師や海外での医療の現状を理解するための機会を可
能な限り提供することに努めた．
それぞれのサブユニットでは具体的には次のような学習活動を展開した．
・Oral communication
（担当：Gilroy, Woodall 非常勤講師，担当授業時数：1 学期 32，2 学期 30，3 学期 32 時間）
は，
学生を 4 分割し，週 2 回の同時開講少人数クラスとして，主として，ネイティブ・スピーカーが担当し，発音，
表現の定着練習，対話の反復練習，ロールプレイング，インタビュー，スピーチ等，aural/oral 練習中心の多角
的なコミュニケーション活動を行った．
・Reading（担当：川端客員教授，川島非常勤講師，担当授業時数：1 学期 14，2 学期 14，3 学期 18 時間）では，
週 1 回の分割クラスにより，
「医学英語入門」として，医学医療に関係する現代的なトピックを扱った教材を用
いて，日常生活で必要な基本的医学・医療関連語彙の拡充と定着を図りながら，英文読解技能を定着させるため
の速読・精読演習を行うとともに，概要を英語で説明し，関連するトピックについて自発的，発展的学習を促す
などの総合的な演習を行った．
・Extensive（担当：笹島准教授，
担当授業時数：1 学期 14，2 学期 18，3 学期 16 時間）では，医学英語の基礎として，
医学的な題材を扱うとともに，医療用語の学習の基礎を指導した．また，医療現場で実際に活躍する特別講師を
招き，講演などを定期的に実施した．
・Writing（担当：笹島准教授，担当授業時数：1 学期 18，2 学期 18，3 学期 14 時間）では，50 人を越える大
クラスのために，丁寧な指導は困難であるが，できるかぎり対応し，さらに効果的にするために自律学習を促進
し，かつ，互いに支援することによりアカデミックライティングの基礎を育成した．
※平成 20 年度は川端教授が退職したが，客員として Reading 授業を担当していただいた．しかし，英語授業コ
マ数が変わらず，人員の補充がなく，一斉授業をせざるを得なかった．また，英語教室としての予算が減少し，
e-learning システムの導入をやめ，TOEFL テストを年 1 回にして対応した．演習にもかかわらず 1 学年全員が
受講する授業を展開しなければいけないなど，満足できる環境ではなかったのが残念である．
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（2）その他のコース・ユニット
当教室の専任教員（笹島）は，
「良医への道コース」のうち，PBL・臨床入門に携わった．必要に応じてテューター
としての学生の指導を担当した．
3）達成度
ユニットを領域別のサブユニットに分け，学習の重点を明確にするとともに，総合的な実用英語能力の養成を図る
ことを前年同様に目的とした．担当教員の人的資源の不足と教材などの予算の不足はあったが，基本的にはこの枠組
みのもとで重点化と総合化が相互に機能し，予定した実績をどうにか達成することができたと考える．1 年次におい
ては，あくまでも実用英語能力の総合的養成と学習習慣の定着が優先すべき目的であるが，全体としてコミュニケー
ション 能力の重視の方針に加えて，医学英語入門として ESP に関連した内容を取り扱った Extensive（医療の領域を
幅広く取り上げた英語）や，基礎的な英語表現からリサーチペーパーの基礎となるアカデミックライティングまで，
英語を実際に書くという Writing や，Time などの医療に関連する記事を読む Reading などのサブユニットを導入し，
その一部として実生活に使用される健康・医療・医学用語の知識水準と運用能力定着の向上を図った．医療用語につ
いては，Extensive の時間に特に音声に留意して自律的に学習する姿勢を促し，例文集を作成するなど，グループで
活動し，互いの医療用語理解を図り，定期的にテストをすることで理解の確認をした．学生が保持しているノートパ
ソコンは授業の様々な場面で活用された．学習のためのリソースや情報はインターネットを通じて提供し，自己学習
の促進を図った．医学英語入門としての学習領域を含め，医療的な教材の総合的な学習と医療の基礎となる用語の習
得を促進したことは，学習動機や到達目標の水準を高める効果があった．この点を含めて，当該学年の学習領域や時
間配置はおおむね適切であったと考えられる．
4）自己評価と次年度計画
全体として英語ユニットの各サブユニット領域において，偏りなく教育効果を上げることができたと考えられる．ユ
ニットとしての総合評価に際しては，担当者相互の協力によって，共通の試験問題・評価基準の導入を含めて，評価
基準の統一と明示によって，的確な評価をすることができた．評価については，定期テストの結果だけではなく，平
常の授業内における評価も重要視し，総合的に判断できるように工夫した．さらに，学生の英語運用能力の測定と，
教育する側の教育効果の自己点検評価の一環として，学生も教員も達成度を目に見える形で認識するために，学年末
に TOEFL-ITP を実施した．学生には結果を通知し自己学習の動機付けや目標設定の指針として活用させることがで
きた．予算不足のために，年 1 回しかできなかったので，1 年間の向上を測定することはできなかったが，1 年を終
えた時点の学生個々の学力と教員の授業改善に役立てることができた．次年度においては，学生の英語能力のみなら
ず教育活動の評価資料の一部として，外部機関の客観的な評価基準を積極的かつ継続的に活用できるように努力して
いきたいと考えている．今後の課題として，クラスサイズの改善，コミュニケーション能力の習熟度に応じた層別指
導のシステムや，web を活用した e-learning の環境整備を再度整え，自律学習をさらに推進していくことなどがあ
げられる．大きな障害は人的資源の不足と予算がないことである．改善が期待される．

3．研究
1）目的・目標
英語教室の専任は一人となったため，次のような科目・教室としての固定した研究テーマを定めた．自律学習の推
進と，CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）を基盤とした英語の明確な到達度目標の設定である．それとともに，医
療分野における英語教育のあり方における課題研究を継続し，その成果を学内外の紀要・学会機関誌などに発表する
とともに，研究成果を授業実践や教材作成にも反映させるよう努めている．
2）該当なし
3）研究内容
個人別研究分野としては，笹島は小学生から社会人までの幅広い英語教育及び Languages for speciﬁc purposes
（LSP）
（特定及び明確な目的のための言語教育）を含む幅広い実際的英語教育研究を専門分野とし研究を継続してい
る．特に，今年度は，LSP 教員研修プログラム開発のための研究を中心として，ヨーロッパの言語教員研修を実践的
に研究し，授業においては，ヨーロッパで注目されている CLIL（Content and Language Integrated Learning）
（科目
内容と言語を統合した学習）を授業でも導入しようと研究を重ねている．さらに，言語教師認知という新しい学問分
野の開拓に努め，大学英語教育学会では言語教師認知研究会を主催し，日本でのこの分野の研究の中心的役割を果た
すようになっている．
4）自己評価と次年度計画
専任教員が，笹島一人になったことにより，個人の専門分野における研究は上記と重なる．それとともに，本学
の医学教育における英語教育の目標，学習ストラテジー，評価方法，教材開発等に関して積極的に取り組んでいる．
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特に新しい言語教育理論に基づく英語能力評価である CEFR の理念を導入し，グローバルスタンダードによる言語能
力の到達度を示し，そのための学習システムを構築しようと模索している．学習者の個人情報保護に配慮しながら，
ICT 環境の整備と有効利用も視野に入れ，本学の教育環境に適した学習者中心の学習システム，教育内容方法の改善
の研究開発に取り組んでいる．

4．診察 該当なし
5．その他 該当なし
6．業績
1-1）原著論文
①

笹島茂 .

CLIL と LSP.『大塚フォーラム 26 号』（大塚英語教育研究会 . リーベル出版）. 50-56,2008

② Sasajima, S. To Understand the Nature of EFL Teacher Cognition in Japan. JACET Summer Seminar Proceedings
No. 8. 29-33. 2008.
1-2）著書
③

笹島茂，サイモン・ボーグ 『言語教師認知の研究』東京：開拓社
.
. 2009

1-3）学会発表
④

笹島茂，小嶋英夫，大井恭子「言語教師認知研究と学習者の自律」. 全国英語教育会問題別討論会

テーマ「学

習者と指導者の学びと自律を促す英語教育」2008.
⑤

笹島茂 , 小嶋英夫 , 古家貴雄 , 千葉克裕 , 清水公男 .「英語教育における言語教師認知研究」JACET 全国大会シ
ンポジウム . 2008.

⑥

Sasajima, S. EFL teacher education and its inﬂuences on teacher cognition. IATEFL 42nd International Annual
IATEFL Conference and Exhibition Exeter University, Exeter, UK. 2008.

⑦

Sasajima, S. To understand the nature of EFL teacher cognition in Japan. JACET Summer Seminar. 2008.

2）獲得研究費
笹島茂，文部科学省科学研究費補助金研究

基盤研究 C 「ＬＳＰ教員研修を基盤とした実践的外国語（英語）教

員研修カリキュラムの構築」
（課題番号 20520515）（研究代表者）平成 20‐23 年 . 110 万円．
笹島茂，文部科学省科学研究費補助金研究 基盤研究 A「第二言語習得研究を基盤とする小，中，高，大の連携を
はかる英語教育の先導的基礎研究」
（課題番号 20242011）（研究分担者）平成 20‐23 年 . 1,300 万円．
3）該当なし
4）該当なし
5）該当なし

7．自己点検・評価
川端教授の退職により専任教員が 1 名となり，厳しい 1 年であった．授業の枠組み，指導内容の共有化，評価の
一元化と標準化などの課題は改善されてきたが，人員の不足により多少の支障が出た．分割クラス，同時開講授業で
は，川端客員教授の支援がありなんとか取り組むことができた．今後も教育技術や授業運営については，自己点検評
価とともに考えていく必要がある．英語は講義ではなく演習であるとの合意が確立したが，実態は人員の不足のため
に満足のゆく実践ができなかった．その点を反省して，少人数教育による学習者中心の授業運営を目指す．また，教
室及び機器整備に関しても，たびたびその充実をお願いしてきたが改善されなかった．この点についても改善を今後
も要求してよりよい授業を目指すべく努力したい．
学生は原則として個人用のノート PC を所有し，英語ユニットでも授業内外で利用を促進し，課題の提出や教材提
供あるいは授業方法等の改善などで活用している．今後は，マルチメディアを活用した授業形態を含め，インターネッ
トを活用した e-learning を通じて，教室単位の一斉授業の枠を超えて，個別的，自発的学習の機会を拡充するための
施設設備の整備拡充と効果的運用を促進したい．今後もさらに語学学習環境が他大学並みに整い，自己学習システム
などの導入が可能になるよう努力する．
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2．解剖学
1．構成員
中村裕昭（NAKAMURA，Hiroaki）
：教授：超微形態学，細胞生物学，発生学
永島雅文（NAGASHIMA，Masabumi）
：教授：臨床解剖学，伝導路の発生
穐田真澄（AKITA，Masumi）
：教授（中央研究施設形態部門，解剖学兼担），血管新生
駒崎伸二（KOMAZAKI，Shinji）
：准教授：発生生物学，細胞生物学
藤田恵子 (FUJITA，Keiko）
：准教授：細胞生物学，血管新生
山岸敏之（YAMAGISHI，Toshiyuki）
：講師：発生生物学
比留間民子（HIRUMA，Tamiko）
：講師：心臓血管系の発生解剖学
矢部勝弘（YABE，Katsuhiro）
：助教：肉眼解剖学
松本英子 (MATSUMOTO，Hideko）
：助教：神経系の細胞生物学
髙野和敬（TAKANO，Kazuhiro）: 助教：発生生物学
深澤幹典（FUKAZAWA，Mikinori）
：助教：肉眼解剖学
助手：米山克美（YONEYAMA，Katsumi）
，猪股玲子（INOMATA, Reiko）
実験助手：藤田一正 (FUJITA，Kazumasa）; 主任，亀澤一（KAMEZAWA, Hajime）
客員教授：山科正平（YAMASHINA，Shohei），松村讓兒（MATSUMURA, George）
非常勤講師：中島裕司（NAKAJIMA, Yuji）
，今田正人 (IMADA，Masato），近藤俊三 (KONDO，Shunzo），原一之
(HARA，Kazuyuki）. 専攻生：石塚京子 (ISHIZUKA，Kyoko），小野澤大輔 (ONOZAWA，Daisuke），堀江俊裕 (HORIE，
Toshihiro）
，宮脇佳子（MIYAWAKI，Yoshiko）. 特別研究生；安藤克己（ANDO，Katsumi）

2．教育
2-1．目的・目標
「人体の構造と機能 1，2」コース，
「細胞生物学」コース，
「良医への道 1」コース（医学概論・PBL・選択必修）
，
「医
科学への道すじ」コース（医学セミナー）を担当した．
教育活動の内容は基本的に前年度を踏襲しているが，各コースの概要はシラバスの記載に譲る．「人体の構造と機
能 1」では，3 つのユニットのディレクターは，永島，駒崎，藤田が務めた．コース全体の目標として，「ヒトの体
の全体像をそのなりたち（発生と進化）に基づいて把握する」，
「生命活動（構造に備わる機能）を観察（測定，
可視化）
する方法を理解する」の 2 点に集約した．
「人体の構造と機能 2」では，構造に関する系統的な知識を獲得し，正常
機能および病態生理の基本を理解することを目標として，論理的思考と実証精神を涵養することを特に意識した．細
胞生物学では，人体の基本単位である細胞の物質的基盤と，細胞の基本的な機能をイメージとして理解させると共に，
学生が自ら学習する態度・方法を獲得する事を目標とした．
2-2．教育内容 ( 担当者）
1 年生の「人体の構造と機能 1」では，中村（13 限；実習 6 限），永島 (29 限，実習 14 限），穐田 (8 限），駒崎（14 限，
実習 10 限）
，藤田（16 限 , 実習 14 限）
，山岸（2 限），比留間（5 限），山科（2 限）が講義ならびに実習を担当した．
人体組織学標本および動物発生学標本の顕微鏡観察，骨標本の観察，プラスティネーション標本の観察，身体診察の
体験など，実習・演習の学習機会を設けた．
「細胞生物学 1」コースでは，15 章「細胞内区画と細胞内輸送」
（駒崎，
山岸，比留間，髙野 ;10 限）と 21 章「組織の成り立ちとがん」（穐田，藤田，矢部，松本 ;10 限）を担当した．
「良
医への道 1」コースでは，永島が医学概論（1 限）
・PBL（4 限），藤田が PBL（2 限），山科が選択必修：生物学特論（10
限）を担当した．また，
「医科学への道すじ」コースでは中村・藤田が医学セミナー（14 限）を担当した．
2 年生の「人体の構造と機能 2」では，中村〔組織・発生（12 限，実習 3 限），腎泌尿器（1 限），生殖器（2 限）
〕
，
永島〔神経（17 限；実習 7 限）, 構造系実習（73 限）〕，穐田〔皮膚・運動器（3 限）, 循環器（2 限）, 構造系実習〕
，
駒崎〔消化器（10 限；実習 6 限）
，感覚器（9 限；実習 6 限）〕，藤田〔皮膚・運動器（3 限；実習 1 限），血液（3 限；
実習 1 限）
，循環器（3 限）
，構造系実習（72 限）〕，山岸〔腎泌尿器（5 限；実習 3 限），生殖器（8 限；実習 6 限）
，
構造系実習 72 限〕
，比留間〔呼吸器（7 限，実習 4 限），内分泌（5 限；実習 3 限），構造系実習 72 限〕が講義なら
びに実習を担当した．また，
「良医への道 2」コースでは，中村が PBL（2 限），比留間が PBL（2 限），山科が倫理学（9
限）を担当した．
大学院：実用実験医学特別講義（科目責任者：永島）
：授業担当として永島；肉眼解剖学と臨床医学（1 限），中村；
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電子顕微鏡技術（1 限）
．
2-3．達成度
以下のコースディレクター，コースディレクター補佐，ユニットディレクター，およびユニットディレクター補佐
を行った．人体の構造と機能 1 では，永島〈CD，UD〉，藤田〈CD 補佐，UD〉，駒崎〈UD〉．人体の構造と機能 2 では，
駒崎〈CD 補佐〉
，組織・発生 ; 中村〈UD〉
，比留間〈UD 補佐〉，皮膚・運動器；藤田〈UD〉，血液；藤田〈UD 補佐〉
，腎・
泌尿器；山岸〈UD 補佐〉
，呼吸器；比留間〈UD 補佐〉，循環器；藤田〈UD 補佐〉，内分泌；比留間〈UD 補佐〉，生殖器；
山岸〈UD〉
，消化器；駒崎〈UD 補佐〉
，感覚器；駒崎〈UD 補佐〉，神経；永島〈UD 補佐〉，構造系実習：永島〈UD〉
，
藤田〈UD 補佐〉
，山岸〈UD 補佐〉
．
教育用研究用遺体収集：平成 20 年度収集遺体数 51 体 ( 通算収集遺体数 1,700 体），構造系実習使用遺体数 30 体，
臨床系教室研修および研究用遺体数 15 体．埼玉医科大学篤志献体登録者 ( 平成 21 年 3 月末の登録者総数 1,944 名）
．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育における臨床実習の重要性が増す中で，基礎医学においても学生自身による主体的な学習を支援するカリ
キュラムが一層必要となる．個々の講義や実習の内容を精選して質を高めるとともに，効果的な画像資料や観察標本
を提供するなど，教育方略の工夫が求められる．教員は知識の伝達に留まらず，学生が体験を通じて理解し，考え，
言語表現できる能力を獲得することにさらに意を注ぐべきである．
統合カリキュラムの中では，授業担当者相互の意思統一とユニット間の連携が重要であり，解剖学の各教員がコー
スやユニットの全体設計を理解し，大局的な教育目標を共有することが求められる．

3．研究
研究業績の項目については「臨床解剖学・神経科学研究グループ」と「発生学・細胞生物学研究グループ」に区分
して記載する．
【臨床解剖学・神経科学研究グループ】
3-1．目的・目標
主要な研究課題は，1）肉眼解剖学，2）臨床解剖学，3）血管の器官形成，4）大脳皮質ニューロンの軸索伸長である．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．肉眼解剖学：総頚動脈の分岐の個体差に関する系統的分析，血管構造の破格例の解析
2．臨床解剖学：脊髄神経後枝の局所解剖学的解析・模擬手術と適合試験の展開
3．血管の器官形成：血管新生機序の解明と血管新生阻害薬の検討
4．大脳皮質ニューロンの軸索伸長：軸索ガイダンスにおける細胞内輸送機構の役割
3-3．研究内容と達成度
1．実習遺体での調査を継続し，検討対象を蓄積している（永島）．実習中に遭遇した左卵巣静脈と左腎下部実質
を連絡する破格静脈の一例を報告した（深澤）．
2．臨床解剖学は教育と研究の両面でコラボレーションに基づく学問領域である．この年度には，Moore & Dalley
の編集による "Clinical Oriented Anatomy" の「第 7 章

頭部」の翻訳に携わった．永島を中心に藤田恵子と松本

の協力を得て，欧米で多く読まれている標準的な教科書の邦訳を経験できたことは，臨床解剖学の教育・研究の
水準を高めるよい機会となった．
3．三次元血管新生培養モデルにおける血管新生関連因子とくに VEGF-VEGF receptor system について免疫組織化
学および DNA マイクロアレイ法を用いて解析をすすめ，研究成果を第 13 回国際組織細胞学会ならびに第 114
回日本解剖学会全国学術集会にて公表した（藤田）．
4．ハムスター新生仔由来の初代培養系を利用し，大脳皮質ニューロンにおいて軸索ガイダンス因子ネトリン -1
の引き起こす形態的変化を画像解析により調べた．糸状仮足数の増加と，それに続く軸索分枝数の増加が確認さ
れたとともに，ネトリン受容体 DCC がエキソサイトーシスにより軸索シャフト表面に移行し，そこでクラスター
を形成することが観察された．成果の一部は第 48 回米国細胞生物学会年会，第 114 回日本解剖学会全国学術
集会ならびに第 31 回日本神経科学大会で発表した（松本）．
5．埼玉医大 小児外科との共同研究により，培養モデルを用いて肝芽腫細胞に対する V-ATPase 阻害剤の影響につ
いて調べ，結果を第 45 回 日本小児外科学会学術集会で発表するとともに，原著論文として公表した（藤田）
．
3-4．自己評価と次年度目標
臨床解剖学に関する共同研究を継続してきた．今後も臨床現場から発想される検討課題をめぐり，対話の機会を重
視する．脊髄神経後枝の局所解剖，総頚動脈分岐部の個体差に関する知見を原著論文にまとめることが懸案である．
血管新生に関する実験は，三次元血管新生培養モデルを用いて血管新生調節因子の解析をすすめた．また，小児外科
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との共同研究では V-ATPase 阻害剤が肝芽腫細胞の増殖を選択的に抑制することから，V-ATPase 阻害剤を用いた肝
芽腫治療の可能性が示唆された．大脳皮質ニューロンの軸索伸長に関しては，軸索ガイダンス因子ネトリン -1 によ
りニューロンを刺激すると，その受容体である DCC が軸索表面においてクラスターを成すことを見いだした．次年
度はこの現象の生理的意義について，科学研究費補助金により導入した生細胞イメージング装置を活用し追究する計
画である．
【発生学・細胞生物学研究グループ】
3-1．研究目的
主要な課題は例年同様に，1）個体の発生過程における心臓・血管系の形態学的および細胞生物学的研究と，2）
初期発生および原腸胚形成機構の分子細胞生物学的研究，3）各種器官の比較発生学的研究である．その他，それぞ
れの持てる知識や技術を生かして学内外との共同研究など各自自由に行っている．
3-2．研究分野（研究プロジェクト）
1．両生類脳に関する基本的構造の解明（学内生物，日大との共同研究），Buerger 病動脈の病理形態学的研究（東
京医歯大との共同研究）
（中村，猪股，亀沢）
2．細胞内 Ca2+ イオン濃度調節機能の解明，初期発生および形態形成メカニズムの解明（駒崎；国内外の大学と
の共同研究）
3．先天性心奇形発症原因の解明，心内膜症形成過程で発現する遺伝子の解析（大阪市立大との共同研究）
（山岸，
米山）
4．ウズラ胚心臓における冠状血管系の形成過程を形態学的に明らかにする（比留間）
5．原腸胚形成に関する総合的研究（髙野；東京大学などとの共同研究）
3-3．研究内容と達成度
1．アカハライモリ脳について神経膠の同定を中間径ﾌｨﾗﾒﾝﾄの免疫染色と電顕を用いて試行し（達成度 60%）
，バー
ジャー病発症に歯周病菌と血小板が関与する可能性を超微形態学的に観察した（達成度 60%），アカハライモリ
舌筋の論文作成は継続中．
（達成度 85%；中村）
2．
（駒崎；達成度 70％）
3．心内膜床形成の初期過程で心内皮細胞を遊走させる遺伝子の機能の解析をおこなった．その結果，得られた遺
伝子と協調的に働く別の遺伝子の存在が推測された．（山岸，米山；達成度 70％）
4．冠状動脈の起始が形成される孵卵 6.5 日から孵化直前までのウズラ胚心臓において，血管鋳型 SEM 法により心
室中隔を走る冠状動脈の主枝の形成過程を明らかにした．（比留間；達成度 80％）
5．原腸胚期に単離した胚細胞にみられる自律的な細胞運動のしくみについて , 細胞内カルシウムイオン動態に注
目して解析を行った . その結果 , 各種カルシウムイオンチャネルを介した細胞内部からのカルシウムイオンの放
出が , 細胞運動の維持に深く関与していることが明らかとなった .（髙野；達成度 75％）
3-4．自己評価と次年度目標
1．イモリ脳については抗 Vimentin 抗体の免疫染色に成功した．さらに詳細な神経膠の立体構築について検討する．
Buerger 病発症の原因の一つと考えられる歯周病菌が血小板に in vitro で取り込まれる像を得たので論文にまと
め投稿した．さらに人体材料について検討する．（中村，猪股，亀沢）
2．目標ほぼ達成できた．
（駒崎）
3．心内膜床形成過程でおこる心内皮細胞の形質転換の初期過程を誘導する転写因子を単離できた．この転写因子
と協調的に働く因子を明らかにしたい．
（山岸，米山）
4．起始部が出現後の冠状動脈の形成過程に関するデータはほぼ集まったが，発生初期の冠状動脈の形成過程につ
いてまだ不明瞭な点が残っているので，次年度にはこの点を追究する予定である．（比留間）
5．細胞内カルシウムイオンが原腸胚の細胞運動に深く関わっていることが示された．次年度は , 細胞運動の制御
に関わるカルシウムチャネルの種類の特定 , および , 発生にともなう局在と機能発現の変化について解析を進め
る . また , 外部研究費の獲得も目指す .（髙野）

4．診療：該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員：該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員：
Anatomical Science International 誌 Managing Editor（永島）
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5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：
○大学・大学院非常勤講師：埼玉医科大学短期大学理学療法学科（穐田，村田，藤田恵，矢部，藤田一），大東文
化大学・スポーツ健康科学科（中村，山岸，比留間），明治薬科大学（永島）
○コメディカル非常勤講師：毛呂病院看護専門学校第一学科（中村），同第二学科（高野，猪股），埼玉医科大学医
療センター看護学科（矢部）
○学会役員：日本解剖学会評議員（中村，永島），日本顕微鏡学会評議員および関東支部幹事（中村），臨床解剖研
究会世話人（永島）

6．業績
【臨床解剖・神経科学研究グループ】
6-1．論文・学会発表；原著論文 1，著書 1，学会等発表総数 ( 国外 ;2，国内 ;9）
1．永島雅文 . 臨床のための解剖学：頭部 . メディカル・サイエンス・インターナショナル
2．Morimura T, Fujita K, Akita M, Nagashima M, Satomi A. The proton pump inhibitor inhibits cell growth and
induces apoptosis in human hepatoblastoma. Pediatr Surg Int. 2008;24: 1087-94.
3．Akita M, Fujita K, Murata E, Shindo H, Kaneko K. Immunohistochemistry and DNA profiling of VEGFs and
VEGFRs during angiogenesis in vitro. XIII International Congress of Histochemistry and Cytochemistry. Aug.
2008. Poland.
4．藤田恵子，田中嘉代子，小松久美子，松本幸子，穐田真澄，永島雅文 . 血管新生における VEGF-VEGF receptor
system, とくに neuropilin-1 の遺伝子発現と免疫組織化学的局在 . 第 114 回日本解剖学会全国学術集会，2009
年 3 月，岡山 .
5．Matsumoto H, Nagashima M. Imaging analysis of the eﬀect of netrin-1 on the distribution of its receptor DCC
at the surface of axon shafts in hamster primary cortical neurons. The 48th Annual Meeting of the American
Society for Cell Biology, December 2008, San Francisco, USA.
6-2．研究補助金
1．松本英子（代表）
：文部科学省・科学研究費補助金，若手研究 (B）；「ネトリン受容体 DCC の細胞表面移行を介
した大脳皮質ニューロン軸索分岐の調節」課題番号 19790157．130 万円．
【発生学・細胞生物学研究グループ】
6-1．論文・学会発表；原著論文 5，著書 0，学会等発表総数 ( 国外 ;1, 国内 ;6）
1．Cai C, Masumiya H, Weisleder N, Pan Z, Nishi N, Ko JK, Komazaki S, Takeshima H, Ma J. MG53 regulates
membrane budding and exocytosis in muscle cells. J Biol Chem. 2009;284:3314-3322.
2．Li X, Iwai T, Nakamura H, Inoue Y, Chen Y, Umeda M, Suziki H. An ultrastructural study of Porphyromonas
gingivalis - induced platelet aggregation. Tromb Res. 2008;122:810-9.
3．Sakabe M, Sakata H, Matsui H, Ikeda K, Yamagishi T, Nakajima Y. ROCK1 expression is regulated by TGF β 3
and ALK2 during valvuloseptal

endocardial cushion formation. Anat Rec 291:845-857. 2008

4. 髙野和敬，小畑秀一，生沼勉，中村裕昭．イモリ原腸胚外胚葉細胞にみられる細胞運動と細胞内カルシウムシ
グナリング．第 114 回日本解剖学会総会，2009 年 3 月，岡山．
5．比留間民子，中村裕昭．ウズラ胚心臓における冠状血管の初期発生．第 114 回日本解剖学会総会総会．2009
年 3 月，岡山．
6-2．研究補助金
1．山岸敏之（代表）
：日本学術振興会・科学研究費補助金，基盤研究（C）；「心臓発生過程でおこる心内膜床形成
での Wnt と骨形成因子（BMP）の協調作用機構」課題番号 18590173，100 万円．
2．中村裕昭（分担）
：日本学術振興会・科学研究費補助金，基盤研究 (C），研究代表者（井上芳徳講師，東京
医科歯科大学大学院）
；
「大動脈粥状硬化病巣への歯周病の関与と血小板凝集の影響についての研究」課題番号
19591476，195 万円．
3．駒崎伸二（代表）
：鉄鋼業環境保全技術開発基金；「亜鉛等の重金属が生態系に及ぼす影響の細胞生物学的な評
価」150 万円．
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし
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7．自己点検・評価
1，2 年生の「人体の構造と機能」では，解剖学の知識や概念を学ぶことと，実習の場で自ら体験することを支援
している．講義で語られる内容は，事実を誤りなく伝えることと見方や考え方を提示することが含まれ，教員の生命
観や自然観が反映される．臨床医学の基盤としての解剖学は，診断や治療に応用される個々の事実の集積のみならず，
探究心と実証精神に基づいて生命現象を理解しようとする姿勢を学ぶことでもある．
講義を担当する教員にとって，研究を通じて学んだことと教育活動を通じて学生と共に学んだことが原資となり，
教育の質を保証する．研究者の知的好奇心の満足と，臨床医学との共同研究による社会貢献が研究の目的と意識され
つつあるが，研究活動に立脚した体験と思索が，講義や実習の場で現れる教員の生命観を醸成することをあらためて
銘記する．
つくづく感じることながら，研究成果を英文の原著論文として公表することと，国内学会で発表の機会を得て情報
交換に資することは，性格の異なる活動のように思われる．前者は内発的な知的好奇心に基づいた研究成果を世界に
発信することで，科学の普遍的価値に資することを目的とする（科学の蓄積性と包括性の原理）．一方後者は，教育
活動にも密接した日常の科学的姿勢を自ら点検し発展させる機会となる．肉眼解剖学や解剖学教育の領域における情
報交換には特にその意味合いが強い．英語での情報発信がグローバルスタンダードを旨とするならば，日本語での情
報交換は本邦や本学の特異的な事情を踏まえるドメスティックな活動と位置づけられる．こうしたふたつの視点で，
教員の教育・研究水準の向上を目指すべきと考える．
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3．生理学
1．構成員：
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：教授：運営責任者：教育員：研究員：視覚神経生理学
高田眞理（TAKADA, Makoto）
：准教授：教育員：研究員：上皮輸送
池田正明（IKEDA, Masaaki）
：准教授：教育員：研究主任：生体リズムの分子生物学
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）
：講師：教育主任：研究員：分子神経生物学
伊丹千晶（ITAMI, Chiaki）
：講師：教育員：研究副主任：神経生理学
中尾啓子（NAKAO, Keiko）
：講師：教育員：研究員：神経発生生物学，再生医学
田丸文信（TAMALU, Fuminobu）
：助教：教育員：研究員
菅

理江（SUGE, Rie）
：助教：教育員：研究員

金子優子（KANEKO, Yuko）
：助教：教育員：研究員
熊谷

恵（KUMAGAI, Megumi）
：助手

藤牧香代（FUJIMAKI, Kayo）
：助手
戸塚博子（TOZUKA, Hiroko）
：助手
吉川郁子（YOSHIKAWA, Ikuko）
：事務員
楊

芳（YANG, Fang）
：大学院

朴

承（PIAO, Cheng）
：専攻生

吉村和法（YOSHIMURA, Kazunori）
：客員教授：神経発生の細胞生物学
坂本

安（SAKAMOTO, Yasushi）
：教授（中央研究施設・機能部門教授，兼担）：教育員：化学物質が内分泌へ与
える影響

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：准教授（医学情報施設准教授，兼担）：教育員：医学教育
山岡貞夫（YAMAOKA, Sadao）
：非常勤講師
横森弘昭（YOKOMORI, Hiroaki）
：非常勤講師
渡辺

守（WATANABE, Mamoru）
：非常勤講師

福田公子（FUKUDA, Kimiko）
：非常勤講師
長根光男（NAGANE, Mitsuo）
：協力研究員
稲川初美（INAGAWA, Hatsumi）
：協力研究員
安達直樹（ADACHI, Naoki）
：協力研究員
門屋利彦（KADOYA, Toshihiko）
：協力研究員

2．教育：
2-1．目的・目標
人体の正常機能を統合的に理解することを目的として，おもに「人体の構造と機能 1，2」コースを担当した．統
合的な理解を得るためには，個々の知識をきちんと積み上げていくことも重要であり，かつ，全体の中でそれらの占
める位置を把握する必要がある．すなわち，
（1）各システムで細胞レベルから，臓器，個体レベルまでの基本的な
知識を身につける．
（2）各システム相互の関係を理解する．の 2 点を目的として講義をおこなった．前年度までよ
りもより高いレベルを各担当教員が目指し，成果も挙げていると考える．機能系実習は，学生の論理思考力を高め総
合的な理解を深めるために有効な手段である．これを生かすために，ここ数年間レポート指導日・口頭試問の実施を
試みてきたが，
その反省にもとづき今年度は実習項目ごとに最適な指導方法をとりうるような余裕を組み込んだ項目・
日程編成に改変した．実習の特性を生かして，講義内容の理解に加え，実験デザイン・データ解析方法の理解，仮説
検証型の思考方法を身につけること，および質の高いレポートの作成を目標とした．また，上にあげた目的を達する
ためには，ふだんから概念形成を重視した学習を積み重ねていくことが肝要であると考えられる．そこで，1 年生に
対する導入教育である人体の科学入門 1，2 を始め，さまざまな科目を積極的に担当した．
2-2．教育内容（担当者）
人体の構造と機能 1（1 年）の講義は以下の内容についておこなった．呼吸器系（中平），循環器系（高田）
，消化
器系（中尾，渡辺（守）
，福田）
，腎・泌尿器系（伊丹），内分泌系（高田），感覚器系（渡辺）．人体の構造と機能 2
（2 年）の講義は以下の内容についておこなった．総論 3：情報伝達（中平），皮膚・運動器（渡辺），呼吸器（中平）
，
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血液（坂本）
，内分泌（高田，吉村）
，腎・泌尿器（伊丹），循環器（高田），生殖器（池田，山岡 , 吉村），消化器（中
尾）
，感覚器（渡辺，伊丹）
，神経（池田，渡辺，菅 , 吉村）．機能系実習（渡辺）は以下の 6 項目について，1 グルー
プ約 20 名でおこなった．1）内分泌（ラットの性周期・妊娠反応・低血糖性痙攣）（坂本，菅）2）消化器（腸管運動，
糖質の消化）
（伊丹）3）腎・泌尿器（糸球体濾過量の測定及び体液量，血漿浸透圧，酸塩基の調節機構）（中尾）4）
血液（血液細胞成分，血液凝固と溶血）
（池田）5）情報伝達（神経の興奮伝導，骨格筋の収縮）（椎橋，中平，田丸）
6）循環器（心臓の電気的興奮，心電図・心音図・脈波）（高田，金子）．前年度まで 1 項目 1 日であったのを 2 日間
に変更し，項目ごとの違いに応じて適切な指導がおこなえるようにした．実習終了後レポートの提出を求め，採点・
添削後，返却した．
以上の他に，1 年生では，人体の科学入門 1（中平，渡辺，高田，池田，椎橋，伊丹，中尾，田丸，菅，金子）
，
人体の科学入門 2（医学セミナー）
（渡辺）
，細胞生物学 1（高田，金子，田丸），良医への道 1 コース・選択必修（理
科で理解する体のはたらき：渡辺，視覚の科学：菅，金子，田丸），医学の基礎コース・医学の数学 1，3（椎橋）を
担当した．2 年生では，問題基盤型学習（PBL）（渡辺，高田，池田，中平，伊丹，中尾），良医への道 2 コース・選
択必修（解剖学・生理学で理解する症状：渡辺，Perl プログラミング入門：椎橋，もうちょっと知りたかった情報
科学の話 ? 医療情報システム ?：椎橋，正しいピペットの扱い方 ? 超遠心分離：坂本）を担当した．4 年生では，ヒ
トの病気 2 コース・感覚器（渡辺）を担当した．全学年を対象として，夏期休暇中学生受入プログラム（池田，菅）
を担当した．
大学院教育については，実用実験医学入門（渡辺，池田，伊丹，田丸），同実習編（坂本，金子），大学院医学研究
科大学院生指導（池田）
，専攻生指導（池田）を担当した．
医学部以外では，保健医療学部
情報学：椎橋）保健医療学部

健康医療科学科（統計学，医用工学実習：椎橋）保健医療学部

看護学科（医療

医用生体工学科（医療情報システム論：椎橋）総合医療センター看護専門学校（生理

学：渡辺）を担当した．
2-3．達成度
目的・目標の（1）に挙げた知識の習得については，概ね達成できた．（2）に挙げたシステムの相互関係の理解に
ついても，各ユニットの工夫や機能系実習の改善等を通じて成果を挙げたが，より高いレベルに向けてさらなる改善
の余地がある．大学院については 1 名が学位を取得することができた．
2-4．自己評価と次年度計画
自己評価：各ユニットにおいてさまざまな工夫をおこなった．講義と連動する実習・演習（感覚器，神経，呼吸器
など）
，
クリニカルリサーチに重点をおいた特別講義（消化器など）といったような改善によって学生のモチベーショ
ンも上がり，成績にも向上がみられた．また，こういった講義内容・方法，試験問題などについて教員間で積極的に
ディスカッションをおこない，着実な成果を挙げた．機能系実習の項目再編も，実験操作が重視される項目と終了後
の考察が重視される項目を両立させることができるようになり，大いに改善効果があがった．また，このような改善
の試みが継続されることが教員間の高いモチベーションにつながっている．今後もこれらを発展させていきたい．
次年度計画：次年度はユニットの評価方法を改善する．評価方法は学生の行動に大きな影響を与えるからである．
マルチプルチョイスによる単純な設問を多用して頻繁に試験をおこなうことは，学習習慣をつけ，やればできるとい
う感覚を持たせるためには有用であるが，単純想起に偏った皮相的な学習態度につながりやすい．われわれの重視す
る統合的な理解にはこれはたいへんな妨げになる．そこで，次年度はマルチプルチョイスの比重を減らし，試験の回
数を減らし，口頭試問を導入する方向で改変をおこなう．

3. 研究
3-1．目的・目標
生理学では分子レベルから個体レベルまで幅広く生理機能をとらえることを目的に研究を行っている．
3-2．研究プロジェクト
1．網膜の視覚情報処理 （渡辺，田丸，金子）
1）網膜アマクリン細胞の機能の解明（体温が網膜内の光情報検出能力に及ぼす効果）
2）多様な電位依存性 Na チャネルの網膜視覚情報処理における役割の分子生物学的研究
2．分子時計（池田，熊谷，楊，朴）
1）概日リズムの分子機構の解明 - 時計遺伝子 BMAL1 の機能解析を中心として 2）概日リズムと恒常性の維持・代謝調節機構の解明
3）時計遺伝子と細胞増殖・腫瘍との接点の解明，腫瘍の時間治療応用への分子基盤の解明
4）転写の定量・イメージング技術の開発と応用
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3．K チャネルの局在と機能の解明（中平，戸塚）
1）小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御
4．1）大脳皮質の機能発達と情報処理機構の解明（伊丹）
2）大脳皮質ニューロンにおけるフェンサイクリジンの機能阻害（伊丹，安達）
5．神経幹細胞・前駆細胞の増殖・分化の制御機構の解析（中尾）
1）神経上皮幹細胞から神経前駆細胞への細胞周期依存的転換機構の解析
2）神経前駆細胞におけるアクアポリン（Aquaporin）ホモログ big brain の細胞接着促進作用を介した Notch
signaling とのクロストーク
6．網膜光受容細胞の分化の制御機構の解析（中尾）
7．学習障害の神経メカニズムの解明（菅）
1）虚血後の慢性期認知機能障害の検討
2）2 型糖尿病における学習障害の検討
8．上皮 Na 輸送（高田，藤牧）
1）表皮の細胞分化と上皮 Na チャネル（ENaC）の発現の関係
2）成体型表皮細胞の形成と ENaC の局在のホルモン調節機構の解明
3）上皮 Na 輸送に対する aldosterone, AVT の作用の解析
4）両生類の変態：組織形成 / 再生研究のモデルとして
5）環境適応と遺伝子，機能発現
3-3．研究内容と達成度
1．網膜の視覚情報処理
1）電気生理学的解析により，マウス網膜における AII アマクリン細胞の興奮性入力は温度に大きく依存してい
ることがわかった．この結果は，AII アマクリン細胞に出力を送っている桿体入力型双極細胞の膜電位が温度
と高い相関関係があることを示唆している．達成度は 50%．
2）哺乳類網膜には幾種類かの活動電位発生型アマクリン細胞が存在する．これらの細胞の機能解明のためには，
電位依存性 Na チャネルサブタイプを同定することが重要である．そこで，in situ hybridization 法と免疫組織
化学的手法を組み合わせ，ラット網膜において，これらの細胞が発現している電位依存性 Na チャネルサブタ
イプの同定をすすめている．達成度は 85%.
2．分子時計
Topoisomerase I プロモーターに自律的な概日リズム性発現のあるのは，BMAL1/CLOCK, DBP などの時計関連
遺伝子の直接制御によるものであることを見いだした．多色ルシフェラーゼを用いた複数の時計遺伝子発現解析
システムを樹立し，異なるリズム位相細胞の共培養系で，リズム位相同調機構について解析した（産業技術総合
研究所との共同研究）
．新規 PPAR γのプロモーター転写調節機構とリズム発現について解析した（本学糖尿病・
内分泌内科との共同研究）. 細胞内カルシウムオシレーションの発現機序について解析した（富山大学理学部と
の共同研究）
．
3．K チャネルの局在と機能の解明
1）小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御
Kv4.2 チャネルの構造と局在制御の関わりを明らかにするために蛍光タンパク標識を使った融合タンパクを検
討した．小脳顆粒細胞への遺伝子導入によって細胞内分子局在について検討した．
4．大脳皮質の機能発達と情報処理機構の解明
大脳皮質抑制性細胞の発達が受容野可塑性に重要な役割を果たしていることを大阪大学

木村文隆先生との共同

研究により示した．北米神経科学会にて発表し良い評価を得た．
5．神経幹細胞・前駆細胞の増殖・分化の制御機構の解析
ショウジョウバエ幼虫視覚中枢原基に存在する神経上皮幹細胞は，対称分裂による増殖を繰り返した後，非対称
分裂によってニューロンを分化する神経前駆細胞に順次転換することを単一細胞の系譜解析によって明らかにし
てきた．また，神経上皮幹細胞から神経前駆細胞への転換は細胞分裂（M 期）を終えた直後の G1 期に細胞極性，
細胞接着装置，細胞骨格系の再構築が起こり，円柱状の上皮細胞から，水滴状の前駆細胞へと転換することを明
らかにした．さらにこの転換は，既に転換済みの神経前駆細胞に隣接する神経上皮幹細胞にのみ起こることから
それを制御する分子機構としては，神経上皮幹細胞と神経前駆細胞の両者の細胞周期の G1 期特異的な相互作用
をともなう可能性が考えられた．現在，
この転換を Notch signaling が制御していることを明らかにしつつある（慶
應義塾大学医学部生理学教室との共同研究）.
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6．網膜光受容細胞の分化の制御機構の解析
マウス網膜の炎症時に rhodopsin 遺伝子等の発現が downregulate することを昨年報告したが，そのメカニズム
は不明であった．今回我々は CNTF シグナルの負のモデュレーターである SOCS3 が炎症時の rhodopsin の発現
を維持するために働いていることを明らかにした．またこの SOCS3 の rhodopsin の防御反応は転写レベルでは
なく，ubiquitin-proteasome 依存的分解系による rhodopsin の分解を防ぐ形で作用していることがわかった．こ
の結果は，光受容細胞の炎症を治療するための再生医学的ターゲットとして SOCS3 タンパク質の発現を維持す
ることが有効であることを示唆している（慶應義塾大学医学部生理学教室及び眼科学教室との共同研究）
．
7．学習障害の神経メカニズムの解明
1）虚血による慢性期の不安傾向の計測，2）糖尿病モデルラットの学習障害と脳内抗酸化酵素の変化，3）シン
タキシン Ia ノックアウトマウスの網膜の構造的変化を検討した．
8．上皮 Na 輸送
1）上皮 Na 輸送に対する vasotocin（AVT）と mesotocin（MT）の短期，長期効果を研究した．実験には上皮
Na 輸送機構解析のモデル上皮の一つである bullfrog skin を用いた．Bullfrog skin の AVT receptor は哺乳類の
vasopressin family の receptor の阻害剤である OPC-21268，OPC-31260 で阻害されない receptor であった．
AVT も MT も上皮 Na 輸送を促進した（短期効果）．AVT も MT も corticoid による上皮 Na 輸送の分化を促進
も阻害もしなかった（長期効果）
．
2）上皮 Na チャネル（ENaC）の mRNA の組織内局在を研究するため in situ hybridization を行った．材料は
adult bullfrog skin を用いた．達成度は 60％
3-4．自己評価と次年度計画
1．1）次年度は AII アマクリン細胞に出力を送っている桿体入力型双極細胞の膜電位と温度との相関関係を定量的
に解析する予定である．また，米国 SUNY Upstate Medical University の Department of Ophthalmology に短期
留学し，グルカゴン受容体 KO マウスを用いて低血糖が視覚機能に与える影響に関する共同研究を行う予定であ
る．2）ドパミン作動性アマクリン細胞に発現する電位依存性 Na チャネルサブタイプの同定法を検討している．
網膜に存在する細胞数が少ないため，難しいが，網膜の視覚情報処理（明暗順応の調節）において重要な細胞で
あるので同定を成功させたい．
2．細胞増殖と時計機構の解析ではトポイソメラーゼ I プロモーターのリズム発現機構を見い出すことに成功する
など，着実に結果を出すことができ，これを論文としてまとめることができた．イリノテカン感受性とトポイソ
メラーゼ I リズム発現との関連を解析予定である．PPAR γプロモーターの解析関連の研究では特許出願準備を
知財戦略研究推進部門の支援を得て行なうことができた．
3．Kv4.2 チャネルの局在観察に適した信号強度を得るためには蛍光タンパク標識に改善が必要と考えられた．in
vitro シナプス形成にともなうチャネルタンパク局在についても今後さらに条件を検討したい．
4．継続的に実験を行い，良い実験結果がたまってきた．次年度は論文にしたい．
5．神経上皮幹細胞から神経前駆細胞への転換の分子機構については，転換が細胞周期のうち G1 期に起こってい
ることまで詰められたので，Notch シグナリングがそれを細胞周期特異的に制御していることをさらに明らかに
することでようやく神経上皮幹細胞から神経前駆細胞への転換についてのほぼ全容を明らかにすることができる
と思われる．
6．メインプロジェクトである二つの内一つのマウス網膜の光受容細胞分化の仕事は，昨年に引き続き JBC 論文に
まとめられたのでおおむね達成できたと考えている．
7．学内共同研究による糖尿病モデルラットを用いたプロジェクトで学習障害に伴う部位特異的抗酸化酵素の増加
を明らかにした．この結果を論文まとめ，さらに糖尿病発症期に絞って脳内酸化ストレスについて検討を重ねた
い．
8．Bullfrog skin の vasopressin family のホルモンに対する receptor が哺乳類のそれらの receptor に対する阻害剤
で抑制されないことを見いだした．また AVT，MT は prolactin と異なり corticoid による上皮 Na 輸送の分化に
no eﬀect であった．哺乳類の vasopressin receptor の阻害剤が両生類に作用しない事実が一般的なことかどうか
を調べるため，次年度は別種の両生類を用いて確かめる．上皮 Na チャネル（ENaC）の mRNA の組織内局在は，
次年度の学会で発表し論文としたい．

4．診療：
該当なし
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5．その他：
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
学会委員：IUPS2009 ISPC Workshop オーガナイザー（池田）
編集委員：日本医学教育学会（椎橋）
，動物心理学研究（菅）
査読委員：General and Comparative Endocrinology（高田），CURRENT DRUG METABOLISM（池田），Genes to
Cells（池田）
，Neuroscience Research（池田），Neuroscience Letters（金子），Pﬂugers Archiv-European Journal of
Physiology（金子）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
学会活動：日本生理学会評議員（渡辺，高田，池田，椎橋 , 中平，伊丹，田丸），日本生理学会教育委員会委員（椎
橋）
，日本神経化学会評議員（池田）
，日本時間生物学会評議員（池田），日本動物心理学会幹事（菅），第 51 回日
本神経化学会大会

座長（池田）
，日本医学教育学会評議員（椎橋），日本医学教育学会広報委員会副委員長（椎橋）

，日本医学教育学会広報委員会委員（椎橋）
医学貢献に関わる業務：医療系大学間共用試験実施評価機構
共用試験実施評価機構
実施評価機構

共用試験 CBT モニター委員（椎橋），医療系大学間

医療系 CBT 実施小委員会ブラッシュアップ専門部会委員（椎橋），医療系大学間共用試験

共用試験制度・システム開発委員会検証委員（椎橋）

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文：欧文 7；著書：1；学会発表：国際 2，国内 12

）

1．Noguchi T, Ikeda M, Ohmiya Y, Nakajima Y. Simultaneous monitoring of independent gene expression patterns
in two types of cocultured ﬁbroblasts with diﬀerent color-emitting luciferases. BMC Biotechnology 2008;8:40.
2．Ozawa Y, Nakao K, Kurihara T, Shimazaki T, Shimmura S, Ishida S, Yoshimura A, Tsubota K, Okano H. Roles of
STAT3/SOCS3 pathway in regulating the visual function and ubiquitin-proteasome-dependent degradation of
rhodopsin during retinal inﬂammation. J Biol Chem. 2008: 283（36）:24561-70.
3．Yoshikawa A, Shimada H, Numazawa K, Sasaki T, Ikeda M, Kawashima M, Kato N, Tokunaga K, Ebisawa
T. Establishment of human cell lines showing circadian rhythms of bioluminescence. Neurosci Lett.
2008;446:40-44.
4．Takada M, Fujimaki K, Hokari S. Vasotocin has the potential to inhibit basolateral Na+/K+-pump current
across isolated skin of tree frog in vitro, via its V2-type receptor/cAMP pathway. J Comp Physiol B. 2008; 178:
957-962.
5．Seo M, Inoue I, Ikeda M, Nakano T, Takahashi S, Katayama S, Komoda T. Statins activate human PPAR α
promoter and increase PPAR α mRNA expression and activation in HepG2 cells. PPAR Res.2008;316306.
6．Yang F, Nakajima Y, Kumagai M, Ohmiya Y, Ikeda M. The molecular mechanism regulating the autonomous
circadian expression of Topoisomerase I in NIH3T3 cells. Biochem Biophys Res Commun. 2009;380:22-27.
7．Yokomori H, Oda M, Yoshimura K, Nagai T, Fujimaki K, Watanabe S, Hibi T. Caveolin-1 and Rac regulate
endothelial capillary-like tubular formation and fenestral contraction in sinusoidal endothelial cells. Liver
International. 2009; 29（2）: 143-144.
8．池田正明 : 時間生物学事典

石田直理雄，本間研一編．哺乳類−げっ歯類− 136 − 139，哺乳類−ヒト− 140

− 141，Bmal1 遺伝子 200 − 201，朝倉書店，2008
9．Ikeda M, Piao C, Yang F, Kumagai M, Nakajima Y. Possible Involvement of the Members of the p160 Family of
Coactivators in the Circadian Oscillation of Clock Genes.Society for Research on Biological Rhythm 11th meeting,
Destin, Florida, USA, May 17-21, 2008
10．Suge R, Shimazu T, Hasegawa H, Inoue I, Hayashibe H, Watanabe S-I, Araki N, Shimazu K, Katayama S, Nomura
M. Eﬀect of oxidative stress on learning in the early stages of type II diabetes in OLETF rats. The 6th Forum of
European Neuroscience, Geneva, Switzerland, Jul. 15, 2008
6-2．獲得研究費
1．平成 20 年度科学研究費補助金，若手研究（B）
BDNF による抑制性細胞を介した体性感覚野臨界期可塑性の制御メカニズム（伊丹）
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2．平成 20 年度科学研究費補助金，基盤研究（C）
視覚中枢原基の神経上皮幹細胞は間期に神経前駆細胞に転換する（中尾）
3．平成 20 年度科学研究費補助金，基盤研究（C）
シナプス成熟過程におけるイオンチャネル局在化のメカニズム（中平）
4．平成 20 年度科学研究費補助金，若手研究（B）
虚血性脳障害による精神病理学的後遺症の神経基盤（菅）
5．平成 20 年度地域共同研究支援
時間治療を目指した抗がん剤標的因子の概日リズム性発現機構の解析（池田）
6．平成 20 年度研究科特別経費 - 学生分
概日リズムの発現に関与するリン酸化酵素の研究（池田，楊芳）
7．埼玉医科大学

学内グラント

平成 20 年度

トポイソメラーゼ I の概日リズム性発現の解析：時間治療の分子基盤確立を目指して（池田，楊，熊谷）
8．埼玉医科大学医学部同窓会 第 19 回落合記念賞研究助成金
新奇な網膜光情報処理経路の探索とその機構解明 - 明所視における網膜 AII アマクリン細胞の役割 -（田丸）
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
セミナー開催：1．ゲノム医学研究センター承認セミナー（Urs Albrecht 教授）企画・司会（池田）
学会：IUPS2009 ISPC

Workshop オーガナイザー（池田）

7．自己点検・評価
教育の質，研究の成果，いずれも向上が見られた．今後，より高い質の成果を多数あげていくよう一層の努力をし
ていく．そのためには，教員間のより緊密な質の高いディスカッションと相互協力が一番重要であると考える．
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4．生化学
1．構成員
田二一（KOMODA, Tsugikazu）
：教授 : 酵素機能の分子病態生化学 , 糖鎖生物学 , 動脈硬化の病態生化学 , 骨代謝
穂苅

茂（HOKARI, Shigeru）
：講師：動物細胞のヌクレオチド代謝 , リン酸水解酵素の分離精製 , アミラーゼの遺
伝子学的研究

河井信一郎（KAWAI, Shin-ichiro）
：兼担講師（総合医療センター眼科）: 網膜神経細胞の老化とアポトーシス
小山岩雄（KOYAMA, Iwao）
：兼担講師（12 月 7 日まで）：講義及び実験担当：ホスファターゼの構造と代謝 , ア
ミラーゼの構造と遺伝子発現
中野貴成（NAKANO, Takanari）
：助教（米国 UCLA に留学中）
瀬尾

誠（SEO, Makoto）
：助教

篠﨑吏那（SHINOZAKI, Rina）：実験助手
福島典子（FUKUSHIMA, Noriko）
：実験助手

2．教育
2-1．目的・目標
本学の目的である一貫教育として，医学部 1 年生に対しては「医化学への道すじ」コースの人体の科学入門 1 お
よび 2（医学セミナー）
，
「細胞生物学 1」コースのそれぞれを分担して担当した . 医学部 2 年生に対しては ,「人体の
構造と機能 2」コースの総論（代謝）ユニット , 内分泌 , 皮膚・運動器の一部と , 細胞生物学 2（実習）を担当した．
目標としては , 6 年一貫教育がより効果的になるよう，化学系科目の連携を進めていきたい．
2-2．教育内容（担当者）
1）医学部 1 年生
「エッセンシャル細胞生物学（南江堂）
」をテキストにした，学生による講義の準備並びに講義の指導をした .
第 5 章（DNA と染色体）, 第 11 章（膜の構造）について（それぞれ準備 1 日 + 直前指導 , 講義 1 日） 田 , 穂苅 , 河井 ,
瀬尾が分担した .
人体の科学入門 1 では瀬尾が 6 日（30 時限），また医学セミナーでは

田と穂苅がそれぞれ一班ずつを担当した．

PBL の 1 課題を穂苅が担当した．
2）医学部 2 年生
平成 20 年度の分担内容は次の通りであった . 講義（17 時限）, 実習（20 時限）.
講義 : 糖代謝 1,2,3, リポタンパク質，内分泌 14（以上 田）; 代謝調節 , ビタミンの種類とその役割（以上小山）;
代謝オリエンテーション , 酵素 , アミノ酸代謝 1, 2, 3, 内分泌 13, 筋のエネルギー代謝（以上穂苅）;脂質代謝 1, 2, 3（以
上河井）.
実習 : 細胞生物学 2（5 時限× 4 回）は 田 , 穂苅 , 河井 , 瀬尾が担当した .
3）大学院
「実用実験医学特別講義」での「ウエスタンブロット法」を穂苅が担当した．
2-3．達成度
理解し易い , 実のある講義を目指しているが , 学生の大半からの意見では , 機能系全般の講義は全体像を掴んでい
ないため , 理解出来にくい様である . 講義時間を増やすとか , もっと焦点を絞るとかの工夫が必要であろう . 教育目標
達成度は 75％位であった . 生化学関連分野での教員が少ないことも影響している .
2-4．自己評価と次年度計画
講義用の資料等は毎年改善しているが , 部分的にパワーポイントを利用するなど改善の余地はまだありそうだ . 次
年度には更に学習効果のある分かり易い講義を目指して 1 コマ 1 コマを改善していきたい .

3．研究
3-1．目的・目標
本学科の主たる研究方針は , 基礎医学と臨床医学を結ぶ分野としての病態生化学である . 特に精力的に遂行してい
るのが高脂血症や動脈硬化の病態解明と臨床側へ還元するために創薬開発の手掛かりを得る事にある . リポタンパク
研究では , 健常者と高脂血症で HDL 亜分画が異なることから , 病態によるリポタンパクの再構築機構を臨床応用への
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手掛かりに出来る可能性がある . 一方アルカリ性ホスファターゼ研究では , 前メタボリック・シンドロームを呈する
小腸アルカリ性ホスファターゼ欠損マウスや Caco 2 細胞を用いた研究により , 脂質代謝における小腸アルカリ性ホ
スファターゼの役割とその臨床適用を目指す .
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．ホスファターゼグループ（

田リーダー , 研究員：穂苅 , 小山 , 中野 , 川口 , 原田 , 畠山 , 松下（埼玉県立大学）
）

2．動脈硬化グループ（ 田リーダー , 研究員：瀬尾 , 中野 , 井上（内分泌糖尿内科）, 松永（岐阜薬科大学）, 田渕
（立教大学）
）
3．アミラーゼグループ（小山リーダー , 研究員：小峰 , 菊野 ,

田）

4．高田（生理学）との共同研究（研究員：穂苅）
3-3．研究内容と達成度
1．小腸アルカリ性ホスファターゼを保持している Caco 2 細胞を使った研究により , 細胞レベルでの脂質代謝にお
けるアルカリ性ホスファターゼの役割についての精査を継続中である . 研究達成度は 90％ .
2．脂質代謝異常を基にした糖尿病および動脈硬化症などの生活習慣病発症に対し , 核内受容体 PPARs の発現・活
性化による改善効果およびその作用機構の解明を継続している . 本年度は , 脂質代謝調節薬による PPARα発現・
活性化亢進作用 , 高脂肪食負荷による脂肪肝形成に対するプロバイオティクスによる改善効果などについて , 論
文および学会での発表を行った . 研究達成度は 80%.
3．リポタンパクについての研究では , 共同研究者である立教大学の田渕らが開発したバクテリアルセルロースを
担体としたマイクロチップ電気泳動法により , 従来よりも少量な検体で迅速にリポタンパク亜画分を解析できる
ことを明らかにした . さらに本分析法により , 高脂血症患者に脂質代謝改善薬を投与した際 , 血漿中 HDL 亜画分
の粒子サイズの変化を検出できる可能性を見出し , 現在臨床応用に向けての精査を継続している . 研究達成度は
70%.
3-4．自己評価と次年度計画
僅かな研究スタッフの中 , 瀬尾と在米中の中野により予想以上の業績を数えることができた . 一方 , 人員の減少が
研究計画を縮小せざるを得ない原因となっている . 評価点は主観的には 50 点くらいである . この状況を維持するこ
とをベースにして , 次年度は多少の上積みを目指したい .

4．診療
該当無し

5．その他
該当無し

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数 5 編・学会発表総数 14 件・招待講演 1 件
1．Nakano T, Inoue I, Seo M, Takahashi S, Awata T, Komoda T, Katayama S.：Rapid and simple profiling
of lipoproteins by polyacrylamide-gel disc electrophoresis to determine the heterogeneity of low-density
lipoproteins（LDLs）including small, dense LDL. Recent Pat Cardiovasc Drug Discov. 2009 Jan;4（1）:31-6.
2．Seo M, Inoue I, Ikeda M, Nakano T, Takahashi S, Katayama S, Komoda T.：Statins Activate Human
PPARalpha Promoter and Increase PPARalpha mRNA Expression and Activation in HepG2 Cells. PPAR Res.
2008;2008:316306. Epub 2008 Dec 24.
3．Kawaguchi T, Nakano T, Sasagawa K, Ohashi T, Miura T, Komoda T.：Tartrate-resistant acid phosphatase 5a
and 5b contain distinct sugar moieties. Clin Biochem. 2008 Oct;41（14-15）:1245-9. Epub 2008 Jul 30.
4．星野忠 , 土屋達行 , 熊坂一成 ,

田二一：抗ヒト胎盤 ALP 抗体とノイラミニダーゼ処理試料を用いた電気泳動

法による ALP アイソザイムの同定 . 臨床化学 . 2009.01. 38（1）:54-58
5．Takada M, Fujimaki K, Hokari S.：Vasotocin has the potential to inhibit basolateral Na+/K+-pump current
across isolated skin of tree frog in vitro, via its V2-type receptor/cAMP pathway. J Comp Physiol B. 2008
Nov;178（8）:957-62. Epub 2008 Jun 7.
6．瀬尾誠 , 井上郁夫 , 佐藤さわ子 , 福島典子 , 田中守 , 松田典子 , 片山茂裕 ,

田二一：酪酸菌投与が高脂肪酸負荷

ラットの腸内フローラ及び腸管の PPARs 群 mRNA 発現に与える影響．第 81 回日本生化学会大会第 31 回日本
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分子生物学会年会合同大会．2008 年 12 月

神戸

7．Shinozaki R, Nakano T, Inoue I, Matsui M, Akatsuka T, Tanaka K, Akita M, Hokari S, Katayama S, Komoda T.：
Phospholipase A2 may promote membrane-raft budding and ﬁssion. 第 81 回日本生化学会大会第 31 回日本分子
生物学会年会合同大会．2008 年 12 月
8．瀬尾誠 ,

井上郁夫 ,

佐藤さわ子 ,

神戸

福島典子 ,

片山茂裕 ,

田二一：高濃度グルコース暴露による HUVEC

の接着因子発現に対する atorvastatin の抑制作用機構．日本薬学会第 129 年会

2009 年 3 月 京都

9．Nakano T, Inoue I, Katayama S, Shinozaki R, Hatayama K, Hokari S, Komoda T.： Role of phosphatidylcholine
and its hydrolysates for eﬃcient lipid transport in Caco-2 cells. The 11th IUBMB Conference; June, 2008.
10．

田二一：肺サーファクタント中のアルカリ性ホスファターゼ発現と病態

学会

第 44 回学術研究会

日本肺サーファクタント・界面医

2008 年 10 月 埼玉（招待講演）

6-2．獲得研究費
田二一：ミヤリサン製薬（株）. 高脂肪食負荷ラットにおける脂肪肝発症に対する酪酸菌の改善効果に関する研究 .
50 万円 .
田二一：シェリング・プラウ（株）. 腸管における脂質吸収と代謝に関する研究 . 100 万円 .
田二一：バイエル薬品（株）. リポタンパク代謝と Metabolic Syndrome に関する研究 . 100 万円 .

7．自己点検・評価
教育業務の割合が上昇するにつれて研究面の弱体化が進んでいる . 教育に関しては , 医学部での生化学の重要性を
もっとアピールする必要があると考えられる . 人材の確保と研究に費やす時間の確保が当学科の当面の課題である .
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5．分子生物学
1．構成員
禾

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：教授：教育主任：研究員：真核生物の遺伝子転写制御機構

松本征仁（MATSUMOTO, Masahito）
：講師：研究主任：膵臓内分泌細胞の時系列分化機構，破骨，細胞分化機構
荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）
：助教：研究副主任
中村光裕（NAKAMURA, Mitsuhiro）
：助教：教育員：研究員
平崎正孝（HIRASAKI, Masataka）
：助教：教育員：研究員
井田

唯（IDA, Yui）
：実験助手

2．教育
2-1．目的・目標：分子的基盤に基づいて生命現象の基礎を教える．生命現象の基礎的な事を分子レベルで理解し，
述べる事ができ，疾患との関連性を理解できる学生を育てる．学生の能動的学習力を高める．
2-2．教育内容：細胞生物学 I 講義（13 コマ）
，細胞生物学 I 講義監督（58 コマ）細胞生物学 I 学生指導（10 コマ）
，
細胞生物学 II 実習（26 コマ）
，人体の構造と機能 2（遺伝ユニット，7 コマ；代謝ユニット，2 コマ）, PBL（4 コマ）
．
医学セミナー（10 コマ）人体の科学入門 1（15 コマ），保健医療学部看護学科生命科学（15 コマ）
2-3．達成度：1 年生細胞生物学の学生指導では時限ごとに目標を与え，自主学習を促進した . 達成度は 70％である．
遺伝ユニットではヒトの遺伝病の理解のための基礎概念の講義に力点をおき，学生の興味を高めた．達成度は 90％
である．細胞生物学 2 では自主的に実験を進められるように詳細な説明後，学生がグループ内で相談して実習を進
めるように指導した . 達成度は 80％である．
2-4．自己評価と次年度計画：細胞生物学 1 の講義，学習指導において細胞生物を教えるときに教科書の内容に加え
て興味深いと思われる挿話をはさんだが，コマ数不足で時間内に分子生物学の学問としてのチャレンジ精神を伝えき
れなかった．次年度では分子生物学の発達した歴史的面白さとともに分子生物学の内容と人体の構造と機能 1，2 で
習うことが連動している基礎的側面を学生に伝えたい．細胞生物学 2（実習）は全体としては自主的に実験を進める
学生が多数を占めているが最初から興味を示さない少数の学生への対応を考えさせられた．遺伝ユニットは人類遺伝
専門の学外講師の起用で学生には受動的講義ではあるが新鮮であり，意欲もわき，順調である．医学セミナーでは細
胞生物学の知識を応用できるテーマを提示して学生の自主学習を進めた．

3．研究
3-1．目的・目標：
*a．糖尿病の再生医療を目指し，インスリン分泌能のある膵 beta 細胞の前駆体細胞の単離およびその分化経路を
解明する．
b．肥満の発症の基礎的研究として脂肪細胞分化調整機構の解析 .
c．破骨細胞の分化に関わる転写因子の相互作用の解明 .
d．細胞のエネルギー代謝恒常性維持機構の解析 .
3-2．研究プロジェクト：
*a．マウス膵臓内分泌細胞の分化経路の解析と再生医療への応用
b．脂肪細胞分化因子の探索・同定
c．破骨細胞の分化調節機構と治療への応用
d．RNA ポリメラーゼ I の細胞内局在性と増殖との関連性
3-3．研究内容と達成度
*a．マウス膵臓内分泌細胞の分化経路の解析：膵内分泌前駆体細胞を緑色蛍光で標識し，その前駆体細胞がインス
リン分泌のできる内分泌細胞に分化すると赤色蛍光を発色するようになる二重遺伝子改変マウスから膵内分泌前
駆体細胞を単離し，試験管内で膵内分泌細胞への分化を促進する因子を同定した．次に内分泌組織幹細胞の候補
株を不死化し，その不死化培養株の，インスリン分泌細胞へ分化成熟を培地組成の改変，分化に関する転写因子
の導入により試みた．本年の達成度は 50％である．
b．脂肪細胞分化促進因子の機能解析：柑橘類から分化促進因子を探索し同定するために脂肪細胞の分化に関わる
シグナル伝達系の解析を行った . 本年の達成度は 50％である．
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c．細胞のエネルギー代謝恒常性維持機構の解析：細胞増殖と活性化が連動している RNA ポリメラーゼ I の核小体
局在性を調べるために RNA ポリメラーゼ I サブユニット遺伝子と GFP（緑色蛍光タンパク）遺伝子の融合遺伝
子を構築して，細胞増殖と各サブユニットの核内局在性の相関性を蛍光で調べる系を構築した . 達成度は 50%
である．
3-4．自己評価と次年度計画：
将来的に医療に結びつき，
かつ国際的に発信できる研究成果を得るための研究の基礎作りができつつある．研究費，
人数面での厳しい制約の下，実験技術的にも高水準を維持している．次年度はこれらの研究成果の国際発信をする．

4．診療
4-1．
「該当なし」
4-2．
「該当なし」
4-3．
「該当なし」
4-4．
「該当なし」
4-5．
「該当なし」
4-6．
「該当なし」
4-7．
「該当なし」

5．その他
5-1．
「該当なし」
5-2．
「該当なし」
5-3．
「該当なし」

6．業績
6-1．論文・学会発表
英文論文（4 件）学会発表（4 件）
英語論文
1．Suzuki, M., Furukawa, S., Kuramori, C., Sawa, C., Kabe, Y., Nakamura,M.,Sawada, J., Yamaguchi, Y., Sakamoto,
S., Inouye S., and Handa H. Development of a chemical screening system using aqueorin-fusedprotein. Biochem.
Biophys. Res. Commun., vol. 368, 600-605. 2008.
2．Kang, J., Gemberling, M., Nakamura, M., Whitby, F. G., Handa, H.,Fairbrother, W. and Tantin, D. A. General
mechanism fortranscription regulation by Oct1 and Oct4 in response to genotoxic and oxidative stress. Genes
Dev. vol. 23, 208-222. 2009.
3．Ohashi, Y., Kubota, M., Hatase, H., Nakamura, M., Hirano, T., Niwa, H. and Nagai, Y. Distinction of Sialyl
Anomers on ESI- andFAB-MS/MS: Stereo-Speciﬁc Fragmentations. J. Am.Soc.Mass.Sectrometry, vol. 20, 394-397.
2009.
4．Uesono Y, Araki T,and Toh-e A. Local anesthetics, antipsychotic phenothiazines, and cationic surfactants
shut down intracellular reactions through membraneperturbation in yeast. Biosci Biotechnol Biochem. vol.72,
2884-94.2008.
*5．Awata T, Kawasaki E, Tanaka S, Ikegami H, Maruyama T, Shimada A, Nakanishi K, Kobayashi T, Iizuka H, Uga
M, Kawabata Y, Kanazawa Y, Kurihara S, Osaki M,and Katayama S; Japanese Study Group on Type 1 Diabetes
Genetics. Association of type 1 diabetes with two Loci on 12q13 and 16p13 and the inﬂuence coexisting thyroid
autoimmunity in Japanese. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Jan;94（1）:231-235. Epub 2008 Oct 21. PubMed
PMID: 18940880.
*6．Nakashima Y, Inukai K, Imai K, Ikegami Y, Awata T,Aand Katayama S, Involvement of low adiponectin levels in
impaired glucose tolerance（IGT）. Metabolism 57, 1350-1354, 2008
国内学会発表
*7．荒木智之，松本征仁，平崎正孝，禾泰壽 . Nicotiamide phosphoribosyltransferase（Nampt）による膵β細胞分
化誘導能の解析 . 第 31 回日本分子生物学会年会，第 81 回日本生化学会大会 合同大会（神戸）2008
8．井田唯，荒木智之，松本征仁，中村光裕，平崎正孝，光澤浩，山下郎，山本正幸，禾泰壽 . 分裂酵母リボソー
ム RNA 遺伝子（rRNA）転写制御因子 Rrn3（TIF-IA）の細胞内局在性と rDNA 転写調節 . 第 31 回日本分子生物
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学会年会・第 81 回日本生化学会大会
9．沼本

合同大会（神戸）2008.

穂，平崎正孝，杉山峰崇，金子嘉信，原島

俊 . 出芽酵母の⊿ swi14 破壊株のカフェイン応答における

Gln3 の転写活性と Cell wall integrity の影響 . 第 31 回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学会大会

合同

大会（神戸）2008
10．加藤直樹，松本征仁，緒方正人，禾

泰壽，織田弘美 . 生体内における p38 MAPK を介した神経再生制御機構：

遺伝子組換えマウスを用いた個体レベルでの検討 . 日本手の外科学会 . 2009
6-2．獲得研究費
私立大学等経常費補助金特別補助平成 20 年度学術研究高度化推進経費
共同研究課題名：糖尿病の先端的分子治療・予測を目指す基礎臨床融合研究
代表者：禾

泰壽，

分担者：片山茂裕（内分泌・糖尿病内科部門）
，粟田卓也（内分泌・糖尿病内科部門），犬飼浩一（中央研究施設 RI 部門）
研究費

800 万円（ 6-1 に本課題の共同研究成果を＊で示す）

（共同研究部門：上記研究は内分泌・糖尿病内科部門，中央研究施設 RI 部門との共同で行われた）
文部科学省科学研究費 :

基盤研究（C）平成 20 年度

課題名：RNA ポリメラーゼ I の活性化の分子基盤とリボソーム合成調節との階層性
代表者：禾

泰壽

研究費：110 万円
文部科学省科学研究費

若手研究（B）平成 20 年度

課題名：破骨細胞分化の自己管理システムと新規化合物による分化制御の分子機構の解明
代表者：松本

征仁

研究費：120 万円
第 19 回落合記念賞研究助成金
課題名：幹細胞による糖尿病治療への応用に関する研究
代表者：荒木智之
研究費：80 万円
6-3．受賞 「該当せず」
6-4．特許，実用新案 「該当せず」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績 「該当せず」

7．自己点検・評価
教育に関しては 1 年生，2 年生とも学生の能動的学習態度を育てることを目的として本教室員の意識は高まって
いて，講義に備え種々の資料を学習，準備し熱意をもって講義をした．また実習においては本教室員は若いが学際的
基礎能力が高く，高度な知識と基礎医学的知識とを連動せしめて学生と対話できるのでその指導は学生には好評であ
り，教室全体としても満足度の高い実習を行っていると自負できる．研究に関しては，助教の交代があり研究テーマ
も変更している関係で国際的レベルの研究を目指しているが困難な側面もあり，本年度は基礎的なレベルでの研究に
留まっているので成果も乏しい．今後基礎研究と平行して臨床研究にも発展するように努力する．
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6．薬理学
1．構成員
丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：教授：分子神経生物学

鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：保健医療学部教授（薬理学兼担）：循環呼吸薬理学
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：准教授：angiotensin II 受容体の分子生物学
田中

求（TANAKA, Motomu）
：講師：気道反射の生理および薬理

淡路健雄（AWAJI, Takeo）
：講師：分子画像解析
浅井

将（ASAI, Masashi）
：助教

吉河

歩（YOSHIKAWA, Ayumu）
：助教

相崎良美（AIZAKI, Yoshimi）
：助手
松本律子（MATSUMOTO, Ritsuko）
：事務員

2．教育
2-1．目的・目標
臨床医に必須な薬物療法の基礎の修得
2-2．教育内容（全教室員）
全教室員が教育に関与している．薬理学教室の担当する教育内容は，1 年次の ｢ 細胞生物学 ｣ の分担（4 章「蛋白
質」
）
，人体の科学入門 1，人体の科学入門 2，医学セミナー，2 年次の ｢ 薬理学総論および実習 ｣，3 年次，4 年次，
6 年次の幾つかのユニットで薬物療法の分担講義である．臨床腫瘍科・佐々木康綱教授は最新の抗癌薬治療の講義を
行い，薬理学総論と臨床医学の融合を目指した．保健医療学部・鈴木正彦教授（薬理学兼担）は麻薬・鎮痛薬を担当
した．実習は 2 年生を対象として 15 時間で 3 項目を行った．3 日という短い実習時間で，精細な観察，充分な考察
の上で論理的思考を経て結論を導く訓練となるよう心掛けた．臨床に直結した実習を試行した．薬理学教室独自の教
科書を作成し活用している．実習には鈴木正彦教授と実験動物部門・鈴木政美准教授が参加した．
2-3．達成度
限られた時間，人員の条件下で最低限必要な知識を習得させている．
2-4．自己評価と次年度計画
講義については，教員が専門領域以外も十分な準備をして一定の成果を得ることが出来た．臨床関連型実習の充実
を引き続き模索する．
2-5．その他の教育
他教育機関における講義・実習については積極的に行うこととした．
毛呂病院看護専門学校：薬理学・系統講義（田中）
上福岡高等看護学院：薬理学・系統講義（田中）
熊谷医師会看護専門学校：生化学・系統講義（田中）
女子栄養大学栄養学部：医療栄養学・系統講義（丸山，千本松，淡路）
東京女子医科大学医学部：薬理学・実習 / 講義（淡路）
群馬大学医学部：生化学，薬理学・講義（丸山）
北里大学理学部：生化学・講義（丸山）

3．研究
3-1．目的・目標
いわゆるゲノム情報に基づく網羅的研究ではなく，いままでの概念を超える新たな研究分野の開拓を目標とする．
そのため，効率的ではないとの批判を甘受して，個人がその興味のままに，ある意味では外界の動向から独立して研
究を進めることを原則とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
a．アルツハイマー病アミロイドの代謝

丸山，浅井

b．アンジオテンシン II 受容体の分子作用

千本松，吉河，相崎

c．呼吸の生理・薬理学的研究

田中
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d．脂肪酸受容体の薬理学的研究

淡路

3-3．研究内容と達成度
a．アルツハイマー病アミロイドの代謝
アルツハイマー病に関連したアミロイドタンパク質の代謝機構を主な研究テーマとし，アミロイド生成に影響
を及ぼす薬物のスクリーニングで，数種類の新規のアミロイド生成抑制化合物を特定した．また，漢方由来薬物
berberine のアミロイド産生抑制効果を報告し , アルツハイマー病治療薬として期待できると考えている．特許の
取得を目指したが，学会発表をしてしまったため不可となった．次の段階として berberine やその他のアミロイド
産生抑制化合物の併用作用を検討中である．
b．アンジオテンシン II 受容体の分子作用
千本松は 2005 年度まで米国 Vanderbilt 大学医学部生化学部門・稲上正研究室にてアンジオテンシン II の受容
体の一つである AT2 受容体と心肥大の研究に携わってきた．レニンアンジオテンシン系抑制薬は循環器系疾患の
中心的薬剤であり，多くの臨床大規模試験にて数多くの有効例を示しているが，その詳細な分子作用は未だ不明な
点も多い．AT2 受容体の更なる機能解析を中心に，新規因子 Ang 1-7 やプロレニン受容体の探求により，レニン
アンジオテンシン系を包括的に研究する．心不全の translational research として日高国際医療センター心臓病セ
ンターとの共同研究が発展している．
c．呼吸の生理・薬理学的研究
ポリエチレンチューブをモルモットの気管分岐部へ挿管し，慢性閉塞性肺疾患（COPD）の成因に最も関与する
リポポリサッカライド（LPS）を適用することにより，実験的に COPD モデル動物の作製を行っている．気管分岐
部へ LPS を適用すると呼吸頻度の増加，気道抵抗の増加を示し，組織学的にも気管支粘膜の肥厚，杯細胞の増加
を示したことから，COPD の成因の解明および治療薬の開発に関してこのモデルの有用性が評価された．
d．脂肪酸受容体の薬理学的研究
京都大学薬学部と共同で新規クローニングした不飽和脂肪酸受容体の薬理学的特性の研究ならびに，メタボリッ
クシンドロームを含む代謝疾患理解のため，細胞レベルでのカルシウム反応の評価を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
循環や呼吸という動物レベルでの生理機構からアミロイド代謝やシグナル伝達という細胞レベルの観点と幅広い薬
理学の分野と対象として研究を行っている．残念ながら大規模研究組織に対抗できるような研究成果は得られていな
いが，学生教育については幅広い観点からの授業を行うことができよう．今後とも各個人の興味を尊重した研究活動
を遂行する．

4．診療
該当せず

5．その他
5-1．自治体，政府関連員
無し
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
丸山

中外医学社「Clinical Neuroscience」編集委員

丸山

Genes to Cells 査読委員

千本松

Hypertension Research 査読委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
丸山

中外医学社「臨床医」
，共立出版「蛋白質核酸酵素」：論文紹介欄・毎月連載

吉河

共立出版「蛋白質核酸酵素」
：論文紹介欄・毎月連載

6．業績
6-1．論文・学会発表（原著総数 6，著書 4，国内学会 9｛招待 1｝，国外学会 3｛招待 0｝）
＜論文発表＞
① Ito M, Shikano T, Oda S, Horiguchi T, Tanimoto S, Awaji T, Mitani H, Miyazaki S.（2008）Diﬀerence in Ca2+
oscillation-inducing activity and nuclear translocation ability of PLCZ1, an egg-activating sperm factor candidate,
between mouse, rat, human, and medaka ﬁsh. Biol Reprod 78: 1081-90.
② Tanabe C, Ebina M, Asai M, Futai E, Sasagawa N, Katano K, Fukami H, Ishiura S.（2009）1,3-Capryloyl-2214

薬理学

arachidonoyl glycerol activates α -secretase activity and suppresses A β 40 secretion in A172 cells. Neurosci
Lett 450: 324-326.
③ Aizaki Y, Maruyama K, Nakano-Tetsuka M, Saito Y.（2009）Distinct roles of the DRY motif in rat melaninconcentrating hormone receptor 1 in signaling control. Peptides 30: 974-81.
④丸山敬，その他（編集・翻訳）
（2008）
「イラストレイテッド生化学 原書 4 版」丸善
⑤丸山敬（監訳）田中敦子（訳）
（2009）
「私が何を忘れたか，思い出せない」ウェッジ
⑥丸山敬，その他（翻訳）
（2009）
「実技試験攻略のための基本的臨床技能」丸善
⑦丸山敬，その他（編集・翻訳）
（2009）
「カッツング薬理学」丸善
⑧ Yoshikawa A, Aizaki Y, Xiao S, Iida S, Maruyama K, Matsumura M, Muramatsu T, Nishimura S, Inagami T,
Senbonmatsu T.（2008）Shedding of（Pro）renin Receptor is Essential for Intracellular Signaling. AHA Scientiﬁc
Sessions, New Orleans.
⑨田中求，千本松孝明，丸山敬（2009）咳反射の簡易動物実験モデルの可能性：モルモットにおけるクエン酸誘
発咳に対するリポポリサッカライドの効果．第 82 回日本薬理学会年会 , 横浜
⑩ Asai M, Yagishita S, Iwata N, Saido TC, Ishiura S and Maruyama K.（2008）Cathepsin B inhibitor CA-074Me
causes the alteration of APP catabolism independently of secretase activities. 11th International Symposium on
Proteinase Inhibitors and Biological Control, Portoro?（Slovenia）.
6-2．獲得研究費
①浅井

科研費・若手研究
（B）「新規アミロイド低下剤 KM3558 の作用機序の解明とマウスにおける効果の測定」

110 万円
②丸山

科研費・基盤研究（C）「アルツハイマー病進行抑制薬候補ベルベリン」110 万円

③淡路

科研費・基盤研究（C）「ミトコンドリア機能可視化による脂肪酸受容体の機能解析」70 万円

6-3．受賞
無し
6-4．特許，実用新案
無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
無し

7．自己点検・評価
教育に関しては，単なる国家試験対策ではなく，疑問や問題に遭遇したときに，自分で調べて解決する能動的な能
力を身につけることを目標とした．ある程度は，活気ある講義や実習ができたと自負している．単に「楽しい」講義
ではなく，卒業後も有用な講義をさらに考えていきたい．
研究に関しては，大規模研究のような画期的な進歩は残念ながら得られていないが，それぞれ独創的なテーマで基
礎研究を行っている．
（1）臨床試験が可能なアルツハイマー病治療薬の候補を特定した．（2）循環器研究は本格的
に活動を開始して 2 年弱であるが，プロレニン受容体の機能解析では国際学会で高い評価を受けた．日高国際医療
センター心臓病センターとの共同研究は軌道に乗り，さらに各学会で発表した．（3）脂肪酸受容体の研究に関しては，
近年話題になっているメタボリックシンドローム関連治療薬につながる成果が出ており，京都大学との共同研究が進
展している．
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7．病理学
1．構成員
廣瀬隆則（HIROSE, Takanori）
：教授：外科病理，骨軟部腫瘍・脳腫瘍病理
新井栄一（ARAI, Eiichi）
：准教授：外科病理，皮膚病理，皮膚リンパ腫
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：准教授：外科病理，血液 ( 骨髄・リンパ節 ) 病理 , 分子病理
石澤圭介（ISHIZAWA, Keisuke）
：講師：神経病理学
望野唯明（MOCHINO, Tadaaki）, 本間富夫（HONMA, Tomio）, 永井俊典（NAGAI, Toshinori）, 近藤凡子（KONDO,
Namiko）, 小川章子（ OGAWA, Akiko）
：以上実験助手 ,
吉田洋子（ YOSHIDA, Yoko）
：事務
小森隆司（KOMORI, Takashi）
：客員教授
塩田

敬（SHIODA, Kei）
，渡辺宏志（WATANABE, Hiroshi），島田哲也

（SHIMADA, Tetsuya）
：以上非常勤講師，
島田志保（SHIMADA, Shio）
，非常勤医師．

2．教育
2-1．教育目的・目標
人体の正常構造や機能に関する知識を基礎に , 様々な疾病の原因 , 形成機序 , 形態学的特徴 , 転帰などについて教育
する . 病理学総論：臨床医学を理解するために必要不可欠な基本的な疾病の成り立ちと病理形態学について教育する .
臓器別病理各論講義：それぞれの臓器に特有な疾病の形態学的変化を詳細かつ具体的に解説する . 病理各論実習：病
変の肉眼所見 , 組織所見の基礎を身に付け , 疾病の臨床像と形態学的変化とを関連づける能力を高める .
2-2．内容（ 担当者）
〈2 年生〉
「病理総論」ユニット：講義 27 時間 , 実習 10 時間（ 担当：病理学および国際医療センター教員）
；
〈 3・4 年生〉
「ヒトの病気」コース病理各論講義：呼吸器（3 時間：清水禎彦，田丸）, 循環器（4 時間：清水道生，渡辺，清水禎彦）,
消化器（6 時間：伴，清水道生）, 血液（1 時間：茅野）, 腎・泌尿器（4 時間：清水禎彦，伴）, 生殖器（3 時間：廣瀬，
清水道生）, 内分泌・代謝（3 時間：廣瀬，清水道生）神経（5 時間：小森，廣瀬，塩田）, 感覚器（2 時間：新井，茅野）,
皮膚・運動器（2 時間：廣瀬，新井）, 免疫（1 時間：新井）, 周産期・発達（1 時間：塩田）；
〈 4 年生〉
「ヒトの病気」コース病理各論実習（ CPC 実習）（5 日間，剖検例の症例解析，担当：教員全員）；
〈 5 年生〉BSL（国際医療センター病理診断部にて，隔週，分担：教員全員）；
〈 研修医〉Clinicopathological conference（ CPC）年 5 回，分担：教員全員）
2-3．達成度
病理学に総論と各論の双方の講義があった数年前に比較して，病理学としての講義・実習時間数は減少しているが ,2
年生の病理総論は効率のよい講義と実習がほぼ実施できている．また , 4 年生病理各論実習（CPC 実習）では学生を
8 〜 10 人のスモールグループに分け , 各グループに対して一人ずつの教員がきめ細かく指導にあたった . 5 年生の
BSL は国際医療センター病理診断部教員が主に分担し、各班あたり 2 日間と短いが，基礎医学的知識と臨床的知識
の統合的整理に有用と考えられ，
満足度の高いものとなっている . 研修医を主な対象とした学内 CPC も年 5 回行われ，
卒前卒後の病理学教育カリキュラムは整備されていると考えられる .
2-4．自己評価と次年度計画
「病理総論」ユニットの講義内容のパワーポイント投影画像を A4 用紙 1 枚に付き 6 画像を印刷したハンドアウト
を作成し , 学生の理解の補助とした．実習では , 終了時に教員が学生全員の実習レポートのチェックを行い , 学生の
理解度の把握に努めた . また , 4 年生病理各論実習（CPC 実習）では学生を約 10 人のスモールグループに分け , 各グ
ループに対して一人づつの教員がきめ細かく指導にあたった . さらに , 研修医を主な対象とする臨床病理検討会（学
内 CPC）を年間 5 回開催し , 卒後教育にも貢献している．次年度もより専門性が高く，充実度の高いものとする予定
である．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床材料を用いて外科病理診断に役立つテーマを主体として取り組んでいる．
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
骨軟部・神経・皮膚・造血器の病理学的・分子生物学的研究
3-3．研究内容と達成度
201
病理学
各分野とも多方面にわたる病理学的研究を展開しており , 業績にみる如く，成果をあげている．研究費補助金も取
得している .
3-4．自己評価と次年度計画
7 編の英文論文，33 編の邦文論文，総説，学会発表を含む成果があり，活発な研究がなされたものと考えられる．
次年度はさらなる上積みを期している .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
兼任している診断業務は病理診断部の年報に記載している．病理解剖 33 体をこなしている．院外からの解剖依頼
にも答え，地域の基幹病院としての役割も果たしている．教室内カンファレンスが定期的に実施され，他科（脳神経
外科 , 皮膚科 , 腎臓内科 , 血液内科）とのカンファレンスも不定期ながら行われている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無．該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Pathology International（ 日本病理学会機関紙）査読委員：廣瀬隆則，新井栄一
脳神経外科ジャーナル 副編集長：廣瀬隆則
Brain Tumor Pathology 査読委員：廣瀬隆則
Journal of Dermatology：新井栄一
Pathology of Research and Practice：新井栄一
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本病理学会コンサルテーション委員：廣瀬隆則，新井栄一
日本病理学会専門医試験委員：新井栄一
皮膚病理診断研究会学術委員：新井栄一
国立がんセンターコンサルテーション委員：新井栄一

6．業績
6-1．論文・学会発表
＜英文論文＞
1．Arai E, Shimizu M, Ogawa F, Hirose T, Ohbayashi H, Taguchi S, Tsuchida T. Extravascular papillary endothelial
hyperplasia of the palm masquerading as an angiosarcoma. J Dermatol. 2008 Apr;35(4):238-41.
2．
Nakamura Y, Takahashi N, Kakegawa E, Yoshida K, Ito Y, Kayano H, Niitsu N, Jinnai I, Bessho M. The GAS5 (growth
arrest-speciﬁc transcript 5) gene fuses to BCL6 as a result of t(1;3)(q25;q27) in a patient with B-cell lymphoma.
Cancer Genet Cytogenet. 2008 Apr 15;182(2):144-9.
3．Ishizawa K, Komori T, Arai N, Mizutani T, Hirose T. Glial cytoplasmic inclusions and tissue injury in multiple
system atrophy: A quantitative study in white matter (olivopontocerebellar system) and gray matter (nigrostriatal
system).Neuropathology. 2008 Jun;28(3):249-57.
4．Saito T, Sugiyama K, Yamasaki F, Tominaga A, Kurisu K, Takeshima Y, Hirose T. Familial occurrence of
dysembryoplastic neuroepithelial tumor-like neoplasm of the septum pellucidum: case report. Neurosurgery.
2008 Aug;63(2):E370-2.
5．Murakami T, Kayano H, Itoh T, Shimizu Y, Ban S, Ogawa F, Sannohe S, Kondo S, Shimizu M.. Lymphoglandular
bodies in malignant tumors: with special reference to histologic specimens. Ann Diagn Pathol. 2008
Aug;12(4):249-51.
6．Ihara T, Okamura D, Takahashi N, Kohri M, Kayano H, Tamaru J, Niitsu N. Alveolar rhabdomyosarcoma
mimicking nasal lymphoma at the initial presentation. J Clin Exp Hematop. 2008 Nov;48(2):61-4.
7．Niitsu N, Okamura D, Takahashi N, Tanae K, Hagiwara Y, Kayano H, Bessho M. Renal intravascular large B-cell
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lymphoma with early diagnosis by renal biopsy: a case report and review of the literature. Leuk Res. 2009
May;33(5):728-30.
＜邦文論文，総説＞
8．茅野秀一 .【外科病理マニュアル】私のこだわり・工夫

術中迅速細胞標本のススメ . 病理と臨床 26 巻臨増

Page385-387(2008.04)
9．廣瀬隆則 ( 埼玉医科大学 病理 ). 多角的アプローチによる骨・軟部腫瘍の病理診断 電顕的検索が病理診断に有
用な骨・軟部腫瘍 . 日本整形外科学会雑誌 82 巻 6 号 PageS691(2008.06)
10．新井栄一 . 私の一推し免疫染色 D2-40. 検査と技術 36 巻 12 号 Page1342-1344(2008.11)
6-2．獲得研究費
廣瀬隆則：科学研究費補助金

基盤研究（ C）（ 2）一般

課題番号 18590344「脂肪性腫瘍の発生機構に関する

分子遺伝学的解析とその病理診断学的応用」
6-4．特許．実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1）彩の国さいたま病理診断セミナーの共催
7 月 12，13 日の両日 , “ 第 7 回彩の国さいたま病理診断セミナー ” をさいたま市のラフレ埼玉で国際医療センター
病理部とともに共催した . よりレベルの高い病理医を育成することを目標としたこのセミナーでは , 重要症例のプレ
パラート配布や顕微鏡実習など , 類似のセミナーにはない特徴を有しており , きわめて好評であった . セミナーの運
営 , ハンドアウトの作成については教室員が一致協力して当たり , このことも今回のセミナーが好評であった一因と
思われた .

7．自己点検・評価
教育は 2 年生に対する病理学総論，4 年生に対する病理学各論および CPC 実習，5 年生に対する BSL とも順調に
行われ，所期の成果があがったものと考える . また , 埼玉医大病院における病理診断のレベル向上も進みつつある .
病理解剖はマクロ，ミクロカンファレンスとも充実し，充分なフォローがなされ，病理学会が編集している剖検輯報
の収載まで滞りなく行われている .̲̲
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8．微生物学
1．構成員
赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：教授：ウイルス肝炎・肝癌の発症機序，ワクチン
松井政則（MATSUI, Masanori）
：准教授：細胞性免疫，サイトカイン，ワクチン
守屋

修（MORIYA, Osamu）
：准教授：免疫学，ワクチン

名和

優（NAWA, Masaru）
：講師：フラビウイルス（休職中）

小林信春（KOBAYASHI, Nobuharu）
：講師：細菌学
高木

徹（TAKAGI, Akira）
：助手，須田達也（SUDA, Tatsuya）：専攻生，赤塚博江（AKATSUKA, Hiroe）：特別協

力研究員，段洪英（DAN, Kouei）
：大学院生，高山俊輔（KOYAMA, Shunsuke）：特別学生，増田道明（MASUDA,
Michiaki）
，藤澤隆一（FUJISAWA, Ryuichi）
：非常勤講師

2．教育
2-1．目的・目標
感染症学の理解のための基礎として，個々の病原体についての分類学，感染増殖様式，発病病理，診断・予防・治
療などについて教育する．また実習において病原微生物を実際に扱うことにより，微生物の存在と性質を実感し，院
内感染対策の基礎を体得する．他に 1 学年の細胞生物学と，2 学年の PBL の分担を行う．
2-2．教育内容
1 学年「細胞生物学 I」コース予備講義等（守屋 85 時間）第 5 章（守屋，松井，小林，各 10 時間），第 16 章（赤塚，
守屋，小林，各 10 時間）
，
「医学セミナー」
（守屋 14 時間，小林 9 時間），
「人体の科学入門」（小林，守屋，各 10 時間）
，
選択必修「ヒトに親しい微生物」
（小林 16 時間），2 学年「PBL」テュータ（松井，小林），選択必修「音楽好きで英
語が苦手な人のための英語学習」
（赤塚 8 時間），3 学年「感染」ユニット 35 コマ（赤塚 12，松井 6，守屋 8，小林 6）
，
3 学年「感染」実習 3 日間（赤塚，松井，守屋，小林，高木），3 学年「免疫」ユニット 1 コマ（松井），オリエンテーショ
ン（新入生，5 年生：守屋 38 時間）
，大学院実用実験医学講座（赤塚，松井，小林），毛呂看護専門学校講義（小林
48 時間，
守屋 2 時間）
，
第 2 学科看護研究指導
（小林 4 グループ），川越医療センター看護専門学校講義（守屋 37 時間）
，
夏期プログラム「感染症ケーススタディの翻訳本を出版する」（2 日間；赤塚，松井，守屋，小林，高木）
2-3．達成度
教育の目標は全て達成できたと思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
本年度は 1 学期中間試験前後の感染ユニットの講義数のバランスを修正・改善するため，前半を微生物学総論，
細菌学および真菌学，中間を医動物学，そして後半をウイルス学，プリオンおよびまとめ（症例検討）と 3 つに分け，
それぞれ試験を行って評価した．おかげで学生の負担は少し軽減したように思われる．

3．研究
3-1．目的・目標
感染症の病因・病態の解明と，その予防・治療法の研究を行う．その対象として，日本の国民病ともいわれる C
型肝炎と，感染予防が特に緊急課題となっている新型インフルエンザと SARS に焦点を当てて行う．
3-2．研究プロジェクト
（1）C 型肝炎ウイルス（HCV）ワクチンの研究（赤塚，守屋，小林，高木，赤塚博江，感染研内田らとの共同研究）
（2）インフルエンザと SARS ワクチンの研究（松井，須田，高山，赤塚，感染研内田らとの共同研究）
（3）microsomal epoxide hydrolase（mEH）の研究（赤塚，小林，赤塚博江，高木，段，明石市民病院進藤，UC
Davis Dr.Hammock，FDA Dr.Feinstone らとの共同研究）
3-3．研究内容と達成度
（1）前年度の LCM ウイルスをモデルとしたマウス実験結果に基づき，今年度は HCV の細胞傷害性 T 細胞（CTL）
誘導型ペプチド表面結合ワクチンを検討した．免疫マウスに対する組換えワクシニアウイルスによるチャレンジ
実験で完全な感染防御効果が誘導できることが示された．この成果をさらに慢性 C 型肝炎の治療に応用する研
究にも着手した．達成度 50%
（2）SARS コロナウイルスと H5N1 型鳥インフルエンザについて同定された CTL エピトープペプチドを用いたリ
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ポソームワクチンについて，ウイルスチャレンジ実験を行い，感染後のウイルス増殖と症状・死亡率の低下を示
すことができた．達成度 70%
（3）ウイルス感染による薬物代謝酵素 mEH の機能と発現様式が変化し，培養肝細胞を用いた発がん誘起物質
DMBA の細胞傷害性試験で，そのメカニズムとして非特異免疫反応の誘導に関わるシグナル伝達系が関与して
いることが判明した．達成度 80%
3-4．自己評価と次年度計画
ペプチド表面結合リポソームワクチンは，C 型肝炎ウイルス，SARS コロナウイルス，H5N1 型鳥インフルエンザ
いずれにおいても極めて効率よく CTL を誘導し，これまでに研究されてきたどの CTL 誘導型ワクチンと比較しても，
効率と安全性において優れていることがすることが明らかになってきた．さらに，今まで困難と思われてきた慢性ウ
イルス感染症の治療にも応用出来る可能性を示すデータが得られつつあり，今後の発展に期待が持てる．
mEH という薬物代謝酵素は，その発現の多さと広範囲な発現部位などから，その重要性は認識されていたが，そ
れがヒトの疾患と関連していることは殆ど知られていなかった．我々の研究により今後慢性ウイルス感染症などの発
症機序における役割が解明されると期待される．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
埼玉医大雑誌編集 : 赤塚
"Journal of Viral Hepatitis" 査読：赤塚 , "Vaccine" 査読：松井，
5-3．その他
（1）Infection Control Team（ICT）活動（小林）
（2）中央手術部落下菌検査：218 検体（小林）
（3）病院・付属施設のレジオネラ検査：62 検体（小林）
（4）国際医療センター・核医学施設ホットラボ室内無菌検査：26 検体（小林）
（5）日本高等教育評価機構評価員（赤塚）
（6）学外活動：順天堂大学非常勤講師（赤塚）
（7）川越医療センター院内感染対策リンクナース講習会（赤塚 1 時間，守屋 2 時間，松井 2 時間，小林 2 時間）

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文：欧文 2，邦文 1；学会発表：国際 3，国内 10）
1．Hongying Duan, Nobuharu Kobayashi, Akira Takagi, Christophe Morisseau, Bruce D. Hammock, Toshitaka
Akatsuka. RNA virus infection aﬀects the location and possibly the function of microsomal epoxide hydrolase.
The FASEB Journal 2（1）:479, 2008.（獲得研究費 1, 2 に基づく研究）
2．Hongying Duan, Kazunori Yoshimura, Nobuharu Kobayashi, Akira Takagi, Masanori Matsui, Satoshi Ohno,
Kazuo Sugiyama, Christophe Morisseau, Bruce D. Hammock, Toshitaka Akatsuka. Analysis of the topology of the
microsomal epoxide hydrolase on the cell surface with monoclonal antibodies with diﬀerent epitope speciﬁcities.
The FASEB Journal 2（1）:479, 2008.（獲得研究費 1, 2 に基づく研究）
3．Hongying Duan, Nobuharu Kobayashi, Akira Takagi, Christophe Morisseau, Bruce D. Hammock, Toshitaka
Akatsuka, RNA virus infection aﬀects the location and possibly the function of microsomal epoxide hydrolase.
Experimental Biology 2008, San Diego, CA, USA, Apr. 5-9, 2008.（獲得研究費 1, 2 に基づく研究）
4．Hongying Duan, Kazunori Yoshimura, Nobuharu Kobayashi, Akira Takagi, Masanori Matsui, Satoshi Ohno,
Kazuo Sugiyama, Christophe Morisseau, Bruce D. Hammock, Toshitaka Akatsuka,.

Analysis of the topology of

microsomal epoxide hydrolase on the cell surface with monoclonal antibodies with diﬀerent epitope speciﬁcities.
Experimental Biology 2008, San Diego, CA, USA, Apr. 5-9, 2008.（獲得研究費 1, 2 に基づく研究）
5．Akira Takagi, Masanori Matsui, Osamu Moriya, Nobuharu Kobayashi, Hiroshi Oda, Masahito Mori, Akiharu
Kobayashi, Maiko Taneichi, Tetsuya Uchida, Toshitaka Akatsuka. Highly efficient anti-viral CD8+ effector and
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memory T cell induction without T cell help by peptides coupled to the surface of liposomes. Frontiers in
Immunological Memory. Newport Beach, CA, September 26-27, 2008.（獲得研究費 3 に基づく研究）
6．Akira Takagi, Masanori Matsui, Osamu Moriya, Nobuharu Kobayashi, Maiko, Taneichi, Tetsuya Uchida,
Toshitaka Akatsuka. Memory CD8 T cell induction without CD4 T cell help by peptides coupled to the surface of
liposomes. 15th International Symposium on Hepatitis C Virus & Related Viruses. San Antonio, Texas, Oct. 5-9,
2008.（獲得研究費 3 に基づく研究
7．高木徹，松井政則，守屋修，小林信春，種市麻衣子，内田哲也，赤塚俊隆 . ペプチド表面結合リポソームは
CD4 ヘルプなしに抗ウイルス CD8+ メモリー T 細胞を誘導する . 第 56 回日本ウイルス学会学術集会，岡山，
Oct 26-28, 2008.（獲得研究費 3 に基づく研究
8．高木徹，松井政則，赤塚俊隆，種市麻衣子，内田哲也 . ペプチド表面結合リポソームによる抗ウイルス CD8+T
細胞反応の効率的な誘導 . 第 12 回日本ワクチン学会学術集会，熊本，Nov 8-9, 2008.（獲得研究費 3 に基づく
研究
9．高木徹，大野悟史，守屋

修，松井政則，種市麻衣子，内田哲也，赤塚俊隆 . ペプチド表面結合リポソーム

は CD4 ヘルプなしに抗ウイルス CD8+ メモリー T 細胞を誘導する . 第 38 回日本免疫学会総会，京都，Dec 1-3,
2008.（獲得研究費 3 に基づく研究
10．Rina Shinozaki, Takanari Nakano, Ikuo Inoue, Masanori Matsui, Toshitaka Akatsuka, Kayoko Tanaka, Masumi
Akita, Shigeru Hokari, Shigehiro Katayama, Tsugikazu Komoda Phospholipase A2 may promote membrane-raft
budding and ﬁssion. 第 81 回日本生化学会大会 , 神戸 , December 9-12, 2008.
6-2．獲得研究費
1．H20 年度私立大学教育研究高度化推進特別補助共同研究経費「共同研究」，「C 型肝炎の発症・発がんにおける
薬物代謝酵素の役割の解析」
，
（赤塚）340 万円（業績 1-4）
2．H20 年度私立大学教育研究高度化推進特別補助学生分経費，「C 型肝炎の発症における microsomal epoxide
hydrolase（mEH）の役割の解明」
（段，赤塚）55 万円（業績 1-4）
3．H20 年度厚労省萌芽的先端医療技術推進研究事業，「細胞性免疫誘導能を持つペプチド結合リポソームを応用
したウイルスワクチンの創製」
（赤塚）400 万円（業績 5-9）
4．H20 年度厚労省萌芽的先端医療技術推進研究事業，「細胞性免疫誘導能を持つペプチド結合リポソームを応用
したウイルスワクチンの創製」
（松井）400 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
鳥インフルエンザワクチン（松井）
，SARS コロナウイルスの細胞傷害性 T 細胞エピトープ及びその用途（松井）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
名和講師の病気休職により，残りの室員と非常勤講師で教育業務を遂行した．感染ユニットの講義は皆が分担を増
やして比較的に負担は少なかったが，実習，看護学校，少人数教育等の負担が大きかった．そんな中，夏期プログラ
ムで 4 人の学生を指導したり，2 大研究テーマでそれぞれ大きな進展を得ることができたりした．高い自己評価を与
えてよいと思われる．
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9．免疫学
1．構成員
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：教授：運営責任者：研究主任：教育副主任：抗原 - 抗原提示分子 - 抗原提示環境
の研究

曽根敏雄（SONE, Toshio）
：講師：研究副主任：教育主任：原虫類の系統的多型性の解析
仁科正実（NISHINA, Masami）
：兼担：准教授：NMR 分光法による蠕虫類感染の生理生化学
東

丈裕（HIGASHI, Takehiro）
：兼担：助教：アジュバント活性の解析

橋本久実子（HASHIMOTO, Kumiko）
：実験助手
高木理英（TAKAGI, Rie）
：実験助手
松下和弘（MATSUSHITA, Kazuhiro）
：協力研究員

2．教育
2-1．目的・目標
生物学，免疫学，医動物学の充実した教育を行う．
2-2．教育内容
（医学部）
【講義】1 年生：細胞生物学Ⅰ，40 時間（松下・仁科・曽根・町田（医学研究センター）
・伴塲（医学研究センター）
）
，
3 年生：病気の基礎 2：免疫 , 92 時間（松下・曽根・東），ヒトの病気Ⅰ：感染，22 時間（仁科・曽根），4 年生：
ヒトの病気 2：救急・中毒，2 時間（曽根）
，6 年生：内科総論，2 時間（松下）
東京慈恵会医科大学非常勤講師（松下）
，女子栄養大学非常勤講師（仁科），東京家政大学非常勤講師（仁科）
（毛呂病院看護専門学校）
【講義】1 年生：生物学，45 時間（松下・仁科・曽根・東・伴塲（医学研究センター））
2-3．達成度
おおむね達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
次年度はテーマ間のアンバランスの改善をはかり，さらに充実させたい．

3．研究
3-1．目的・目標
新世代のワクチンとその投与法／投与対象の選択法の開拓を目標とし，以下の柱を建てて進めた．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
免疫学研究：松下・東・橋本・高木
医動物学研究：仁科・曽根
3-3．研究内容と達成度
抗原提示環境の研究：樹状細胞に影響を与える物質としての Th2/Th17 アジュバントの研究開発にも力を入れて
いる．また，
環境要因の中から免疫応答を修飾する化合物（特にアレルギー誘導能）を同定するシステムを樹立した．
成果は学術講演および論文として報告した．
高感受性を決定する遺伝要因の研究：多因子疾患における遺伝的ハイリスクグループに対して，環境要因の側から
適切な予防治療的アプローチを行うことは，単因子疾患に対する遺伝子治療と同様に重要な考え方である．このよう
な観点から，免疫関連疾患の遺伝要因を同定する研究を行った．成果は学術講演および論文として報告した．
睡眠時無呼吸性症候群の薬剤による治療法の確立のための基礎研究：脳のエネル
ギー代謝の観察のため，モデルマウスを作成した．トレーサーとして（1-13C）glucose を投与し，その代謝産物
を NMR 分光法にて観察した．
乳酸，グルタミン酸，GABA において，変化を観察した．これらの結果は国際学会において報告した．
クルーズトリパノソーマの遺伝的多型性の解析：シャーガス病の原因原虫であるクルーズトリパノソーマには遺伝的
に多型性がある．タンパク質中に見い出される変異をプロテオーム解析により網羅的に同定することを試み，検出で
きたタンパク質の中で 30％を越えるタンパク質に変異を検出した．本年度はアミノ酸置換を伴うペプチドを対象と
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して，質量分析の 1 測定手法である Post Source Decay 法を試み，de novo sequencing を試みた．35 種類のペプチ
ドにおいてペプチド内の置換アミノ酸を同定することに成功した．これらの成果により，クルーズトリパノソーマの
株間で見出されたアミノ酸置換の割合が高く，クルーズトリパノソーマは種として高度に分化している（系統樹では
広範囲に分岐している）ことが示唆された．研究成果の一部は学会で発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
特許出願・論文・発表共に順調である．
来年度も継続したい．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし

5-2．学術誌，編集委員，査読委員会の有無
松下

祥：Editor, Allergology International

松下

祥：埼玉医科大学雑誌編集委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
松下

祥：日本高等教育評価機構評価員

松下

祥：日本私立医科大学協会研究体制検討委員会委員

松下

祥：医学研究センター

センター長

松下

祥：医学研究センター

学内グラント部門

松下

祥：倫理委員会副委員長

松下

祥：ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会部会長

松下

祥：大学院委員会委員

松下

祥：特許委員会委員

松下

祥：心臓移植検討委員会委員

松下

祥：市民公開講座運営委員会委員

松下

祥：研究費監査委員会副委員長

松下

祥：日本免疫学会（評議員，学会ホームページ委員，

部門長

2010 年国際免疫学会議組織委員会総務委員）
松下

祥：分子予防環境医学研究会（評議員）

松下

祥：自己免疫疾患研究会（幹事）

松下

祥：埼玉医科大学医学会幹事長

松下

祥：埼玉医科大学雑誌編集委員

松下

祥：競争的資金等運営管理部局責任者（医学部毛呂山キャンパス）

松下

祥：医学教育センター大学院部門副部門長

松下

祥：語学試験委員会委員

松下

祥：グラント選考委員会委員

松下

祥：研究推進評価委員会委員

松下

祥：日本アレルギー学会（代議員，研究推進委員会アレルゲン

と免疫療法専門部会員，出版物刊行委員会委員）
松下

祥：米国免疫学会（American Association of Immunologists）

仁科

正実：日本寄生虫学会（評議委員）

6．業績
6-1．論文・学会発表
代表的なもの 10 編
1．Matsushita, S. and Higashi, T. Human Th17 cell clones and natural immune responses. Allergol. Int.57
（2）:135-140, 2008.
2．Higashi, T., Wakui, M., Nakano, K., Hashimoto, K.,Takagi, R., Tanaka, Y. and Matsushita, S. Evaluation of adjuvant
223

免疫学

activities using human antigen presenting cells in vitro. Allergol. Int.57:219-222, 2008.
3．Uemura, Y., Suzuki, M., Liu, T-Y., Narita, Y., Hirata, S., Ohyama, H., Ishihara, O. and Matsushita, S. Role of human
non-invariant NKT lymphocytes in the maintenance of type 2 T helper environment during pregnancy. Int.
Immunol., March 2008. 20:405-412
4．Takeuchi-Hatanaka, K., Ohyama, H., Nishimura, F., Kato-Kogoe, N., Soga, Y., Matsushita, S., Nakasho, K.,
Yamanegi, K., Yamada, N., Terada, N. and Takashiba, S. Polymorphisms in the 5' ﬂanking region of IL12RB2 are
associated with susceptibility to periodontal diseases in the Japanese population. J. Clin. Periodontol. 2008;35
（4）:317-323.
5．Liu, T-Y., Uemura, Y., Suzuki, M., Narita, Y., Hirata, S., Ohyama, H., Ishihara, O. and Matsushita, S. Distinct
subsets of human invariant NKT cells differentially regulate T helper responses via dendritic cells. Eur. J.
Immunol.38:1012-1023, 2008.
6．Uemura, Y., Liu, T-Y., Narita, Y., Suzuki, M. and Matsushita, S. 17 β -Estradiol（E2）plus TNF α induces a
distorted maturation of human monocytes-derived DCs and promotes their capacity to initiate Th2 responses.
Hum. Immunol.69:149-157, 2008.
7．Ohyama, H., Kato-Kogoe, N., Nishimura, F., Takeuchi-Hatanaka, K., Matsushita, S., Yamanegi, K., Yamada, N.,
Hata, M., Nakasho, K., Terada, N. Diﬀerential eﬀects of polymorphisms in the 5' ﬂanking region of IL12RB2 on
NK and T cell activity. J. Interferon Cytokine Res. 2008 Sep;28（9）:563-9.
8．Takagi, R., Higashi, T., Hashimoto, K., Nakano, K., Mizuno, Y., Okazaki, Y. and Matsushita, S. B-cell
chemoattractant CXCL13 is preferentially expressed by human Th17 cell clones. J. Immunol. 181:186-189,
2008.
9．Nakano, K., Higashi, T., Hashimoto, K., Takagi, R., Tanaka, Y. and Matsushita, S. Antagonizing dopamine D1like receptor inhibits Th17 cell diﬀerentiation: Preventive and therapeutic eﬀects on experimental autoimmune
encephalomyelitis. Biochem. Biophys. Res. Commun. 373:286-291, 2008.
10．Z. Wu, I. Nagano, K. Kajita, M. Nishina and Y, Takahashi.
Hypoglycaemia induced by Trichinella infection is due to the increaseof
glucose uptake in infected muscle cell.
International Journal for Parasitology. 2009.01. 39:427-434
6-2．獲得研究費
松下

祥：財団法人

曽根

敏雄：明治乳業株式会社（105 万）

仁科

正実：有限会社

仁科

正実：ライフフィールドスペース株式会社（10 万）

東

化学及血清療法研究所（50 万）
山陰ネッカリッチ（50 万）

丈裕：埼玉医科大学学内グラント（100 万）

松下

祥：文部科学省研究費基盤研究（C）

「アジュバント活性の多様性の解析とその応用」
課題番号 20591192（195 万）
東

丈裕：文部科学省研究費若手研究（B）

「Th2 アジュバント活性定量法を用いたアトピー性皮膚炎の環境要因の評価」課題番号 20710026（200 万）
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案
松下

祥：ドーパミン D2 様受容体アゴニストを有効成分とする医薬及び

スクリーニング方法
松下

祥：ドーパミンＤ 2 様受容体アゴニストを有効成分とする，1 型糖尿病の治療又は予防のための医薬及びス

クリーニング方法
松下

祥：Ｔｈ 21 細胞クローン並びにその製造及び利用

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし

7．自己点検・評価
教育：医学部，免疫学にとどまらず，さまざまな教育領域を担当している．教員数が維持できる限りはこの体制を
続けていきたい．
224

免疫学

研究：原著論文の投稿数を増やす必要がある．
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10．公衆衛生学
1．構成員
永井正規（NAGAI，Masaki）
：教授：運営責任者：教育主任：研究主任：疫学，集団健康管理
太田晶子（OHTA，Akiko）
：講師：教育副主任：研究副主任：疫学，公衆衛生学
石島英樹（ISHIJIMA，Hideki）
：助教：教育員：研究員
非常勤講師：丸木憲雄，大村外志隆，渕上博司
専攻生：高橋 進，倉田澄子
実験助手：桑原孝子，仁科基子

2．教育
2-1．目的・目標
公衆衛生学教室は医学部学生に対して，疫学，衛生統計，地域保健，母子保健，学校保健，成人保健，精神保健，
感染症対策，衛生行政，社会保障，社会福祉，医療制度についての教育を行った．
疫学の目標は「疫学の原理と方法を理解し，医師として必要な疾病の発生要因の究明，疾病予防のための疫学的方
法を身につける．
」であり，その他の公衆衛生分野の目標は「公衆衛生の概念を理解し，方法を身につけ，公衆衛生
の現状を理解し，問題点を把握する．さらに将来医師として公衆衛生の向上，増進活動を実践するために必要な能力，
その中でおこる問題を解決するための能力を身につける．」である．
2-2．教育内容（担当者）
1 学年「統計学」
（永井 1 コマ）
「人体の科学入門」
（石島 20 コマ），2 学年

PBL（永井 4 コマ，石島 4 コマ），3 学年「病

気の基礎− 2」コ−ス・
「疫学」ユニット（永井 12 コマ）. ヒトの病気 -1「循環器」（太田 1 コマ），4 学年「社会と
医学」コース・
「疾病の予防と対策」ユニット（永井 12 コマ・太田 7 コマ，渕上 2 コマ・丸木 2 コマ・大村 2 コマ）
，
課題実習（永井・太田・石島 15 コマ）
，6 学年「社会医学」（太田 6 コマ，石島 6 コマ），「内科総論」（石島 1 コマ）
，
「医療総論」
（太田 3 コマ，石島 1 コマ）
，夏期プログラム「疫学勉強会」（永井・太田・石島 4 日間）
2-3．達成度
3 年生「疫学ユニット」では 102 名中 21 名再試験を行い，全員合格であった．4 年生「疾病の予防と対策ユニット」
では 98 名中 5 名再試験を行い，1 名不合格であった．
2-4．自己評価と次年度計画
学生への個別指導に多くの時間をかけ，成果をあげた . 今後もひきつづき実践する .

3．研究
3-1．目的・目標
疫学，公衆衛生学として，社会・我が国の健康問題に積極的に関わり，提言にむすびつく科学的事実を明らかにする .
3-2．研究グル−プ（研究プロジェクト）
1．平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）
「特定疾患の疫学に関する研究班」
2．平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）
「難治性疾患に関する有効な治療法選択等のための情報収集体制の構築に関する研究」
3．平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（新興・再興感染症研究事業）
「効果的な感染症サ−ベイランスの評価並びに改良に関する研究」
3-3．研究内容と達成度
厚生労働省特定疾患の疫学に関する研究班事務局として，特定疾患情報についての疫学 , 行政的解析を行った．厚
生労働省新興・再興感染症研究事業の発生動向調査に関する研究班に参加し , 発生動向調査における警報・注意報発
生システムについての確認を行った．
3-4．自己評価と次年度目標
多くの課題をとりあげ，成果をあげた．今後もひきつづき課題にとりくむ .
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4．診療
「該当なし」

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
厚生労働省医道審議会保健師助産師看護師分科会委員（永井），厚生労働省医師国家試験ブラッシュアップ委員（永
井）
，厚生労働省エイズ動向委員（永井）
，厚生統計協会評議員（永井），東京都エイズ専門家会議委員（永井）
，埼玉
県感染症発生動向調査検討委員（永井）
，経済産業省

ダイオキシン類の人への蓄積量調査検討委員（永井），環境省

ダイオキシン類の人への蓄積量調査検討会−地域ワーキンググループ座長（永井），千葉県柏市第二清掃工場ダイオ
キシン類健康影響調査検討委員（永井）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本公衆衛生学会査読委員（永井）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
「該当なし」

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数− 29 編，学会発表総数− 19 編）
1．Kokichi Arisawa, Hirokazu Uemura, Mineyoshi Hiyoshi, Hiroshi Satoh, Yoshio Sumiyoshi, Kenji Morinaga,
Kazunori Kodama, Taka-ichiro Suzuki,（Masaki Nagai）, Tsuguyoshi Suzuki: Dirtary intake of PCDDs/PCDFs
and coplanar PCBs among the Japanese population estimated by duplicate portion analysis : A low proportion of
adults exceed the tolerable daily intake. Environmental Reserch. 2008.08. 108:252-259
2．Hirokazu Uemura, Kokichi Arisawa, Mineyoshi Hiyoshi, Hiroshi Satoh, Yoshio Sumiyoshi, Kenji Morinaga,
Kazunori Kodama, Taka-ichiro Suzuki, Masaki Nagai,Tsuguyoshi Suzuki: Associations of environmental Exposure
to dioxins with prevalent diabetes amaong general inhabitants in Japan. Environmental Research. 2008.07.
108:63-68
3．Hirokazu Uemura, Kokichi Arisawa, Mineyoshi Hiyoshi, Hiroshi Satoh, Yoshio Sumiyoshi, Kenji Morinaga,
Kazunori Kodama, Take-ichiro Suzuki, Masaki Nagai）,Tsuguyoshi Suzuki.: PCDDs/PCDFs and diozin-like PCBs:
Recent body burden levels and their determinants among general inhabitants in Japan. . 2008.07. 73:30-37
4．太田晶子，仁科基子，石島英樹，永井正規 : 臨床調査個人票の入力状況（2008 年 5 月現在）. 特定疾患の疫学
に関する研究班 . 2009.03. 17-24
5．井戸正利，太田晶子，仁科基子，永井正規 : 特定疾患受給申請に関する都道府県調査 . 特定疾患の疫学に関す
る研究班 . 2009.03. 25-28
6．簑輪眞澄，永井正規 : 特定疾患受給申請に関する都道府県調査

〜申請件数・不承認や軽快となる割合につい

ての解析〜 . 特定疾患の疫学に関する研究班 . 2009.03. 29-35
7．簑輪眞澄，永井正規 : WHO の収集した死亡統計に基づく世界の難病の記述；全難病に拡大 . 特定疾患の疫学
に関する研究班 . 2009.03. 301-312
8．太田晶子，仁科基子，石島英樹，永井正規 : 臨床調査個人票を用いた受給継続状況の検討 . 特定疾患の疫学に
関する研究班 . 2009.03. 36-45
9．永井正規，橋本修二，川戸美由紀，谷口清州，重松美加，多田有希，安井良則，島田智恵，太田晶子 : 感染症
発生動向調査に基づく流行の警報・注意報及び全国年間罹患数の推計

−その 9 − .「疫学的・統計学的なサ−

ベイランスの評価と改善グル−プ」研究報告書 . 2009.03.
10．太田晶子，仁科基子，石島英樹，泉田美知子，永井正規 : 保健・衛生行政業務報告に基づく特定疾患医療受給
者及び登録者の実態把握 . 特定疾患の疫学に関する研究班 . 2008.10. 309-316
6-2．獲得研究費
1．永井正規：厚生労働科学研究費補助金 特定疾患対策研究事業「特定疾患の疫学に関する研究」5,590 万円（間
接経費 1,290 万円）
2．永井正規：厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業「難治性疾患に関する有効な治療法選択等のた
めの情報収集体制の構築に関する研究」100 万円
3．永井正規：厚生労働科学研究費補助金 新興・再興感染症研究事業「効果的な感染症サ−ベイランスの評価並び
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に改良に関する研究」150 万円
6-3．受賞
「該当なし」
6-4．特許，実用新案
「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナ−等の開催実績
厚生労働科学研究費補助金「特定疾患の疫学に関する研究班」
（研究代表者：永井正規）第 1 回総会

12 月 3 〜 4 日，

川越ビル

7．自己点検・評価
1 学年では講義 1 コマと人体の科学入門ユニット実習，2 学年では PBL のみと比較的少ないが，3 学年で「疫学」
ユニット他，4 学年で「疾病の予防と対策」ユニット他，6 学年での「社会医学」他講義と全学年に渡り，3，4，6
学年では特に多く，教育に関わり貢献した . 教員の負担は年報に十分には表現されない程度に大きい . 教育に対する，
高度な配慮，多くの労力が払われ，成果をあげた . 夏期プログラム「疫学勉強会」は，特に学期中に十分な学習を行
わなかったために定期試験が不合格と評価された学生が受講し，集中的な教育により，学生はいずれも合格レベル
に向上した . 学習すべき内容に対してカリキュラムに割かれた時間が必ずしも十分でないために，学生に自己学習を
求める部分が多くなっていることが，定期試験で合格評価を受けられない学生が比較的多くなっている理由の一つと
なっているが，これが今後の教育上の課題である .
「特定疾患の疫学」
「感染症発生動向調査の方法論」についての研究はいずれも厚生労働省からの研究補助を受けて
の研究である .
政府関連，地方自治体関連の各種委員会等の委員として，国，地域の公衆衛生の向上に寄与したことも，評価視点
として落とすべきではない .
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11．法医学
1．構成員
齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）
：教授：教育主任：研究主任：突然死の病理，交通外傷
渡辺博司（WATANABE, Hiroshi）
：名誉教授
原

正昭（HARA, Masaaki）
：講師：教育副主任：研究副主任：遺伝標識の法医学的応用

高田

綾（TAKADA, Aya）
：講師：教育員：研究員：突然死の病理，創傷の法医診断

実験助手 新井正明：
（ARAI, Masaaki）
，冨山紀子：（Tomiyama, Noriko）
非常勤講師：舟山真人（東北大教授，法医）
，田島義文（明海大，口腔病理），
村井達哉（榊原記念病院・病理），宮坂祥夫（科学警察研究所）
研究生：中西宏明（山梨県警科学捜査研究所）

2．教育
2-1．目的・目標：法医学に関する講義・実習は，4 年後半の「異状死の診断」として行われた．その教育目標は，1．
法医学的視点を備えた臨床医となるために，その基盤となる知識・方法論を理解する，2．典型的な症例について，
異状死の診断と法的処理が適切にできるようになる，の 2 点に集約される．
2-2．教育内容（担当者）
異状死の診断：UD 齋藤，講義・実習担当：齋藤，原，高田他
救急・中毒：4 年生，UD 補佐：齋藤，講義担当：齋藤，高田
CPC 実習：4 年生，UD 病理学，担当：齋藤，高田
医学概論：2 〜 4 年生，医事法，医療事故関係の講義，担当：齋藤
周産期：児童虐待関係，担当：齋藤
PBL（2 年生）
：齋藤，原，高田
そのほか，齋藤は，学生部委員，学生支援室員，学年小委員などとして，学務，学生生活に係わったほか，東医体
連盟理事を担当した．また，学業・生活面で課題のある学生への指導，支援にも積極的に関与した．
2-3．達成度：
「異状死の診断」については，講義後に実施された学生による講義評価も高く，試験等においても十分
に理解が得られており，全体として良好な教育効果が得られているものと判定された．また，CPC 実習でも 1 グルー
プが法医解剖症例を担当し，効果をあげた．
2-4．自己評価と次年度計画：おおむね所期の目標は達成されたものと考えているが，教育に万全ということはない．
次年度はさらに教育手法の点検と改善を図りたい．

3．研究
3-1．目的・目標：鑑定に根づいた臨床的研究を行うこと．法医学は applied medicine であり，死因究明を柱とした
法医実務の質を高めることが学問の社会的使命である．このため法医学領域の研究は，鑑定を出発点とし，つねに鑑
定への還元を念頭において行われる．
3-2．研究グループ：法医病理学：齋藤，高田，法医免疫遺伝学：原，山本
共同研究は，埼玉県警科学捜査研究所，山梨大医，北里大学，弘前大学，東京都監察医務院，警察庁科学警察研究所
などと行った．
3-3．研究内容と達成度：1）〜 3）は法医病理，4）は法医免疫遺伝
1）創傷形態からの成傷器推定：鈍器や刃物，頚部圧迫の創傷形態の解析例を蓄積した．
2）心筋梗塞破裂の病理学的解析；心筋梗塞破裂による突然死 150 例以上を詳細に検索し，その病理学的特徴の解
析を行った．破裂心における心内膜亀裂の位置や形態，梗塞心の破裂時期，破裂例における冠動脈の粥腫破綻の
特徴について病理学的解析を進め，英文誌に発表した．
3）動脈解離の病理学的解析；くも膜下出血の稀な原因である脳動脈解離の臨床病理学的検索をさらに進めた．本
年度も頭蓋内内頚動脈における解離性病変について検索した．
4）ＤＮＡ多型の法医学的応用；ＤＮＡ多型分析の法医試料への適用に関する研究を続行した．
3-4．自己評価と次年度計画：教室業務に占める法医鑑定（解剖）の比率が大きく，しかも少人数であり，研究のた
めの時間的，精神的余裕に乏しい．そのような環境ではあるが，高田らの 10 年余にわたる心筋梗塞破裂に関する病
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理学的研究が，昨年度につづき論文となり掲載された．また，原らのＤＮＡ多型の法医学的応用に関する諸研究も着
実にデータが出ている．次年度も同様の方向性で進むものと考えられる．
3-4．その他：医学研究センター・フェローシップ部門員（齋藤）

5．その他：法医実務など
5-1．法医鑑定実務：当教室の主要業務である．平成 20 年度に当教室で行った解剖は 122 体（司法 93 例・行政 29 例）
であった．
行政解剖については財政難から症例数が抑えられているなど定着には課題も多いものの，積極的に受託し，県の衛
生行政に貢献した．
5-2．司法関係者に対する教育活動：検察・警察関係者の法医学的教養を高め，科学捜査の質的向上に資することは
法医学者の重要な社会的責務である．20 年度も，齋藤，高田が，警察庁検視官講習（法医専科）や同交通検視官講
習などに出講し，現場での司法関係者への啓蒙にも努め，多くの効果を挙げた．なお，当教室は，東大，慶大等とと
もに警察庁検視官講習の解剖研修機関であり，全国の検視官予定者（幹部警察官）が春秋通算 2 ヶ月にわたり多数
解剖研修を行った．
5-3．編集委員等：Legal Medicine 誌の editorial board（齋藤）

6．業績
6-1．論文・学会発表
1．齋藤一之．臨床法医学テキスト（佐藤喜宣編著），内因性急死，創傷ほか．中外医学社，2008．
2．Takada A, Saito K, Nagai T, Hamamatsu A, Murai T. When does an infracted heart rupture? A pathological study
of 148 out-of-hospital sudden death cases. Int J Cardiol 2008; 129: 447-448.
3．Hara M, Kido A, Kameyama H, Takada A, Miyazaki T, Saito K. STR and Y-STR genotyping assays of 25-year-old
semen stains. Forensic Science International: Genetics Supplement Series 2008: 428-429.
4．Kimura M, Sato C, Hara M, Ishihara O, Ikebuchi K. Nonivasive fetal RHD genotyping by maternal plasma with
capillary electrophoresis. Transfusion 2008; 48: 1156-1163.
5．Miyazaki T, Hara M, Ichiki A, Yamamoto Y, Takada A, Kido A, Nodera M, Yanagisawa H, Suzuki H, Saito K. An
eﬃcient novel method for analyzing STR loci from a single sperm captured by laser microdissection. Forensic
Science International: Genetics Supplement Series 2008: 437-438.
6．木村真智子，板倉敦夫，石原理，池淵研二，原正昭，齋藤一之．母体血漿中胎児 free DNA サイズに関する検討．
DNA 多型 2008; 16: 185-188．
7．齋藤一之，高木徹也，高田綾，広瀬隆則，呂彩子，原正昭．神経節膠腫（ganglioglioma）のみられた 2 突然死
例．法医学の実際と研究 2008; 51: 163-167.
8．高田綾，齋藤一之，高木徹也，長尾正崇，永井智紀，呂彩子，景山則正，原正昭．外傷性くも膜下出血の出血
源としての頭蓋内内頚動脈損傷．第 92 次日本法医学会総会，2008.05，秋田．
9．Saito K, Takada A, Kuroda N, Hara M, Arai M, Ro A. Traumatic dissection of extracranial vertebral artery with
massive subtentorial cerebral infarction: Report of an autopsy case. The 7th International Symposium Advances
in Legal Medicine, 2008.09, Osaka, Japan.
10．高田綾，齋藤一之，村井達哉，浜松晶彦，呂彩子．心筋梗塞破裂症例における冠動脈病変．院外突然死 148 例
の病理学的解析．第 97 回日本病理学会総会，2008.05，金沢．

7．自己評価
実務：解剖鑑定は教室の中心業務であるが，鑑定件数の増大と事件の複雑化がさらに進み，医師 2 名，コメディカ
ル 3 名の体制では限界を超えている．現状に適応した人的・物的体制の整備が急務だが，解剖医は人材払底で，専
門教育には長時間を要し，急な改善は望めない．コメディカルの補充も喫緊の課題である．
教育：
「異状死の診断」については良好な結果が得られている．学業・生活面で課題のある学生への指導，支援にも
積極的に関与したほか，東医体などを通じて学生の課外活動の振興に積極的に関与するよう努力した．
研究：ひきつづき実務に直結する研究を地道におこなった．寡産ではあるが密度の高い研究を指向した．突然死領域
の研究については，臨床領域にも還元されつつある．分子生物学などの純粋な基礎研究は当教室の任務ではない．
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1．1）消化器内科・肝臓内科
1．構成員
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：消化器・肝臓病学，特に急性・慢性肝
不全の病態と治療，ウイルス性慢性肝炎・肝硬変・肝癌の治療，肝移植，肝類洞
壁細胞の病態生理

名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）：教授：診療副科長：教育主任：研究副主任：肝臓病学，特に慢性肝炎・肝硬変
の治療，肝癌の診断，性差医療，肝再生の機序
今井幸紀（IMAI, Yukinori）

：准教授：研修医長：消化器病学，門脈圧亢進症の内視鏡的治療と IVR 治療，
消化器領域の核医学

中山伸朗（NAKAYAMA, Nobuaki）
：講師：外来医長：肝臓病学，劇症肝炎と肝移植
稲生実枝（INAO,Mie）
：講師：病棟医長：肝臓病学，消化器病学
喜多宏人（KITA, Hiroto）
：教授（兼担）
：消化器病学，内視鏡的治療
新井

晋（ARAI, Shin）
：講師（兼担）
：消化器病学，消化器癌の内視鏡的治療

石川恵子（ISHIKAWA, Keiko）
：講師（兼担）：消化器病学，大腸の内視鏡的治療
助教：14 名，専攻生：2 名，客員教授：0 名，非常勤講師：12 名，非常勤医師：6 名，実験助手：1 名

2．教育
2-1．目的・目標
3 年生の「ヒトの病気コース」と 6 年生の「総合学習コース」で消化器疾患（肝，胆，膵および消化管）の講義を
担当している．3 年生では「消化器ユニット」の約 60% を担当しており，病態生理の理解に主眼をおいた講義を行っ
ている．5 年生以降の臨床実習に際して，患者から得られた情報を体系化し，病態を理論的に考察した上で，症例に
応じた最適の診療を実施するための基礎的な能力を育成することが，3 年生の講義における目的である．講義には，
当科で独自に作成した「消化器病学」テキストを中心に，各教員がスライド，プリントなどの配布資料も利用してい
る．6 年生では 3 年生の講義で扱った内容を，医師国家試験に向けに切り口を変えて，講義を行っている．但し，消
化器内科の領域は進歩が著しいため，3 年生の時点では講義の対象とならなかった up-to-date な事項に関しても言及
するようにしている．
5 年生では 4 週間のクリニカルクラークシップおよび 2 週間の BSL を担当している．学生は消化器領域の「必修
の疾患」の患者を受け持ち，病歴の聴取，診察を行い，それを SOAP システムに従ってレポートないし電子カルテに
まとめることで，理論的な考え方を習得することを目指している．この間に 10 回以上のクルズスを実施しており，
これによって消化器内科関連の検査，画像を見学し，知識を整理する場を提供している．また，週 1 回の病棟回診
と全症例の検討会に出席することで，消化器内科領域の必修の疾患と症候は全てを経験できるように配慮している．
2-2．教育内容（担当者）
消化器ユニット：コースディレクター（名越澄子），同補佐（中山伸朗）
消化管疾患総論，消化性潰瘍，大腸及び炎症性腸疾患（喜多宏人，石川恵子）
消化管疾患総論，大腸及び炎症性腸疾患（石川恵子）
消化管疾患総論，胃食道疾患，肝腫瘍，症候学（今井幸紀）
上部消化管疾患，症候学（新井

晋）

肝臓疾患総論，ウイルス性肝疾患，肝腫瘍（持田

智）

肝臓疾患総論，自己免疫性肝疾患，アルコール性肝疾患，薬物性肝疾患（名越澄子）
胆嚢胆道系及び膵疾患（中山伸朗）
胆道疾患，症候学（稲生実枝）
2-3．達成度
3 年生の「消化器ユニット」では筆記試験，MCQ によって評価している．MCQ には CBT に準じて R ないし Q タ
イプの出題形式も採用している．不合格者には再試を 1 回実施している．5 年生の BSL では病歴をまとめたレポー
トを基に口頭試問を実施し，達成度を評価している．クリニカルクラークシップに関しては，電子カルテへの記載内
容を毎日指導教員がチェックし，その修正を指導するとともに達成度を評価している．
2-4．自己評価と次年度計画
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3 年生の「ヒトの病気」コースで利用する「消化器病学」のテキストは，毎年改訂を行っているため up-to-date な
内容をコンパクトにまとめたものであり，市販の教科書にはない独創的なものである．消化器内科の領域は画像診断
などの検査項目が多いため，このテキストを基盤としてスライド，プリントなどを適時追加し，学生が興味を抱く授
業を行なうように各教員が努力している．5 年生の BSL，クリニカルクラークシップでは，① 患者の病歴を適切に
聴取できること，② 問題点をプログラムリストとしてまとめられること，③ 初期計画を設定できること，の 3 項目
に重点をおき，論理的な考え方に習熟することを目指す指導をしている．また，腹部超音波検査，上下部消化管内視
鏡検査，血管造影検査，肝癌の RFA 治療と IVR 治療など様々な検査と治療手技を見学することで，消化器疾患の最
前線を全ての学生が経験できるようにした．また，6 年生では医師国家試験に直結した講義を実施しており，講義内
容ないしは卒業試験と類似した問題が最近の医師国家試験には多数出題されるようになっている．
平成 21 年度も今年度と同様の方針で教育活動を継続するが，今後は卒前医学教育における臨床実習の重要性がさ
らに増すと考えられ，当科における BSL，クリニカルクラークシップの質を向上させる努力を継続する必要がある．

3．研究
3-1．目的・目標
肝臓病学では，肝炎劇症化の機序やその成因を追究する細胞生物学的および分子生物学的な基礎研究と，ウイルス
型慢性肝疾患の治療学確立に向けた臨床研究を行っており，その結果は日常診療に生かされている．劇症肝炎などの
急性肝不全に関しては，厚生労働省「難治性の肝･胆道疾患に関する調査研究」班において，「劇症肝炎の診断基準，
概念の再構築」
，
「肝移植適応ガイドラインの見直し」を実施するワーキングブループを担当し，その実務作業を行っ
ている．また，ウイルス性慢性肝疾患や自己免疫性肝疾患に関しては，病態や治療効果を規定する宿主の遺伝子要因
に関する検討を行っており，特に肝病態の性差を規定する要因に注目して研究を進めている．また，肝癌では RFA
治療の有用性を向上させることと，
進行癌に対する IVR 手技を駆使した治療体系の確立を目指して臨床研究を実施し，
また，患者の QOL を向上させるための調査研究を全国規模で実施した．
消化管疾患に関しては，胃食道静脈瘤など門脈亢進症に起因する消化管出血の治療法確立を目指した臨床研究を進
めている．これら疾患には内視鏡治療のみならず，IVR 手技を利用した治療も実施しており，病態に応じた個別化治
療に結びつけることを目指している．また，消化管出血に関しては，カプセル内視鏡検査とダブルバルーン内視鏡検
査と併用することで，従来は診断が不可能であった症例の病態を解析することも試みている．さらに，胃食道逆流症，
NSAID 潰瘍，炎症性腸疾患などの関しても，最新の検査，治療手技を導入し，その有用性を評価するとともに，症
例に応じて治療法を個別化する試みを行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
（1）肝疾患の病態を規定する宿主要因の検討：Osteopontin promoter SNPs の解析
（2）肝疾患の病態に性差が生じる原因を解明するための基礎的研究
（3）肝炎劇症化の機序と治療法の開発に関する研究：当科で作成した osteopontin トランスジェニックマウスを用
いた検討
（4）わが国における急性肝不全の分類，劇症肝炎の診断基準を見直すための疫学的研究
（5）劇症肝炎，遅発性肝不全における肝移植適応ガイドラインを修正するための臨床研究
（6）B 型肝炎の再活性化の実態を明らかにするための臨床研究
（7）難治性 B 型，C 型慢性肝疾患の抗ウイルス療法確立に向けた臨床研究
（8）肝癌に対する RFA 治療の有用性を向上させるための基礎的，臨床的検討
（9）進行肝癌の治療法確立に関する臨床研究
（10）肝癌患者の QOL 向上に関する疫学的研究
（11）胃食道静脈瘤の病態に応じた治療法確立に関する臨床検討
（12）胃ポリープと PPI 剤内服との関連性に関する臨床検討
（13）小腸疾患診断におけるダブルバルーン法小腸内視鏡の有用性に関する臨床研究
（14）炎症性腸疾患における骨粗鬆症の実態調査と治療法に関する臨床研究
（15）消化管出血に対する内視鏡的止血法の有用性に関する臨床研究
3-3．研究内容と達成度
1）急性，慢性肝不全の病態解明と治療学の確立
劇症肝炎や肝移植後肝不全など広汎肝壊死の成立機序に関して，肝類洞壁細胞と微小循環障害に注目した独自の
研究を行ってきた．これら疾患が活性化肝マクロファージの惹起する類洞内皮細胞障害，類洞内凝固に起因して成
立することを証明した成果を基に急性肝不全に対する抗凝固療法や腸内殺菌など新たな治療法を提唱したが（特開平
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8-003065：肝臓障害に対する治療薬，特開平 8-143472：急性肝不全治療薬），本年度は組換え型トロンボモジュリ
ン製剤が保険認可され，基礎的検討がようやく臨床応用されるに至った．
厚生労働省の「難治性の肝・胆道疾患に関する研究」班では「肝炎重症化を規定する宿主要因に関する研究」を担
当しており，当教室で発見した osteopontin 遺伝子の promoter SNPS（特開 2005-95043：感染による病変の程度を
予測するためのデータを収集する方法）に関して，その臨床的有用性の検証を進めている．また，同班のワーキング
グループにおける業務として「劇症肝炎の診断基準，肝移植適応ガイドラインを改定」に向けた全国調査を進めてお
り，予後予測法としては多変量解析を利用したスコアシステム，決定木法，RBF 法などデータマイニングによるシス
テムを完成させ，その有用性に関して検証を進めている．
また，肝壊死，再生，線維化に関する基礎的検討としては，肝類洞壁細胞の病態生理を中心に当科で作成した
osteopontin のトランスジェニックマウスを用いた研究を行ってきたが，これを更に発展させるのは平成 21 年度以
降の課題である．
2）ウイルス性慢性肝炎，肝硬変の治療
C 型慢性肝炎に対するインタ−フェロン療法の効果を上げるべく，埼玉県下の多数の病院の協力を得て，様々なプ
ロトコ−ルによる投与法の有効性を検討してきた．インタ−フェロンβの 1 日 2 回分割投与法を強化療法として応
用するプロトコール，リバビリン併用ペグインターフェロン単独療法でウイルス陰性化時期に応じて投与期間を変え
るプロトコールなどに関して，ウイルス変異との関連で適切な治療体系の確立に目指している．一方，治療効果を規
定する生体側の要因としては osteopontin 遺伝子の promoter SNPs の意義を検討しているが，本因子は肝疾患の病態
における性差を規定する要因である可能性が明らかになってきた．同 SNPs の一ヶ所に結合する転写因子が雌性細胞
で特に発現が高度であることが明らかになり，同転写因子を抽出してクローニングするプロジェクトを開始した．
一方，B 型慢性肝疾患に関しては既往感染例における再活性化が問題になっており，当教室も「B 型肝炎再活性化
の対策に関するガイドライン」の作成に参加した．同ガイドラインは全ての免疫抑制･化学療法を実施する症例を対
象にしており，その意義を検証する必要がある．この事業に関しては，平成 21 年度に当教室が中心となって，全国
規模で実態調査を実施する予定である．
3）肝細胞癌の診断と治療
肝細胞癌の診断では造影剤を用いた超音波検査法の有用性を評価している．一方，治療法に関しては，展開針を用
いたラジオ波焼灼療法（RFA）を導入し，多段階焼灼法および最小幅展開法の有用性と安全性を明らかにし，通常は
RFA 療法が困難である部位の肝細胞癌への適応拡大を図った．また，進行肝癌に対しては，留置カテーテルを利用し
た FAIT 療法，new-FP 療法などを積極的に導入し，その有用性を評価した．
また，基礎的検討では osteopontin 遺伝子の promoter SNPs が肝発癌における性差を規定する要因であることを見
出し，その診断的意義を検証するとともに，肝発癌における osteopontin の意義を追及する研究を進めている．一方，
厚生労働省「肝癌患者の QOL 向上に関する研究」班の事務局として，患者の全人格面にも配慮した治療体系の確立
を目指してきたが，肝癌患者用の「QOL 調査票」を作成するなどの成果が得られた．
4）炎症性腸疾患の病態生理とその治療
潰瘍性大腸炎，クローン病などの炎症性腸疾患に対して白血球除去療法，5-ASA 注腸，インフリキシマブ（抗
TNF α抗体）の有用性と適応を明確にするための臨床研究も実施している．また，これら患者の QOL 向上を目指し，
特に女性患者に注目して月経，妊娠，分娩と病像との関連に関する調査研究を，埼玉県下の多施設の協力下で進行さ
せている．
5）内視鏡と血管造影手技を用いた消化管疾患の治療
食道･胃･直腸静脈瘤，消化性潰瘍，vasucular ectasia による消化管出血の治療として，シアノアクリレートを用い
た硬化療法，アルゴンプラズマ凝固法（APC），バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）を併用した止血術
の体系を確立した．特に，難治性の vasucular ectasia に対しては APC が，血行動態の複雑な胃ないし直腸静脈瘤に
対しては micro-ballon カテーテルを用いた B-RTO が有効であることを明らかにし，多数例での検証を進めている．
また，胃瘻造設，癌性狭窄に対するステント留置，小腸出血の症例に対するカプセル内視鏡，ダブルバルーン内視鏡
の有用性に関しても検証を進めている．
3-4．自己評価と次年度計画
ウイルス性肝疾患，肝細胞癌の病態を規定する宿主要因としての osteopontin 遺伝子 promoter SNPs の意義に関す
る検討は，順調に進行している．今後は，病態の性差を規定する因子として，雌性細胞において高発現している未知
の転写因子を同定することと，その病態成立における役割を，osteopontin トランスジェニックマウスを用いた基礎
的検討によって実証することが課題となる．
劇症肝炎など急性肝不全の概念の再構築，肝移植適応ガイドラインの改変に関しては，臨床応用が可能なモデルを
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複数作成した．これらに関しては，全国的な規模で有用性を検証していることが，今後の課題となる．また，肝移植
適応ガイドラインの改変に際しては，データマイニングの手法を駆使したアプローチを採用しているが，平成 21 年
度以降は決定木法，RBF 法のみではなく，精度が最も良好であると推測される artiﬁcial neural network 法を利用し
たモデルを確立する予定である．
ウイルス性慢性肝疾患の治療に関しては，C 型症例の治療体系をほぼ確立することができた．今後は B 型症例に関
して，特に再活性化の実態解明と対策法の検証の観点で，全国規模での調査を進めていくことが課題で，現在は研究
組織の確立を急いでいる．また，
肝細胞癌，
炎症性腸疾患，門脈圧亢進症に伴った消化管出血の治療法に関しては，
様々
な手法を導入してその有用性を検証してきた．今後は患者の QOL も考慮して，これら各種治療法の使い分ける個別
化医療の体系を確立していくことが課題である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
埼玉医科大学病院は埼玉県における肝疾患診療連携拠点病院に指定されている．このため，当科は県下全域を対象
に他の専門施設では診療が困難な難治例，重症例を受け入れている．肝疾患では急性肝不全，ウイルス性慢性肝疾患，
肝癌，自己免疫性肝疾患の治療に力を入れている．劇症肝炎になどの急性肝不全に対しては，基礎的研究データと厚
生労働省研究班による全国調査の結果を基にして，最先端の治療を実施している．慢性肝疾患および急性肝不全の治
療に力を入れている．
ウイルス性慢性疾患に対してはインターフェロン治療の効果を高める様々な工夫を試みており，
ウイルス側のみならず遺伝子変異（SNP）など宿主要因も考慮した個別化医療を実施している．肝硬変症例に対して
は造影超音波検査も含む画像検査を駆使し，肝細胞癌の早期発見を目指している．さらに，肝細胞癌に対しては，肝
動注化学塞栓術やラジオ波焼灼療法，リザーバー挿入による肝動注療法など集学的な治療を実施し，優れた治療成績
を得ている．また，症例の QOL も考慮して治療方法を選択するように心がけている．急性肝炎の劇症化阻止，自己
免疫性肝疾患などの難病にも新規治療を積極的に導入している．
胆疾患に関しては，消化器外科との密接な連携の基に，胆嚢結石および総胆管結石による閉塞性黄疸に対する内視
鏡的治療を実施している．膵疾患では重症急性膵炎の治療に定評があり，血液濾過透析なども併用した集学的治療を
実施し，良好な成績を得ている．消化管疾患では消化管出血と炎症性腸疾患の治療に力を入れている．胃食道静脈瘤
では硬化療法，結紮療法などの内視鏡を用いた治療のみならず，バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）も
積極的に行っており，microballon カテーテルを用いることで通常は治療が困難な症例ないしは直腸，十二指腸など
の異所性の静脈瘤に関しても良好な治療成績が得られている．また，緊急止血時には医療用アロンアルファの注入に
よる硬化療法も IRB の認可を得て実施可能な体制になっている．出血性潰瘍，vasucular ectasia に対しては，高濃度
塩化ナトリウムやエタノール注入，アルゴンプラズマ凝固（APC），クリップによる止血術などを駆使して，高率に
止血に成功している．治療困難な胃静脈瘤に対しては，バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）を行い，緊
急止血時には医療用アロンアルファの注入による硬化療法を併用し，良好な成績を得ている．経口摂取不能症例に対
する内視鏡的胃瘻造設術などの対症療法も行っている．潰瘍性大腸炎，クローン病などの炎症性腸疾患に対しては，
白血球除去療法，インフリキシマブ（抗 TNFα抗体）療法などの最新の治療を，5ASA 製剤，副腎皮質ステロイド，
免疫抑制薬などと併用することで良好な成績を得ている．また，上部，下部消化管の良性腫瘍である腺腫病変に対し
ては内視鏡的粘膜切除術（EMR）を行っているが，悪性腫瘍の内視鏡治療は国際医療センターの消化器内科で実施
している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
持田

智：埼玉県肝炎対策協議会（委員）
，埼玉県肝疾患連携拠点病院等協議会（委員長），埼玉県肝炎治療審査委
員会（委員長）
，埼玉県肝がん集検委員会（委員），日本臓器移植ネットワーク（関東甲信越支部実務委
員）
，日本肝臓学会肝癌撲滅運動（埼玉県）責任者

名越澄子：埼玉県肝疾患連携拠点病院等協議会（委員），坂戸保健所所轄管内肝疾患予防検討委員会（委員）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
持田

智：雑誌「肝臓」
（日本肝臓学会：編集委員），Hepatology Research 誌（日本肝臓学会：Editorial board）
，
Review of Clinical Gastroenterology and Hepatology（編集委員）

名越澄子：Hepatology Research 誌（日本肝臓学会：編集委員），学会誌「診療情報管理」（日本診療情報管理学会：
編集委員）
5-3．その他：社会あるいは医学的貢献に関わる業務
（1）第 6 回埼玉県肝がんセミナー「肝炎集団検診の実情と方向性」，2009 年 1 月 31 日，浦和 .
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（2）埼玉医科大学市民公開講座「加齢と病気」，平成 20 年度第 9 回「国民病である C 型慢性肝炎高齢化に伴う治
療の問題点 」2009 年 1 月 17 日，川越 .
（3）肝疾患診療拠点病院等連絡協議会主催：医療研修会「B 型，C 型慢性肝疾患における抗ウイルス療法の実際」
，
2009 年 11 月 24 日，大宮 .
（4）読売・日本テレビ文化センター 特別講演会「知っていますか ?

B 型肝炎について」2008 年 11 月 16 日，
大宮 .

（5）肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会主催：市民公開講座「放っとけない C 型肝炎」，2008 年 10 月 5 日，
毛呂 .
（6）C 型肝炎市民講座，2008 年 7 月 26 日，東松山 .
（7）さいたま市民公開講座「もしかしたらあなたも肝炎ウイルスを持っているかも ? 検査を受けて安心しましょ
う」
，2008 年 7 月 19 日，浦和 .
（8）市民公開講座「B 型，C 型慢性肝炎最前線 」，2008 年 6 月 14 日，青戸 .
（9）肝炎治療特別促進事業講習会，2008 年 6 月 2 日，大宮 .
（10）日本肝臓学会主催：市民公開講座（埼玉県）「ほうっておけない C 型肝炎」，2008 年 4 月 13 日，川口 .

6．業績
6-1．論文・学会発表
＜論文総数＞：48 編（英文：9 編，邦文 6 編：総説：33 編）
＜学会発表＞：35 編（国際：1 編，国内 34 編）
＜代表的な発表＞
① Mochida S. Indication criteria for liver transplantation for acute liver failure in Japan. Hepatol Res 2008; 38:
52-55.
② Mochida S, Nakayama N, Matsui A, Nagoshi S, Fujiwara K. Re-evaluation of the Guideline published by the Acute
Liver Failure Study Group of Japan in 1996 to determine the indications of liver transplantation in patients with
fulminant hepatitis. Hepatol Res 2008; 38: 970-979.
③ Nakashima S, Ota S, Arai S, Yoshino K, Inao M, Ishikawa K, Nakayama N, Imai Y, Nagoshi S, Mochida S.
Usefulness of anti-ulcer drugs for the prevention and treatment of peptic ulcers induced by low doses of aspirin.
World J Gastroenterol 2008; 15: 727-731.
④ Miura N, Kabashima H, Shimizu M, Sato R, Tsukamoto T, Harada T, Takahashi S, Endo R, Nakayama N, Takikawa
Y, Mochida S, Suzuki K, Hasegawa J, Shiota G.

Clinical impact of serum transforming growth factor-alpha mRNA

as a predictive biomarker for the prognosis of fulminant hepatitis.

Hepatol Int. 2008; 2: 213-221.

⑤ Hashikura Y, Ichida T, Umeshita K, Kawasaki S, Mizokami M, Mochida S, Yanaga K, Monden M, Kiyosawa K, The
Japanese Liver Transplantation Society. Donor complications associated with living donor liver transplantation in
Japan. Transplantation 2009; 88: 110-114.
⑥坪内博仁，熊田博光，清澤研道，持田
森脇久隆，日比紀文，林
井上和明，桶谷

智，阪井田功，田中榮司，市田隆文，溝上雅史，鈴木一幸，與芝眞彰，

紀夫，國土典宏，藤澤知雄，石橋大海，菅原寧彦，八橋

弘，井戸章雄，滝川康裕，

真，宇都浩文，中山伸朗，内木隆文，多田慎一郎，木曽真一，矢野公士，遠藤龍人，田中靖人，

梅村武司，熊谷公太郎 . 免疫抑制・化学療法により発症する B 型肝炎対策：厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患
に関する調査研究」班劇症肝炎分科会および「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療標準化に関する研究」班
合同報告 . 肝臓 2009; 50: 38-42.
⑦持田

智，中山伸朗，森吉美穂，名越澄子，滝川康裕，多田慎一郎，市田隆文，内木隆文，矢野公士，桶谷

真.

① 劇症肝炎の診断基準：プロトロンビン時間の扱いに関する検討，② 劇症肝炎，急性肝不全の概念の改変，③
肝移植適応ガイドラインの改訂 . 厚生労働省科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）「難治性の肝・胆道
疾患に関する調査研究班」平成 19 年度報告書 , 2008; pp110-113.
⑧稲生実枝，中山伸朗，高谷広章，近山

琢，中澤

学，渡辺一弘，安藤さつき，水野芳枝，菅原通子，中村有香，

斉藤詠子，濱岡和宏，本谷大介，藤盛健二，今井幸紀，名越澄子，持田

智 . 肝硬変の成因別実態 . 肝硬変の成

因別実態：第 44 回日本肝臓学会総会 , 2008; pp105-109.
⑨名越澄子，持田

智，藤原研司 . C 型慢性肝炎に対する二重膜濾過血漿交換療法 . 日本アフェレーシス学会雑誌

2008; 27: 216-221.
⑩ Mochida S, Takaguchi K, Yokosuka O, Fujioka S, Hayashi N, Shindo M, Chayama K, Toyota J, Tomita E, Ikeda
H, Suzuki K, Kumada H, Okanoue T, Shiratori Y, Sata M, Tsubouchi H, Ishikawa H, Seriu T, Omata M. Long term
eﬃcacy, safty and resistance analysis of entecavir treatment in Japanese nucleotide-naive patients with chronic
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hepatitis B. 43th Annual Meeting of European Association for the Study of Liver Diseases, April 2008, Milan.
6-2．獲得研究費
1．持田

智：文部科学研究費補助金

基盤（C）：研究代表者

HCV 感染者の肝炎活動性を規定する宿主要因：オステオポンチンの発現調節機構
2．持田

智：厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）
「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」
：

研究分担者
急性肝不全の予後予測：データマイニングによるアルゴリズムの作成
6-3．受賞
1．性差医学・医療学会，優秀発表賞：名越澄子
｢ Ｃ型慢性肝炎の抗ウイルス療法にみられる女性高齢者の治療抵抗性と個別化治療の意義 ｣
6-4．特許，実用新案
特記すべき事項なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
「5-3．その他：社会あるいは医学的貢献に関わる業務」を参照．

7．自己点検・評価
埼玉医科大学病院の消化器内科・肝臓内科は，埼玉県西北部地区（人口約 120 万人）の 2 次医療機関であるとともに，
県下全体（人口約 720 万人）における 3 次医療機関として，肝・胆道，膵，消化管疾患の診療を担当している．このため，
症例数が極めて多く，医員は一致団結して多忙な中で最先端の医療を推進している．これら診療による成果は，卒前，
卒後医学教育に反映させるとともに，基礎的，臨床的および疫学的研究として，新たな知見を得ることを目指してき
た．また，市民公開講座，医療従事者の研修会など社会的活動も積極的に行い，埼玉県全体での医療レベルの向上に
も貢献してきた．平成 21 年度もこれら診療，教育，研究，社会活動の activity を高く保ち，より発展した成果が得
られるように努力していきたい．
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1．2）呼吸器内科
1．構成員
金澤

實（KANAZAWA, Minoru）
：教授：呼吸器内科学

萩原弘一（HAGIWARA, Kouichi）
：教授：呼吸器内科学，分子生物学，肺癌
永田

真（NAGATA, Makoto）
：教授：呼吸器内科学，アレルギー学，臨床免疫学

倉光

薫（KURAMITSU, Kaoru）
：准教授（健康管理センター兼任）：呼吸器内科学，肺癌

臼井

裕（USUI, Yutaka）
：准教授：呼吸器内科学，びまん性間質性肺疾患

大谷秀雄（OYA, Hideo）
：講師：呼吸器内科学，肺循環，睡眠時呼吸障害
杣

知行（Soma, Tomoyuki）
：講師：呼吸器内科学，アレルギー学，臨床免疫学

中込一之（Nakagome, Kazuyuki）
：講師：呼吸器内科学，アレルギー学，臨床免疫学
児玉圭司（KODAMA, Keiji）
：講師：呼吸器内科学
山 口 剛 史（YAMAGUCHI, Takefumi）： 助 教， 斎 藤 圭 子（SAITOU, Keiko）： 助 教， 小 宮 山 謙 一 郎（KOMIYAMA,
Kenichiro）
：助教，西原冬実（NISHIHARA, Fuyumi）：助教，内田義孝（UCHIDA, Yoshitaka）：助教，宮下起幸
（MIYASHITA，Tatsuyuki）
： 助 教， 高 久 洋 太 郎（TAKAKU, Yotaro）： 大 学 院 生， 平 間

崇（HIRAMA, Takashi）
：

助教，加賀亜希子（KAGA, Akiko）
：大学院生，嶺崎祥平（MINESAKI, Syohei）：助教，貞方里奈子（SADAKATA,
Rinako）
：大学院生，木内英則（KIUCHI，Hidenori）：非常勤講師，佐藤長人（SATO, Nagato）：非常勤講師，久保
嶋康仁（KUBOSHIMA, Yasuhito）
：非常勤講師，沼崎宗夫（NUMASAKI, Muneo）
：客員教授，芝崎正則（SIBASAKI,
Masanori）
：非常勤講師，鈴木朋子（SUZUKI，Tomoko）：非常勤講師，吉田
師，木村

哲（YOSHIDA，Akira）：非常勤講

功（KIMURA，Isao）
：非常勤講師，坂田憲史（SAKATA，Kenji）
：非常勤講師，福山俊一郎：非常勤医師，

前原光治郎：非常勤医師，
星

理恵：非常勤医師，青木洋敏：非常勤医師，猿谷昌司：非常勤医師，宮澤仁志（MIYAZAWA,

Hitoshi）
：実験助手

2．教育
2.1．目的・目標
医学生が呼吸器疾患を，系統的に，より深く理解できることを目的とした．
国家試験合格率の向上に寄与すること，臨床実習学生のモチベーションを高揚することを目標とした．
2.2 教育内容（担当者）
3・4 年生では，多様な病因，病態，病変部位の広がりに基づいて呼吸器疾患が構成されているということの理解
を深め，基本的な診断法，治療法を理解させることを目標に掲げた．
5 年生の BSL では，検査実技の見学及び，可能なものについては体験，受け持ち患者の問診，診察所見の記載，鑑
別診断，初期検査計画の立案，外来実習，クルズスと多面的な実地教育を行った．
6 年生では国家試験突破を主眼にした総合教育を行った．具体的には過去の試験問題を分類し，積極的に講義に活
用した．
また各学年では臨床実習，PBL，臨床入門，OSCE の実施，協力を行った．また，その他に短期大学，毛呂病院看
護専門学校での講義を担当した．
2.3 達成度
各学年の講義内容について見直しを行い，必要な部分についての強化と同時に不必要な部分を整理し，講義のバー
ジョンアップを図った．臨床講義については，他診療科と比較し，学生からは高い評価を受け，BSL，各学年の講義，
ともに好評であった．
2.4 自己評価と次年度計画
・系統講義 : 講義内容の見直しを行い，最新の知見や国家試験の動向を反映させて，必要な部分を強化し，同時に
不必要な部分を排除し，より一層理解しやすい講義となるように工夫した．
・BSL: 週間プログラムを充実させ，外来診察，気管支鏡見学，クルズスまで，幅広く呼吸器診療の実態を経験し
学習できるように配慮した．
・試験問題 : 今後の計画として，問題の作成について教員の間で情報を共有し話し合いを進め，国家試験の最近の
傾向に即したより適切な問題を出題する．
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3．研究
3.1 目的・目標
気管支喘息，感染と肺癌の臨床・基礎研究と共に，疾患原因遺伝子を同定すべく日夜研究を進めている．
アレルギー・グループでは気管支喘息の基礎・臨床研究を中心に，アレルギー疾患の病態解明と治療のさらなる改
良を目的とした研究活動を行っている．
呼吸器感染症においては，HIRA-TAN と命名した肺炎起炎菌の包括的迅速な起炎病原体の診断法を確立した．
HIRA-TAN の有用性を臨床試験にて検証している．
肺癌においては，分子標的治療薬の安全かつ有効なテーラーメード治療を行うために以下の研究を行っている．
1．肺癌細胞の EGFR 遺伝子の変異を高感度にかつ迅速に検出するシステムを改良する，2．EGFR- 変異型肺癌への
geﬁtinib の臨床的効果を第Ⅲ相試験として検証する，EML4-ALK 融合遺伝子陽性肺癌を検索し，組織型，化学療法反
応性を検討するとともに，ALK 阻害剤による臨床試験へ繋げる．4．癌細胞の増殖のメカニズムを解明すべく癌遺伝
子／癌抑制遺伝子関連シグナル伝達系と細胞増殖の関連を究明する．
遺伝子治療を可能にすべく，難治性呼吸器疾の患原因遺伝子の同定を行っている．SNP マイクロアレイを用いて
肺胞微石症の原因遺伝子を同定した．次いで，ホモ接合ハプロタイプ法を開発し，薬剤性肺障害，特発性肺線維症急
性増悪の遺伝子解析を行っている．
3.2 研究グループ（研究プロジェクト）
1．アレルギーグループ（アレルゲン免疫療法の改良，好酸球の組織浸潤と活性化機序のインビトロシステムでの
検討，誘発痰をもちいた難治性喘息における炎症病態の解析，難治性喘息での好中球性炎症の機序の研究）
気管支喘息に代表されるアレルギー疾患の主たる炎症細胞である好酸球の組織浸潤・活性化機構と治療による制
御についての基礎研究を伝統的に展開している．加えて，アレルゲン免疫療法の改良アプローチについての臨床
的検討を行っている．その他臨床研究としては，局所麻酔薬に対する薬剤アレルギーの診断のための検査の取り
組みを行っている．さらに厚労省研究班などに複数参画し，喘息の長期管理の予後決定因子や気道の炎症病態の
解析，インターネット経由登録による長期 QOL 観察およびその改善の研究，花粉リアルタイムモニター導入及
びアレルゲン免疫療法の新規アプローチに関する臨床研究を行ってきた．
2．感染症グループ．肺炎起炎菌同定法 HIRA-TAN の有用性の検討
呼 吸 器 感 染 症 の 原 因 菌 同 定 の た め の 高 感 度 迅 速 診 断 シ ス テ ム の 確 立． 感 染 症 領 域 で は HIRA-TAN の 開
発．特許取得．前向き試験を平成 20 年 4 月より施行（埼玉医科大学倫理委員会 08-006）
（UMIN 試験 ID:
UMIN000001118）している．
3．肺癌グループ（肺癌細胞における EGFR- 変異の高感度迅速検出システムの確立，EGFR- 変異体肺癌患者におけ
る geﬁtinib の臨床第Ⅲ相試験での検討，EML4-ALK 陽性肺癌の特徴とその診断
4．遺伝子解析グループ（肺胞微石症，原発性肺高血圧症，肺気腫の原因遺伝子の同定）
3.3 研究内容と達成度
アレルギーグループでは英文論文を持続的に発表しており，また日本アレルギー学会総会では常時シンポジウムに
招かれ，国際学会で教育講演を行うなど，国内外で高い評価を受けている．目標の 8 割程度達成していると考える．
気管支喘息の炎症細胞である好酸球の組織浸潤・活性化機構と治療による制御について，アレルギー反応では本来主
たる調節機序とはされていないＴｈ 1 サイトカイン，あるいは自然免疫系の介入について基礎的研究を重ねて成果
をあげている．その一つとして，Ｔｈ 1 サイトカインが好酸球接着を増強することを新規知見として論文発表した．
また，budesonide/formoterol 合剤による single inhalation therapy（SIT）の機序に関する研究を行い，budesonide/
formoterol は単核球の活性化誘導後でも IL-5, RANTES 産生を抑制することを論文発表した．さらに，重症喘息にお
ける好中球炎症と CXC ケモカインとの関連性を誘発喀痰の検討で見出し，論文投稿中にある．そして継続的に行っ
ている好酸球に関する研究では，好酸球の接着がアレルギー炎症の中心メディエーターの一つであるロイコトリエン
によって増強され，その接着中心となる接着分子によって活性酸素産生が誘導されることを見出し，論文投稿中にあ
る．臨床面では，局所麻酔薬に対する薬剤アレルギーの診断のための検査に取り組み，局所麻酔薬チャレンジテスト
が有用であることを見出し，論文投稿中にある．
感染症グループでは，
肺炎起炎菌同定法 HIRA-TAN の有用性を検討している．肺炎患者の喀痰中には，ヒト細胞（白
血球や上皮細胞）や起炎菌，定着菌も存在しているが，ヒト細胞を半定量化し，ヒト細胞に比べ多い病原体を起炎菌
とし，またヒト細胞に比べ少ない病原体を定着菌と考え，それらを PCR で表現できるか試みた．カットオフ値を用
いることで，治療対象となりうる病原体を割り出すことに成功し，多施設前向き試験で，そのカットオフ値の妥当性
を確認した．
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肺癌グループでは EGFR の遺伝子変異の検出システムが確立され，実際の臨床検体での測定が可能となっている．
それを基にした臨床でのテーラーメード治療を確立するために EGFR 変異型肺癌に対する geﬁtinib 投与を実施し，良
好な成績を得ている．この臨床第Ⅱ相試験の結果を英文論文にまとめ発表し，国際的に高い評価を得ている．さらに，
臨床第 III 相試験が終了間近である．
遺伝子解析グループではすでに肺胞微石症の原因遺伝子の同定に成功し，この成果を英語論文にまとめ発表した．
この遺伝子および遺伝子同定方法の知的財産権の取得し，この方法を応用して薬剤性肺障害，特発性肺線維症急性増
悪など，様々な原因不明の難治性呼吸器疾患の原因遺伝子の同定を行っている．
びまん性肺疾患グループでは，多数の共同研究に参加し，肺線維症の新しい治療法の開発に携わり，現在，治療効
果の検証を行っている．
睡眠時呼吸障害グループでは，循環器疾患と睡眠時呼吸障害の関係について臨床研究を行っている．本年は，深部
静脈血栓症と睡眠時呼吸障害の関係について，国際学会で発表し，best poster award を受賞した．また，心蔵拡張
能と睡眠時呼吸障害の関連，若年者と高齢者の睡眠時呼吸障害時の低酸素血症との関係を解明し，呼吸器学会の総会
で発表し論文作成中である．
3.4 自己評価と次年度計画
各分野で十分な成果を得る事ができており，今後も更なる研究を開始・進展させたい．特に基礎研究では十分な成
果を挙げており，臨床研究に力を入れていく．
この 1 年間で，英文 2 点の原著論文を発表し，さらに英文 2 点，和文 1 点の原著論文を投稿中にあり，成果を挙
げていると考える．次年度はさらに好酸球の組織浸潤・活性化機構と治療による制御について，とくにＴｈ 1 サイ
トカイン，あるいは自然免疫系の介入について基礎的研究を重ねて成果をあげていきたい．また喘息の気道炎症を，
より非侵襲的な検査方法を駆使して生化学的メディエーターを採取し評価していく研究を実施していく．さらに，マ
ウスアレルギー性気道炎症モデル（好酸球性気道炎症モデルと好中球性気道炎症モデル）用い，気管支喘息，特に難
治性喘息における気道炎症の成立における機序の解明と治療戦略を立てることを目標とする．また，スギ花粉測定器
が新たに設置されたことから，気道炎症を含む，アレルギー炎症に対する影響をさらに研究していく．さらにスギ花
粉に関する地域への情報発信の方策を検討し，地域医療への貢献をしていく．気管支喘息の病態研究を遂行し，実臨
床において問題となる，薬剤アレルギーの診断への手助けとなる研究において成果をあげた．

4．診療（詳細は病院要覧記載）
新入院患者数は 815 人，一日平均 33 人であった．延べ外来患者数は約 19741 人，新患約 1218 人，1 日平均外
来患者数約 54.1 人といずれも昨年度と同等以上の診療実績を達成できた．アレルギー喘息センターの患者数も増加
傾向にあり，順調に運営できている．肺癌においては，呼吸器内科で作成したエビデンスのある癌治療プロトコール
に従い，治療の標準化を行い実践し良好な成績をあげている．また，呼吸器外科・放射線腫瘍科・臨床腫瘍科・病理
との医療チームを結成し集学的治療を行っており，診療の質の面でも，昨年度よりさらに向上している．また，我々
が開発した EGFR 遺伝子変異の高感度迅速診断法を用いた肺癌のテーラーメイド治療を先進医療として実践してい
る．

5．その他
5.1 自治体，政府関連医員の有無
厚生労働省がん研究助成金「外来通院がん治療の安全性の確立とその評価法に関する研究（坂）班」班員
厚生労働省第 3 次対がん総合戦略研究事業「がん生存の QOL 向上に有効な医療資源の構築研究（山口）班」班員
日本原子力産業会議放射線治療運営グループ委員
厚生労働省，臨床検査技師国家試験の委員
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員
独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会専門委員
さいたま地方裁判所専門委員
埼玉県地方じん肺審査医
埼玉労働局地方労災医員
埼玉県入間西福祉保険総合センター結核予防医
5.2

学術誌，編集委員，査読委員の有無

編集委員：
Ann. Cancer Res. and Ther.
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Palliative Care Research
Cancer Science
日本呼吸器学会
日本緩和医療学会
日本サイコオンコロジー学会
査読：
Internal Medicine
Ann. Cancer Res. and Ther.
Quality of Life Research
Palliative Care Research
Cancer Science
Respirology
Lung cancer
Oncogene
Biochemical and Biophysical Research communication
日本呼吸器学会雑誌
アレルギー
Int Archives Allergy Immunol
Allergology International
5.3 その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
市民むけ講演会の司会 1 回，医師向け講演会の演者 2 回を担当

6．業績
6.1 論文・学会発表
＜論文 ＞
①

Miyazawa H, Tanaka T, Nagai Y, Matsuoka M, Sutani A, Udagawa K, Zhang J, Hirama T, Murayama Y, Koyama
N, Ikebuchi K, Nagata M, Kanazawa M, Nukiwa T, Takenoshita S, Kobayashi K and Hagiwara K. Peptide nucleic
acid-locked nucleic acid polymerase chain reaction clamp-based detection test for geﬁtinib-refractory T790M
epidermal growth factor receptor mutation. Cancer Sci 99:595-600, 2008.

②

Miyanaga A, Gemma A, Ando M, Kosaihira S, Noro R, Minegishi Y, Kataoka K, Nara M, Okano T, Miyazawa H,
Tanaka T, Yoshimura A, Kobayashi K, Iwanami H, Hagiwara K, Tsuboi E and Kudoh S. E-cadherin expression and
epidermal growth factor receptor mutation status predict outcome in non-small cell lung cancer patients treated
with geﬁtinib. Oncol Rep 19:377-83, 2008.

③

Koyama N, Nagata M, Hagiwara K and Kanazawa M. Survival of a patient with pulmonary Cunninghamella
bertholletiae infection without surgical intervention. Respirology 13:309-11, 2008.

④

Miyazawa H, Kato M, Awata T, Kohda M, Iwasa H, Koyama N, Tanaka T, Huqun, Kyo S, Okazaki Y, Hagiwara K.
Homozygosity haplotype allows a genomewide search for the autosomal segments shared among patients. Am J
Hum Genet 80:1090-102, 2007.

⑤

Kobayashi T, Takaku Y, Yokote A, Miyazawa H, Soma T, Hagiwara K, Kanazawa M and Nagata M. Interferonbeta augments eosinophil adhesion- inducing activity of endothelial cells. Eur Respir J 32:1540-7, 2008.

⑥

Kikuchi I, Kikuchi S, Kobayashi T, Takaku Y, Hagiwara K, Kanazawa M, Nagata M. Theophylline attenuates
the neutrophil-dependent augmentation of eosinophil trans-basement membrane migration. Int Arch Allergy
Immunol. 143 Suppl1:44-9. 2007.

⑦

Inase N, Ohtani Y, Usui Y, Miyazaki Y, Takemura T, Yoshizawa Y. Chronic summer-type hypersensitivity
pneumonitis: clinical similarities to idiopathic pulmonary ﬁbrosis. Sarcoidosis Vasc Diﬀuse Lung Dis. 24:141-7.
2007.

＜学会発表＞
1．WAC：世界アレルギー学会
⑧

Interferon- β augments eosinophil adhesion-inducing activitiy of endothelial cells.
Nagata M, Kobayashi T, Takaku Y, Hagiwara K, Kanazawa M.
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2．AAAA&I
⑨

IP-10 Induced Eosinophil Superoxide Anion Generation
Yotaro Takaku Takehito Kobayashi, Tomoyuki Soma, Koichi Hagiwara, Minoru Kanazawa, and Makoto Nagata

⑩

Budesonide / formoterol reduce the production of IL-5 and RANTES from mononuclear cells but not the
adhesion of activated eosinophils
Tomoyuki Soma, Yotaro Takaku, Takehito Kobayasi, Koichi Hagiwara, Minoru Kanazawa, Kazutsugu Uematsu,
Makoto Nagata

6.2

獲得研究費【研究費（過去五年間）
】

［研究代表者として受けた科学研究費］
1．2008
析

文部科学省特定領域研究「応用ゲノム」ホモ接合ハプロタイプ法の改良と，それによる疾患遺伝子解

3,000（千円）
．

2．2007-2008

日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 B

ホモ接合指紋法による COPD 感受性遺伝子の検索

15,300（千円）
．
3．2007
の検索

日本学術振興会科学研究費補助金萌芽研究

全ゲノム SNP 解析による , 家族性肺線維症感受性遺伝子

3,300（千円）
．

4．2006

日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 C

ゲノム・プロテーム

5．2006

日本学術振興会科学研究費補助金若手研究 B

EGFR 変異型細胞，野生型細胞混合肺癌に対する治療法

の細胞生物学的検討解析
6．2004

2,000（千円）
．

日本学術振興会科学研究費補助金萌芽研究

7．2004-2006

肺胞微石症の責任遺伝子同定に関する研究

日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 B

る関与度の系統的解析
8．2002-2003

600（千円）．

3,200（千円）
．

各種増殖シグナル伝達分子の肺癌細胞増殖に対す

14,000（千円）

日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 B

能解析とヒト相同遺伝子の単離

新規マウス WAP モチーフ蛋白 ELM1,ELM2 の機

13,700（千円）．

［研究分担者として受けた科学研究費，公的資金］
1．2008

厚生労働科学研究補助金

薬剤性肺障害の発現状況の国際比較に関する研究（研究代表者

久保惠嗣）

1,000（千円）
．
2．2007-2008

厚生労働科学研究補助金

びまん性肺疾患に関する調査研究班（研究代表者

貫和敏博（2007）
，

杉山幸比古（2008）
） 1,200（千円）
．
3．2006-2008

厚生労働省長寿科学総合研究事業

解明と治療応用（研究代表者
4．環境再生保全機構

高齢者呼吸器疾患の発症・制御に関与する遺伝子・蛋白系の

長瀬隆英） 16,600（千円）．

大田班，成人気管支ぜんそく患者の重症度等に応じた健康管理支援，保健指導の実践及び

評価手法に関する調査研究：600（千円）
．
5．厚生労働省科学研究事業東京芸術大学須甲班，ガイドライン普及のための対策とそれに伴う QOL の向上に関
する研究：700（千円）
．
6．厚生労働省科学研究事業国際医療センター

小林班，成人喘息の寛解を目指した治療薬減量・中止に関する研

究：1,500（千円）
．
［研究代表者として受けた民間の競争的研究費］
1．2006

喫煙科学研究財団研究助成金 ホモ接合指紋法による COPD 感受性遺伝子の検索

2．2004

がん集学的治療研究財団研究助成金

1,500（千円）
．

EGFR 変異の迅速高感度検出法の開発と臨床への応用

1,000（千

円）
．
［研究分担者として受けた民間の競争的研究費］
1．2007-2008

喫煙科学研究財団研究助成金

喫煙関連呼吸器疾患の分子マーカーと予防戦略（研究代表者

工

藤翔二） 8500（千円）
．
2．2006 静岡県立がんセンター

第 3 次対がん総合戦略研究事業 「がん患者ＱＯＬにおける社会経済因子の影響」

1,200（千円）
．
3．2006 東京大学

高齢者呼吸器疾患の発症・制御に関与する遺伝子・蛋白系の解明と治療応用

4．2006 東北大学加齢医学研究所
5．2006 日本大学

難治性患者克服研究事業

難治性疾患克服研究事業

びまん性肺疾患に関する調査研究班

7,000（千円）
．
400（千円）
．

特発性肺線維症の予後を目指したサイクロスポリン＋ステロイド

療法ならびにＮアセチルシステイン吸入療法に関する臨床研究

1,000（千円）．
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6.3 受賞
該当なし
6.4 特許，実用新案
［取得済み特許］
特許第 4216266（2008.11.14 登録）萩原弘一

長井良昭

宮澤 仁志

高感度な既知変異遺伝子検出方法，およ

び EGFR 変異遺伝子検出方法．
非小細胞肺癌の約 30％に見られる EGFR 遺伝子変異を，肺癌診療で確定診断のために採取される細胞診レベルの
標本の一部を用いて検出する手法を提供．点突然変異，小欠失の高感度検出法として他遺伝子にも適応可能な手法
として特許取得．三菱メディエンスへ技術移転．実用化済．臨床検査として年間施行件数 10,000 件余．
特許第 4059517（2008.3.12 登録）萩原弘一

ホモ接合指紋法による同祖領域判定方法，同祖領域判定装置，及

び遺伝子スクリーニング方法．
少数例の患者全ゲノム SNP データから，劣性遺伝子を効率的に同定する手法を提供．肺胞微石症責任遺伝子の同
定に成功（業績論文 11）
．トミーデジタルバイオロジーに技術移転．東北化学薬品にライセンシング．
［指定国移行済み特許］
11/988812（2008.1.14 移 行： 米 国 ）Koichi HAGIWARA
BY HOMOJUNCTION FINGERPRINT METHOD,

HOMOEOLOGOUS REGION DETERMINING METHOD

HOMOEOLOGOUS REGION JUDGING DEVICE, AND GENE

SCREENING METHOD．
上記特許 2．の指定国移行．
［PCT 出願済み特許申請］
PCT/JP2007/062368

公開番号 WO 2008/018240

萩原弘一

ホモ接合ハプロタイプ法（科学技術振興機構：

JST 特許出願支援制度対象）
．
患者全ゲノム SNP データから，優性・劣性遺伝子双方を効率的に同定する手法を提供．Marfan 症候群家系で有効
性を確認（業績論文 10）
．全ゲノム関連解析用にアルゴリズムを拡張（論文執筆中）．トミーデジタルバイオロジー
に技術移転．東北化学薬品にライセンシング．
［国内申請中］
特願 2008-052399（2008.3.3 申請）萩原弘一

平間崇

急性呼吸器感染症起炎病原体の鑑別方法．

肺炎患者から採取された喀痰より迅速に起炎菌を同定する手法．1000 例以上に施行し，有効性を検討．起炎菌同
定率 70％（論文執筆中）
．リクルート社の仲介でライセンシング先を検討中．本特許内容に関し，平間は Beyer の
2008 年 Respiratory tract infection symposium Young investigator's award を受賞．
特願 2007-157402（2007.6.14 申請）松岡優

池淵研二

坂本直子

萩原弘一

田中知明

HCV 遺伝子型判定方

法，並びに，これに用いる LNA プローブ及びキット．
HCV 遺伝子型の新しい判定手法（共同出願）
特願 2006-311855（2006.11.17 申請）神田将和

岩佐泰靖

萩原弘一

岡崎康司

逆ホモ接合マッピング法に

よる同祖領域の抽出方法および遺伝子スクリーニング方法．
取得済み特許 2．の拡張法（共同出願）
．
特許申請「ホモ接合ハプロタイプ法 ｣，萩原弘一，産業財産権（PCT 出願）：PCT/JP2007/062368.
特許申請「ホモ接合ハプロタイプ法 ｣，萩原弘一，産業財産権（国内特許出願）：特許 2006-214300
特許申請 ｢ ホモ接合指紋法による同祖領域判定方法，同祖領域判定装置，および遺伝子スクリーニング法 ｣，萩原
弘一，産業財産権（国内特許出願）
：特許 2005-203654
6.5

学会，研究会，セミナー等の開催実績

呼吸器病セミナー

2 ヶ月に 1 回

埼玉膠原病肺研究会

年2回

埼玉喘息研究会
関東ＣＯＰＤ研究会
ガン化学療法研究会
埼玉ロイコトリエン研究会
チェスト・カンファレンス
埼玉呼吸病研究会
埼玉西北部呼吸器カンファレンス
ASTHMA FORUM 2007
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さいたま喘息治療懇話会

7．自己点検・評価
教育面では医学部，短期大学，毛呂病院看護専門学校での講義，PBL，臨床入門，OSCE の実施をおこなった．医
学部 3 年生の講義内容の見直しを行い，必要な部分の講義を強化し不必要な部分を整理し，理解しやすい工夫を行っ
た．医学部 5 年生の BSL では，検査実技の見学及び体験，入院患者の問診から診察，外来実習，クルズスと多面的
な実地教育を行った．医学部 6 年生では国試突破を主眼にした総合教育を行った．診療科別の学生からの評価では，
BSL において大学病院で 2 位，6 年生の講義では 1 位と高い評価を得たことからも，十分な教育が実施できたと自負
している．
研究面でも非常に充実した成果が得られている．アレルギーグループでは，英文論文を持続的に発表しており，ま
たアレルギー学会学術賞の受賞や，国際学会での教育講演の依頼など，国内外での高い評価を得ることができた．肺
癌グループにでは，EGFR の遺伝子変異の検出システムが確立され，実際の臨床検体での測定が可能となった．これ
を「高感度な既知変異遺伝子検出方法，および EGFR 変異遺伝子検出方法」として特許取得している．そして臨床で
はテーラーメード治療を確立すべく EGFR 変異型肺癌に対する geﬁtinib 投与を行い良好な成績を得ている．遺伝子解
析グループでは，SNP マイクロアレイを用いて肺胞微石症の原因遺伝子の同定に成功した．この遺伝子および遺伝
子同定方法の知的財産権を取得した．このように呼吸器分野の各領域で，十分な研究成果をあげることができた．
診療面では救急部からの救急患者を積極的に受け入れ 100％に近いベッド稼動率を維持した．外来患者数も延べ
約 19111 人，新患 1376 人，1 日平均外来患者数約 64.1 人と昨年度の診療実績を維持した．また，睡眠呼吸センター
が昨年度以上の診療実績を達成し，県内最大級の専門診療施設としての地位を確立している．患者数は前年度とほぼ
同等であったが，病棟のベッﾄﾞ数，医師の人数からもこれ以上の増加は困難であった．来年度は現状の維持にとどま
らぬよう，まず診療に当たる医師数を増やすべく努力を行っていく．診療の質の面では，肺癌において外科・放射線
科・臨床腫瘍科・病理との医療チームを結成し集学的治療を行えるようになり診療の質の向上する事ができた．
特定機能病院における呼吸器内科の役割を十分果たすべく努力をし，結果を残せたと考える．
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1．3）内分泌内科・糖尿病内科
1．構成員
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：教授：内分泌代謝学（特に高血圧，糖尿病）
粟田卓也（AWATA, Takuya）
：教授：代謝学（特に糖尿病）
井上郁夫（INOUE Ikuo）
：准教授：内分泌代謝学（特に高脂血症）
犬飼浩一（INUKAI Kouichi）
：准教授（中央研究施設 RI 部門兼担）：代謝学（特に糖尿病）
稲葉宗通（INABA Munemichi）
：准教授（保健管理室兼担）：内分泌代謝学（特に高血圧）
中山耕之介（NAKAYAMA Kounosuke）
：講師：内分泌代謝学（特に副甲状腺・骨粗鬆症）
野口雄一（NOGUCHI Yuuichi）
：講師：内分泌代謝学（内分泌，特に高血圧）
泉田太郎（IZUMIDA Taro）
：講師：内分泌代謝学（内分泌，特に高血圧）
栗原

進（KURIHARA Susumu）
：講師：代謝学（特に糖尿病）

他助教 12 名，大学院生 2 名

2．教育
1）目的・目標：医学部学生 3-6 年生に，内分泌代謝学の病態を理解させ，疾患の症候・診断・治療を理解させる．
2）教育内容：2 年生内分泌系で 3 時間，3 年生の「診療の基本」のうち，基礎から臨床へ 1 時間，生活習慣とリ
スク 2 時間，遺伝素因と疾患 1 時間，食事療法と運動療法 1 時間，「ヒトの病気」の循環器疾患のうち，加齢と
老化 1 時間，高血圧 2 時間を担当した．また，「ヒトの病気」の内分泌代謝ユニット 45 時間のうち 29 時間を
担当した．4 年生の「症候の鑑別」のうち，肥満，口渇・多飲，多尿，血圧の上昇の各 1 時間を担当した．5 年
生には，隔週 4 人の small group に対して BSL（bedside learning）を行った．6 年生に対しては，内分泌代謝学
13 時間，心臓・脈管 1 時間，必修の症候と疾患を 1 時間，医療総論を 3 時間，内科総論を 2 時間，臨床実習
の再チェックを 2 時間行った．
3）達成度

3 年生の期末試験では 9 人が再試験を受け，全員が合格した．

4）自己評価と次年度計画

BSL に一昨年度から取り入れられたクリニカルクラークシップには，一昨年度から 3・

4 週目に外来見学を取り入れ改善を図った．

3．研究
1）目的・目標：内分泌代謝学の基礎的・臨床的研究を行い，国内外での学会発表と論文発表に努め，臨床応用を
図る．
2）高血圧グループ：野口雄一講師が片山教授とともに，引き続き高血圧・糖尿病とインスリン抵抗性の問題や降
圧薬がインスリン抵抗性に及ぼす影響などを検討している．また，糖尿病腎症と ACE 阻害薬あるいは ARB との
関連をも検討している．波多野雅子助手が頸動脈エコーを用いて IMT を測定し，酸化ストレスと動脈硬化との関
連を検討している．泉田太郎講師が山本仁至助教と，血管内皮前駆細胞の培養・測定系の立ち上げを行っている．
糖尿病グループ：粟田教授・大崎昌孝助教が，1 型糖尿病の遺伝学的解析に取り組んでいる．網膜症との関連で成
果が上がりつつある．犬飼浩一准教授は，大学院生の伊藤大輔・住田

崇君とインスリンの細胞内情報伝達機構の解

明を行っている．また，中島洋平助教と経口血糖降下薬に関わる臨床的検討を引き続き行っている．
高脂血症グループ：井上郁夫准教授が金沢健太助教と共に，PPAR αやγの遺伝子発現との関連を検討している．
甲状腺グループ：伊藤病院で研鑽中であった皆川晃伸君が 5 月に戻り，関谷健一助教と千田美穂助教と，甲状腺疾患，
特に Basedow 病や結節の臨床的診断や治療を行っている．
骨粗鬆症グループ：中山耕之介講師・田村康博非常勤講師が，骨粗鬆症の基礎的・臨床的研究を行っている．
3）達成度

糖尿病グループはそれなりの成果を挙げている . 他のグループはいまだ不十分．

4）自己評価と次年度計画

新しいプロジェクトも始めており，次年度に成果を期待したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科は，内分泌疾患に加え，糖尿病・高血圧・高脂血症などの生活習慣病を対象としている．前者では，埼玉県西
北部の専門施設としての役割を果たしている．また，後者は，多数の患者さんに生涯にわたるトータルケアをめざし
た質の高い医療を提供することを目的としている．平成 20 年度の 1 日外来患者数 159.1 人，年間外来延べ患者数
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47,309 人，新患数 1,461 人，入院患者数 892 人，退院患者数 867 人，延入院患者数

14,780 人，1 日平均入院

患者数 40.5 人であった．
以前より，当教室は，埼玉県医師会と共催して，埼玉県糖尿病研究会および埼玉県高血圧研究会を年 2 回ずつ開
催している．毛呂・越生，坂戸・鶴ヶ島，日高・飯能地区の医師会との病診連携を進めるため，埼玉西北部内分泌・
糖尿病ネットワ - クの会（平成 20 年 11 月 7 日），埼玉西北部糖尿病セミナー（平成 21 年 2 月 4 日）を開催してい
る．地域との病診連携をはかり，埼玉県の内分泌・代謝疾患のセンターとしてさらなる発展を期したい．その第一歩
として，糖尿病・生活習慣病センター（仮称）の設立準備を始めている .

5．その他：
1）公的活動：片山は，厚生労働省薬事・食品審議会専門委員や保健局の薬価算定組織会議の専門委員を引き続き
勤めている．
2）編集委員：片山は日本内分泌学会の欧文誌の編集委員を務めている．
3）片山・粟田は埼玉県内の糖尿病や高血圧関連の研究会の代表世話人や世話人を務めている．

6．業績
1）論文・学会発表
1．英文原著
① Ikegami Y , Inukai K , Awata T , Asano T , Katayama S : SH3 domain of the phosphatidylinositol 3-kinase
regulatory subunit is responsible for the formation of a sequestration complex with insulin receptor substrate-1.
Biochem Biophys Res Commun 365 : 433-438 , 2008.
② Katayama S, Kawamori R, Iwamoto Y, Saito I , and Kuramoto K, on behalf of the ATTEST study group : In Half of
Hypertensive Diabetics, Co-Administration of a Calcium Channel Blocker and an Angiotensin-Converting Enzyme
Inhibitor Achieved a Target Bllod Paessure of <130/80mmHg; The Azelnidipine and Temocapril in Hypertensive
Patients with Type 2 Diabetes（ATTEST）Study. Hypertension Res, 31: 1499-1508, 2008.
③ Awata T, Kawasaki E, Tanaka S, Ikegami H, Maruyama T, Shimada A, Nakanishi K, Kobayashi T, Iizuka H, Uga
M, Kawabata Y, Kanazawa Y, Kurihara S, Osaki M, Katayama S : Japanese Study Group on Type 1 Diabetes
Genetics .Association of type 1 diabetes with two loci on 12q13 and 16q13 and the inﬂuence coexisting thyroid
autoimmunity in Japanese.

J Clin Endocrinol Metab

94:231-235, 2009.

④ Nakamura K , Inoue I , Takahashi S , Komoda T , Katayama S : Cryptochrome and period proteins are regulated
by the CLOCK/BMAL1 gen: Crosstalk between the PPARs/RXR α - regulated and CLOCK/BMAL1- regulated
Systems .
2．総説

PPAR Research 2008:1-10, 2008.

他 4 編の英文原著

他 6 編の著書と 17 編の総説

3. 国際学会
第 68 回米国糖尿病学会（平成 20 年 6 月 6 日 -10 日，サンフランシスコ）２題
7th International Diabetes Federation（IDF）Western Paciﬁc Region Congress（2008.3 Wellington, New Zealand）
１題
⑤糖尿病性腎症国際シンポジウム（平成 20 年 3 月 20,21 日，滋賀）
Lecture Katayama S : Treatment of Hypertension in Diabetics.
⑥第 22 回国際高血圧学会（Berlin 2008）
Noguchi Y., Yagi S., Yamaguchi M., Izumida T.,Yamamoto H., Inaba M., Katayama S.：

Valsartan max dose study

in Saitama（Valmax）: 80 mg twice a day is eﬃcientthen 160 mg once a day to suppress themorning blood
pressure in hypertensive

diabetics. 他 1 題

4. 主な国内学会
⑦第 51 回回日本糖尿病学会（平成 20 年 5 月 22 日〜 24 日，東京国際フォーラム）
シンポジウム「糖尿病患者の高血圧をいかにコントロールするか」
野口雄一，片山茂裕：達成困難な糖尿病高血圧患者の降圧加療への挑戦
⑧池上裕一ら：アディポネクチンによる新しい酸化ストレス軽減の機序
第 81 回日本内分泌学会（平成 20 年 5 月 16 日〜 18 日，青森）
⑨田村康博ら：迅速プロゲステロン測定により，副腎静脈サンプリング成否判定を検査中に行うことが可能である
第 31 回日本高血圧学会（平成 20 年 10 月 9 日 ?11 日，札幌）
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⑩泉田太郎ら：高血糖状態におけるアディポネクチンレセプター過剰発現の血管新生保護及び血管老化抑制作用効
果

他2題

第 40 回日本動脈硬化学会（平成 20 年 7 月 10-11 日つくば国際会議場）
第 18 回臨床内分泌代謝：Up date（平成 20 年 3 月 15-16 日，高知市） 1 題
第 8 回日本内分泌学会関東甲信越支部学術集会（平成 20 年 2 月 22-23 日，つくば国際会議場） 1 題
2）獲得研究費
片山茂裕：平成 20 年度厚生労働科学研究

循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業「2 型糖尿病患者の QOL，

血管合併症及び長期予後改善のための前向き研究」分担研究者

80 万円

片山茂裕：糖尿病予防のための戦略的課題 3（JDOIT3） 分担研究者 300 万円
粟田卓也：平成 20 年度科学研究費基盤研究 C 「糖尿病網膜症および加齢黄斑変性症の遺伝子解析：PEDF 遺伝子
多型を中心として」 研究代表者

100 万円

粟田卓也：平成 20 年度学内グラント 「眼内血管新生病の遺伝子解析と抗血管新生治療に対する個別化医療の確
立」 研究分担者

50 万円

7．自己点検・評価
平成 20 年 4 月 1 日付けで，大堀哲也・千田美穂君が助教として採用された．同日付けで，総合診療内科へ出向し
ていた井上清彰君が講師に昇格した．また，保川信行助教が小川赤十字病院へ出向した．大久保智子君が埼玉よりい
病院より戻り，山下冨都助教が同院へ出向した．伊藤病院で研鑽中であった皆川晃伸君が 5 月 1 日付けでに助教と
して大学に戻った．同日付けで山本仁至君が関越病院から復帰し，交代で今井健太助教が同院へ出向した．同日付け
で田村康博君が常勤から非常勤講師になった．また，八木慎次助教が退職し，同日付けで東松山市民病院内科医長に
栄転した．9 月 1 日付けで金沢健太君が関越病院から復帰し，交代で池上裕一助教が同院へ出向した．平成 21 年 3
月 31 日付けで，泉田太郎講師・中島洋平助教が退職した．
研究面では公的研究費も引き続き取れているが，必ずしも十分ではなく，来年も医局員一同でさらに頑張ってゆき
たい．臨床面でもますます多忙となっているが，糖尿病・生活習慣病センターの設立を目指して，さらに努力を続け
たい .
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1．4）血液内科
1．構成員
別所正美（BESSHO, Masami）
：教授：臨床血液学，造血因子，貧血
陣内逸郎（JINNAI, Itsuro）
：教授：白血病，臨床血液学，白血病
中村裕一（NAKAMURA, Yuichi）
：准教授：臨床血液学，多発性骨髄腫
伊藤善啓（ITOH Yoshihiro）
：講師：臨床血液学，多発性骨髄腫，血液幹細胞
脇本直樹（WAKIMOTO, Naoki）
：講師：臨床血液学，悪性リンパ腫，医学教育
［助教］島田恒幸［名誉教授］平嶋邦猛 ［非常勤講師］山本昭子，室橋郁生，辻守史，伊藤克郎，鈴木利哉，猪野
裕英，岸本国也，南久松真子，須賀原裕一［非常勤医員］秋葉美樹

2．教育
2-1．目的・目標
3 年生では病態生理に基づいて代表的な血液疾患の診断と治療を理解する．4 年生では内科的診療技能の基本を身
につける．5 年生では血液疾患の診断と治療の知識を実例に則して深く理解する．6 年生では医師国家試験に対応で
きる総合的な学力を形成する．初期臨床研修では，内科診療の全般と代表的な血液疾患の診断と治療の基本を身につ
ける．後期研修では，
血液専門医の資格取得を目指す．学会の主導する血液専門医の養成企画にも積極的に協力する．
2-2．教育内容（担当者）
講義のほか，PBL，臨床入門，OSCE の実施にも協力した．3 年生では血液ユニットの一部を担当した．4 年生の
臨床入門では頭頸部の診察の指導を担当した．5 年生の BSL では 1 グループにつき 1 週間の内の 1 日を担当し，M
蛋白血症，出血・凝固系疾患の教育を行った．6 年生には血液学の講義の一部を担当した．各学年の教育には，教授
から助教まで全構成員と非常勤講師が参加した．中村は，OSCE の外部評価者として活動した．別所は卒前教育委員
会委員長を努め，血液学会および日本臨床血液学会にて教育委員会の一員として活動した．
2-3．達成度
学生教育は，国際医療センタ−造血器腫瘍科と連携して担当した．3 年生血液ユニットでは不合格者はいなかった．
5 年生でも BSL の不合格者はいなかった．6 年生では科目別の成績が不明のため，血液学単独での評価は困難である．
研修医の指導に関しても，診療上の問題は特に発生せず，研修医から高い評価を得た
2-4．自己評価と次年次計画
本年度は国際医療センタ−造血器腫瘍科と大学病院血液内科を合わせて，5 年生の臨床実習期間が昨年度と同様に
1 週間であった．このため，血液学では，今まで学んだ知識を整理し，さらに深めることを主眼とした実習を行った．
反面，実際の診療に触れる機会が減った．臨床実習の主旨を生かすためには，知識だけでなく，体験の機会を十分に
与えることが重要と思われるので，次年度は BSL のあり方に工夫を加えたい．研修医の指導に関しては，指導医の
負担が大きいので，指導医の数を増やし，負担の分散をはかる必要がある．学会等の企画にも引き続き積極的に協力
したい．

3．研究
3-1．目的・目標
多発性骨髄腫，悪性リンパ腫などのリンパ系腫瘍の病態を解明し，新規治療法を開発するための基礎研究を行うと
ともに，多施設共同研究にも積極的に参加する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）分子・細胞遺伝学的手法を用いたリンパ系腫瘍の病態解析
2）多発性骨髄腫の病態・治療に関する共同研究
3-3．研究内容と達成度
1）分子・細胞遺伝学的手法を用いたリンパ系腫瘍の病態解析：中村，伊藤が中心となり，細胞遺伝学・分子生物
学的手法を用いて，染色体転座関連遺伝子の解析やクローナリティーの解析など悪性リンパ腫や多発性骨髄腫の
病態に関する基礎的研究を行い，その成果を学会等で報告した．
2）多発性骨髄腫の病態・治療に関する共同研究：日本骨髄腫研究会による多発性骨髄腫の染色体異常に関する研
究に参加し，多数の症例登録を行い，その解析結果の一部は学会で発表された．また，お茶の水血液検討会によ
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る多発性骨髄腫の治療研究にも参加しており，自家移植および新規治療薬を含む新たな集学的プロトコールの作
成がほぼできあがったので，今後申請し実践していく予定である．
3-4．自己評価と次年度計画
1）分子・細胞遺伝学的手法を用いたリンパ系腫瘍の病態解析：これまでに得られた成果の一部はすでに論文発表
したが，まだ論文作成中あるいは投稿中のものもあり，早急にまとめ上げ正式報告としたい．また，当部門での
主な対象疾患の一つが多発性骨髄腫となったのを機に，本疾患に関する新たなプロジェクト（Cyclin D1 の点突
然変異の解析など）も立ち上げ，研究の実践に移っている．病態の解析とともに，臨床に還元できるようなもの
に発展させたい．
2）多発性骨髄腫の病態・治療に関する共同研究：中村は日本骨髄腫研究会の幹事を務めているので，引き続き，
可能な限り同研究会の共同研究に参加し，多数例の登録を行いたい．また，他の多施設共同研究にも積極的に参
加したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当部門は血液疾患の診療を担当している．特に力を入れているのは，多発性骨髄腫などの M 蛋白血症，特発性血
小板減少性紫斑病などの出血・凝固系疾患の診療である．血液疾患の診療は専門性が高く，また当院の置かれている
地域の特殊性から近隣の医療施設からの紹介患者が多い．今後の課題として，人的資源の確保に努めるとともに国際
医療センタ−との連携を深めて，病院機能に応じた診療体制を組むことが必要である．また，高齢の患者が増加して
おり，これらの患者に対する最適な治療を開発していく必要がある．

5．その他
5-1．自治体，政府関連の委員
別所正美：厚生労働省医道審議会医師分科会委員
別所正美：厚生労働省薬事・食品衛生審議会委員
別所正美：文部科学省科学技術動向センター専門調査員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本内科学会評議員：別所正美
日本血液学会理事，代議員：別所正美
日本血液学会教育委員会委員 : 別所正美
全国医学部長病院長会議医学教育委員会医師国家試験に関する専門委員会委員長：

別所正美

6．業績
6-1．主要論文
① Nakamura Y, Takahashi N, Kakegawa E, Yoshida K, Ito Y, Kayano H, Niitsu N, Jinnai I, Bessho M: The GAA5
（growth arrest-specific transcript 5）gene fuses to BCL6 as a result of t（1;3）（q25;127）in a patient with
B-cell lymphoma. Cancer Genetics and Cytogenetics 2008, 182: 144-149.
② Nakamura Y, Sato Y, Yoshida K, Kakegawa E, Ito Y, Seyama A, Kayano H, Bessho M.: A molecular analysis of
biclonal follicular lymphoma: further evidence for bone marrow origin and clonal selection. European Journal of
Haematology, 82（1）, 398-403, 2009.
③ Ghulam J. Mufti, John M. Bennett, Jean Goasguen, Barbara J. Bain, Irith Baumann, Richard Brunning, Mario
Cazzola, Pierre Fenaux, Ulrich Germing, Eva Hellst ｒ om-Lindberg, Itsuro Jinnai, Atsushi Manabe, Akira Matsuda,
Charlotte M. Niemeyer, Guillermo Sanz, Masao Tomonaga, Teresa Vallespi, and Ayami Yoshimi: Diagnosis and
classification of myelodysplastic syndrome: International Working Group on Morphology of Myelodysplastic
Syndrome（IWGM-MDS）consensus proposals for the definition and enumeration of myeloblasts and ring
sideroblasts. Haematologica 2008, 93: 1713-1718.
④ Tamai H, Yamaguchi H, Hamaguchi H, Yagasaki F, Bessho M, Kobayashi T, Akiyama H, Sakamaki H, Takahashi
S, Tojo A, Ohmine K, Ozawa K, Okumura H, Nakao S, Arai A, Miura O, Toyota S, Gomi S, Murai Y, Usui N,
Miyazawa K, Ohyashiki K, Takahashi N, Sawada K, Kato A, Oshimi K, Inokuchi K, Dan K: Clinical features of adult
acute leukemia with 11q23 abnormalities in Japan: a co-operative multicenter study. Int J Hematol. 2008, 87:
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195-202.
⑤鈴木正司，斎藤明，下条文武，西沢良記，秋澤忠男，富野康日己，椿原美治，秋葉隆，平方秀樹，渡邉有三，川西秀樹，
別所正美，大橋靖雄： 血液透析導入患者における患者背景と貧血治療の実態．透析会誌

41（4）, 251-254,

2008.
論文総数：11
学会発表総数：37
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
教育面に関しては，クリニカルクラ−クシップの導入にともない血液内科の担当する臨床実習時間が短縮され，学
生が実際の血液診療に触れる機会が減った．臨床実習の主旨を生かすためには，知識だけでなく，体験の機会を十分
に与えることが重要であるので，次年度も引き続き BSL のあり方に工夫を加えたい．また，研修医の指導，若手血
液臨床医の養成にも積極的にかかわっていきたい．研究面に関しては，リンパ系腫瘍の病態解析および多発性骨髄腫
の病態・治療に関する共同研究を継続したい．そのためにも，人的資源の確保に努めるとともに近隣の病院との連携
を深めて，それぞれの病院機能に応じた診療体制を構築していきたい．
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1．5）神経内科・脳卒中内科
1．構成員
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：教授：脳循環代謝，頭痛
小森哲夫（KOMORI, Tetsuo）
：准教授：臨床神経生理学，難病医療
金

浩澤（KIM, Hotaek）
：准教授：頭痛

山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）
：准教授：自律神経学，変性疾患
富岳

亮（TOMIOKA Ryou）
：講師：神経免疫学

中里良彦（NAKAZATO, Yoshihiko）
：講師：自律神経学，神経感染症
溝井令一（MIZOI, Yoshikazu）
：講師：臨床神経学，脳血管障害，変性疾患
糸川かおり（ITOKAWA, Kaori）
：講師：遺伝性神経疾患
助教 8 名（出向を含む）
，非常勤講師 6 名，非常勤医師 1 名，実験助手 1 名，秘書 4 名

2．教育
2-1．目的・目標
教室員全員がベットサイドでは真摯な態度で患者に接し，患者に満足度の高い医療を提供できるように努力してい
る．学生，研修医には問診の仕方，神経所見の取り方などの教育を通じて，こうした態度を自然と身につけられるよ
うに常に指導している．特に，学生に対する神経学的診察方法の教育は，PBL，臨床入門などで学生全員が理解する
まで時間をかけて教育している．
2-2．教育内容（教育主任；荒木教授）
卒前教育：4 年生の講義では，神経疾患の一つ一つについて細かく説明し深い理解を求めている．5 年生の BSL で
は，荒木教授が総括的指導を行っている．学生は患者さんを受け持ち，チームの一員となって診療を行う．また，で
きるだけ多くの患者さんの診察をする機会を与えている．さらに，スタッフ全員がクルズスを受け持ち，様々なテー
マで講義を行っている．6 年生には，国家試験に向けて知識の整理，解説をおこなっている．
卒後教育：週 1 回の新入院カンファレンス，症例カンファレンスでは，学生，研修医を含めた医局員全員での検
討が行われている．また，週 1 回の抄読会が行われ，最新の海外文献の紹介が行われている．症例カンファレンス
が若手医局員にとってはもっとも勉強となる機会である．また，脳波，電気生理学的検査など特殊検査の研修機会が
与えられている．また，月 1 回の筋電図レクチャーが Hands on 形式で行われる．医局員は，内科認定医はもちろん
のこと，内科専門医，神経専門医，老年専門医，頭痛専門医などの取得を目指しており，毎年多数の合格者を出して
いる．
2-3．達成度
卒前教育：講義内容については学生から高い評価を得ている．また，PBL，BSL を通じて学生と密接なコンタクト
がとれた．特に BSL においては若手医局員が一対一の対応で指導ができた．
卒後教育：多数の症例を通して，豊富な臨床経験が得られた．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育はほぼ満足のいく成果が挙げられたと思われる．卒後教育については，脳血管障害や脳炎，髄膜炎などの
救急患者も多数扱うという当科の特性から，日常の臨床は非常に多忙で，若手医局員の指導は必ずしも満足のいくも
のではなかった．しかし，内科認定医，神経専門医に多数合格し，若手医局員の意欲は明らかに向上している．教育
スタッフはますます充実しており，次年度には，組織的にも各専門医（脳卒中，老年医学，頭痛など）取得のための
教育を行う予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
医局員全員が研究に携わる．臨床研究は，将来開業を目指す人にとっても患者を深く観察するという意味から不可
欠であり，積極的に参加を勧めている．動物実験ではグループ研究の基礎を学び，新知見発見の喜びを分かち合う．
各研究グループとも 1 回 / 年以上の国際学会発表，2 回 / 年以上の国内学会発表を目標に研究を行っている．研究結
果は論文にまとめ，若手医局員は学位取得を目指す．
3-2．研究グループ
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研究分野：1）脳血管障害の臨床的研究
2）脳循環代謝に関する基礎的検討
3）自律神経に関する臨床的研究
4）免疫性神経疾患に関する研究
5）頭痛の臨床的検討
6）神経筋疾患に関する臨床的・電気生理学的研究
3-3．研究内容と達成度
1）脳血管障害の臨床的研究：多数例を用いた症候学的検討，脳梗塞の病型別の治療法，予後との関係を検討して
いる．多施設共同研究も積極的に行っている．
2）脳循環代謝に関する基礎的検討：ラット脳虚血モデルを用いた微小循環動態の検討，脳虚血時の一酸化窒素
（NO）に及ぼす薬剤の影響や代謝の検討を行っている．研究成果は脳卒中学会，脳循環代謝学会に多数の報告を
おこなっている．
3）自律神経に関する臨床的研究：非観血的血行力学的検査，血圧・脈拍変動のパワースペクトル解析，発汗試験，
サーモグラフィー，カテコール代謝産物の定量検査など多角的に自律神経機能を評価している．
4）免疫性神経疾患に関する研究：多発性硬化症の再発予防に関する検討，多発性硬化症の免疫動態の検討を行っ
ている．
5）片頭痛，症候性頭痛についての臨床的検討を行い，頭痛学会において発表した．
6）神経筋疾患に関する臨床的・電気生理学的研究：運動ニューロン病に関する臨床研究，F 波・運動単位解析を
中心とした電気生理学的研究を推進し国際学会，国内学会にて報告している．
3-4．自己評価と次年度計画
各研究グループとも積極的に学会発表を行ってきた．今後は更に多数の論文にまとめるように努力を行う．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
神経内科では，一般内科診療に加え神経内科領域の全ての疾患を対象としている．頭痛，しびれ，めまい，痴呆症，
脳卒中およびその後遺症，脱髄疾患，変性疾患（パーキンソン病，アルツハイマー病など）など多岐にわたる．対象
患者は高齢者が多いため，地域医療機関との密接な連携は不可欠で，通院の都合や家庭の状況に応じて，最も適した
近隣の医療機関へ随時紹介している．当科は 42 床を有し，常に満床に近い．このほか，国際医療センターと協力し
当地区の脳卒中患者のほとんどを受け入れている．一般診療班はチームリーダー，指導医，研修医によるチーム診療
を行っているが，専門的診療を要する患者については，チームの垣根を越えて診療が行われる．また，週 1 回の新
入院カンファレンス，症例カンファレンスで研修医を含めた医局員全員での検討が行われている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
さいたま地方裁判所専門委員，埼玉県公安委員会指定医師，埼玉県社保審査委員，埼玉県難病協議会委員など．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Internal Medicine，日本神経学会，日本脳卒中学会，日本内科学会，日本頭痛学会，日本自律神経学会
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
国際疾病分類委員会委員，日本医師会認定産業医，日本老年医学会指導医，日本内科学会指導医が多数．

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数：原著 2 編，症例報告 12 編，総説 11 編
代表論文
①荒木信夫．緊張型頭痛の発症機序．日本頭痛学会誌 2008;35:24-26
② Yamamoto T. Tamura N. Kinoshita S. Itokawa K. Sumita N. Fukui M. Shimazu K. Kato R. A case of sick
sinus syndrome and autonomic failure with Parkinson's disease. Autonomic Neuroscience-Basic & Clinical.
2009;146:115-7
③ Nakazato Y, Kondo S, Ohkuma A, Ito Y, Tamura N, Araki N. Neurosarcoidosis presenting as spontaneously
remitting hypersomnia. J Neurol 2009;256:1929-1931
④ Nakazato Y, Tamura N, Shimazu K. An adult case of cyclic vomiting synfrome successfully responding to valproic
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acid. J Neurol

2008;255:934-935

⑤溝井令一 , 住田直子 , 山元敏正 , 小森哲夫 , 田村直俊 , 島津邦男 . 長期にわたって単純部分発作として治療され ,
経過中に小脳失調をきたした若年ミオクロニーてんかんの 1 例 . Brain&Nerve 2009; 61:77-81
⑥伊藤康男 , 山元敏正 , 大熊彩 , 溝井令一 , 田村直俊 , 荒木信夫 . 多発筋炎様症状を呈した高齢発症サルコイドミオ
パチーの 1 例 . 日本老年医学会雑誌 2008;46:85-89
⑦糸川かおり , 福井海樹 , 山元敏正 , 田村直俊 , 高橋利幸 , 荒木信夫 . 放射線性脊髄炎との鑑別が困難であった
Sjoegren 症候群に伴う脊髄炎の 1 例 . 神経治療学 2009;26:81-85
⑧住田直子 , 山元敏正 , 荒木信夫 , 田村直俊 , 岩崎愼一 , 島津邦男 . 階段を下りる時に限定して右下肢に誘発される
ジスキネジアに抗てんかん薬が著効した 1 例 . 神経治療学 2009;26: 75-80
⑨出口一郎 , 荒木信夫 , 前島伸一郎 , 武田英孝 , 古屋大典 , 加藤裕司 , 棚橋紀夫 . 上小脳動脈灌流域の梗塞により
Cerebellar cognitive aﬀective syndrome を呈した 1 例 . 脳卒中 2008;30:749-754
⑩加藤裕司（埼玉医科大学 神経内科）, 山口智 , 鈴木真理 , 田中晃一 , 荒木信夫 , 島津邦男．鍼治療が著効した視床
痛の 1 例 . 神経治療学 2008; 25:449-453
6-2．獲得研究費
厚生労働省 難治性疾患克服事業「特定疾患患者の生活の質（QOL）の向上に関する研究班」
6-3．受賞
該当なし．
6-4．特許，実用新案
該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
特定疾患患者の生活の質（QOL）の向上に関する研究班

7）自己点検・評価
脳卒中については国際医療センターと連携して充実した診療が行われた．神経疾患全般については，症例検討を中
心に臨床研究が活発に行われた．電気性理検査・検討が充実した．また，脳循環代謝に関する基礎的研究も成果が多
数報告された．来年度はさらに，
若手医師のマンパワーが必要となる．大志ある若手医師を募り，魅力ある医局を作っ
てゆきたい．
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1．6）リウマチ膠原病科
1．構成員
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：教授：リウマチ・膠原病学，臨床免疫学，臓器障害を有するリウマチ・膠原病
の治療
秋山雄次（AKIYAMA Yuji）
：准教授（病棟医長）：リウマチ性疾患，膠原病の治療，臨床免疫学
淺沼ゆう（ASANUMA Yu）
：講師：リウマチ・膠原病学，動脈硬化症
佐藤浩二郎（SATO Kojiro）
：講師：リウマチ・膠原病学，臨床免疫学，免疫学
〔助教〕中嶋京一（医局長）
，秋葉春彦（外来医長），梶山浩，横田和浩，吉田佳弘，進藤靖史，太田宗夫，坂本真裕子，
島田祐樹，山本晃範
〔リサーチフェロー〕三由文彦
〔非常勤講師〕原

清，今井史彦，半田祐一，大野修嗣，田中政彦，片桐敏郎，神津教倫

〔実験助手〕河野晃子

2．教育
2-1．目的・目標
臨床医の育成と研究マインドを有する専門医の養成を目的とする．患者を前にして十分な情報を取得し，自力で病
態の考察が行える臨床医であり，患者および家族から信頼される知識と人間性を有し，社会全体から期待される医師
の育成を目指す．
2-2．教育内容（担当者：三村，秋山，淺沼，佐藤）
3 年生；ヒトの病気― 1 内分泌・代謝ユニット 45 時間のうち 1 時間でアミロイドーシスを当科作成のプリントに
て講義した．病気の基礎 2- 免疫―自己免疫病 : 基礎免疫学の臨床における重要性を理解するために臨床的側面から
講義した．
4 年生；ヒトの病気 -2

免疫 31 時間のうち当科分 12 時間にて基礎免疫学に基づくアレルギー膠原病の病態の理

解から臨床各論まで，当科作成のプリントを使用して講義した．プリントは講義と同様の内容で記載情報を増やし，
講義中のノートを取る必要を減少させることで講義中にスライドなど画像を見ることに集中できるようにした．
5 年生 BSL；各自が患者 1 人の模擬主治医になって，POMR に従ったレポートを作成した．クルズスやディスカッ
ションの時間を増やした．プロブレムリストを作成することを主眼に，医療面接や理学的所見，検査データから多く
の情報を得るように指導した．特に病態生理の考察に重点を置き，受け持ち患者においてどのような病態があるのか，
自分の力で考えるように指導した．口頭試問による評価と指導，画像スライドでセミナーを行なった．共通プログラ
ムにて関節リウマチを整形外科の協力のもとに担当した．外来診療および病棟回診において症例提示，医療面接の態
度，診療技法の指導などを行った．
6 年生；免疫・膠原病・アレルギー 9 時間のうち，6 時間を担当，総論および各論において知識の理解と整理を進
めるように講義を行った．特に，講義冒頭に講義範囲を網羅するキーワードを中心とした問題を作成し，それに解答
することで各人の弱点を見つけ，モティベーションを高めることが出来るような構成にした．必須の症候と疾患にて
発熱・FUO，関節リウマチ，画像・検査の再チェックの講義をおこなった．卒業試験問題の作成をおこなった．
2-3．達成度
80％程度は達成出来たと考える．講義は，学生からの feed back を参考にスライド・資料などの充実が図られた．
また，BSL の学生達からは，2 週間の実習期間を希望する声が多く伝えられた．
2-4．自己評価と次年度計画
6 年生：知識のまとめ，弱点の認識が出来るような講義が行われ，昨年の反省が生かされた．
BSL：本年度も教授回診では各患者の診察に時間をかけ，医療面接の重要性を示すと共に，同行する学生が特徴的
な所見を積極的に確認出来るようにした．学生には病態生理を考えるという習慣が不足しており，引き続き意識改革
を進める．
4 年生：単に記憶するだけではなく，より病態生理を深く考えるような講義を行う様努力したが，更に学生にその
意義を理解させる工夫を継続する．定期試験においても筆記試験を継続し，思考力，大局的に物事を考察してまとめ
る力を涵養するように努める．
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3．研究
3-1．目的・目標
臨床での問題意識を研究面に発展できるようにすることが目的である．具体的には以下のプロジェクトが進んでい
る．
1）関節リウマチ患者においてシンバスタチンの抗炎症・抗免疫作用についての臨床的および基礎的検討を行い，
その結果が論文としてまとまった．
2）ループス患者および健常者由来の樹状細胞について機能的検討を行った．
3）生物製剤を用いた RA 治療に関して臨床的検討を行った．
4）関節リウマチ治療による末梢血単核細胞遺伝子発現の変化に関する検討を継続している．
5）関節リウマチにおける炎症と動脈硬化についての臨床的検討を行った．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．三村，横田：RA 滑膜細胞に対するスタチンの効果の解析．
2．三村，秋山，吉田：ヒト末梢血由来樹状細胞の機能解析．
3．三村，東京大学先端科学技術研究センターゲノムサイエンス分野油谷浩幸教授：cDNA マイクロアレイを用い
た関節リウマチに対する薬剤作用機序の解明．
4．三村，東京大学アレルギーリウマチ内科神田浩子助教：スタチンを用いた RA 治療の臨床的検討．
5．淺沼：関節リウマチにおける炎症と動脈硬化．
6．淺沼：全身性エリテマトーデスにおける動脈硬化．
7．淺沼：関節リウマチにおける血清 Pentraxin-3 測定の臨床的意義についての検討．
8．佐藤：Th17 分化メカニズムの研究．
9．佐藤，三由：臨床検体を用いた Th 応答の解析．
10．三由：免疫応答のシミュレーション解析．
11．梶山：糸球体疾患とポドサイト障害の解析．
3-3．研究内容と達成度
豊富な患者ソースを用いて臨床的および基礎的検討を行うことができた．アメリカリウマチ学会，日本リウマチ学
会，日本臨床免疫学会などでの発表をおこなった．
3-4．自己評価と次年度計画
今年度もマンパワーの少なさで，スタッフは研究に当てる時間が極端に少ない．その中で，各自の頑張りによって
論文報告が可能となった．

4．診療（詳細は病院要覧記載）
地域連携の重要性を認識し，病診連携の会を行い，地域医療の活性化を目指した．外来患者数および紹介率が上昇
した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
全国難病友の会顧問（三村）
秋山雄次：久喜医師会学術講演会「関節リウマチにおける診断・治療の進歩 - 特に生物学的製剤について -」2008, 5,
16
三村俊英：新都心 RA フォーラム．2008, 6, 25
秋山雄次：川越市医師会学術講演会「シェーグレン症候群について」2008, 7, 10
三村俊英：第 4 回埼玉高尿酸血漿・代謝疾患フォーラム「関節リウマチと新規治療」2008, 7, 17
秋山雄次：リウマチクリニック，特定機能病院医師，それぞれの立場から．第 2 回埼玉タクロリムス座談会
2008 7 3
三村俊英：第 3 回膠原病クリニカルカンファレンス．2008, 7, 11
三村俊英：熊谷市内科医会学術講演会「関節リウマチの病態と治療・連携」2008, 7, 24
中嶋京一：北埼玉関節リウマチ勉強会「エンブレルが著効した関節リウマチの 1 例 - 有用性と使用時の注意点につ
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いて -」2008 9 5
秋山雄次：北埼玉関節リウマチ勉強会「関節リウマチの診断と治療 - 特に生物学的製剤について -」2008 9 5
秋山雄次：行田地区病診連携の会 2008.9.19
三村俊英：第 37 回静岡腎セミナー 2008 9 20
中嶋京一：膠原病に関する医療講演会（特定疾患医療給付制度受給者である膠原病の方およびその家族，その他関
係者等を対象として / 熊谷保健所）
「これで納得 ! 膠原病 -Dr 中嶋の聞いて得する膠原病のはなし -」2008.10.30
三村俊英：第 3 回埼玉西部薬剤師研鑽会「リウマチ膠原病の治療薬」2008. 11. 29
淺沼ゆう：坂戸・鶴ケ島地区 リウマチ講演会 2008. 12. 18
三村俊英：坂戸鶴ヶ島医師会学術講演会「関節リウマチ診療と病診連携」2009. 1. 23
秋山雄次：リウマチ性疾患医療連携の会「行田クリニックにおける関節リウマチの治療状況 - 特に生物製剤の使用
状況 -」2009. 1. 23
秋山雄次：第 4 回埼玉タクロリムス座談会「リウマチクリニック，特定機能病院医師，それぞれの立場から．
」
2009 2 12
三村俊英，秋山雄次，進藤靖史，吉田佳弘：第 3 回埼玉医科大学病診連携の会．2009 3 18
秋山雄次：第 3 回行田地区関節リウマチ勉強会 2009.3.23

6．業績
6-1．論文学会発表
論文総数 :18，学会発表総数 :22
代表的総説，原著 , 学会発表
①秋山雄次，三村俊英：早期関節リウマチに対する intensive therapy-CAMERA と CIMESTRA-．リウマチ科，39
（5）:434-443，2008
②淺沼ゆう：TNF 阻害薬による心血管障害リスクの低下（特集 -TNF 阻害薬の新展開 - 有効性と安全性の新たなエ
ビデンス）
．リウマチ科，39（1）:45-50，2008
③佐藤浩二郎：関節リウマチにおける破骨細胞分化と IL-17．リウマチ科，39（1）:67-73，2008
④ Kato T, Nakajima A, Soejima M, Nagai R, Yago T, Tanohara K, Ichida H, Masuda I, Yamada T, Taniguchi A,
Akiyama Y, Mimura T, Tsuchida T, Kamatani N, Hara M. Therapeutic eﬃcacy of intravenous cyclophosphamide
concomitant with moderate- to high-dose prednisolone in two patients with fasciitis panniculitis syndrome. Mod
Rheumatol. 2008;18（2）:193-9.
⑤ Yokota K, Akiyama Y, Sato K, Shindo Y, Yoshida Y, Miyoshi F, Akiba H, Nakajima K, Asanuma Y, Mimura T.:
Vasculo-Behcet's disease with non-traumatic subcapsular hematoma of the kidney and aneurysmal dilatations of
the celiac and superior mesenteric arteries. Mod Rheumatol. 2008 Jun 18. [Epub ahead of print]
⑥三村俊英：スタチンの免疫変調作用．Medical Science Digest，34（9）: 4-5（382-383），2008
⑦ Yokota K, Akiyama Y, Asanuma Y, Miyoshi F, Sato K, Mimura T. Eﬃcacy of tacrolimus in inﬂiximab-refractory
progressive rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2009; Feb 29: 459-61.
⑧ F. Miyoshi, K. Sato, T. Mimura: A NOVEL APPROACH TO THE CLASSIFICATION OF COLLAGEN DISEASES
UTILIZING TH1/TH2/TH17 CYTOKINE PROFILE IN THE PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS AND
ANALYSIS OF THE PROFILE BEFORE AND AFTER ADMINISTRATION OF INFLIXIMAB. EULAR, 2008.6
⑨ Yu Asanuma, Kojiro Sato, Muneo Ota, Mayuko Sakamoto, Yuki Shimada, Akinori Yamamoto, Kyoichi Nakajima,
Yuji Akiyama, Toshihide Mimura, Mitsuhiro Isozaki. Increased Concentration of Plasma Pentraxin 3 Levels in
Patients with Systemic Lupus Erythematosus: Relationship to Disease Activity. ACR/ARHP 08 Scientiﬁc Meeting,
2008, 10
⑩ Kojiro Sato: Proto-Oncogene MAF Plays an Important Role in Th17 Cell Differentiation. Keystone Synposia
-TH17 Cells in Health and Disease- , 2009, 2
6-2．獲得研究費
厚生科学研究費補助金；三村俊英：自己免疫疾患に関する調査研究．1,100,000 円
独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金

基盤研究（C）; 淺沼ゆう：関節リウマチにおける炎症と動脈硬化．

直接経費 800,000 円（間接経費 240,000 円）
独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金

若手研究（A）; 佐藤浩二郎：Th17 サブセットが炎症性疾患特に

膠原病において果たす役割の解析．直接経費 7,300,000 円（間接経費 2,190,000 円）
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6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 51 回，第 52 回埼玉リウマチ研究会（三村；代表世話人）

7．自己点検・評価
教育に関しては，
継続して BSL でクルズス，
ディスカッションを増やし，病態生理を深く考察できるように指導した．
4 年生に対しては，
記述して解答できる力を育てるように指導した．診療に関しては，
「誠実な医療・透明性の高い医療」
を合い言葉に患者様中心の医療を継続し，免疫抑制剤の有効利用を行い QOL の改善を獲得した．生物学的製剤の使
用の最適化が行えるようになった．外来患者増加が著明となり当科のみにては対応不可能となった．そのため新たな
病診連携を進めている．今後はさらにチーム医療を進め，質の高い医療を目指す．研究に関しては，十分なマンパワー
を割くことが出来ずにいたが，今後十分な成果が現れるように臨床と基礎的研究の融合を目指していく．免疫反応に
おけるコンピューターシミュレーションモデルの作製を始めている．
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1．7）腎臓内科
1．構成員
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：教授：腎臓病学，高血圧，内分泌，透析療法
岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：准教授：腎臓病学，透析療法
竹中恒夫（TAKENAKA, Tsuneo）
：講師：腎臓病学，透析療法，高血圧
大野洋一（OHNO, Yoichi, 地域医学医療センター兼担）：講師：腎臓病学，高血圧
菅野義彦（KANNO, Yoshihiko, 医学教育センター兼担）：講師：腎臓病学，高血圧
池田直史（IKEDA, Naofumi）
：講師：腎臓病学，透析療法
高根裕史（TAKANE, Hiroshi）
：講師：腎臓病学，透析療法
高平修二（TAKAHIRA, Shuji, 埼玉医科大学病院救急部兼担）：講師：腎臓病学，透析療法
＜助教＞
井上勉，渡辺裕輔，加藤信孝，星均，菊田知宏，佐藤貴彦，津田昌宏，新井鐘大
＜出向中＞
友利浩司，三村卓，山内康弘，有馬博，小林竜也，末吉慶太，岡田彩子，内田幸助，星谷謙造，元志功，野平由香
＜非常勤講師＞
青木宏明，根本博徳

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育の目標：状況に応じた的確なプレゼンテーションが出来ること．その為に，①正確で必要十分な病歴の聴
取，②網羅的かつ目的をもった身体診察，③十分な医学知識を背景にした理論的な推論，これらのスキルが必要であ
る．卒後教育の目標：Total nephrology の実践．その為には Generalist であり Specialist を目指す必要がある．各種
専門医資格取得の前提として，①総合内科 専門医資格の取得，② ACLS プロバイダー（もしくは ICLS プロバイダー）
に成る事を医局全員に課す．加えて，腎臓学・透析学に関しては，情報発信源としての大学病院・医局を常に意識す
る事を求める．
2-2．教育内容
腎臓内科学講座で行っている卒前教育は，医師が腎臓学を学ぶ意義について，鈴木教授の総論的な講義から開始さ
れる．3，4 年生では腎臓学全般の講義を行う．「生体で腎臓の果たしている役割を理解する」事を目標におき，一部
の症候論を除いてすべてを鈴木教授が担当している．高学年での講義が国家試験を念頭に置いた知識偏重の内容に
なってしまう傾向があり，最高学府としての大学らしい「腎臓学」の講義はここで行われる．
5 年生では BSL（Bed Side Learning）として，患者にじかに接した病棟実習を 4 人ずつのグループで 1 週間行って
いる．本年度から実習期間が 1 週間に短縮されたのを契機に，これまでの学生の意見を参考に内容を一新した．ク
ルズスは電解質・酸−塩基平衡と腎不全・透析学に絞り一日に集中させた．これまではモザイク状に予定されおり，
実習や見学の途中で医局に戻る必要があったが，それが改善された．人気のあるクルズスを緊張している月曜日に
行うことで，居眠りする学生は皆無となった．また，学生が放置されないように，必要な見学や実習は予定を組み，
専属の担当者を置いて学生全員で行うようにした．更に，実習に関わる医師全員の PHS 番号を学生に渡し，頻繁に
アポイントをとって，学生達が能動的に担当医の指導を受けることが可能なシステムを導入した．結果として学生 1
人あたり 5 − 6 時間 / 週の指導を受けている．レポートは内科認定医用サマリーの形式を標準とし，記載すべき内
容を明確にすると共に量を制限している．これは，レポート作成の負担を減らし，同時にコピー＆ペーストを規制す
る狙いがあり，実際に非常に効果的である．当科が BSL の学生に求めるのは「プレゼンテーション能力」である事
を最初に話している．学生は木曜日のモーニングカンファで担当医の代わりに 1 症例のプレゼンテーションを行う．
約 1 分間で適切に患者をプレゼンテーションするためには症例を十分に理解する必要があり，学生は熱心に準備する．
研修医と変わらないレベルのプレゼンを披露する学生も多く，驚かされると同時に頼もしく感じる瞬間である．
6 年生では再度腎臓疾患全般についての系統講義を行う．3, 4 年生の講義と一変し，助教から教授まで数多くのス
タッフが，自分の研究分野を生かして 6 年生の講義に参加することが，当科の特徴である．各スタッフは既出問題
を十分に分析し，最近の動向を踏まえて今後の問題を予測する．また，多くの自校出身者が教壇に立つことは，国家
試験を目指す学生へのエールであり，教室員の紹介にもなっている．
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卒後臨床研修の方針と体制であるが，当科の掲げる診療姿勢は Total Nephrology であり，これは尿所見異常など
のごく初期の腎疾患から腎代替療法導入以後まで，罹病期間の長い腎疾患をすべてのフェーズで管理するという横軸
での意味と，合併症の多い腎疾患患者を時には専門を超えて全身管理するという縦軸での意味である．当科での卒後
研修では総合内科・救急医療を含んだ広い領域を学ぶことになるほか，維持透析患者をはじめとした病診連携も当科
の診療には欠かせないため，地域医療機関や在宅医療スタッフ，公的支援システムなどとの連携やコメディカルとの
共同作業も重要な項目となる．
現在，当院研修医は腎臓内科学講座で 1 〜 3 ヶ月間研修を行っている．当科では毎朝 7 時 30 分より教授以下全
教室員で全ての入院患者，他科入院中の透析患者の検討と回診を行っている．さらに透析患者カンファレンス，新入
院患者カンファレンス，退院患者カンファレンス，クリニカルカンファレンス，腎生検カンファレンス，腎臓・膠原
病合同カンファレンスなどが定期的に行われている．当科では臨床診療能力を身につけるのと同時に，臨床研究能力
を身につける事も重要と考えており，研修医に対して最低一例の症例報告を義務づけ，積極的に学会へ参加するよう
指導している．
2-3．達成度
卒前，卒後教育ともに 90％程度の達成率はあるものと考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：学生のアンケート調査結果を常に意識して，クルズスの内容，時間割，系統講義の内容，講義資料を毎
年見直して改善している．改変後の臨床実習は特に学生から好評を得ている．クリニカルクラークシップの本格導入
が開始されており，次年度以降は更に内容を高めていく．
卒後教育：本年度も日本内科学会認定内科医資格，同総合内科専門医資格，日本腎臓学会認定専門医資格，日本透
析学会認定専門医資格にそれぞれ複数の合格者を出した．また入局後数年間を大学で研修した後，関連教育指定病院
へ一般内科医または腎臓内科医として出向する入局後研修も継続している．臨床研究指導については症例報告の他，
研究室のテーマにのっとり各人に対して長期的な課題が与えられ，各自が取り組んでいる．本年度も日本内科学会総
会，内科関東地方会，日本腎臓学会，日本透析医学会，日本内分泌学会などで多数の発表を行った．最終的には英語
論文を作成し，これをもとに博士号を取得するよう現在指導が行われている．次年度においては更にレベルアップを
図りたい．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床医学教室が社会に果たすべき役割は，ここ 10 年で大きく変化した．これまでより一層，臨床に直結する研究
を目指す方針となり，培養細胞や実験動物を用いた基礎研究についても，常に臨床応用を最終目標としている．
3-2．研究グループ
以前は，
教室員・大学院生を大きく 2 グループ（高血圧グループ，腎間質病変グループ）に分けて研究を行ってきた．
しかし最近は，大学院生を中心にした研究グループは形成しにくくなっている．独立して研究を遂行できる医局員の
増加に伴い，個々のテーマに応じて，教室内だけではなく，積極的に他科，他大学と共同研究を行い，より専門的で，
世間の評価に耐えうる成果を挙げることを目指している．
3-3．研究内容と達成度
3-3-1．臨床研究
高血圧症に関する臨床研究は，教室発足時からの最重要課題であり，且つ，世間から最も評価を得てきた研究テー
マとなっている．学会の教育講演の他，国内外の雑誌に多数の原著・総説を発表している．
①妊娠高血圧に関する要因分析に関する疫学研究：腎臓内科と産科の共同研究で，妊娠高血圧の分娩後の早期の血
圧低下を規定する要因を母体と胎児の両面から 70 例解析した．母体要因として血小板数低値が検出されました．
今後症例を重ね検討を深めていく．
②予防医学領域におけるシミュレーション研究：高血圧をはじめとした予防医学領域では大規模臨床試験に基づく
Evidence-Based Medicine が席巻している．しかしながら，大規模臨床試験は対象に偏りがあり，介入も薬物療
法を中心としており，未だ，十分な Evidence がない予防医学領域が多い．特定保健指導と降圧薬療法のどちら
が有効かを心血管合併症発症リスクを指標にシミュレーション研究を行った．
③慢性腎疾患における動脈伸展性の検討を引き続き行った．慢性腎疾患には頻繁に心血管病が合併するが，維持
血液透析患者においてＣＡＶＩが無症候性の心血管 病を予見できるかを検討した．透析患者では CAVI 0.75 が
79% の感度と特異度をもって心血管病の存在を検出するカットオフポイントとなることが示唆された．
④非糖尿病性慢性腎臓病を原因疾患とする透析患者における動脈進展性指標と透析時刻の関係につき検討した．昼
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間に透析を受けている患者は夜間に受けている患者に比べて，ＡＩが低く，血管伸展性に優れていた．ただし，
ＡＩの差異は休日にＡＩを測定すると消失すること等から，work stress がＡＩの上昇に関与することが示唆さ
れた．
3-3-2．基礎研究
①臨床研究の主軸が高血圧症であるとすれば，腎間質線維化病巣の形成機序についての研究は，教室発足当時か
らの一貫した基礎研究テーマとなっている．東部腎臓学会ではシンポジウムにも招請され，10 年にもわたる
当教室の研究成果を報告する機会を得た．当教室は，腎臓病研究に遺伝子改変マウスを積極的に導入している
日本でも有数のラボであり，多数のラインを継代しつつ，in vivo の検討を行っている．具体的なテーマとして
は，引き続き腎線維化病巣における epithelial-mesenchymal transition 現象および腎線維化における CCN2（旧
connective tissue growth factor: CTGF）の働きを検討している．特に CCN2 の第 4 モジュールの重要性を示唆す
るデータを得ており，特異的な結合タンパクの同定および第 4 モジュールを欠損した変異 CCN2 を発現する遺
伝子改変マウスの作成を進めている．また我々が明らかにした，蛋白尿に応答して腎線維化を促進する遺伝的素
因に関連するゲノム領域に関して，その領域に含まれる責任遺伝子を同定するため，培養細胞において si-RNA
を用いた遺伝子発現のノックダウンにより候補遺伝子のスクリーニングを行なっている．
②引き続き，コネキシンと尿細管―糸球体フィードバックの関係を検討した．尿細管―糸球体フィードバックはア
デノシンとＡＴＰの 2 者により緻密班より輸入細動脈までシグナル伝達が行われるが，コネキシンはＡＴＰの
シグナル伝達に必要であることが示唆された．また，糖尿病動物では腎コネキシンの発現が減弱しており，尿細
管―糸球体フィードバックの抑制を介して糸球体過濾過を惹起していることを見出した．さらに，クロトの研究
も続けて行っている．クロトはＦＧＦ 23 の受容体として作用する．ＦＧＦ 23 の投与は腎クロト発現を当初は
抑制するが，
この効果は一過性で 24 時間後には腎のクロト発現はすでに回復しており，ＦＧＦ 23 のトランスジェ
ニック動物でＦＧＦ 23 の効果が減弱しない理由の一つと考えられた．
③ Functional MRI

を用いた多角的な腎の機能的・形態学的評価に取り組んでいる．IRB にて臨床研究のプロ

トコールが承認され，実際の患者データが蓄積されつつある．次年度に日本腎臓学会に発表予定である．
3-4．自己評価と次年度計画
小規模の研究体制ながら各自が興味を持って熱心に研究に取り組んでいる．地域医学医療センターとは研究室を共
有しており，互いに綿密な協力体制をとっている．高血圧に関する研究は基礎研究，大規模臨床研究を経て，地域医
学・公衆衛生学的思想を取り込み，疫学的な視点にまで発展してきた．妊娠高血圧症に関する調査は，今後該当患者
さんを数十年に渡って経過観察する予定になっている．カルシウム代謝におけるクロトの役割は，多くの注目を集め
ている最先端の研究テーマである．実際に国際学会でも高く評価され，応募演題すべてが口演として採用された．腎
尿細管間質病変に関する研究分野では，我々は間違いなく一学説を担っている．遺伝子改変マウスを用いた一連の研
究は世界的にも大きな評価を得ており，今後，腎疾患の治療につなげるべく鋭意取り組んでいる．MRI に関する共
同研究が一定の成果を上げているのは放射線科の御理解の賜である．今後も一層各研究室との協力体制を深め，得ら
れた成果は無駄なく英文原著として世に問うていく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
国際医療センターとの病院機能の分担により，大学病院では保存期腎不全の管理・透析導入と，長期透析患者の合
併症管理が主たる診療内容となった．国際医療センターでは周術期急性腎障害と，入院中の透析患者の維持透析が主
たる業務と成っているが，2 施設を総合すると当科の診療業務は以前より遙かに多くなっている．大学からの割り当
てである夜間救急当番を含めると，2 施設 3 形態（病棟当直，血液浄化部当直，救急当番）の当直を一人平均 8 回
/ 月行っている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員等
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員等
Editorial board: American Journal of Nephrology, Kidney &Blood pressure Research, Hypertension Research,
Clinical and Experimental Nephrology, Clinical and Experimental Physiology & Pharmacology, Therapeutic Dialysis,
Internal Medicine,
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員，薬事食品衛生審議会専門委員
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6．業績
6-1. 論文・学会発表
ガイドライン
① Ogihara, T., et al., The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension（JSH
2009）. Hypertens Res, 2009. 32（1）: p. 3-107.
英文（原著）
② Gen, S., et al., Close association of vascular and valvular calciﬁcation and prognosis of patients on continuous
ambulatory peritoneal dialysis. Adv Perit Dial, 2008. 24: p. 60-4.
③ Nakamoto, H., et al., Role of the renin-angiotensin system in the pathogenesis of peritoneal ﬁbrosis. Perit Dial
Int, 2008. 28 Suppl 3: p. S83-7.
④ Nodaira, Y., et al., Risk factors and cause of removal of peritoneal dialysis catheter in patients on continuous
ambulatory peritoneal dialysis. Adv Perit Dial, 2008. 24: p. 65-8.
⑤ Suzuki, H., et al., Effect of angiotensin receptor blockers on cardiovascular events in patients undergoing
hemodialysis: an open-label randomized controlled trial. Am J Kidney Dis, 2008. 52（3）: p. 501-6.
⑥ Takenaka, T., et al., Cardio-ankle vascular index to screen cardiovascular diseases in patients with end-stage
renal diseases. J Atheroscler Thromb, 2008. 15（6）: p. 339-44.
⑦ Takenaka, T., et al., Arterial wave reﬂection is elevated in evening hemodialysis patients. Clin Exp Hypertens,
2008. 30（3）: p. 173-81.
⑧ Okada, H., et al., Poly（ADP-Ribose）Polymerase-1（PARP-1）and PARP-1 Binding Element Enhance Murine
CCN2 Gene Transcription in Renal Tubular Epithelial Cells. J Am Soc Nephrol, 2008. 19: p. 933-942.
⑨ Kato, N., et al., Mapping quantitative trait loci for proteinuria-induced renal collagen deposition. Kidney Int,
2008. 73（9）: p. 1017-1023.
⑩ Suzuki, H., Short- and long-term prognosis of blood pressure and kidney disease in women with a past history of
preeclampsia. Clin Exp Nephrol. 2008. 12（2）: p. 102-109.
その他，国内・海外での学会報告，内科地方会等での症例報告の総数は年間 100 題程度
6-2．獲得研究費
竹中恒夫，研究題名：
「慢性腎臓病患者の予後改善に関する基礎及び臨床的研究」，学内グラント（平成 20-21 年度）
菅野義彦，研究題名：
「医師の診療活動記録・解析システムの構築」，学内グラント（平成 19-20 年度）
6-3．受賞
（該当無し）
6-4．特許・実用新案
竹中恒夫，
「カルシミメティクスを有効成分として含む klotho または FGF23 に関連する疾患の予防または治療剤」
（特許 2008-229880）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
埼玉透析医学会など

7．自己点検，評価
本年度の教育改革の目玉は医学部 5 年生の BSL プログラムの見直しであった．今のところ非常に好評である．こ
の成果をクリニカルクラークシップに役立てたい．卒後教育では 3 年目までの研修医に対する教育だけではなく，
具体的目標として各種資格試験の受験を掲げることで卒後 10 年目，あるいはそれ以上に渡る生涯教育にも積極的に
取り組んでいる．研究面でも充実した結果が安定して得られているが，さらに大学院の充実を図り基礎研究も継続し
ていく必要がある．診療面では外来患者数は例年どおりであったが，病棟の移動・院内感染対策などで入院患者数の
減少があった．来年度以降は現在の病棟で診療を継続する予定であり，短期間の内に過去の実績を取り戻すと予想
される．近年，埼玉県でも腎疾患・透析診療，特にそれらの救急医療に関わる医師・医療機関数が激減しており，以
前とは比較無い成らないほど広範囲から入院・転院の御相談を受ける様になった．年度の後半は常に病床稼働率が
100％を超過し，他科・他病棟から多くの御協力を頂いた 1 年でもあった．医局員数・研修医数とも教室創設以来の
少人数であり，各スタッフも診療の質と安全の確保のために最大限の努力を惜しまなかった．今後も変わらず理想を
追求していく所存である．
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1．8）感染症科・感染制御科
1．構成員
前崎繁文（MAESAKI, Shigefumi）
：教授：感染症学，感染制御，呼吸器病学
山口敏行（YAMAGUCHI, Toshiyuki）
：講師：耐性菌感染症，HIV 感染症，感染制御学
樽本憲人（TARUMOTO, Norito）
：助教：内科学，感染症学
阿部良伸（ABE, Yoshinobu）: 助教：内科学，感染症学

2．教育
2-1．目的・目標
感染症学は各臓器に発症する疾病を対象とするため，全身の諸臓器を縦断的に理解する必要がある．そのため系統
的な感染症学の教育が求められる．さらに感染症学は基礎医学との関わりが大きく，なかでも微生物学および免疫学
の理解が不可欠である．そのため，4 年生における「感染症総論」のユニットでは小児科学と協力し，系統的な感染
症学の教育および評価を行っている．また，院内感染の教育に関しては他の医科大学では実施されていない院内感染
対策の病室実習を 5 年生で行っている．その目的としては実践の医療従事者として現場で仕事をする以前に院内感
染対策の基本的な事項を実習を通じて習得することにあり，院内感染対策の教育としては極めてユニークなものと考
える．
2-2．教育内容
3 年生
【ヒトの病気】消化器

1 時間

4 年生
【ヒトの病気】感染症

18 時間

5 年生
【院内感染対策実習】木曜日の午前中
6 年生
【内科総論】 4 時間
【外科総論】 1 時間
2-3．達成度
4 年生：微生物学，免疫学および小児科学のそれぞれの分担と重複なくより効果的な教育計画を作成した．また，評
価方法についてもそれぞれの分担から偏りなく評価する工夫をした．
5 年生：診療行為として行っている院内感染対策における病棟ラウンドを実際に学生にも体験させることによって，
現場での院内感染対策を理解し，臨床にすぐ役に立つ実習内容とした．
6 年生：国家試験に役立つ講義を目指した．
2-4．自己評価と次年度計画
今年度から 4 年次に感染症学の講義を独立して行った．5 年から 6 年の講義を通じて国家試験に役立つ内容を目
指したが，模擬試験や国家試験の結果からは全国平均を超えていたので目標は達成できたと考えている．次年度もこ
の方針でやっていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
薬剤耐性緑膿菌，深在性真菌症，クラミジア感染症に関する研究
3-2．研究プロジェクト
①薬剤耐性緑膿菌における基礎的ならびに臨床的研究
②深在性真菌症の診断と治療
③クラミジア感染症の診断と治療における研究
3-3．研究内容と達成度
①薬剤耐性緑膿菌における基礎的ならびに臨床的研究
薬剤耐性緑膿菌は院内感染の主要な原因微生物として臨床的に重要な微生物である．しかし，これまで薬剤耐性緑
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膿菌の分離頻度が少なく，また十分な疫学的調査も実施されていない．我々の教室では薬剤耐性緑膿菌の基礎的研究
として各種抗菌薬における薬剤感受性成績，各種抗菌薬の併用効果による抗菌活性，薬剤耐性機序の研究を行ってき
た．さらに臨床的な研究として感染疫学，分子生物学的疫学，薬剤耐性緑膿菌感染症患者の治療などを行ってきた．
②深在性真菌症の診断と治療
深在性真菌症は日和見感染症の一つとしてその診断および治療が困難な感染症である．その深在性真菌症の診断と
して新しい血清診断法の臨床的な有用性について血液悪性腫瘍患者を対象に行った．また，近年新たに開発された抗
真菌薬と既存の抗真菌薬の臨床分離真菌に対する薬剤感受性を測定し，比較検討するとともに新規の抗真菌薬の臨床
的有用性を検討した．
③クラミジア感染症の診断と治療における研究
クラミジア感染症の中で特に肺炎クラミジアならびにトラコーマクラミジアによる感染症を課題にヒトにおける病
原性を研究している．肺炎クラミジアについては，気道感染症の疫学，適切な診断および治療の確立，動脈硬化病変
との関連などについて検討し，トラコーマクラミジアに関しては母子感染に関する血清型の検討を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
研究面に関してはいくつかの研究課題において着実に成果が得られている．しかし，今年度から大学院生がいない
こともあり，より基礎的な研究成果の期待が少ない．そのため，臨床検査部や看護部などともに院内感染対策などよ
り実践的な研究課題に取り組む必要がある．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
感染症科・感染制御科は大学病院の全入院患者を対象として，横断的に感染症の診療にあたる診療科である．その
大きな責務は①院内感染対策によって患者を院内感染から守り，また院内感染の事例は発生した際には速やかにその
蔓延を防ぐための適切な対応を図る．②外来診療において感染症の診断・治療に関する専門的な診療を行うとともに，
他の診療科の感染症の診断・治療に対するコンサルチェーションに応じる．③第 1 種感染症指定医療機関として，1
類感染症の診療に携わる．④新型インフルエンザの診療のためのインフルエンザ外来の診療の中止的な役割を担うな
どがある．まだ，スタッフは限られているが，わが国において感染症診療を標榜する診療科は極めて限られており，
その存在意義を考えて研究・診療にあたっている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
厚生労働省薬事審議委員会
厚生労働省薬事審議会

専門委員（前崎）

再評価部会委員（前崎）

厚生労働省生物由来製剤安全対策部委員（前崎）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本感染症学会理事（前崎）
日本内科学会

関東支部幹事（前崎）

日本感染症学会評議員（山口）
日本化学療法学会評議員（前﨑，山口）
日本臨床微生物学会評議員（前﨑）
日本医真菌学会評議員（前﨑）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 篇以内を記載）
論文総数

25 篇

学会発表総数 26 篇
①樽本

憲人，前崎

繁文．最新の抗真菌薬情報

この数年内に上市された抗真菌薬に関して．

医学のあゆみ

225:243-258,2008
②前崎

繁文．感染症と抗菌薬の使い方．Medical Practice

③樽本

憲人，前崎

科

101:1391-1394, 2008

④山口
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25:743, 2008

繁文．慢性肺アスペルギルス症ｰ肺アスペルギローマと慢性壊死性肺アスペルギルス症．内

敏行，前崎

繁文．リンコマイシン系およびケトライド系抗菌薬．化学療法の領域

別冊

p218-223,

感染症科・感染制御科

2008
⑤樽本

憲人，前崎

繁文．肺真菌症．臨床透析

24:1143-1149, 2008.

⑥樽本

憲人，前崎

繁文．Vancomycin resistant Entreococci（VRE）．感染制御

⑦樽本

憲人，前崎

繁文．糖尿病に合併する深在性真菌症の臨床

⑧前崎

繁文．第 19 回日本臨床微生物学会

4:552-557, 2008.

内服薬．日本臨床

66:2373-2377, 2008

教育セミナー．
「事例から学ぶ感染制御」 2008 年

1 月，タワーホー

ル船堀．
⑨前崎

繁文．第 25 回

日本 TDM 学会イブニングセミナー．
「抗真菌薬による深在性真菌症の治療」2008 年 6 月．

タワーホール船堀．
⑩前崎

繁文．第 22 回日本臨床内科医会

2008 年 9 月

教育講演．
「市中感染症における薬剤耐性菌を考慮した抗菌薬の選択」
．

長崎

6-2．獲得研究費
6-3．受賞
6-4．特許，実用新案
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
①第 57 回日本感染症学会東日本地方会学術集会．2008 年 10 月 23 日，24 日．さいたま市

7．自己点検・評価
今年度から 4 年次に感染症学の講義を独立して行った．5 年から 6 年の講義を通じて国家試験に役立つ内容を目
指したが，模擬試験や国家試験の結果からは全国平均を超えていたので目標は達成できたと考えている．臨床面では
外来患者数は着実に増加傾向を示し，さらに院内のコンサルテーション数も増加傾向である．今後はより感染症の診
療に専門性を持たせることが課題と考えられる．研究面に関してはいくつかの研究課題において着実に成果が得られ
ている．しかし，今年度から大学院生がいないこともあり，より基礎的な研究成果の期待が少ない．そのため，臨床
検査部や看護部などともに院内感染対策などより実践的な研究課題に取り組む必要がある．
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1．9）総合診療内科
1．構成員
中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）
：教授：診療科長
岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：准教授：病棟医長
井上清彰（INOUE, Kiyoaki）
：講師：外来医長
中村

玲（NAKAMURA, Akira）
：講師：研修医担当医長

大庫秀樹（OOKO, Hideki）
：講師：副診療科長
高木英爾（TAKAGI, Eiji）
：講師：循環器担当
児玉圭司（KODAMA, Keiji）
：講師：呼吸器担当
溝井令一（MIZOI, Yoshikazu）
：講師：神経内科担当
木下俊介（KINOSHITA, Syunsuke）
：助教：医局長
根田

保（NEDA, amotsu）
：助教：内分泌担当

吉田佳弘（YOSHIDA, Yoshihiro）
：助教：リウマチ担当
樽本憲人（TARUMOTO, Norihito）
：助教：感染症担当
阿部良伸（ABE, Yoshinobu）
：助教：感染症担当
濱岡和宏（HAMAOKA, Kazuhiro）
：助教：消化器肝臓内科

2．教育
2-1．目的
厚生労働省は診療科の再編成を行い，新しい診療科として「総合医」を作り，診療の中心的な役割を担うことを明
記している．埼玉医科大学も，国のそのような動きに先駆けて平成 18 年度正式に「総合診療内科」をオープンした．
本年度埼玉医科大学総合診療内科も開設 3 年目となり順調に展開を見せている．
では，大学病院における「総合診療内科」の役割はどのようなものなのであろうか．国が期待している「総合医」
の役割とは，患者さんの様々な症状を聞き，適切に診断をつけ，そして治療できる医師を育成することにある．そし
て疾患を個々の一つの疾患としてとらえるのではなく，全身的な観点からとらえて対応できる医師を育成することに
ある．我々が運営している「総合診療内科」の教育の目的は，まさに患者さんを全身的な観点からとらえ，総合的に
診断し判断する能力を持ち，的確な診断と治療を行うことのできる医師を育成することにある．
2-2．教育主任：中元秀友
総合診療内科発足 3 年目の本年度は，主として大学卒業後 2 年目の前期研修医，さらに卒業後 3 年目の後期研修
医師の卒後教育を中心に行った．外来診療を中心とした教育を行った．救急外来診療，さらに埼玉医科大学内科の初
診患者の初期診療を中心に研修医師の指導を行った．
教育目標として医師としてのきちんとした患者対応ができること，きちんとしたカルテの記載ができること，臨床
所見を取ることができそれを SOAP に従ってカルテ記載ができることを基本課題とした．さらに初期診療の基本的な
臨床診療から検査として適切な検査計画を立てられること，さらに個々の検査では X 線写真が読影できること，心
電図が判読できること，CT，MRI を読影できること，外来での緊急検査（血液型判定，グラム染色など），さらに超
音波検査ができることを最低の目標課題とした．さらにケーススタデイーを基本とし，診療計画の作成，それに基づ
いた鑑別診断，治療計画の作成，他科依頼の判断ができるよう教育計画をたて，実行した．
具体的に行った教育プログラムとして全研修医を対象として毎朝行う症例カンファレンス，ここでは前日の外来を
受診した全症例のカルテチェックを行った．さらに定期的に行う専門医による勉強会，ここでは診療に直結する話題
を各専門医にお願いした．また各診療科の協力のもと，多くの先生方に定期的な講義をお願いした．その他にも週一
回行う英文論文を中心とした抄読会によって，研修医たちの知識の把握に努めた．
2-3．達成度
総合診療内科開設 3 年目の教育として他科の協力のもと，少ない医局構成員の状況下にあって可能な限りの教育
は行うことができたと考えている．だいぶ研修医達からの評判も良くなってきた．自己評価としては 80％の達成度
と評価したい．
2-4．自己評価と次年度計画
達成度としては目標の 80％と考えている．次年度からは医局構成員を増やし専属の医局員を育成してゆきたい．
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やはり科の特徴として内科各科との協力体制も必須であり，今後も内科全科でバックアップできる体制に持って行き
たい．来年度中には入院患者の受け入れ体制をも構築して行く予定である．そのうえで，前期研修医への教育，後期
研修医への教育，さらに学生教育が十分に可能となる体制の構築を目標としたい．そのために重要なことは，はまず
優秀な指導医スタッフの育成と獲得，さらにシステムの構築にあると考えている．

3．研究
3-1．目的・目的
研究主任：中元秀友
臨床研究：総合診療内科成立 3 年目は昨年度に引き続き，生活習慣病に関する臨床研究を中心に行った．特に高血圧，
糖尿病，肥満，さらに慢性腎疾患などの心血管合併症の発症誘因となる疾患を中心に，その疫学調査，さらに生活状
況の影響，さらに治療の状況，治療成績などの臨床研究を行う．病診連携の中心となるべき臨床科として，周囲の開
業医や関連病院と連携をし，この地域に根付いた臨床研究を行って行く．
基礎研究：高血圧に伴う腎疾患進展の機序に関して，その発症進展機序，治療に関する基礎研究を行う．また，慢性
腎不全の在宅療法として広く普及している腹膜透析の腹膜障害進展機序，さらにその保護療法に関する基礎研究を行
う．
3-2．研究グループ
研究プロジェクト
Telemedicine を用いた在宅血圧の検討
遠隔医療監視システム（Telemedicine）を用いた家庭血圧，血糖，体重の監視システムを用いた各種大規模臨床研
究を行っている．現在はアンジオテンシン受容体拮抗薬（ARB）であるテルミサルタンとカンデサルタンの家庭血圧
への影響を検討する FUJIYAMA 研究を行っている．現在までに ARB とカルシウム拮抗薬の家庭血圧での降圧効果を
比較検討する Teltelbosu 研究，さらにカルシウム拮抗薬間での家庭血圧での降圧効果を比較検討する I 手帳研究等を
行い，その結果を日本高血圧学会において発表した．また，本年度よりテルミサルタン＋降圧利尿剤のハイドロクロ
ロサイアザイドの少量併用療法とアムロジピンの併用療法の家庭血圧へ及ぼす影響を検討する FUJIYAMA 2 研究も
スタートしている．さらに新しいプロジェクトとして，各種配合剤の家庭血圧へ及ぼす影響の検討，さたに糖尿病性
腎症に対する影響の研究（Moroyama Study）もスタートしている．
FUJIYAMA 研究は Telemedicine を用いた全国規模での前向きランダム化試験．目標症例数を達成しその結果を平
成 19 年度日本高血圧学会で発表し，
優秀演題に選択された．現在論文は投稿中である．FUJIYAMA2 研究も全国で行っ
た前向きランダム化試験．平成 20 年度の高血圧学会においてその結果を報告し，現在は英文論文投稿中である．
腹膜透析ネットワークの構築
腹膜透析は末期腎不全患者に対する重要な在宅医療として広く認識されている．腹膜透析患者のバックアップシス
テムの構築を行い，広く一般開業医においても CAPD の臨床が可能となるようなシステムの構築を目指した研究を
行っている．
その臨床実績の一つとして，インターネット上に埼玉腹膜透析ネットワークというサイトをオープンしている．これ
は埼玉県内全域を対象としたインターネット上のネットワークであり，総合診療内科が中心となってサイトの運営を
行っている．現在埼玉医科大学，所沢腎クリニック，防衛医科大学，さくら記念病院，武蔵嵐山病院，埼玉中央病院
など多数の腹膜透析関連施設がこのネットワークに参加しており，医療施設，医師，看護師，栄養士，患者，さらに
メーカーなどと一体となった埼玉県中心の地域ネットワークシステムを構築している．このネットワークの事務局は
埼玉医科大学総合診療内科にある．
ネットワークの名称：埼玉腹膜透析ネットワーク
http://www.saitama-capd.ne./index.html
慢性腎臓病対策プロジェクト
慢性腎臓病（CKD）は末期腎不全（ESRD）の原因として広く知られているが，さらに心臓血管合併症の重要な危
険因子であることが認識されるようになってきた．CKD に関しては腎臓専門医ばかりでなく，広く総合医や開業医
との連携が重要であることが近年強調されている．総合診療内科では，CKD 撲滅のために幾つかの臨床研究を近隣
の開業医と連携を組み行っていく研究を中心とした病診連携をすでに開始しており，今後さらに医療連携を含めて展
開して行く予定である．
現在すでに糖尿病性腎症に対するアンジオテンシン受容体拮抗薬（ARB）の効果を比較する Moroyama Study など
の臨床研修を埼玉医科大学第四内科や他の診療施設とともに開始している．その他現在地域の連携病院と幾つかの
CKD を対象とした臨床試験を計画している
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3-3．研究内容と達成度
今年度の目標であった年間 10 編以上の英文論文の発表を達成することはできず 9 編に留まった．しかしながら現
在少ない医局構成員であるにも関わらず，できる限りの研究業績を上げるよう努力をしている．このような状況下そ
れなりの盛果は達成できたものと考えている．来年度も年間 10 編以上の論文作成は来年度の目標としたい．
自己評価として総合診療内科は主として診療を目的で立ち上がった診療科であり，研究を積極的に行いうる体制に
はなっていない．それにも関わらず，これだけの業績を上げられたことは十分に評価してよいものと考えている．研
究内容に関しては，昨年度に行っていた研究を，さらに発展させて行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
現在の総合診療内科開設後の厳しい状況において，乏しい人材と資金力で可能な限りの基礎ならびに臨床研究を
行っている．自己評価としては原著 9 編の英文論文を発表しており，このような厳しい状況下で良く達成できたも
のと考えている．また邦文論文では原著，著書をあわせて 30 編以上の発表を行っている．英文論文の掲載目標 10
編は達成できていなかったものの 90％の達成率と評価したい．
次年度目標として，科学研究費をしっかり取得し基礎研究をスタートさせること，さらに臨床研究は全国規模の大
規模臨床研究を幾つかスタートさせたい．具体的な目標として，一流の英文雑誌を含めた英文雑誌に最低 10 編の論
文を掲載することと考えている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
平成 20 年度は「総合診療内科」として南館 1 階外来診療センターでの初診患者の外来診療が正式に開始された．
さらに急患センター（ER）における時間外診療体制も 3 年目となり順調に経過した．「総合診療内科」の特徴として，
しっかりした外来診療のできる医師を育成し，
臨床の現場で実践して行くことにある．本年度は確立 3 年目でもあり，
まだまだ十分なスタッフの確保が困難な状況下，各診療科からの医師の協力の下，問題なく外来診療を運営すること
ができた．
特に急患センター（ER）では総合診療内科医師が中心となり時間外来診療を行った．今年度の大きな変化として
今年度より大学病院初診患者の診療を開始したこと，さらに入院患者の受け入れを開始したことである．このように
総合診療内科自体の体制が刻一刻大きく変化しており，今後さらなる診療部門の拡張と充実にむけ，努力をして行き
たい．
最後に今後の課題と目標を考えてみたい．当科の新しい外来診療の特徴として，すべての初診患者を「総合診療内
科」で初期診療をし，必要とあれば専門性の高い「専門医」へ紹介する．そして，それができる優秀な「総合医」医
師を育成することにある．そのためにきちんとした教育体制の確立，そしてそれを支えるスタッフの充実が急務であ
る．そのためにも次年度は専属スタッフの充実と，入院ベッドの活性化，スムーズな他科との連携の確立を第一目標
としてさらなる研鑽を積んでゆきたい．皆様のご協力をお願いして最後としたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連役員の有無
特になし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
編集委員長
中元秀友：日本透析医学会雑誌和文誌編集委員長
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
特になし．

6．業績
英文論文
① Nakamoto H, Nishida E, Ryuzaki M, Sone M, Suzuki H, Yoshimoto M, Itagaki K: Effect of telmisartan and
amlodipine on home blood pressure by monitoring newly developed telemedicine system
-Monitoring test by using telemedicine; Telmisartan's eﬀect on home blood pressure（TelTelbosu）-. Clin. Exp.
Hypertens. 30: 57-67, 2008.
② Nakamoto H, Imai H, Fukushima R, Ishida Y, Yamanouchi Y, Suzuki H: Role of the rennin-angiotensin system in
the pathigenesis of peritoneal ﬁbrosis. Perit. Dial. Int. 28: S83-S87, 2008.
③ Nakamoto H, Mimura T, Honda N, Suzuki H: Orally administrated Juzen-taiho-to/TJ-48 ameliorates
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erythropoietin（rHuEPO）resistant anemia in patients on hemodialysis. Hemodialysis Int. 12: S9-S14, 2008.
④ Hoshi-Fukushima R, Nakamoto H, Imai H, Kanno Y, Ishida Y, Yamanouchi Y, Suzuki H: Estrogen and angiotensin
II determine cardio-renal damage in Dahl's salt-sensitive rats heart failure. Am. J. Nephrol. 28: 413-423, 2008.
⑤ Nakai S, Akiba T, Kazama J, Yokoyama K, Fukagawa M, Tominaga Y, Iseki K, Tsubakihara Y; Patient Registration
Committee of the Japanese Society for Dialysis Therapy, Tokyo, Japan. Collabplators; Odaka M, Sawanishi K,
Maeda K, Akiba T, Tsubakihara Y, Iseki K, Nakai S, Watanabe Y, Itami Y, Yamagata K, Shoji T, Morozumi K,
Matsubayashi S, Shigematsu T, Shoji T, Shinoda T, Morita O, Masakane I, Suzuki K, Tsuchida K, Nakamoto H,
Kimata N, Hamada T, Akiba T: Eﬀects of serum calcium, phosphorous, and intact parathyroid hormone levels on
survival in chronic hemodialysis patient in Japan. Ther Apher Dial 12: 49-54, 2008.
⑥ Nodaira Y, Ikeda N, Kobayashi K, Watanabe Y, Inoue T, Gen S, Kanno Y, Nakamoto H, Suzuki H: Risk factors and
cause of peritoneal dialysis catheter in patients on continuous ambulatoru peritoneal dialusis. Adv Perit Dial 24:
65-68, 2008.
⑦ Gen S, Inoue T, Nodaira Y, Ikeda N, Kobayashi K, Watanabe Y, Kanno Y, Nakamoto H, Suzuki H: Close association
of vascular and valvular calciﬁcation and prognosis of patients on continuous ambulatoru peritoneal dialysis.
Adv Perit Dial 24: 60-64, 2008.
⑧ Nakai S, Masakane I, Akiba T, Shigematsu T, Yamagata K, Watanabe Y, Iseki K, Itami N, Shinoda T, Morozumi K,
Shoji T, Suzuki K, Tsuchida K, Nakamoto H, Hamada T, Yamashita A, Wakai K, Wada A, Tsubakihara Y: Overview
of regular dialysis treatment in Japan as of 31 December 2006. Ther Apher Dial 12: 428-456, 2008.
⑨ Nakai S, Akiba T, Kazama J, Yokoyama K, Fukagawa M, Tominaga Y, Iseki K, Tsubakihara Y; Patient Registration
Committee of the Society for Dialysis Therapy: Odaka M, Sawanishi K, Maeda K, Akiba T, Tsubakihara Y, Iseki
K, Nakai S, Watanabe Y, Itami Y. Yamagata K, Shiji T, Morozumi K, Shigematsu T, Shoji T, Shinoda T, Morita
O, Masakane I, Suzuki K, Tsuchida K, Nakamoto H, Kimata N, Hamano T, Akiba T: Effects of serum calcium,
phosphorous, and intact parathyroid hormone levels on survival in chronic hemodialysis patients in Japan. Ther
Apher Dial 12: 49-54, 2008.
邦文論文
⑩中元秀友，
島田裕樹，
国吉英樹，
木下俊介：本邦 CAPD 患者の現状（2）高齢者 CAPD 医療 ? そのメリット・デメリッ
ト」?

臨床透析

24：167-174，2008.（総説）

7．自己点検・評価
教育：90 点
研究：90 点
診療：90 点
本年度は「総合診療内科」開設後 3 年目の年であり，医局員は 3 名という限られた条件のなかで可能な限りの実
績は作れたものと考えている．来年度は診療の充実を最大の目標とし，新しい診療科である「総合診療内科」の医師
の確保と，診療内容の充実に努めて行きたい．
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1．10）消化器・一般外科
1．構成員
篠塚

望（SHINOZUKA, Nozomi）
：教授：運営責任者：教育主任：消化器一般外科（肝胆膵），内視鏡外科

小川展二（OGAWA, Nobuji）
：准教授：研究主任：消化器一般外科，臓器移植
淺野

博（ASANO，Hirosi）
：講師：消化器一般外科

サンドール ジョセフ（SANDOR, Jozsef）
：客員教授：消化器一般外科
助教：美濃島卓哉，多賀

誠，廣岡映治，和田将栄

後期研修：伏島雄輔 , 荻野直己 , 小島和人 ,
非常勤講師 13 名

2．教育
2-1．目的・目標
20 年度の年間の新規入院患者数は 1,189 人，年間手術件数は 1,568 例であった．様々の症例を経験することによ
り一般外科および消化器外科分野において幅広い知識と治療を経験することが可能となる。特に緊急手術が約４割を
占めていることから primary care を含めた優れた臨床医の育成を行うことが我々の目標である．
2-2．教育内容
当科の卒後教育システムは，消化器・一般外科としての診断・治療および手術経験のある卒後 5 年目以上の医師
をチーフレジデントとし，その下にシニアレジデントとして研修医終了後の医師（卒後 3 〜 4 年目）とジュニアレ
ジデントの研修医により受持体制を取っている．教授，准教授や講師の意見や指導の下に臨床経験を積む．そして，
年間約 2,000 人の入院患者に対応し専門性にこだわらず様々な症例を経験することが出来る．典型的な症例だけで
なく合併症を持つ患者に対しても手術および術前・術後の管理を行い，沢山の症例を経験する事により様々な症例対
応が可能となる．1 年間のチーフレジデントを経験することにより，定期手術だけでなく緊急手術を含めチーフレジ
デントは年間 1,200 例を越える手術症例の術者や第一助手となり多数の経験から正確な判断能力を養うことが出来
る．毎朝，
行われるカンファレンスでは，
前日の手術症例と入院患者，術前症例の報告を行う．卒後 10 年以上のスタッ
フ医師の指導によりシニアレジデントに養成する。また，研修医を対象とした，外科スキルアップの目的で模型を使っ
た皮膚縫合と腸管吻合を行っている．さらに，外科系希望医師を対象として腹腔鏡下手術トレーニング施設でのブタ
による腹腔鏡下手術の体験と開腹・閉腹や腸管吻合操作を実体験し臨床においてのデモンストレーションを行ってい
る．医学生の卒前教育としてはベッドサイドラーニングに重点を置いている．毎朝行われる症例検討カンファレンス
と朝晩の患者回診，そして多数の手術に助手として参加し実際に行われる手術中に説明を受ける．実習中に研修医と
同等の指導を受けることにより，臨床医として必要な姿勢を養うことが出来る．学生講義では 3 〜 6 年生を対象に
行っている．外科学総論，消化器外科・一般外科（上下部消化管，肝臓，胆道系，膵臓，甲状腺・内分泌系，急性腹
症，腹壁・横隔膜疾患など）を担当している．各講義終了時の小テストにより講義中の要点と自分自身の理解度を確
認することが出来る．
2-3．達成度
胃癌，大腸癌，肝胆道系疾患などの数多くの症例を経験することにより，定型的な症例だけでなく様々な合併症を
持つ患者についても術前術後の適切な管理が行なわれ，また，手術を必要とするような急患に対する対応も数多く経
験できた．外科専門医ならびに消化器外科専門医育成に必要な手術経験を積むことは十分可能である．学生教育にお
いては講義の中に実践的な内容を具体的に説明し臨床診療における注意点に重点を置いている．特に，BSL として当
科にて行う実習は研修医やシニアレジデント，チーフレジデントとともに患者回診や症例検討会，定期だけでなく緊
急手術を助手として介助する事により数多くの症例を経験する事ができる．外科研修医として当院において研修を行
う医師を対象に外科トレーニングを行っている．目的としては，初めから患者様を対象にメスを入れたり、創部縫合
を行うのではなく，創傷治癒の仕組みや外科において使用する器械の説明を講義した後に皮膚や腸管の模型を用いた
Dry training を行う．次に，step up として Wet training を行う．これは全身麻酔下でのブタを用いた開腹・閉腹操作，
腸管縫合，脾臓摘出や腹腔鏡下手術を実践することにより，より患者様への安全な治療の導入が可能になる．
2-4．自己評価と次年度計画
自己評価としては，卒後教育では数多くの症例を経験することはできたと思われる．また，研修医を対象とした講
義と Dry training，Wet training は外科に対する興味と理解をより一層深くし安全な医療の取り組みの助けとなって
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いる．学生教育では，
特にＢＳＬの実習中に外科に興味持ってもらう事をモットーに一人一人の学生を指導している．
手術の助手として実際に手術介助を行いながら医師として必要な解剖学や癌病巣などの病変部を視覚的に確認するだ
けでなく直接触ることにより興味と理解を促すことが出来たと思われる．次年度は更に，新研修医制度に適した教育
システムを検討し初期研修医に多くの症例を経験することにより外科学の全般的な知識の理解を促す．さらに，外科
後期研修医に対して専門医師の指導の下に実際の手術経験を含め患者治療の一旦を担う事で外科専門医の育成を充実
させることである．

3．研究
3-1．目的・目標
当教室では常に臨床応用可能な研究テーマを考案している．そして，外科治療の進歩に貢献出来る結果を出すこと
が目標である．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
篠塚班：消化器外科手術における自己血輸血について，特に黄疸を持つ患者の自己血保存中のサイトカインの変化
についての研究．また，内視鏡的胆道ステントにつての研究．
小川班：腹膜炎術後の創部およびドレーン管理についての研究。心停止ドナーからの効果的臓器摘出法の研究，お
よび移植後の患者免疫モニタリングの研究．
3-3．研究内容と達成度
篠塚班：消化器外科手術における自己血輸血について以前から研究を行ってきている，特に胆道系疾患における閉
塞性黄疸を持つ患者の自己血保存中のサイトカインの変化またエンドトキシンの変化について研究し、その安全性を
証明してきた．また，内視鏡的胆道ステントの研究をおこない臨床治療に応用し成果を国内外にて発表してきた．
小川班：消化管穿孔例に対する術後の創部管理においての湿潤環境を保持した創傷治癒促進とドレーンの必要性につ
いて臨床データをもとにした適切な治療法について検討している。心停止ドナーからの効果的臓器摘出法として開発
した埼玉医大式コアークーリング法の有用性について，marginal donor からの graft viability の変化についての基礎
研究を継続している．腎移植後の患者免疫モニタリングの研究として放射性同位元素を使用しない CFSE −フローサ
イトメトリー法によるリンパ球刺激試験を導入し臨床応用を検討している．厚生労働省のミレニアムプロジェクト研
究班の分担として腎移植後の慢性拒絶反応の早期診断法の開発研究を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
各班における研究の成果は，
国内外の学会にて報告し評価を受けている．更に、膨大な臨床データをもとに研究テー
マを広げてゆく予定である。

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
埼玉県西部をはじめ近接する地域に対し地域医療に貢献する為に，24 時間体制で患者を受け入れ，適切な治療を
行う体制をとることを目標としている．平成 19 年度の新規入院患者総数は 1,138 人，外来患者数は 10,029 人，新
患数は 593 人，
手術総数 1,295 件であった．消化器・肝臓内科と合同カンファレンスにより治療方針を決定している．
特に緊急手術が全体の４割以上を占めている、食道穿孔 3 例 , 胃・十二指腸穿孔 23 例 , 結腸・直腸穿孔 26 例 , 小腸・
大腸イレウス 43 例 , 壊死性虫垂炎 55 例、準緊急として施行される腹空鏡下胆嚢摘出術は 109 例であった。埼玉医
科大学国際医療センター開設により定期手術として消化器癌手術は無くなったが準緊急手術としての消化器癌手術は
49 例であった。甲状腺・副甲状腺疾患は 4 例 , 鼠径ヘルニア 198 件 Kugel パッチ閉鎖術を中心に行っている．肝胆
道系の内視鏡的治療を施行し EST151 例、胆・膵管ステント 52 例に施行した。臨床治験として，全国規模の胃癌に
おける術後補助化学療法（ACTS-GC）の追跡調査。当教室の特徴は，教授，准教授，講師と共にスタッフとレジデン
ト全員が一丸となり患者の治療を行っている．多数の臨床経験をもとに，エビデンスに基づいた治療を行い，さらに
新しい技術を導入により学会活動においても数多くの報告を行っている．新研修医制度においては，2 ヶ月間の外科
研修により，定型的な症例以外にも様々な合併症を持つ患者や複雑な病態を持つ患者を経験する事により，臨床医と
しての幅の広い医師の育成に大きく貢献することが目標である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員
該当無し
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
該当なし
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5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉県における臓器提供情報が発生した際の摘出チームとして，腎臓は全て当教室が対応している．埼玉県におけ
る救急施設と県民にて対する臓器移植推進活動に貢献している .

6．業績
6-1-1．原著
①淺野

博 :Alport 症候群の兄弟に対する腎移植経験．日本移植学会誌 Vol43

②淺野

博：成人特発性腸重積の１例．日本外科系連合会誌

NO.4

2008.8

34（１） 2009.2.28

6-1-2．分担執筆
6-1-3．講演 1 回
6-1-4．学会発表
③篠塚

望

他：急性膵炎に伴う膵嚢胞、膿瘍における内視鏡的治療の検討．第 33 回日本外科系連合会学術集会

2008.6.12-13
④小川展二

他：当科にて経験した腸間膜虚血症候群おける原因症患別の予後に関する検討−閉塞性と非閉塞性腸

間膜虚血症についての比較− . 第 108 回日本外科学会定期学術集会
⑤浅野

博

2008.5.15-17

他： 下 部 消 化 管 穿 孔 手 術 例 に お け る 予 後 因 子 に 関 す る 検 討． 日 本 臨 床 外 科 学 会 雑 誌

2008.11.27-29．
⑥多賀

誠

他：膵頭十二指腸切除術の非減黄症例の検討．第 63 回日本消化器外科学会総会

⑦美濃島卓哉

他：ｲﾚｳｽ管は本当に必要なのか−当科の過去と最近の経験から検討−．第 33 回日本外科系連合学

会学術集会
⑧深野敬之

2008.7.16-18

2008.6.12-13
他：大腸穿孔性

汎発性腹膜炎における人工肛門トラブル症例に対する治療の工夫と限界．

回日本外科系連合学会学術集会
⑨和田将栄

第 33

2008.6.12-13

他： 虫 垂 に 発 生 し た 異 所 性 子 宮 内 膜 症 に − 治 療 例

第 33 回 日 本 外 科 系 連 合 学 会 学 術 集 会

2008.6.12-13
他 22 編
6-2．公的研究費
6-3．受賞

該当者なし

該当なし

6-4．特許 , 実用新案

該当なし

6-5．学会研究会セミナー等の開催実績

該当なし

7．自己点検・評価
診療では，毎朝午前７ 時から病棟回診を開始している．午前８時から，教授・准教授を中心に医局員全員による
症例カンファレンスを行っている．カンファレンスでは前日の入院患者，手術前症例検討および手術後報告を行い，
入院患者の評価と適切な治療方針を決定している．また，学会や研究会参加者は各分野における最新の情報を報告し
ている．このシステムにより年間 1,600 人以上の入院患者と 820 例以上の手術を行い，治療方針の統一と術後合併
症の減少とともに発生した合併症の対応を行っている．また，学会活動では日本外科学総会や日本消化器外科学会総
会といったメインの学会に全員が発表し意欲的に活動している．臓器移植班は、日本臓器移植ネットワークからの要
請により，埼玉県内にて発生した献腎提供情報を受けた際には，当院の協力（ME 部門，移植コーディネーター部門，
救急車搬送）の基に提供病院に出動し腎臓摘出を行っている．研究面では，医局員全員が腫瘍外科班，臓器移植班に
別れて臨床業務終了後に意欲的に行っている．
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1．11）乳腺腫瘍科
1．構成員：
大崎昭彦（OSAKI, Akihiko）
：准教授：診療科長：教育主任：研究主任：乳癌の予後因子と効果予測因子，手術手技

2．教育
2-1．目的・目標：乳癌の疫学に始まり診断における一連の流れを理解し習得する．診断面では乳腺疾患に対す
る正確な画像診断能力と穿刺吸引細胞診，針生検，マンモトーム生検などの診断技術を習得する．治療面では
short stay surgery（SSS）で行える minor surgery を行うことで外科的基本手技の習得をする．全身麻酔下の乳
癌手術は日高キャンパスにおいて修練を行い技術を習得する．最終的に乳癌患者の治療戦略をひとりで構築でき
る能力を習得することが目標である
2-2．教育内容：乳腺疾患の診断に欠かせない視触診については，単独で乳癌検診に参画できる触診技術を習得さ
せる．画像診断は，
まず存在診断と質的診断の違いを理解させたうえで乳癌診療の基本となるマンモグライフィ，
エコーの読影能を身につけ，CT，MRI など他の modality の読影も経験することでそれぞれの検査の長所・短所
を理解させる．毎週行われるカンファレンスで患者のプレゼンテーションを行うことで診療のポイントと問題点
を把握し，要点を人に伝える技術も習得でき，術後乳腺カンファレンスでは術後補助療法を決める課程や転移・
再発乳癌の薬物療法の治療アルゴリズムも理解できる．
医学部 3 年生には乳腺疾患一般と乳癌の基礎知識について講義し，6 年生を対象にした講義では，医師の一般常
識として身につけておくべき基本的な知識から乳癌に特徴的なホルモン依存性について理解させ，臨床に即した
画像診断，外科的療法，薬物療法についても言及する．5 年生を対象としたクリニカル・クラークシップにおい
ては研修医と同レベルの臨床研修を受けることができるようカリキュラムを組んでいる．
2-3．達成度：前期研修のローテーターには個別にマンモグラフィの読影の講義などを行い，基本的なマンモグラ
フィとエコーの読影を習得させることができた．手術の第 2 助手を務めさせ，基本的な外科手技である縫合，
糸結びを単独で施行可能になるまで指導できた．
2.4．自己評価と次年度計画
短期間の間に外科の基本的手技と術前・術後管理を身につけさせることができた．学生には限られた講義のなか
で外科の魅力と臨床腫瘍学の一端を担う乳癌の治療の重要性と将来性を伝え，少しでも興味を持たせたい．研修
医，特に後期研修のローテーターには手術を積極的に指導し，治療面での当科の魅力をさらにアピールしたい．

3．研究
3-1．目的・目標：研究の成果が実地臨床の場で反映されることを目標に，基礎と臨床を結びつける translational
research を中心に研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：
①アロマターゼ阻害剤投与時のバイオマーカー，骨量および骨代謝マーカーの変化②乳癌発症リスクの疫学的研
究⑧センチネルリンパ節微小転移と免疫学的パラメータの研究⑮ Triple negative 乳癌の生物学的特徴について
の研究
3-3．研究内容と達成度
日高キャンパスとの共同で欧米の研究者との交流を図り，乳癌関連遺伝子の発現と抗腫瘍効果の予測について
OncotypeDX，MammaPrint を用いた研究のプロジェクトを検討し，近々学会発表可能となった．厚生労働省が
ん研究助成金による班研究（青儀班）として，ホルモン抵抗性乳癌に対する遺伝子学的解析をゲノム医学研究セ
ンター遺伝子情報制御部門との共同で行っている．
3-4．自己評価と次年度計画：日高キャンパスとの共同プロジェクトではホルモン療法耐性にかかわる研究と化学
療法の効果予測に関する研究を行っているが，大学病院で単独で行える研究は現在模索中である．次年度は共同
研究ホルモン療法耐性に関わる ER 関連蛋白の研究をさらに推し進めたい．Mammotone によって得られた術前
検体により MammaPrint を行うことで術前に予後および化学療法の効果を予測することの臨床的意義について
共同研究を進めたい．センチネルリンパ節に関連した画像診断，微小転移や転移とリンパ管の関連性，免疫学的
パラメーターの変化についても研究を進めていきたい．最近注目されている予後不良であるとされるホルモン抵
抗性かつ HER2 遺伝子陰性例（triple negative）の薬剤感受性，分子標的の探索などについても研究を推し進め
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たい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
乳腺腫瘍科は外来診療を中心とした科であり，新患患者数，マンモトーム生検件数，SSS 件数ともに右肩上がりに
増えている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：佐伯俊昭は菰池班，竹内班などの厚生労働省の班研究の委員として参加し，
大崎昭彦はがん研究助成金による青儀班の班員といて活動している．佐伯俊昭は埼玉県がん医療連携部会の委員
を務めている．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：佐伯俊昭は International Journal Clinical Oncology, Breast Cancer の査
読委員を務めている．
5-3．その他社会あるいは医学貢献に関わる業務：地域の乳癌検診に一部参画．近隣の医師会や薬剤師会への学術
的講演の依頼もあり，社会的貢献も行っている．

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内）：
論文総数 4 編，学会発表総数 20 回
①重川

崇，竹内英樹，三角みその，松浦一生，佐野

弘，高橋孝郎，藤内伸子，大久保雄彦，大崎昭彦，佐伯俊

昭：切除不能乳がん（原発性局所進行乳癌および転移性乳癌）の治療 . 外科治療 2008.4 98（増刊）:250-257
②佐伯俊昭，
大崎昭彦，
藤内伸子，
大久保雄彦：乳癌化学療法の進歩
③大崎昭彦，松浦一生，佐伯俊昭：MammaPrint.

腫瘍内科

④大崎昭彦，佐伯俊昭：術後補助化学療法のエビデンス．Pharma
⑤大崎昭彦，三角みその，竹内英樹，重川
るブレストケアチームの役割と課題 .

術後補助化学療法．2008.6 98（6）:918-923

2008.10 2（5）:446-453
Medica

2009.2 27（2）:33-39

崇，松浦一生，藤内伸子，大久保雄彦，佐伯俊昭：乳腺腫瘍科におけ

第 33 回日本外科系連合学会総会 . 2008.6.12-13. 千葉

⑥ Osaki A, Misumi M, Sano H, Nakamiya N, Shigekawa T, Takeucho H, Matsuura K, Fujiuchi N, Ohkubo K, Saeki T:
Clinical features and prognostic impact of triple negative breast cancer. The 26th Congress od the International
Association for Breast Cancer Research. 2008.9.22-24
⑦大崎昭彦，三角みその，中宮紀子，重川

Kurashiki

崇，竹内英樹，松浦一生，藤内伸子，佐伯俊昭：Triple negative 乳癌

と non-triple negative 乳癌の臨床病理学的相違について：第 46 回日本癌治療学会総会

200810.30-11.1

名古

屋
⑧大崎昭彦，中宮紀子，重川

崇，竹内英樹，松浦一生，三角みその，藤内伸子，大久保雄彦，佐伯俊昭：体に優

しい乳癌手術を行うコツと工夫．第 70 回日本臨床外科学会総会 2008.11.27-29 東京
6-2．獲得研究費：
（1）厚生労働省がん研究助成金「ホルモン療法耐性機序の分子生物学的解明と治療効果予測に関する研究」課題
番号 19 − 24

主任研究者

青儀健二郎

分担研究者

大崎昭彦

1,800 千円

6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：
なし

7．自己点検・評価
診療面では，平成 20 年 4 月より大久保雄彦講師がスタッフに加わり外来診療に厚みが増し，患者にとってより充
実した診療が可能となった．
研究面ではスタッフ数が少ないために臨床に時間を費やされることが多く，決して十分とはいえないが，学会発表
や論文の業績は昨年並みにできた．基礎と臨床の溝をうめ，橋渡しとなるべくユニークな立場をとり，この点におい
てさらに特色を鮮明にし，国際医療センターとのさらなる協力体制を築きたいと考えている．
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1．12）小児外科
1．構成員
里見

昭（SATOMI, Akira）
：教授：小児疾患と活性酸素，悪性腫瘍と栄養（特に組織中グリコーゲン量と cell cycle）
，
小児固形腫瘍と癌幹細胞

大野康治（OHNO, Yasuharu）
：准教授：小児腫瘍，小児腫瘍と発癌遺伝子，小児肝移植，神経堤と消化管神経叢，
新生児外科
米川浩伸（YONEKAWA, Hironobu）
：講師：培養小腸細胞再生のメカニズム，気管粘膜再生
森村敏哉（MORIMURA, Toshiya）
：助教：培養肝芽腫細胞の ATPase 阻害剤による抑制効果
林

信一（HAYASHI, Shinichi）
：助教：培養肝芽腫細胞における癌幹細胞の発現と同定

高橋浩司（TAKAHASHI, Hiroshi）
：非常勤講師：磁石を用いた腸管吻合の有用性に関する研究
非常勤講師：高橋茂樹（深谷赤十字病院小児外科）村井秀昭（奥入瀬市立病院），池袋賢一（池袋病院）, 中野美和
子（さいたま市立病院小児外科）谷水長丸（防衛医科大学校）出向：酒井正人

2．教育
2-1．目的・目標
医師として必要な小児外科疾患の病態を理解，技術を習得し，同時に社会的倫理観に基づいた態度を身につける．
2-2．教育内容（担当者）
3 年生から 6 年生に対し 12 単位の講義が行われた．総論（里見）, 上部消化管（里見）, 下部消化管（中野）, 肝
胆膵疾患（大野）, 小児外科的腫瘍疾患（里見）, 共通講議（米川）頚部，胸部疾患（高橋）, 小児外科疾患の画像診
断（大野）, 国家試験対策（里見，大野）
BSL：大野，谷水，米川，高橋（浩）
，佐竹，森村によるクルズス，里見による中間試験，終了時に試問が行われた．
非常勤講師の高橋（浩）
，池袋により総論，胸部疾患のクルズスも行われた．
2-3．達成度
小児外科的疾患の病態，診断，治療について，基礎から臨床にわたる冊子を作成（カラー写真付き），6 年前より講義，
BSL で使用している．BSL は専門性の高い科のひとつとして，クリニカルクラークシップを導入した臨床実習を行っ
た．
2-4．自己評価と次年度計画
教育主任の大野准教授を中心に少ないスタッフ，しかも不十分な教育環境下であったが

講義，BSL および研修医

の指導に最大努力がなされた．特に BSL に関しては期間も 3 日と短縮され，内容の変更を余儀なくされたが極力クラー
クシップに沿うように努めた．医局で作成のテキストも 2 年毎に，改定を行っている．毎回，手が加えられ内容も
充実してきた．来年度は病棟改修により，成育センターとして運営が行われる予定であり，教育環境が整うことが期
待され，新生児〜思春期に至る一貫性のある実習が可能になると思われる．

3．研究
3-1．目的・目標
小児外科医の専門性を高め，かつ生涯にわたり学ぶ態度を身につけるために，臨床および教育に貢献できる研究を
行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
米川浩伸：培養小腸細胞再生のメカニズム，気管粘膜再生の研究
森村敏哉：ATPase 阻害剤を用いた肝芽腫細胞の腫瘍抑制効果に関する研究
林

信一：培養肝芽腫細胞におけるがん幹細胞の分離と同定

高橋浩司：磁石を用いた腸管吻合の有用性に関する研究
3-3．研究内容と達成度
培養小腸細胞再生のメカニズム（米川）は継続して研究され，消化管機能研究会，小児外科学会等にて報告された．
肝芽腫細胞における ATPase 阻害剤の抗腫瘍効果をアポトーシスとの関係から証明，成果が Pediatric Surg Int（2008）
24:1087-1094 に掲載された（森村）
．肝芽腫細胞における癌幹細胞の分離・同定の研究成果を来年度の小児外科学
会で報告予定（林）
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3-4．自己評価と次年度計画
診療，教育の合間に研究を継続することは少人数の診療科では同僚の理解と支援がなければ出来ない．幸い，医局
員はもちろんであるが解剖学教室のご協力のおかげで，臨床に則した研究が継続できている．次年度は森村が学位を
申請する予定であり，これまで，ほぼ全員が学位を取得できている．現在は林が森村の後を継ぎ，興味ある最先端の
テーマで研究中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
平成 20 年度の診療実績は新入院患者数：413 人，退院患者数：418 人，延入院患者数（1 日平均）
：4042 人（11.1 人）
，
外来患者数（休日患者含む）
：2,950 人，一日平均外来患者数：9.9 人，新患数：426 人，手術件数：422 例である．
当診療科は日本小児外科学会認定施設であり，教育関連施設として川越医療センター外科と深谷赤十字病院小児外科
を有する．小児の精神衛生面に配慮，新しい技術とアイデアを駆使し，安全で低侵襲の，しかも Quality of Life を念
頭においた納得の行く医療を心掛けている．当診療科の特色である鏡視下手術も 2,300 例を越え，国内の小児外科
施設の中でも目立つ．手術総数の約 1/2~1/3 で行われ，現在まで重大な合併症もない．主にヘルニア，虫垂炎，脾
臓や食道の手術で行われ，特に当診療科で考案された虫垂切除術は臍のみで虫垂切除がおこなわれるため全く創が残
らず，本人，家族に大変好評である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
里見：埼玉県国民健康保険診療報酬審委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
編集委員：大野が日本小児外科学会雑誌，査読委員：里見，米川が日本小児外科学会雑誌
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
特記すべきことなし．

6．業績
6-1．論文
①里見

昭： 大 建 中 湯 は 重 症 慢 性 便 秘 症 の 直 腸 貯 留 能 う を 改 善 す る．The Mainichi Medical Journal. 14.

44-45.2008.
②米川浩伸 , 森村敏哉 , 高橋浩司 , 大野康治 , 里見
③里見

昭：メッケル憩室を．小児内科 . 40.736-739.2008.

昭：S 状結腸過腸症の病態．日本医事新報．No.4386.93-94.2008.

④ N.Morimura, K. Fujita, M. Akita, M. Nagashima, A. Satomi：The proton pump inhibitor inhibits cell growth and
induces apoptosis in human hepatoblastoma. Pediatric Surgery International. 24.1087-1094.2008.
⑤大野康治 , 村岡いづみ , 里見
⑥里見

昭：小児の下血．小児科．49.1392-1398.2008.

昭 , 高橋浩司 , 米川浩伸 , 森村敏哉 , 林

信一 , 大野康治：A 型食道閉鎖症に対する磁性体を用いた吻合術 .

小児外科．40.1311-1314.2008.
⑦里見

昭：脳死および臓器移植に関する意識査．小児救急医学会雑誌．7.358-366.2008.

著書
⑧里見

昭：胸部外傷．小児救急Ｑ＆Ａ．山田至康．1628-1633.2008

⑨里見

昭，大野康治：消化管異物．小児科臨床ピクシス：小児救急医療．五十嵐隆．92-93.2008.

6-2．研究費（B）:2008（平成 20 年度） 胎仔小腸細胞を用いた腸管再生の研究（米川）
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし

7．自己点検・評価
小児医療の崩壊，特に小児救急医療は危機的状況にある．医師の集約化など提案されているが机上の空論で , いま
だ解決の目途はたっていない．当大学病院の時間外夜間救急診療体制も崩壊寸前であったが，地域医師会の支援を得
て，開業医・勤務医参加の体制を構築することができた．病院としては財政上の負担も大きいが，かろうじて地域の
小児医療を守ることができた．当診療科の診療内容は小児外科の特徴，本病院の立地環境からして救急疾患が大半を
占めることである．毎回，記載しているが少ない人数で学生教育，研究，診療を他診療科と遜色なく行うには，個々
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の努力におうところが大きい．また，他大学と同等あるいはそれ以上の評価を得るには，同じことを行っていたので
は勝てない．常に新しい技術の開発，導入を心がけ，ユニークな研究を行うしかない．そんな中，地道に研究活動を
行い，来年も学位取得者がでることは評価に値する．
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1．13）整形外科・脊椎外科
1．構成員
織田弘美（ODA，Hiromi）
：教授：リウマチ・関節外科
高橋啓介（TAKAHASHI，Keisuke）
：教授：脊椎外科
立花陽明（TACHIBANA，Youmei）
：教授（兼担）：スポーツ整形外科・膝関節外科
金

潤澤（KIM，Yoon Taek）
：准教授：リウマチ・関節外科

白土

修（SHIRADO，Osamu）
：准教授：脊椎外科

宮島

剛（MIYAJIMA，Tsuyoshi）
：講師（兼担）：骨粗鬆症

後藤

建（GOTO，Tatsuru）
：講師：スポーツ整形外科・膝関節外科

鳥尾哲矢（TORIO，Tetsuya）
：講師：脊椎外科・外傷
吉岡浩之（YOSHIOKA，Hiroyuki）
：講師：足の外科
加藤直樹（KATO，Naoki）
：講師：手の外科
河野慎次郎（KONO，Shinjiro）
：講師：手の外科
坂田悍教（SAKATA，Takenori）
：非常勤講師：手の外科
種子田斎（TANEDA，Hitoshi）
：非常勤講師：股関節外科
永井

哲（NAGAI，Satoshi）
：非常勤講師：骨・軟部腫瘍

飯田惣授（IIDA，Soujyu）
：非常勤講師：脊椎外科
中田代助（NAKATA，Daisuke）
：非常勤講師：小児股関節外科
西澤良雄（NISHIZAWA，Yoshio）
：非常勤講師：足の外科
宮澤知修（MIYAZAWA，Tomonobu）
：非常勤講師：肩関節外科・足の外科
池袋泰三（IKEBUKURO，Taizou）
：非常勤講師：手の外科
関口哲夫（SEKIGUCHI，Tetsuo）
：非常勤講師：脊椎外科
助教：齋藤文則（SAITO，Fuminori）
，坂口勝信（SAKAGUCHI，Katsunobu），
野本智永（NOMOTO，Tomohisa）
，田中啓仁（TANAKA，Hirohito），
野原広明（NOHARA，Hiroaki）
，矢野良和（YANO，Yoshikazu），
白川哲也（SHIRAKAWA，Tetsuya）
，飯塚秀樹（IIZUKA，Hideki），
河野義彦（KONO，Yoshihiko）
，織田徹也（ODA，Tetsuya），
梅小路英正（UMEKOJI，Hidemasa）
，木村文彦（KIMURA, Humihiko），
杉田直樹（SUGITA, Naoki）
，永倉大輔（NAGAKURA, Daisuke）
助手：関川三四子（SEKIKAWA，Miyoko）

2．教育
2-1．目的・目標
医学部学生 4-6 年生に，整形外科学で扱う疾患や外傷の病態を理解させ，症候を把握して的確な診断を行い，適
切な治療法を選択できる能力を備えさせることを目的とする．
4 年生においては，系統的講義を行って病態，診断，治療について解説し，5 年生の BSL 実習を円滑に行うことの
できる知識を習得することを目標とした．5 年生の BSL 実習では，症例を通して診察，診断，治療の過程を学ぶこと
を目標とした．6 年生に対しては，医師として知っておくべき整形外科的知識を身につけることを目標として，国家
試験問題演習も含めた総合的な講義を行った．
2-2．教育内容（担当者）
4 年生講義
皮膚・運動器ユニット：整形外科総論・骨 / 関節の構造と機能（織田弘美），
整形外科的診断学，画像診断（織田弘美）
，退行性関節疾患（1）総論（酒井宏哉），
退行性関節疾患（2）各論（金潤澤）
，骨関節感染症（金潤澤），
脊椎疾患（1）頸椎・胸椎（白土修）
，脊椎疾患（2）腰椎（白土修），外傷（1）総論（酒井宏哉），
外傷（2）上肢（立花陽明）
，外傷（3）下肢（立花陽明），外傷（4）末梢神経（織田弘美），
スポーツ整形外科（立花陽明）
，手の外科（織田弘美），小児整形外科疾患（織田弘美），
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骨壊死疾患（1）総論（金潤澤）
，骨壊死疾患（2）各論（金潤澤），
骨系統疾患（1）総論（白土修）
，骨系統疾患（2）各論（白土修），
骨・軟部腫瘍（1）総論（永井哲）
，骨・軟部腫瘍（2）各論（永井哲）
免疫ユニット：リウマチ疾患の外科治療（織田弘美）
症候の鑑別：関節痛・関節腫脹（金潤澤）
5 年生講義
共通プログラム：腰痛症・腰椎症・椎間板ヘルニア（高橋啓介），
変形性関節症・骨粗鬆症（織田弘美）
，肩関節周囲炎・頸肩腕症候群・頸椎症（高橋啓介），鎖骨・肋骨・四肢骨の
骨折（後藤建）
，関節リウマチ（合同講義，金潤澤）
6 年生講義
骨・軟部組織・運動器疾患：骨・関節の構造と機能（織田弘美），
筋骨格系の診察（高橋啓介）
，骨折（種子田斎），骨系統・代謝疾患（織田弘美），
上肢の運動器疾患（立花陽明）
，下肢の運動器疾患（立花陽明），脊椎疾患（高橋啓介），特発性骨壊死（織田弘美）
，
変形性関節症（織田弘美）
，
椎間板ヘルニア・腰背部痛（飯田惣授）
，末梢神経障害（高橋啓介），
骨・軟部の悪性腫瘍（永井哲）
，腰痛症・肩関節周囲炎・頚肩腕症候群（高橋啓介）
臨床実習の再チェック：画像−骨・軟部組織・運動器（織田弘美）
5 年生の BSL 実習
課題として与えられた症例の主訴，現病歴，既往歴，診察所見，診断の予測，画像診断，手術，後療法についてレ
ポートを提出させた．
月曜日か水曜日に少なくとも 1 症例以上の手術に手洗いをして入り，診療チームの一員として参加することを義
務づけた．火曜日はカンファに参加した（全スタッフ）．
木曜日は，かわごえクリニックでスポーツ外来と骨粗鬆症外来に参加した（立花陽明，宮島剛，後藤建）．
金曜日にレポートを元に試問を行い，理解の程度をチェックした（織田弘美）．
5 年生のクリニカル・クラークシップ
クリニカル・クラークシップの試行に伴い，3 週ずつ 2 組の学生を受入れた．診療チームに配属して日常診療に参
加させ，カンファではプレゼンゼンテーションを行い，手術では糸きりや糸結びなどの基本的外科手術手技も行っ
た．
2-3．達成度
4 年生の講義はかなり広範な知識を理解する必要があるが，本試験では 10 数名の不合格者があったが再試験で合
格点を得られなかったものは数名であり，かなり高い達成度を示したといえる．
BSL では教員の積極的な働きかけが功を奏し，学生からの不満の声はなかった．
クリニカル・クラークシップでは，病棟の食事会や医局の歓送迎会にも参加してもらい，より緊密な人間関係を構
築することができた．
6 年生の講義では，国家試験も意識した知識のまとめを行ったが，学生の評価は全体として平均点かそれ以上であっ
た．
全体として目標の 90％は達成できたと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
講義では，スタッフの専門性を生かして効率的な講義ができた．学生の要望としては，4 年生・6 年生とも量が多
すぎるという意見もあるが，整形外科で扱う疾患や外傷が多岐にわたり，治療法も保存療法から手術療法まで多彩で
あるため，医師として最低限の知識と国家試験合格レベルを考慮すると，これ以上減らすことはできないと考えてい
る．
BSL では，不満はなく特にかわごえクリニックの実習は好評であった．
クリニカル・クラークシップを 2 組受入れたが，参加した学生にも好評であり，スタッフも積極的に教える姿勢
が見られ，病棟の活性化に一役買ったと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床に直結する研究を行うことを目的とし，成果が直接臨床に役立つ基礎研究，治療のエビデンスを求める臨床研
究，既存の手術術式の改善をめざす臨床研究を目標とした．
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
リウマチ・股関節グループ
人工股関節の適合性評価と固定性の改善，寛骨臼回転骨切り術後の X 線学的評価，
3 次元画像を用いた骨盤骨切り術の術前・術後評価，
位相差 X 線撮影法（PCR）の臨床応用（共同研究），
性同一障害者の骨代謝の検討，進行性骨化性線維異形成症の原因解明（共同研究）
脊椎グループ
MRI を用いた脊髄の動的観察，
骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折に対する椎体形成術の臨床成績改善，
脊椎後方固定術における手術手技の改善，腰部脊柱管狭窄症の病態解明
スポーツ整形外科グループ
靭帯再建術における靭帯固定法に関する研究，半月縫合の基礎的研究
手の外科・末梢神経グループ
位相差 X 線撮影法（PCR）の手疾患への臨床応用，
骨代謝における知覚神経線維の関与
外傷グループ
骨折の超早期手術の効果，骨盤骨折固定法の検討，
重症外傷患者の早期リハビリテーション
3-3．研究内容と達成度
人工股関節：セメントレス臼蓋コンポーネントのフィンの有用性について力学的検討を行い学会発表した（90％）
．
術後 CT によるステムの適合性について学会発表した（80％）．
寛骨臼回転骨切り術後の X 線学的評価：解析を終了し，論文発表を行った（90％）．
3 次元画像を用いた骨盤骨切り術の評価：画像解析ソフトを用い学会発表を行った（70％）．
位相差 X 線撮影法（PCR）の臨床応用：学会発表を行い，論文発表を準備している（70％）．
性同一障害患者の骨代謝：解析を終了し，学会発表を行った（50％）．
進行性骨化性線維異形成症の原因解明：論文発表を行った（30％）．
MRI を用いた脊髄の動的観察：頚髄症について学会発表を行った（90％）．
椎体形成術の臨床成績改善：椎体偽関節の形態について学会発表を行った（90％）．
脊椎後方固定術の手術手技改善： 側彎症の胸椎の形態，後頭骨頸椎固定術について検討して学会発表を行った
（90％）
．
靭帯再建術における靭帯固定法に関する研究：各種の縫合法の固定強度を検討した（90％）．
半月縫合の基礎的研究：縫合方法の違いによる半月縫合の力学的強度を検討した（70％）．
位相差 X 線撮影法（PCR）の手疾患への臨床応用：症例の蓄積を行った（30％）．
骨代謝における知覚神経線維の関与：基礎研究を行った（40％）．
3-4．自己評価と次年度計画
各研究グループとも，ユニークで臨床に役立つ研究テーマについて継続的に研究を行った．
リウマチ・股関節グループでは，セメントレス人工股関節臼蓋コンポーネントのフィンの有用性について検討した．
変形性股関節症に対する骨切り術に関わる臨床研究としては 3 次元画像解析を用いて特に臼蓋後捻について新たな
知見を得た．腸骨血管溝の解剖学的検討を行った．有限要素法を用いた骨盤骨切り術の術前計画のめどが立った．位
相差 X 線撮影法（PCR）を用いた研究は，
リウマチの早期診断およびリウマチ患者の骨量定量について学会発表を行っ
た．性同一障害患者の骨代謝について検討した．埼玉医大の進行性骨化性線維異形成症（FOP）研究プロジェクトに
協力した．
脊椎グループは，MRI を用いた脊髄の動態解析では頚髄症について検討して学会発表を行い，椎体形成術では椎
体偽関節の形態について学会発表を行った．脊椎後方固定術では，3 次元構築画像を用いた側彎胸椎の形態と後頭頸
椎固定術について学会発表した．
腰部脊柱管狭窄症と閉塞性動脈硬化症の合併例について検討を行い，学会発表を行っ
た．
スポーツ整形外科グループは，靭帯再建術における移植腱の固定法，半月縫合における固定法について学会発表を
行った．
手の外科グループでは，PCR 法の手疾患に対する臨床応用に向けて症例を蓄積し，さらに骨代謝における知覚神
経の関与について基礎実験を行った．
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外傷グループでは，可能な限り骨折受傷当日あるいは翌日に手術を行う方針で治療を行い，この結果について学会
発表を行った．さらに，骨盤骨折の固定法，外傷を受けた頸椎の固定法について学会発表を行った．
いずれのテーマについても，次年度も引き続き検討していく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
昨年度に引き続き，日高の国際医療センター・救急救命センターに講師・助教を 4 名派遣し外傷に対応した．3 次
救急についてはすべて日高で対応したが，1 次・2 次救急については当院でも対応した．
延入院患者数はやや減少したが，中央手術室における手術件数は 666 件から 720 件と約 1 割増加しており，この
ことは在院日数が減少していることを意味している．各グループの手術件数はいずれも増加し，地域の中核病院とし
ての実績が定着してきたと考えられる．
術後の深部静脈血栓症・肺塞栓症や術後感染に対しては，予防処置を行い，早期発見に努めているため，手術に関
わる致死的な合併症や重篤な深部感染はなかった．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
医薬品機構専門委員（織田弘美）
大学評価・学位授与機構学位審査会専門委員（織田弘美）
埼玉地方裁判所専門委員（高橋啓介）
埼玉県体育協会スポーツ科学委員会スポーツ医学専門部会会員（立花陽明）
関東ラグビーフットボール協会メディカル委員（立花陽明）
埼玉県ラグビーフットボール協会メディカルソサエティ委員（立花陽明）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
論文レフェリー
Journal of Orthopaedic Science（織田弘美，高橋啓介）
Modern Rheumatology（織田弘美）
Spine（高橋啓介）
東日本整形災害外科学会雑誌（織田弘美，高橋啓介）
関東整形災害外科学会雑誌（織田弘美，高橋啓介）
日本整形外科スポーツ医学会雑誌（立花陽明）
プログラム査読委員
日本リウマチ学会（織田弘美）
日本整形外科学会学術総会（織田弘美，高橋啓介，金潤澤）
日本脊椎脊髄病学会（高橋啓介）
日本整形外科学会基礎学術集会（織田弘美，高橋啓介）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本整形外科学会：代議員（織田弘美）
，中央資格認定委員会委員長（織田弘美），
プロジェクト委員会委員（織田弘美）
，教育研修委員会委員（高橋啓介），
スポーツ医学会社会保険委員会委員（立花陽明），
埼玉県健康スポーツ医会理事（立花陽明）
埼玉アスレチック・リハビリテーション研究会理事（立花陽明）
運動器リハビリテーション委員会委員（白土修）
腰痛症，腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン策定委員会委員（白土修）
日本股関節学会評議員（織田弘美，金潤澤）
日本リウマチ学会：評議員（織田弘美）
，編集委員会委員（織田弘美）
日本脊椎脊髄病学会：評議員（高橋啓介，白土修）
日本整形外科スポーツ医学会：評議員（立花陽明）
日本臨床スポーツ医学会：評議員（立花陽明）
日本関節鏡学会：評議員（立花陽明）
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6．業績
6-1．論文・学会発表
論文発表：欧文 7 編，和文原著 18 編・総説 5 編・著書 10 編・症例報告 4 編：44 編
代表的論文
① Watarai K, Taneda H, Higano M, Hirasawa Y, Oda H : Rapidly destructive arthrosis of the hip joint after
insuﬃciency fracture of the acetabulum. J Orthop Sci. 13：561 − 565, 2008．
②後藤 建，立花陽明，坂口勝信，矢野良和，織田弘美：吸収性スクリューを使用した前十字靭帯再建術― 5 年以
上経過例の成績―

整形外科 59：1317 − 1322，2008．

③渡會恵介，種子田斎，池田

寛，川村耕平，織田弘美：Chiari 併用大腿骨外反骨きり術の術後短期成績の検討．

Hip Joint 34：265 − 268，2008．
④山本哲生，立花陽明，後藤建，大坪隆，織田弘美：異なった縫合方法による縫合半月の力学的強度．
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59：1373-1377,2008．
⑤斎藤文則，高橋啓介，鳥尾哲矢，野本智永，飯塚秀樹，梅香路英正：骨粗鬆症性椎体骨折に対する経皮的椎体形
成術―適応，成績，最近の動向．

脊椎脊髄

22：247 − 253, 2009．

学会発表：欧文 11 編，和文 64 編：計 75 編
代表的な発表
⑥ Saito F, Takahashi K, Torio T, Nomoto T, Iizuka H: Eﬀects of vertebroplasty for the delayed palsy caused by
pseudoarthrosis. The 35th Annual Meeting of the International Society for the Lumbar Spine, Geneva 2008.5
⑦ Shirado O, Nomoto T, Saito F, Iizuka H, Takahashi K, Oda H, Nakashita K: Posterolateral fusion vs. circumferential
fusion using local bone graft and hydroxyappatite granules for degenerative lumbar spine disease: A cohort
study. The 35th Annual Meeting of the International Society for the Lumbar Spine, Geneva 2008.5
⑧織田弘美，金潤澤，野原広明，白川哲也，田中啓仁：Impaction bone graft を用いた臼蓋再建術．
本整形外科学会学術総会，札幌

⑨宮島剛，織田弘美，金潤澤：性同一性障害者の骨代謝変化に関する研究．
札幌

第 81 回日

2008.5
第 81 回日本整形外科学会学術総会，

2008.5

⑩ Torio T, Oda H, Kikkawa R, Yano Y, Nemoto M, Sato A: Percutaneous retrograde superior pubic ramus screw for
unstable anterior pelvic ring fracture. SICOT/SIROT the 27th Triennial World Congress, Hong Kong

2008.8

6-2．獲得研究費
1）加藤直樹：文部科学省基盤研究 C「骨代謝における神経制御機構の解明：転写因子 Pax6 を介したシグナル伝
達について」500 万円
6-3．受賞
なし．
6-4．特許，実用新案
なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1）第 2 回埼玉股関節を語る会

2008.4.3

2）第 26 回埼玉医科大学整形外科同門会教育研修講演会
3）第 4 回埼玉高尿酸血症・代謝疾患フォーラム
4）第 3 回毛呂山リウマチセミナー
5）埼玉西部整形外科セミナー

2008.5.31

2008.7.17

2008.7.23

2008.8.28

6）第 5 回埼玉西部リウマチ性疾患研究会
7）第 1 回 Ortho Seminar in Saitama

2008.9.11

2009.2.5

7．自己点検・評価
教育においては，学生による授業評価も参考にしながら，わかりやすい講義を行うことを目標として取り組んだ．
ほぼ目標どおりの成果が得られたと考えている．BSL については，スタッフ全員が学生を教育するという意識を持っ
て接しており，学生の評価も高かった．試験的に導入されたクリニカル・クラークシップでも学生を受入れたが，診
療チームの一員として受入れたので，参加学生の評価は高かった．
研究においては，論文発表は昨年度を下回ったが学会発表は約 2 割強増えており，さらに文部科学省科学研究費
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を獲得できた．研究活動が活発化しているためと考えられ，次年度は今年度を上回る論文発表が行われるものと期待
している．
臨床においては，外来・入院とも十分に目標を達成できたと考えている．特に，国際医療センターの開設に伴い病
床数が減少したにもかかわらず，手術件数は増えており，これは外傷患者を他院へ依頼することなく治療できるよう
になったことを反映した結果と考えている．今後は地域連携をより一層深め，効率的な病棟運営をめざしたい．
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1．14）脳神経外科
1．構成員
藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）
：教授：脳腫瘍の診断と治療，三叉神経痛，顔面痙攣の診断と治療
小林正人（KOBAYASHI, Masahito）
：准教授：機能的脳疾患の診断と治療，定位脳手術
助教：宮内浩（MIYAUCHI, Hiroshi）
，伏原豪司（FUSHIHARA, Gohji），根木宏明（NEKI, Hiroaki）

2．教育
2-1．目的・目標
脳神経外科疾患を，その疾患が発生する脳および脊髄の解剖学的特徴と共に総合的に修得させることを目的として
いる．新カリキュラム統合教育 4 年生「ヒトの病気 2」の神経の講義を，三病院の脳神経外科，神経内科，解剖，生
理の教員と分担して担当している．疾患の成り立ち，病態生理，画像診断さらに国家試験問題を理解するために必要
な内容を系統的に講義している．また 6 年生の講義も一部を担当している．5 年生の BSL においては，脳神経外科
の実習は 2 グループに別れ，その半分の学生について 1 週間ずつ，国際医療センター，大学病院にて実習する．具
体的には，主として，水曜日に大学病院にて手術見学，カンファランス出席，病棟回診に参加する学生に指導を行なっ
ている．国際医療センターとの合同カンファランス（火曜日午後）での指導も併せ行なう．また，木曜日午前の脳脊
髄腫瘍科でのカンファランスでの指導も一部教員が兼担で担当している．
2-2．教育内容（担当者）
講義は，4 年生の「ヒトの病気 -2」コースの “ 神経 ” ユニットおよび 6 年生の講義でそれぞれ分担部を担当してい
る．講義は主として准教授以上の教員が，実習指導は助教も含む教員が担当した．
2-3．達成度
講義は教員側の目的は果たしたと考えている．また，学生の講義評価も高い．
2-4．自己評価と次年度計画
講義は，疾患を丸暗記するのではなく，なぜそうなるのかの病態を理解することを主目的として行なっており，一
定の成果をあげたものと考えている．また，講義中，学生への質問を多く行ない思考力を養っている．また BSL に
おいては，実際の手術を通して，主として，後頭蓋窩を走行する脳神経の構造，働きについて理解することを目標と
しており，満足度の高い実習が行ない得た．

3．研究
3-1．目的・目標
脳神経外科の主要疾患である脳腫瘍，脳動脈瘤，頭部外傷，機能的脳神経疾患，についての研究がおこなわれてき
たが，前 3 者については，国際医療センターに主要スタッフが移動したことにより，国際医療センターに研究の主
体がある．ただし脳腫瘍については，当科の藤巻が国際医療センター兼担で脳脊髄腫瘍の，小林がおなじく兼担でサ
イバーナイフによる脳疾患の治療・研究を行なっている．一方，機能的脳神経疾患についての研究は当院主体で行な
われており，さらに基礎研究として神経再生を目的とした研究が当院で行われている．
3-2．研究グループ
1）機能的脳神経外科臨床研究グループ（責任者：藤巻高光）
2）機能・再生医療研究グループ（責任者：宮内浩）
3-3．研究内容と達成度
1）機能的脳神経外科臨床においては，あらたに埼玉医科大学病院で開始された脳神経減圧術の臨床データの解析
を行なった．またあらたに開発した軽量術中内視鏡を新規導入の顕微鏡 picture-in-picture system と併用した臨
床応用を行なった．また，術中に神経機能のモニタリングを正確に行ないうる条件について検討した．これらの
結果を，第 11 回日本脳神経減圧術研究会および第 67 回日本脳神経外科学会総会にて発表した．
2）については，マウス脂肪組織より幹細胞を分離し，神経再生に資する基礎研究を行っている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
一般脳神経外科疾患に加え，機能的脳神経疾患，特に神経圧迫症候群（顔面痙攣，三叉神経痛）の手術診療が本格
的に開始された初年度として，満足すべき成果を上げたと考える．
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5．その他
5-1．自治体・政府関連委員
藤巻高光：重粒子線がん治療臨床研究班中枢神経腫瘍臨床研究班員
独立行政法人放射線医学総合研究所重粒子線治療ネットワーク会議計画部会
中枢神経系分科会委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
藤巻高光（編集委員および査読委員）
：Neuro-oncology
Journal of Neuro-oncology
Neurologia Medico Chirurgica
Japanese Journal of Clinical Oncology
Neurology India
Clinical & Experimental Metastasis
CI 研究
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
：なし

6．業績
6-1．論文・学会発表（代表 10 編）
① Kobayashi M, Akaji K, Tanizaki Y, Mihara B, Ohira T, Kawase T. Posterior inferior cerebellar artery aneurysm
associated with persistent primitive hypoglossal artery. Neurol Med Chir（Tokyo）. 48:259-261, 2008
② Niimi M, Ohira T, Akiyama T, Hiraga K, Kaneko Y, Ochiai M, Fukunaga A, Kobayashi M, Kawase T. Source
analysis of the magnetic ﬁeld evoked during self-paced ﬁnger movements. Neurol Res 30:239-43, 2008
③ Sawamura Y, Kamada K, Kamoshima Y, Yamaguchi S, Tajima T, Tsubaki J, Fujimaki T. Role of surgery for optic
pathway/hypothalamic astrocytomas in children. Neuro Oncol. 10 :725-33, 2008
④ Hisaki H, Okazaki T, Kubota M, Nakane M, Fujimaki T, Nakayama H, Nakagomi T, Tamura A, Masuda H. L-PDMP
improves glucosylceramide synthesis and behavior in rats with focal ischemia. Neurol Res. 30 :979-84, 2008
⑤藤巻高光

解剖を中心とした脳神経手術手技

解剖を基礎にした三叉神経痛の手術

脳神経外科

36：

593-599, 2008
⑥小林

正人，河瀬

斌 . 海綿静脈洞部腫瘍に対する interdural approach ─側頭葉を露出しない低侵襲手術法 . 脳

神経外科 . 36:1081-90, 2008
⑦藤巻高光 学会プレゼンテーションのコツ stage 1, stage 2, stage 3, 脳神経外科速報 18: 628 - 629, 758-761,
902-904, 2008
⑧藤巻高光

マウス頚動脈腫瘍注入による脳転移

済木育夫，愛甲孝
⑨藤巻高光

pp 75-90

責任編集，日本がん転移学会編

マウス大槽腫瘍注入による脳転移

がん転移研究の実験手技

勤務医のページ 「女性医師問題」の背後にあったもの

pp81-84 in

金芳堂（京都市） 2008.8.1

日医ニュース

1133 号

p8

2008.11.20

号
⑩藤巻高光，藤巻わかえ

講演：ピンチをチャンスに−妊娠・出産・子育てと女性医師キャリアアップ−

科学省技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業

第 3 回女性医師支援交流会

文部

2008 10 18

6-2．獲得研究費
小林正人
文部科学省科学研究費補助金（基盤研究 C） 80 万円（総額 320 万円）
磁気刺激を用いた皮質抑制拡散による虚血耐性の獲得
6-3．受賞：なし
6-4．特許・実用新案：なし
6-5．学会開催：なし

7．自己点検・評価
診療科をリードする新メンバー 2 名が赴任して実質初年度であり，すべてが手探りで開始された．機能的脳外科
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疾患という従来埼玉医科大学で大きくはとりあげてこなかった疾患単位について診療システムを構築することは多く
の段階を要する事項であった．症例については適応症例を関連各科に周知し，また周辺病院より来院いただくなどの
努力を開始しており，徐々に成果を上げつつある．また関連各方面の協力のもと，高度な技術を要する機能的脳神経
外科疾患の手術治療体制が整えられ，実質的に開始された初年度として，手術成績，安全性また患者満足度ともに及
第点といえる年度であったと考える．
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1．15）形成外科・美容外科
1．構成員
中塚貴志（NAKATSUKA, Takashi）
：教授：運営責任者：診療科長：頭頚部再建，微小血管外科（マイクロサージャリー）
市岡

滋（ICHIOKA, Shigeru）
：教授：研究主任：診療副科長：皮膚微小循環，血管新生の機序，再生医学

時岡一幸（TOKIOKA, Kazuyuki）
：講師：教育主任：先天異常，顔面外傷
助教：高橋範夫，簗由一郎，桑原靖，南村愛，田中友香里，佐野仁美，石川昌一，廣川詠子
専攻生：大河内裕美，鈴木収二，長谷川義道，田中圭祐
助手：橋本直美

2．教育
2-1．目的・目標：4 年生において形成外科領域に関する基礎的知識を習得させ，5 年生でその知識の実践的臨床応
用を学ぶ．
2-2．教育内容（担当者）
：中塚貴志（総論）
，市岡滋（創傷治癒，難治性潰瘍），時岡一幸（先天異常），高橋範夫（美
容）他
2-3．達成度：4 年生の試験では全員が合格し，5 年生の実習においても全員及第点を与えることができ，ほぼ目標
は達成できたと思われる．
2-4．自己評価と次年度計画：医学部 4 年生には講義を，5 年生には BSL を整形外科と共同で実施．前者の講義は「形
成外科学概論」
，
「皮膚移植」
，
「外傷のプライマリーケアーと skin surgery」，「顔面先天異常」，「各種欠損に対する再
建と形成外科における基礎研究」の 5 つに分かれ，総合医療センターと共同で行った．また，医学部 1 年生に対し
解剖学「人体の構造と機能 1」の講義を 1 コマ担当している．講義は学生が興味を持てるようスライドやビデオを多
く利用し，視覚に訴えたより理解しやすい授業を心がけた．BSL はより少ない時間数でありながら成果を挙げられる
よう，
午前中は手術見学をおこない，
午後は午前中の手術をイメージしつつ縫合の練習をおこなった．その成果もあり，
4 年生での筆記試験は全体的に良く理解されていた．また BSL も，形成の緻密な縫合を，自らの手を動かして実習す
る縫合練習は評判がよく，手術見学も含め，形成に興味が持てたという学生が多く見られた．来年度は講義，BSL は
もちろんのこと，夏期実習等の学生の自発的な教育の希望にも，積極的に対応していきたいと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床に直結した形で微小循環・創傷治癒・再生医療の研究を推進する．
3-2．白血球接着阻害因子の虚血再灌流治療への応用（関谷）
難治性潰瘍再生療法の開発（市岡）
生体制御システム・環境設計に基づいた創傷治癒・再生医療の研究（市岡：東大院医用生体工学と共同）
ケロイド・肥厚性瘢痕の代謝・酸素消費に関する研究（安藤）
難治性潰瘍に対する多血小板血漿（PRP）を用いた治癒促進療法の開発（市岡：輸血・細胞移植部と共同）
微小循環可視化モデルを用いた振動による血流増加メカニズムの解析（横川）
虚血肢に対する多血小板血漿（PRP）を用いた血管新生療法の開発（南村）
難治性潰瘍細胞治療における移植床微小循環改善システムの確立（長谷川）
ナノテクノロジーを活用した人工臓器の開発（市岡：文部科学省リーディングプロジェクトにて東大ティッシュエ
ンジニアリング部，独立行政法人物質・材料研究機構と共同）
生体分解性ハイドロゲルを利用した組織血管化の研究（関谷）
リンパ管新生抑制モデルの作成及びリンパ管新生機序の解明（高橋）
3-3．研究内容と達成度
東大院医用生体工学，東大病院ティッシューエンジニアリング部，東大院老年看護学分野，京大再生医科学研究所，
独立行政法人物質・材料研究機構などと共同研究プロジェクトが進行している．基礎研究の成果を基に難治性潰瘍に
対する再生療法を先進医療として厚生労働省に申請し，現在承認に向けて鋭意交渉活動中である．
3-4．自己評価と次年度計画
基礎研究において着実な成果を得て論文発表に至っている．また臨床応用へも端緒を開いている．次年度はさらに
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強力な再生療法の開発を目指す．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科の治療は，先天異常や外傷（軟部組織損傷や顔面骨骨折など）から，難治性潰瘍・褥瘡，美容外科に至るまで
幅広い分野に及ぶ．平成 20 年度の新患数は 1178 人，入院患者数 418 人，入院手術数 510 件であった．再建手術では，
国際医療センター頭頚部腫瘍科と合同手術を数多く行った．先天異常では口唇，口蓋裂を中心に，多く分野の治療を
おこなった．また，難治性潰瘍・褥瘡治療では骨髄移植及び PRP 療法の臨床応用をおこない，良好な結果をえるこ
とができ，
再生医療の発展に大きく貢献することができた．また潰瘍に対する陰圧閉鎖療法（VAC 療法）の治験も行っ
た．美容外科では眼瞼下垂を中心に多くの手術をおこない，効果的な術式も開発することができた．そのほかの分野
でも良好な結果を出すことができ，全体的な症例数も昨年度に比べて増え，良い自己評価を与えることができると思
われる．

5．その他
5-1．日本学術会議連携会員

中塚貴志

外科系学会社会保険委員連合（外保連）委員

市岡滋

5-2．International Journal of Clinical Oncology, Associate Editor 中塚貴志
5-3．日本マイクロサージャリー学会理事

中塚貴志

日本癌治療学会代議員

中塚貴志

日本形成外科学会評議員

中塚貴志

日本頭頸部癌学会評議員

中塚貴志

日本頭蓋顎顔面外科学会評議員

中塚貴志

日本創傷治癒学会評議員

中塚貴志

日本褥瘡学会理事

市岡滋

日本下肢救済・足病学会理事

市岡滋

日本褥瘡学会渉外・保険委員委員長

市岡滋

日本創傷治癒学会評議員

市岡滋

日本形成外科学会評議員

市岡滋

日本生体医工学会評議員

市岡滋

日本微小循環学会評議員

市岡滋

日本フットケア学会評議員

市岡滋

NPO 法人創傷治癒センター理事

市岡滋

6．業績
6-1．論文総数

和文：4 編，英文：5 編

① Yasumura T, Sakuraba M, Kimata Y, Nakatsuka T, Hayashi R, Ebihara S, Hata Y.: Functional outcomes and
reevaluation of esophageal speech after free jejunal transfer in two hundred thirty-six cases. Ann Plast Surg,
62:54-58, 2009.
②中塚貴志，横川秀樹，佐藤智也：頭頸部癌切除後の再建における移植床血管選択のポイント

形成外科

52:135-141, 2009.
③横川秀樹，市岡滋，辻晋作，中塚貴志：Gluteal island ﬂap を用いた坐骨部褥瘡の再建

形成外科

51:699-705,

2008
④ Ichioka S, Ando T, Shibata M, Sekiya N, Nakatsuka T（2008）Oxygen consumption of keloids and hypertrophic
scars. Ann Plast Surg 60（2）:194-197
⑤ Ichioka S, Watanabe H, Sekiya N, Shibata M, Nakatsuka T（2008）A Technique to visualize wound bed
microcirculation and the acute eﬀect of negative pressure. Wound Repair Regen 16:460-465
⑥ Kurita M, Ichioka S, Tanaka Y, Umekawa K, Oshima Y, Ohura N, Kinoshita M, Harii K（2009）Validity of the
orthopedic POSSUM scoring system for the assessment of postoperative mortality in patients with pressure
ulcers. Wound Repair Regen 17:312-317
⑦ Ichioka S, Yokogawa H, Sekiya N, Kouraba S, Minamimura A, Ohura N, Hasegawa H, Nakatsuka T（2009）
Determinants of Wound Healing in Bone Marrow impregnated Collagen Matrix Treatment: Impact of
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Microcirculatory Response to Surgical Debridement. Wound Repair Regen 17:492-497
⑧佐野仁美 , 市岡滋 , 南村愛 , 池淵研二 , 鈴木美穂 , 田中竜平（2009）難治性潰瘍の新しい治療法】PRP 療法の最近
の知見 .

形成外科 52: 919-925

⑨横川秀樹 , 市岡滋（2009）
【患者までとどいている再生誘導治療
を利用した患者のための再生医療の実際】組み合わせ

バイオマテリアル，生体シグナル因子，細胞

足場と細胞

皮膚真皮

人工真皮 . 遺伝子医学 MOOK

13: 251-255
学会発表
⑩市岡滋，南村愛，関谷直美，中塚貴志：骨髄細胞，多血小板血漿を用いた血管新生療法の開発および褥瘡への臨
床応用

第 10 回日本褥瘡学会

平成 20 年 8 月 29 日

神戸

6-2．獲得研究費
A：科研費
文部科学省科学研究費補助金

基盤（C）

課題名：p53 欠損マウスを用いた再生軟骨周囲の軟骨膜様組織における再生誘導機構の解明
研究代表者：中塚貴志
期間：H20 − 22（3 年間）
研究経費： 2,210 千円（H20）
文部科学省科学研究費補助金

基盤（C）

課題名：難治性潰瘍に対する酸素環境設計と新しいバイオマテリアルによる血管新生療法の開発
研究代表者：市岡

滋

期間：H20-22（3 年間）
厚生労働省科学研究費補助金
課題名：生存率と QOL の向上をめざしたがん切除後の形成再建手技の標準化
主任研究者：中塚貴志
研究経費：19,672 千円
厚生労働省科学研究費補助金
（長寿科学総合研究事業）
課題名：褥瘡の予防と治療に関する研究
主任研究者：市岡

滋

6-3．特になし
6-4．特になし
6-5．特になし

7．自己点検，評価
平成 19 年度から国際医療センターが開設するのに向けて，他科との連携体制の確立に努め，合同手術などもスムー
ズに行うことができるようになった．また，骨髄細胞移植及び多血小板血漿（PRP）の難治性潰瘍への臨床応用とい
う再生医学への取り組みもおこなわれた．教育においては，あたらしいカリキュラムの下，できるだけ学生の理解を
深めるよう取り組んでいる．研究においては，生体顕微鏡ビデオ，コンピューターシステムをはじめとする種々の生
体工学的技術を駆使して，主に微小循環および創傷治癒に関する研究をすすめており，国内外の学会で高い評価を得
ている．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．16）小児科
1．構成員
雨宮

伸（AMEMIYA, Shin）
：教授：運営責任者：診療科長：内分泌・糖尿病学

小田嶋安平（ODAJIMA, Yasuhei）
：教授：副診療科長：教育主任：小児アレルギー学
大竹

明（OHTAKE, Akira）
：教授：研究主任：小児代謝病学，遺伝学，内分泌学

佐々木望（SASAKI, Nozomu）
：客員教授：内分泌・糖尿病学
宮路

太（MIYAJI, Tooru）
：准教授：NICU 科長：新生児学・未熟児学

善利裕実（ZENRI, Hiromi）
：講師：NICU 副科長：新生児学・未熟児学
中野裕史（NAKANO, Hiroshi）
：講師：小児アレルギー学
岡田邦之（OKADA, Kuniyuki）
：講師：小児アレルギー学
※

以下国際医療センターとの兼担

森野正明（MORINO, Masaaki）
：教授：小児腎臓病学
小林俊樹（KOBAYASHI, Toshiki）
：教授：小児循環器学
先崎秀明（SENZAKI, Hideaki）
：准教授：小児循環器学
田中竜平（TANAKA, Ryuhei）
：准教授：小児血液学
竹田津未生（TAKETATSU, Mio）
：講師：小児循環器学
【助教】
石井佐織（ISHII, Saori） 山岡明子（YAMAOKA, Akiko） 山崎太郎（YAMAZAKI, Taro）
本多正和（HONDA, Masakazu） 赤塚淳弥（AKATUKA, Jyunny）
植田

穣（UEDA, Yutaka）盛田英司（MORITA, Eiji） 日笠山絢香（HIGASAYAMA, Ayaka）

酒井哲郎（SAKAI, Tetsuro） 玉井明子（TAMAI, Akiko） 筧
小牧
※

紘子（KAKEI, Hiroko）

健（KOMAKI, Takeshi） 皆川孝子（MINAGAWA, Takako）

以下国際医療センターとの兼担

増谷

聡（MASUTANI, Satoshi） 石戸博隆（ISHIDO, Hirotaka） 岩本洋一（IWAMOTO, Youichi）

【非常勤講師】
上原すず子（UEHARA, Suzuko）新美仁男（NIIMI, Hiroo）渋谷

温（SIBUYA, Atsushi）

小出博義（KOIDE, Hiroyoshi）中里明彦（NAKAZATO, Akihiko）七五三秀昭（SHIME, Hideaki）
岡田文寿（OKADA, Fumihisa）佐藤浩一（SATOU, Hirokazu）椎貝典子（SHIIGAI，Noriko）
平澤恭子（HIRASAWA, Kyoko）山崎

勉（YAMAZAKI, Tsutomu）大鹿栄樹（OHSHIKA, Eiki）

山口博明（YAMAGUCHI, Hiroaki）三浦信之（MIURA, Nnobuyuki）新井克巳（ARAI, Katsumi）
小林啓二（KOBAYASHI, Keiji）小林浩司（KOBAYASHI, kouji）松本辰美（MATSUMOTO, Tatsumi）
馬場和美（BABA, Kazumi）望月美恵（MOTIDUKI, Mie）
【非常勤医師】
中山

徹（NAKAYAMA, Tooru）金子家明（KANEKO, Ieaki）小竹文秋（KOTAKE, Humiaki）

木村明美（KIMURA, Akemi）伊東敦子（ITOU, Atsuko）大野敦子（OHNO, Atsuko）
三木幸子（MIKI, Sachiko）保母鑑三（HOBO, Kanzo）
星野正也（HOSHINO, Masaya）泉田美知子（IZUMIDA, Michiko）
原嶋宏子（HARASHIMA, Hiroko）臨床検査技師
以下専攻生
森

一越（MORI, Kazuetsu） 畠井芳穂（HATAI, Yoshiho）大嶋宏一（OHSHIMA, Kouichi）

2．教育
2-1；目的
講義はプリント，Power Point（PPT）
，板書きを併用して行ったが，視聴覚機器の安定化に伴い，次第に PPT とプ
リントアウトを併用する講義が主体となっている．これにより画像を供覧する機会が増加したが，一方で 65 分の短
時間授業となっており学生自身の系統だった自己学習の重要性が増しており，指定した教科書等での復習を指導して
いる．系統講義は 3 年生，4 年生が中心であるが一部の教官は 2 年生の講義も担当し，小児科の幅広さ，奥深さが
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少しでも学生に分かるように工夫している．5 年生の共通プログラムでは頻度の多い小児疾患について，具体的事例
を素材に POS の習得もあわせて，教育している．6 年生では高頻度疾患を中心に画像を多く提示し，医師国家試験
で問われる基本的知識の再確認に主眼を置くとともに，小児科学の特性を解説し，医学の興味深さが伝わるように努
めている．
5 年生の臨床実習（BSL）は，外来および病棟で行う．小児病棟（本館 9 階），新生児未熟児センター（NICU）の
病棟回診を学生全てに参加させ，できるだけ多くの患者と接するよう配慮している．ほぼ連日，約 1 時間の専門医
によるクルズスを行い，系統講義の補足と知識の整理をはかっている．学生に受け持ち患者を指定して，毎日主治医
と一緒に診察し，POS に基づいたカルテ記載を体得し，問題解決のアプローチを学ばせる．一般小児科，NICU で 1
週間を単位として患児を割り当て，また日高（国際医療センター）に分かれた小児心臓および小児血液腫瘍の見学実
習にも，しっかりと時間を割くようにしている．各班のカンファランスに参加し，症例提示経験や診療班全体の診療
内容を概観するよう指導した．外来診療の見学も義務付けている．小児科臨床実習は内容も豊富で，プログラムも多
く，学生も忙しいが，小児科学を身近に感じるように指導している．
2-2；達成度
多数の教官が授業分担し，また講義方法の統一化は行っていないが，学生の要望に答えるためプリントの充実には
配慮している．学生による授業評価を各担当教官に還元し，講義技法の改善のための資料としており，プリント内容
や授業評価も改善して来ている．定期試験は 2.3.4 年生では，国試にとらわれることなく小児科の基本的事項，小児
の特殊性，主たる小児疾患を出題の主体としている．従って試験問題も記入式，記述式，選択式など多彩な形式を取
り入れている．臨床実習では実習時に電子カルテ上に作成される BSL 用模擬診療録をレポートとして提出させ評価
の対象とし，さらに最終日に教授による口頭試問を行ない，総合的に評価している．6 年生の各種試験では，最新の
国家試験の傾向を反映した問題作成を行っている．授業，実習および評価試験を総合的に検証すると，教育の達成度
は 70％程度であろう．
2-3；自己評価と次年度計画
講義担当教官による講義内容の確認と重複を避けるために，作成配布されたプリントの管理が必要である．小児疾
患は多岐に亘るため多数の教官が担当しており，全員の話し合いは実際には困難である．シラバスの充実とプリント
の集積が，重点項目の講義確認や内容重複の改善に利用されている．学生からの評価と，全学的な教育技法の見直し
と連動し，改善を継続していく．BSL については，より積極的な臨床への参加を促す環境作りが必要である．カンファ
レンスルームの拡充も進める．周産期・発達ユニットの正常小児についての講義構成は適切と思われる．以前から指
摘されている 3.4 年の講義形態の問題点は，臓器別講義の中に小児の各臓器疾患が埋没している点である．成人の臓
器別講義の合間に小児疾患があり，学生は小児の全体像の中の 1 臓器としてとらえることが出来ない．しかし成人
と対比させ，小児の特性として理解するという臓器別学習構成に，学生も教育担当者も順応してきている．定期試験
は講義内容の復習を促す機会であるが，配点割合の少ない小児科の講義内容の復習が省略されることが危惧される．
小児科全体の体系だった知識修得をめざす講義構成について，教官全員で意見を交換する予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
小児科の専門分野は多岐にわたる．各種疾患の病態，診断および治療で解決すべき事項を挙げ，新しい診断法，治
療法を開発して小児の医療に貢献する．平成 19 年 4 月より埼玉医科大学総合医療センターが開設され，小児心臓グ
ループの中心医師，および腎臓，膠原病グループと小児血液・腫瘍グループの一部の医師が移動した．しかし全ての
小児医療に関わる医師達が，将来的に小児センターとして一つにまとまるべく今も努力を続けている．
3-2．研究グループと研究プロジェクト
＊内分泌・代謝
A．先天性甲状腺機能低下症およびバセドウ病における系統的な診断法および治療法の確立．
B．低出世体重児および高リスク患児におけるメタボリック症候群発症機構の解明と予防に関する研究．
C．1 型糖尿病の発症および合併症に関する遺伝要因の解明．
D．1 型糖尿病における効率的療養指導法の確立：インスリン持続皮下注療法とカーボハイドレイト・カウンティ
ングを中心に．
E．2 型糖尿病におけるインスリン分泌と抵抗性に関する 2 大発症要因に基づいた治療法の検討．
F．先天性高乳酸血症の診断と病因解明に関する研究．
G．濾紙血酵素活性測定法によるファブリー病の診断研究．
H．進行性骨化性線維異形成症・進行性化骨性筋炎（Fibrodysplasia Ossiﬁcans Progressiva; FOP）の遺伝子診断．
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＊腎臓，膠原病
A．腎炎，ネフローゼ症候群の臨床病理学的検討．
B．尿路感染症の画像診断と予後解析．
C．胎児診断尿路異常の確定診断，治療と予後評価．
＊感染症
A．脳炎，無菌性髄膜炎，熱性痙攣等の原因として考えられる RNA ウイルスの解析
＊血液・腫瘍
A．溶血性貧血細胞膜タンパクの研究．
B．神経線維腫症由来骨髄単球性白血病細胞株（NFR-1）の樹立と形質解析．
＊アレルギー
A．喘息モデルモルモットの作成を用いた気道炎症の評価に関する研究．
B．救急外来における喘息患者の受診状況に関する研究．
C．アレルギー血液検査である，ケンタウルス イムノアッセイ法と RAST 法での臨床的検討．
D．喘息サマースクールが喘息患児に与える影響についての研究．
＊小児心臓
A．先天性心疾患を中心とした心機能と予備能．
B．大動脈縮搾における手術治療後とステント留置後の血管特性の検討，残存高血圧との関係．
C．経皮的心房中隔欠損閉鎖術後の左室拡張不全に伴う一過性心不全の検討
D．経皮的心房中隔欠損閉鎖術後の運動機能変化（改善）に対する検討
E．先天性心疾患に対する Hybrid 治療の研究
＊未熟児・新生児．
A．新生児･未熟児に対するリハビリテーションの臨床的特性に関する研究
B．新生児呼吸器障害に関する成因と予後
C．新生児血糖測定方法の検討
D．シナジス投与後の下気道感染症の検討
E．SGA 児に対する成長ホルモン適応に対する基礎調整
3-3．研究内容と達成度
＊内分泌・代謝
A．先天性甲状腺機能低下症における病型診断法を軽度高 TSH 血症を含めた遺伝子解析を含め行い，また小児内分
泌専門医から系統的治療法の確立に関するコンセンサスを形成している（達成度 35%）．
B．全国的な専門医からの実態調査を基に多施設共同研究による診断法の確立を目指している（達成度 30%）
．
C．多施設共同研究の倫理委員会草案を作成し各施設倫理委員会への承認を準備中であり，遺伝子として HLA 多
型および膵自己抗体および基本患者情報の収集を始める体制にある（達成度 50%）．従来小児インスリン治療研
究会として 10 年余に亘る HbA1 標準化に基づいたコホート研究の総括が開始され（達成度 80%），新規コホー
ト確立の準備が始まっている（達成度 50%）．
D．有志施設による日本人小児 1 型糖尿病におけるポンプ療法導入における予備調査が終了し，各施設における具
体的指導法の開始とその評価法の検討が始まっている（達成度 40%）．国際的ガイドラインについてもコンセン
サス形成の議論に参加し，論文が公表される見通しにある（達成度 100%）．
E．小児肥満 2 型糖尿病における日本におけるメトホルミン投与の多施設共同臨床試験を終え，その安全性と有効
性の集計段階に入った（達成度 90%）
．さらにアマリールについても小児薬物血行動態の臨床試験を開始するこ
とになり（達成度 80%）
，これら多施設共同研究の場としての小児 2 型糖尿病研究会を今後も継続主催の予定で
ある（達成度 30%）
．
F．日本中から集まった候補症例の検体は 200 を超え，うち 73 例の臨床診断を行った．メルボルン王立小児病
院および当大学ゲノム医学研究センターとの共同研究により，一部の症例の遺伝学的解析も開始した（達成度
30%）
．
G．心臓内科，神経内科・脳卒中内科との共同で，原因不明心肥大や若年性脳梗塞患者を対象に開始し，4 人の患
者を発見し，治療を開始した（30％）
．
H．ゲノム医学研究センター，整形外科，中央検査部との共同で，検査を開始し，8 人の来院患者と他に 29 人の
患者検体を得て解析した．今後，治療法の開発にも取り組む（30％）．
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＊腎臓，膠原病
A．年間病理診断数は減少しているが，続発性腎炎など特有な糸球体病変を病理に相談しながら検討し，研究会で
の発表を行っている（45％）
．シクロスポリンの減量，離脱の基準を検討している（35％）．
B．検討を加える中で尿路感染症の診断と管理について教室員全体の共通認識が得られ，一定の診断と治療プロト
コールが出来き，均一な診療が提供されつつある（60％）．
C．胎児診断尿路異常は産科からの紹介例が増加し，その出生後の評価と管理について，未熟児新生児班と共同で
検討し，
アルゴリズムが出来つつある（50％）．今後は継続して予後評価を行い，管理方法を検証する必要がある．
＊感染症
A．新生児肝障害と不随意運動を伴う症例で髄液よりヒトパレコウィルスを分離し，症例報告を行った．今後も症
例の蓄積を進め，まとめを行う予定である（達成度 40%）．
＊血液・腫瘍
A．遺伝性球状赤血球症において，病気の臨床的重症度と膜タンパクの構造が関連することを明らかにした（達成
度 45%）
．
B．神経線維腫症由来骨髄単球性白血病細胞株（NFR-1）を樹立した．今後形質の解析等を行い，神経線維腫症と
骨髄単球性白血病とのかかわりを検討して行く（達成度 40％）．
＊アレルギー
A．喘息モデルモルモットにて吸入ステロイド，塩酸プロカテロールの影響を見る実験を現在行っており，19 年
日本アレルギー学会に発表（達成度 60%）．同様の喘息モデルモルモットでプランルカスとテオフィリンの気道
炎症の影響を見る実験を行い，19 年日本小児アレルギー学会に発表した（達成度 60%）．
B．平成 18 年に当院救急外来を受診した喘息患児について分析，検討し，19 年日本小児科学会にて発表した（達
成度 80%）
．
C．特異アレルギー抗原検索のために行う血液アレルギー検査である，ケンタウルス イムノアッセイ法と RAST 法
での結果について臨床的に比較，検討し 19 年日本小児アレルギー学会にて発表した（達成度 80%）．
D．毎年 8 月に喘息児を対象に喘息サマースクールを開催している．その影響について 19 年日本小児アレルギー
学会で報告した．
（達成度 90%）
．
＊小児心臓
A．達成度 70%．
B．達成度 80%．
C．達成度 40%．
＊未熟児・新生児
A．新生児･未熟児に対するリハビリテーションの臨床的特性に関する研究（達成度 90％）
B．新生児呼吸器障害に関する成因と予後（達成度 70％）
C．新生児血糖測定方法の検討（達成度 90％）
D．シナジス投与後の下気道感染症の検討（達成度 90％）
E．SGA 児に対する成長ホルモン適応に対する基礎調整
3-4．自己評価と次年度計画
各グループの研究達成度は 20% 〜 100% である．多忙な臨床の中で，今後も精進を続け研究成果の上積みを図る
ためには一層の努力を続ける必要があり，
そのためには各グループで個別の具体的計画を立案し遂行する必要がある．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
一般小児科：感染症，腎炎，ネフローゼ症候群などの腎疾患，成長発達障害，肥満症，糖尿病や先天性代謝異常疾
患を対象とした内分泌・代謝，喘息やアトピー性疾患を対象としたアレルギーなどの患者を対象としている．他に心
身症のカウンセリング等多枝にわたる患者を対象として診療した．また，24 時間救急疾患に対して対応し，年間 1
万人に近い患者を診察した．育児指導，栄養指導，成長発達指導外来を開催している．特に小児救急での診療は広域
の一次，二次救急患者に対応し，その年間総数は 1 万人を越え，その 6％近くが入院している．
地域医療に対しては毛呂山町の予防接種，乳児検診，毛呂山小，中学校や県立養護学校の校医を実施している．
小児の治験は日本全体でも少ないが，1 型糖尿病における遅効型インスリン製剤デテミールの有効性について，子
宮内発育不全による低身長患者への成長ホルモン治療，2 型糖尿病のメトホルミンおよびアマリールの小児適応およ
び効果についての研究は昨年に引き続いて継続している．成人成長ホルモン分泌不全症への成長ホルモン治療等を実
施した．
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次年度では医師数の増加をはかり，より内容の高い診療とその安全性を維持したい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員
自治体；埼玉県学校保健会常任理事：佐々木望
自治体；埼玉県，さいたま市および川越市小児慢性疾患対策事業委員：雨宮
自治体；埼玉県マス・スクリーニング運営協議会専門委員：大竹
（陽性者の判定，出産病院との連携，専門の立場からのアドバイス

伸，宮路

太

明
等）

5-2．学術誌編集委員，査読委員等
雨宮

伸：国際小児・思春期糖尿病学会機関紙 Pediatric Diabetes 編集委員

日本糖尿病学会：科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン編集委員
先進インスリン治療研究会雑誌編集・査読委員
その他の査読；Pediatric Diabetes，Pediatrics International，日本小児科学会
雑誌
大竹

明：日本マス・スクリーニング学会雑誌編集委員

以下の各雑誌の査読；Journal of Human Genetics，Pediatrics International，Clinical
Pediatric Endocrinology，Brain & Development，日本小児科学会雑誌，日本マス・
スクリーニング学会雑誌
5-3．その他
雨宮

伸：埼玉糖尿病協会小児糖尿病対策委員長

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内）
著書 12 編，
原著 18 編（英文 9 編）
，
総説 6 編，症例報告 2 編（英文 1 編），その他 7 編，学会発表総数 100 編以上（国
際学会あるいはシンポジスト，特別講演・教育講演のみで 44 編）
①雨宮

伸 : 糖尿病の療養指導 2008

小児・思春期 2 型糖尿病性：日本での特性と今後の課題 ,

日本糖尿病学会

編，PP194-197，診断と治療社，東京，2008
② Tajima T, Ohtake A（T. T and O. A equally contribute to this work.）, Hoshino M, Amemiya S, Sasaki N, Ishizu K,
Fujieda K: OTX2 loss of function mutation causes anophthalmia and combined pituitary hormone deﬁciency with
a small anterior and ectopic posterior pituitary. J Clin Endocrinol Metab 94（1）: 314-319, 2009
③ Yasuno T, Kaneoka H, Tokuyasu T, Aoki J, Yoshida S, Takayanagi M, Ohtake A, Kanazawa M, Ogawa A, Tojo K,
Saito T: Mutations of carnitine palmitoyltransferase II（CPT II）in Japanese patients with CPT II deﬁciency. Clin
Genet 73（5）: 496-501, 2008
④松浦信夫，竹内正弘，雨宮

伸，杉原殺げたか，横田行史，田中敏章，中村秀文，」佐々木望，大木由加志，浦

上達彦，宮本茂樹，菊池信行，小林浩司，堀川玲子，菊池

透：小児 2 型糖尿病に対するメトホルミン単独療法．

糖尿病 51：5：427-434,2008
⑤ Edghill EL, Flanagan SE, Patch A-M, Boustred C, Parrish A, Shield B, Shepherd MH, Hussain K, Kapoor RR,
Malecki M, MacDonald MJ, Stoy J, Steiner DF, Philipson LH, Bell GI, Neonatal Diabetes International Collaborative
Group（as co-authors, Amemiya S et al）, Hattersley AT, Ellard S: Insulin mutation screening in 1044 patients
with Diabetes: Mutations in the INS gene are a common cause of neonatal diabetes but a rare cause of diabetes
diagnosed in childhood or adulthood. Diabetes 57:4:1034-1042, 2008
⑥ Sugihara S, Sasaki N, Amemiya S, Kohno H, Tanaka T, Matsuura N, TheCommittee for Medical Treatment of
Childhood-onset Type 2 Diabetes mellitus, The Japanese Society for Pediatric Endocrinology: Analysis of birth
weight at birth and at diagnosis of childhood-onset type 2 diabetes mellitus in Japan. Pediatric Diabetes 9: 4
（part
1）:281-290, 2008
⑦ Fukuda T, Kanomata K, Nojima J, Kokabu S, Akita M, Ikebuchi K, Jimi E, Komori T, Maruki Y, Matsuoka M,
Miyazono K, Nakayama K, Nanba A, Tomoda H, Okazaki Y, Ohtake A, Oda H, Owan I, Yoda T, Haga N, Furuya H,
Katagiri T: A unique mutation of ALK2, G356D, found in a patient with ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressiva is a
moderately activated BMP type I receptor. Biochem Biophys Res Commn 377（3）:905-909, 2008
⑧ Murayama K, Nagasaka H, Tsuruoka T, Omata Y, Horie H, Tregoning S, Thorburn DR, Takayanagi M, Ohtake A:
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Intractable secretory diarrhea in a Japanese boy with mitochondrial respiratory chain complex I deﬁciency. Eur J
Pediatr 168（3）: 297-302, 2009
⑨ Fukuda T, Kohda M, Kanomata K, Nojima J, Nakamura A, Kamizono J, Noguchi Y, Iwakiri K, Kondo T, Kurose
J, Endo K, Awakura T, Fukushi J, Nakashima Y, Chiyonobu T, Kawara A, Nishida Y, Wada I, Akita M, Komori
T, Nakayama K, Nanba A, Maruki Y, Yoda T, Tomoda H, Yu PB, Shore EM, Kaplan FS, Miyazono K, Matsuoka
M, Ikebuchi K, Ohtake A, Oda H, Jimi E, Owan I, Okazaki Y, and Katagiri T: Constitutively activated ALK-2 and
increased Smad1/5 cooperatively induce BMP signaling in ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressiva. J Biol Chem 284
（11）: 7149-7156, 2009
⑩大竹

明， 原 島 宏 子： 分 子 生 物 学

basic technique そ の 52

electrophoresis．THE LUNG perspectives

BN-PAGE ：Blue native polyacrylamide gel

16（4）: 533-536, 2008

6-2．獲得研究費
1．平成 19-21 年度日本学術振興会基盤研究（C），研究代表者：大竹
と分子病理に関する研究：小児高乳酸血症の病因解明 .

明：ミトコンドリア呼吸鎖異常症の診断

4550 千円（19 年 -1950 千，20 年 -1300 千，21 年

-1300 千円）
2．平成 20-23 年度医師主導治験，治験調整医師：治験責任医師：大竹
植田

穣，盛田英司，酒井哲郎，小牧

健，筧

明，治験分担医師：本多正和，赤塚淳弥，

紘子：課題番号 CCT-C-2008

治験の実施に関する研究〔L- ア

ルギニン〕
．
（1400 千円 x 4 年）
6-3．受賞
2008 年ノボ ノルディスク成長･発達研究賞，研究代表者：大竹

明：ミトコンドリア異常症における成長障害メ

カニズムの解明についての研究．1000 千円
6-4．特許，実用新案
特になし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
第 8 回先進インスリン研究会：2008 年 12 月 6 日：JA 共済埼玉ビル（さいたま市）雨宮

伸（当番世話人）

第 29 回インスリン治療研究会例会： 2008 年 7 月 12 日：千里サイエンスセンター（大阪）雨宮
第 30 回インスリン治療研究会例会：

伸（代表世話人）

2009 年 1 月 12 日：東京カンファレンスセンター（品川）雨宮

伸（代

表世話人）
第 1 回小児糖尿病代謝フォーラム：2008 年 11 月 16 日：コクヨビル（品川）雨宮
第 4 回北関東遺伝診療フォーラム
第 3 回埼玉酵素補充療法研究会

伸（代表世話人）

2008 年 12 月 3 日（水） 大宮パレスホテル（さいたま市）：大竹
2009 年 3 月 4 日（水） 大宮パレスホテル（さいたま市）：大竹

明

明

7．自己点検・評価
教育，診療，研究の業務の中にあって，少ない医師数でより安全で良い医療を提供することに多く時間をとられた．
教育により多く関わり，学生の教育効果を高めていく必要がある．研究については研究指向の強い医師が十分な研究
ができるような職場の環境整備をしていきたい．
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1．17）皮膚科
1．構成員
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：教授：運営責任者：科長：膠原病，皮膚腫瘍
池田重雄（IKEDA, Shigeo）
：名誉教授：皮膚癌，メラノ−マ，皮膚外科
倉持

朗（KURAMOCHI, Akira）
：教授：教育主任：母斑・母斑症，血管腫・脈管形成異常，腫瘍，画像診断

中村晃一郎（NAKAMURA, Koichiro）
：教授：研究主任：アトピー性皮膚炎 , 乾癬 , 皮膚免疫
石原和之（ISHIHARA, Kazuyuki）
，大林寛人（OHBAYASHI, Hiroto），濱中すみ子（HAMANAKA, Sumiko），鈴木
正（SUZUKI, Tadashi）
，清原祥夫（KIYOHARA, Yoshio），中山佳代子（NAKAYAMA, Kayoko），非常勤講師
長島陽子（NAGASHIMA, Yoko）
，
橋本

学（HASHIMOTO, Manabu），今井

聖（IMAI, Hijiri），滝口光次郎（TAKIGUCHI,

Koujirou）
，
難波純英
（NAMBA, Junei）
，
佐々木志保
（SASAKI, Shiho）
，
安井宏仁
（YASUI, Hirohito）
，
石川翔子
（ISHIKAWA,
Shoko）
，新井康介（ARAI, Kohsuke）
，助教
専攻生 1 名
山下久美子（YAMASHITA, Kumiko）
，坂本理世（SAKAMOTO, Michiyo），秘書，根内厚子（NEUCHI, Atsuko）
，実
験助手

2．教育
2-1．目的・目標
医学部学生が履修すべき皮膚科の基礎を学ぶ．皮膚の構造と機能，症候学，病理組織学にはじまり，代表的な疾患
について学ぶ．平成 20 年度授業は，
3 年生の講義として「免疫ユニット」1 時限，4 年生の講義として，
「ヒトの病気コー
ス」
「免疫ユニット」2 時限，
「皮膚・運動器ユニット」19 時限，を行った．5 年生の BSL は各グル−プ 1 週間行った．
また，共通プログラムとして 1 時限を担当した．6 年生の講義数は皮膚科学 11 時限，外科総論 1 時限，試験解説講
義 1 時限であった．
2-2．教育内容
講義：主にプリントを配布し，スライドを使用して行なわれた．
3 年生
免疫ユニット
1．アレルギー性皮膚疾患の病態・治療−中村晃一郎
4 年生
1．オリエンテーション，皮膚の構造と機能−中村晃一郎
2．皮膚科診断学，症候群−倉持朗
3．全身と皮膚―大林寛人
4．湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹―中村晃一郎
5．薬疹―中村晃一郎
6．紅斑症・紫斑病―土田哲也
7．水疱症・膿疱症―伊崎誠一
8．皮膚腫瘍―清原祥夫
9．皮膚腫瘍（間葉系，メラノサイト系）―山本明史
10．光線性皮膚疾患―田口理史
11．母斑・母斑症―倉持朗
12．物理化学的皮膚障害―田口理史
13．皮膚付属器疾患・肉芽腫症―土田哲也
14．皮膚真菌症―中山佳代子
15．細菌性皮膚疾患―土田哲也
16．角化症―倉持朗
17．色素異常症―倉持朗
18．性行為感染症，動物性皮膚疾患―鈴木正
19．ウイルス性皮膚疾患―寺木祐一
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免疫ユニット
1．膠原病の皮膚病変―土田哲也
2．皮膚のアレルギ - ―中村晃一郎
6 年生
1．皮膚の構造と機能―中村晃一郎
2．皮膚科の診察法，診断学―大林寛人
3．湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹―中村晃一郎
4．皮膚腫瘍―倉持朗
5．光線性皮膚疾患・色素異常症・代謝異常・全身と皮膚―伊崎誠一
6．紅斑症・紫斑病，水疱症・膿疱症，付属器疾患・肉芽腫症―倉持
7．角化症，母斑・母斑症―倉持

朗

朗

8．皮膚感染症（ウイルス性発疹を除く）−倉持

朗

（必修の症候と疾患）
9．皮疹―伊崎誠一
10．薬疹―寺木祐一
（画像，検査の再チェック）
11．皮膚疾患の肉眼所見，組織所見―田口理史
BSL：外来では学生各自が新来患者を毎日 1 名以上担当し，皮疹の見方，病歴の記載法，検査法，診断学および治
療について指導を受けた．病棟では担当医の指導の許で患者診療を行った．また，皮疹のみかた，病理組織，入院症
例について，検査法，治療法などについてのクルズスが 6 単位おこなわれ，小人数討論をおこなった．その他，週
2 回の病棟総廻診へ参加し，中央手術室では，実際に手洗いをして手術の助手として手術に加わった．また，週に 2
回行われる臨床カンファランスと組織カンファレンスに出席した．
2-3．達成度
教育評価：講義の出欠は，高頻度欠席者以外参考にする程度とした．4 年生はユニット別試験 2 回を行いユニット
として学習成果の総括的評価をおこなった．BSL の評価は，出欠，観察記録，レポ−トおよび口頭試問を総合して判
定し，不合格者はいなかった．6 年生は総合試験，および 2 回の卒業試験が行なわれ，卒業の合否は卒業試験の成績
において全科的に総合して判定された．
2-4．自己評価と次年度計画
教育については，BSL 実習指導，講義を中心に充分に時間をかけて行っている．学生の理解力を引き出せるように
なってきたと考えている．来年度は更に，医学的知識の修得に加えて，総合的に判断し自ら考えられる能力を身につ
けられるよう種々の方法を考えたい．

3．研究
3-1．目的，目標
本講座では，様々な膠原病に於ける皮疹と全身症状の関連性についての臨床的・病理組織学的検討，母斑・母斑症
に対する診断と治療に関する研究，アレルギーに関する基礎的研究を中心に行なっている．研究として種々のモノク
ローナル抗体を使用した免疫組織化学および超微形態学などの皮膚病理組織学的研究の他，糖脂質を中心とした生化
学的研究，腫瘍免疫学的研究，リンパ球や樹状細胞のサイトカイン産生に対する調節研究を行い臨床応用を目指して
いる．臨床的研究としては，色素性皮膚腫瘍・皮膚病変に対するダーモスコピーを用いた診断，腫瘍性病変に対する
超音波・CT・MRI 等を用いた総合的画像診断，皮膚悪性腫瘍における外科的治療成績，および悪性腫瘍に対する化学・
免疫療法の治療成果，アレルギー性疾患の治療の有効性の評価などについて詳細に検討している．また，母斑症患者
の詳細な臨床症状の解析，再検討と，種々の症状に対する治療法の確立をめざしている．
3-2．研究グループ・研究プロジェクト
助成金による研究班活動は以下の 3 件である．
1）厚生労働省がん研究助成金による研究班：悪性黒色腫の新しい診断及び治療法の開発に関する研究
2）厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業：神経皮膚症候群に関する調査研究班
3）厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患予防・治療事業：アトピー性皮膚炎の症状の制御および治療の
普及にかかわる調査研究班
4）厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服事業：ベーチェット病に関する調査研究
3-3．研究内容と達成度
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（1）がん助成金
無色素性悪性黒色腫は悪性黒色腫全体の 2 〜 4％であり，tumor thickness は 4mm 以上，stage Ⅲ以上が多く，早
期診断が重要である．無色素性悪性黒色腫の Dermoscopy 所見では，linear-irregular vessels，dotted vessels が認め
られた．血管拡張性肉芽腫 , 基底細胞癌，エクリン汗孔腫の血管拡張パターンとは異なっており，今後有棘細胞癌や，
肉芽腫性病変との比較検討がさらに必要であるが，Dermoscopy における血管の評価が，無色素性悪性黒色腫の診断
に役立つことが期待できる．
（2）神経皮膚症候群
本年度も，多数の Neuroﬁbromatosis1（ＮＦ 1）症例の，その各々に対する臨床医学的な検討を進めた．従来知ら
れていなかった本疾患の病態を明らかにしたり，新たな治療法の開発に結び付くようなヒントが得られる可能性があ
るものと考えている．大出血のため，切断術を余儀なくされた，筋層内を占拠する Diﬀuse neuroﬁbroma について，
その大出血を生じた原因，またそのような血管の性状についての病理学的検討を行った．上皮性悪性腫瘍である乳癌
を , 異時性，両側性に生じたＮＦ 1 症例に関し，乳腺腫瘍科，外科とともに，検討を加え，乳癌の強力な予後因子の
一つであるリンパ節転移のメカニズムを探るべく , 同症例からのリンパ管内皮細胞の分離培養を試みた．
（3）アトピー性皮膚炎の症状の制御および治療の普及にかかわる調査研究班
アトピー性皮膚炎における標準治療を確立するために，これまでの不適切治療に関する文献的考察を行った．今後
臨床的に標準治療として使用される治療薬の有効性について解析する予定である．
（4）ベーチェット病研究班
ベーチェット病の病態に関与する自然免疫・獲得免疫において Ficolin, mannose bindinglectin の関与や，T 細胞の
関与を認めている．T 細胞の活性化，分化に関与する interleukin-7 受容体の遺伝子多型について解析し，promoter
領域について解析した．
3-4．自己評価と次年度計画
（1）Dermoscopy は元来色素病変に対して診察価値が高いとされるが，Dermoscopy 上の詳細な血管評価が，早期
に無色素悪性黒色腫を診断することに役立つと考えられた．
（2）神経皮膚症候群の分野に関しては，引き続き神経線維腫症 1 を中心として，①皮膚科学的所見，神経学的所
見を詳しく検討して，臨床像の検討を行い，また②神経原性腫瘍への新たな治療・対応法を，疾患の本体に即し
て探究していくとともに，③神経線維腫症 1 の systemic cancer pronness についても，他大学，他科との共同で
進めていきたい．さらに，神経線維腫症 2，結節性硬化症，色素性乾皮症についても，症状の解析から，治療法
の妥当性の検討まで，実際の症例にあたり，考えを進めていきたい．
（3）アトピー性皮膚炎の標準治療における薬剤の有効性について基礎的研究を含めてさらに検討する予定である．
（4）ベーチェット病における皮膚症状（結節性紅斑）の特徴について解析する予定である．またサイトカイン遺
伝子多型頻度の解析を行い，臨床症状との相関について解析する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
膠原病，母斑・母斑症，皮膚悪性腫瘍，皮膚アレルギー疾患などを中心に，専門的診療を行っている．これら諸疾
患は皮膚科独特の見地から，注意深く診療をすすめるものであるが，それと同時に，皮膚に症状を生じる疾患は，全
身的な視野から，内科的，外科的に総合的な診療をしていくことが必要で，そのように努めている．したがって，他
科とも十分協力しあって診療にあたっている．
臨床上の有用性をめざして，色素性皮膚腫瘍・皮膚病変に対するダーモスコピーを用いた診断，また腫瘍性病変に
対する超音波・CT・MRI 等を用いた総合的画像診断を行い，悪性腫瘍に対する化学・免疫療法の治療成果などについて，
詳細に検討している．また，膠原病の皮疹と全身症状との関連性については，充分注意深く，種々の観点から検討を
加えており，また母斑症では詳細な臨床症状の解析，再検討を行い種々の症状に対する治療法の確立をめざしている．
アレルギー性疾患の治療に関しては患者 QOL の向上を考えながら標準治療の遂行にあたっている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉地方裁判所専門委員（土田哲也）
科学研究費委員会専門委員（土田哲也）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
皮膚科の臨床 ― 編集委員（土田哲也）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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「該当なし」

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数：38 篇
学会発表総数：43 篇
（10 篇）
①江田二葉，清原祥夫，鈴木正，土田哲也．悪性黒色腫における超音波パワードプラー法の血流信号と腫瘍血管の
免疫組織学的所見の関連についての検討．日本皮膚科学会雑誌．118（2）,191-203,2008.
②高杉彩子，倉持朗，土田哲也．蕁麻疹用血管炎を伴った全身性エリテマトーデスの 1 例．皮膚科の臨床．50
（3）,263-265,2008.
③今井聖，倉持朗，土田哲也．20 歳代に生じた熱傷瘢痕癌の 1 例．当科症例の検討を加えて．皮膚科の臨床．
（50）
9:1143-1148,2008.
④外山知子，難波純英，倉持朗，茅野秀一，大島晋，土田哲也．Penil-Core Granuloma の 1 例．皮膚科の臨床．
50（9）,1089-1091,2008.
⑤土田哲也．全身性エリテマトーデスの皮疹のみかた．デルマ．136（7-13）,2008.
⑥安芸実扶子，中村晃一郎，倉持朗，土田哲也．妊娠性疱疹の 1 例．皮膚科の臨床．50（10）1278-1279,2008.
⑦今井聖，倉持朗，田口理史，土田哲也．臍部悪性腫瘍の 1 例．50（10）,1177-1180,2008.
⑧倉持朗．円板状エリテマトーデス，扁平苔癬，尋常性乾癬の診断にダーモスコピーは有用ですか？皮膚科の臨床．
50（11）,1466-1469,2008.
⑨難波純英，倉持朗，陣内逸郎，土田哲也．骨髄線維症患者に G-CSF を投与中に生じた neutrophilic dermatosis.
皮膚病診療．30（5）,523-526,2008.
⑩ Nakamura K, Tsuchida T, Tsunemi Y, Saeki H, Tamaki K. Serum level of thymic stromal lymphopietin levels are
not elevated in patients with atopic dermatitis. J Dermatol 35（8）,546-547, 2008.
6-2．獲得研究費
1）厚生労働省がん研究助成金：悪性黒色腫の新しい診断及び治療法の開発に関する研究：研究協力者
2）厚生労働科学研究補助金：神経皮膚症候群に関する調査研究班：分担研究者

土田哲也

倉持朗

3）厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患予防・治療事業：アトピー性皮膚炎の症状の制御および治療の
普及にかかわる調査研究班 : 分担研究者

中村晃一郎

4）厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服事業：ベーチェット病に関する調査研究班 : 研究協力者

中村晃一

郎
6-3．受賞：
「該当なし」
6-4．特許・実用新案：
「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
症例検討会の開催：
1）病理診断部門と合同で行っている症例検討会

1 ヶ月に 2 回

2）院外紹介元医師を対象とした症例検討会（報告会） 3 ヶ月に 1 回

7．自己点検・評価
教育については BSL 指導，講義を中心に充分に時間をかけて行ったが，学生の自主性を引き出せるようになって
きたと考えている．研究面では，膠原病，母斑症，および悪性黒色腫を中心とした悪性腫瘍，アレルギー性皮膚疾患
に関し臨床研究が行なわれ，充分な成果が得られたが，来年度に向けて更に研究を進めていく．診療面は，外来，病
棟とも多数の患者があり，重症例に対しても優れた治療成績が得られた．手術件数が多く，来年度も多症例に対する
充実をはかりたいが，それと同時に新たな治療法の開発についても力を尽くしたい．
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1．18）泌尿器科
1．構成員
出口修宏（Deguchi, Nobuhiro）
：教授：泌尿器科全般，腎不全，血液浄化学
矢内原仁（Yanaihara, Hitoshi）
：講師：泌尿器科全般，内視鏡手術
野中昭一（Nonaka, Shoichi）
：講師：泌尿器科全般
中平洋子（Nakahira, Youko）
：講師：泌尿器科全般，神経因性膀胱，女性泌尿器科
堀永

実（Horinaga, Minoru）
：講師：泌尿器科全般

井原達也（Ihara, Tatsuya）
：助教：泌尿器科全般
古郷修一郎（Kokyo, Syuichirou）
：助教：泌尿器科全般
竹内尚史（Taeuchi, Hisashi）
：助教：泌尿器科全般
青沼佳代（Aonuma, Kayo）
：非常勤医師
内島

豊（Uchijima, Yutaka）
：非常勤講師

朝倉博孝（Asakura, Hirotaka）
：非常勤講師
飯田正弘（Iida, Mashiro）
：実験助手
秘書；
猪股美香（Inomata, Mika）

2．教育
2-1．目的・目標
医学部学生が履修すべき泌尿器科学の基礎を学ぶ．
2-2．教育内容（担当者）
BSL：1 週間を通じて古郷，竹内を中心とし指導し，患者さんの症状や訴えの生の声を聞くように努める．担当患
者の手術や検査にて立会い，臨床の現場を経験してもらう．レポート作成を個別に指導する．
系統講義：出口，矢内原 , 野中，中平が担当し，臨床に沿った講義を展開．
2-3．達成度
BSL は 1 週間と短く，立ち会う手術症例には偏りが生じるのは避けがたいが，そのような限られた状況下の中では，
泌尿器科を経験し，知る事ができたのではないかと考える．
2-4．自己評価と次年度計画
泌尿器科学においては，内視鏡下の手術や，低侵襲手術が今後ますます普及してくるため，泌尿器科全般の標準的
な内容に加え，新しい知見も適時教育できるように今後も努力を継続しなければならない．将来，泌尿器科医を目指
すような学生が増えるために，まずは学生教育の現場で泌尿器科の魅力を熱く教育していければと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床を見据えた臨床基礎研究と臨床統計を検討する．
3-2．研究プロジェクト
A：前立腺肥大症
新規レーザーを用いた低侵襲な前立腺肥大症の経尿道的前立腺蒸散術の臨床導入（矢内原）
B：膀胱癌
表在性膀胱癌に対する BCG 膀胱注入療法の治療成績の向上目指した研究（堀永，飯田で動物実験を中心に検討）
3-3．研究内容と達成度
発表する機会が少ない今後の課題である．
3-4．自己評価・次年度計画
将来われわれの研究が，臨床応用され，ひいては患者さんに貢献できる事を目標にする Clinical Basic Research が
中心である．今後さらなる尽力を進めていかなればならないと考えている．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
泌尿器科は，泌尿器科疾患一般に加え専門外来（腎男性不妊，女性泌尿器科，排尿障害）を開いており，埼玉県下，
地域において泌尿器科の拠点病院の一つである．特に西埼玉地区で，24 時間泌尿器科関連の救急疾患に対応できる
病院は他になく，地域医療へ貢献していると思われる．泌尿器科は，腎臓病センターと連携し慢性腎不全関連手術も
泌尿器科が担当している．

5．その他
5-1．自治体政府関連委員の有無
なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
出口：日本泌尿器科学会常任理事，International Journal of Urology 査読委員
矢内原：International Journal of Urology 査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
特になし

6．業績
6-1．著書・論文・学術発表
著書：欧文 0 編，和文 3 編，計 3 編
論文数：欧文 2 編，和文 3 編，計 5 編
学会発表数：国際 1，国内 12，計 13 回
著書
①矢内原

仁，感染症内科クリニカルスタンダード，I-9

頻尿，排尿困難

ｐ 24-25

文光堂，2008

学術論文
原著
英文
② Matsumoto S, Arakawa Y, Ohishi M, Yanaihara H, Iwanaga T, Kurokawa N. Suppressive action of pituitary
adenylate cyclase activating polypeptide（PACAP）on proliferation of immature mouse Leydig cell line TM3 cells.
Biomed Res.（29:321-30）, 2008.
③ Yasunaga H, Yanaihara H, Fuji K, Matsuyama Y, Deguchi N, Ohe K.

Inﬂuence of hospital and surgeon volumes

on operative time, blood loss and perioperative complications in radical nephrectomy.

Int J Urol.（15:688-93）.

2008.
和文
④矢内原仁 , 出口修宏．エキスパートが示す内視鏡手術のコツ

経尿道的前立腺手術の臨床成績

最新の手技を中

心に】PlasmaKinetic（PK）system を用いた TURP と EVOLVE SLV（Celalas HPD980）ダイオードレーザー発生
装置を用いた前立腺蒸散術の試用経験 .

Japanese Journal of Endourology and ESWL（22:39-46）2009.

⑤矢内原仁 .【< 院内感染への警鐘 > 膀胱鏡の洗浄・消毒・滅菌による院内感染リスク】泌尿器科外来における
膀胱鏡の洗浄・消毒・滅菌処理に関するアンケート調査 . Japanese Journal of Endourology and ESWL（21:
245-250）2008.
症例報告
英文：なし
和文：なし
学会発表
海外
⑥ Hitoshi Yanaihara, Nobuhiro Deguchi, Kohzo Fuji, Hideo Yasunaga, Yutaka Matsuyama, Kazuhiko Ohe.
INFLUENCE OF HOSPITAL AND SURGEON VOLUME ON OPERATIVE TIME, BLOOD LOSS, AND PERIOPERATIVE
COMPLICANTIONS IN RADICAL NEPHRECTMY. THE RESULT FROM NATIONWIDE SURVEY IN JAPAN 第 103 回
アメリカ泌尿器科学会（2008 年 5 月 17-22 日 , Orlando, USA）
国内
⑦井原

達矢，矢内原

仁，中道

悠太，古郷

修一郎，大城

琢磨，青沼

佳代，松村

英理，堀永

実，中平
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洋子，野中

昭一，出口

修宏

TUR-P における周術期抗生剤投与と術後発熱症例の検討（O-8）
第 73 回東部泌尿器科学会 （2008 年 9 月 19 日，東京）
⑧中道

悠太，堀永

茂裕，出口

実，矢内原

仁，井原

達矢，中平

洋子，野中

昭一，大崎

昌孝，田村

康博，片山

修宏

心不全を伴った患者に対し腹腔鏡下副腎摘除術を施行した 1 例（P-187）
第 73 回東部泌尿器科学会 （2008 年 9 月 20 日，東京）
⑨矢内原

仁，野中

昭一，中平

洋子，堀永

実，青沼

佳代，大城

琢磨，出口

修宏

埼玉医科大学における軟性尿管鏡を用いた TUL の経験 （V-01-1）
第 22 回日本 Endourology・ESWL 学会総会 （2008 年 11 月 12 日，大阪）
⑩新澤

麗，小松

真二，竹内

尚史，堀永

実，中平

洋子，野中

昭一，矢内原

仁， 出口

修宏

診断に苦慮した症例（腎臓）
第 19 回埼玉県西部地区泌尿器科研究会（2009 年 3 月 21 日，埼玉（川越））
6-2．獲得研究費
特になし
6-3．受賞
特になし
6-4．特許・実用新案
特になし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
特になし

7．自己点検・評価
教育においては，目標とする水準は維持できたものかと考えている．次年度は，講義担当者の適正配置と，BSL 実
習における教育システムの改善により，より高い成果をあげられるように努力する．しいては，より多くの医学生が
泌尿器科への道を選択してもらえるように，熱意をもって泌尿器科の魅力を学生に教育していきたい．
研究においては，限られた泌尿器科スタッフ数に比して臨床業務が多いため，研究を追求する時間が不足しがちで
あるため，予定通りには結果を達成できないでいるため，次年度も継続して行われければならない．
臨床においては外来，入院における患者数，手術症例数ともほぼ目標を達成できたものと考えている．埼玉県下，
地域においては泌尿器科医が少ない現状の中で，泌尿器科は泌尿器科疾患に対しては 24 時間体性の救急対応をして
おり，当科が泌尿器科の拠点病院である自負を持っている．次年度は，さらなる低侵襲手術の導入や新しい治療法に
も積極的に取り組み，対外的にもアピールしていきたい．
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1．19）眼

科

1．構成員
米谷

新（YONEYA, Shin）
：教授：レーザー眼科学，眼病理学，網脈絡膜の微細循環，網膜硝子体手術

村山耕一郎（MURAYAMA Kouichiro）
：准教授：電気生理学，緑内障
森

圭介（MORI Keisuke）
：准教授：網膜硝子体手術，遺伝子治療（基礎研究）

島田佳明（SHIMADA Yoshiaki）
：講師：電気生理学，神経眼科
魵澤伸介（EBISAWA Nobusuke）：講師：網脈絡膜循環，網膜剥離
堀江公仁子（HORIE Kuniko）
：講師：ゲノム医学研究センター
助 教： 樺 澤

昌（KABASAWA Sho）
， 土 橋 尊 志（TSUCHIHASHI Takashi）， 袖 山 丈 男（SODEYAMA Takeo）
，今

井 大 介（IMAI Daisuke）
， 田 北 博 保（TAKITA Hiroyasu）， 渋 谷 雅 之（SHIBUYA Masayuki）， 太 田
Tsuyoshi）
，中島理幾（NAKAJIMA Masaki）
，上山数弘（UEYAMA Kazuhiro）尾股秀和（OMATA

剛（OHTA

Hidekazu）

客員教授：八子恵子（YAGO Keiko）
非常勤講師：野寄

忍（NOYORI Shinobu）
，大木隆太郎（OHKI Ryutarou），斎藤民也（SAITOU Tamiya），大木孝

太郎（OHKI Kotaro）
，濱中輝彦（HAMANAKA Teruhiko），山下英俊（YAMASITA hidetosi）
魵澤知子（EBISAWA Tomoko）
：岡村記念病院に出向中
斎藤民也（SAITOU Tamiya）
：おおのはら眼科に出向中
小松崎孝（KOMATSUZAKI Takashi）
：丸山記念病院に出向中

2．教育
2-1．目的・目標
一般的な目標：臨床実習に際して感覚器疾患の診察に参加するために，眼科の主要な疾患の病態，症候，診断に関
する基礎的な知識を習得する．
具体的な目標：
（1）眼器官の局所解剖が具体的にイメージすることができ，生理機能について説明ができる．
（2）眼感覚器における主要な自覚・他覚的徴候を挙げ，その病態を説明できる．
（3）主要疾患の原因，病態別の分類が列挙できる
（4）主要疾患の病態生理を理解し，説明できる．
（5）主要疾患の診断の手順，検査法の理解と診断における必要性を理解し，説明できる．
（6）主要な疾患の治療方針を概説できる．
（7）主要な手術について概説できる．
（8）眼科疾患で使用する主たる薬剤について，作用，副作用について説明できる．
2-2．教育内容（担当者）
眼科学（感覚器・視覚）は 4 年生，6 年生に講義形式の授業．5 年生には BSL および共通プログラムとしての講義
を担当した．4 年生に対しては本年より分子生物学を含めた新しい知識や治療についても講義の一部に取り入れ，幅
広い知識を習得で来るように改善した．さらに，デジタルプレゼンテイションをより有効に利用し，眼底写真や蛍光
眼底造影，さらに多くの画像を利用して判りやすく講義を行った．実際の手術はビデオモニターを使用し，臨場感の
ある興味を持てるような内容を呈示するよう心掛けた．
5 年生の BSL では，各自入院して手術を受ける患者さんを担当し，問診から手術前の検査とその持つ意味について，
指導医から説明を受け，実際の手術場にも立会い，眼科手術について見学した．BSL では自己評価目標に到達したか
自己評価を行なうと同時に，レポート提出が義務づけられ，指導医との試問が行われた．
（4 年生）
米谷 オリエンテーション感覚器概論 -1

視覚

眼の解剖と機能
眼科医療の変遷

（レーザー治療）

網膜疾患（1）
村山 視神経障害，眼瞼および眼窩腫瘍
眼科薬理学
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視機能の異常
森

全身疾患と眼
網膜疾患（2）

大木 角膜疾患
ぶどう膜疾患
島田 眼科領域の救急
神経眼科
堀江 眼内腫瘍・分子生物学
野寄 視機能：視力・屈折と調節，視野，色覚
眼の発生とその異常・外眼部疾患
濱中 房水流出路と緑内障（1）
房水流出路と緑内障（2）
大木（孝）

水晶体と白内障（1）

水晶体と白内障（2）
（5 年生）
村山 白内障と緑内障（共通プログラム）
島田 眼外傷･眼底変化（糖尿病･高血圧･動脈硬化による）
眼科臨床実習
（6 年生）
米谷 眼の構造と機能・生理
眼底（1）眼底出血
村山 前眼部疾患
緑内障・視神経疾患
視機能障害，眼科領域の悪性腫瘍
森

眼底（2）網膜硝子体境界病変
全身疾患と眼病変
眼疾患 【臨床実習の再チェック（診察法・検査・画像など）】

島田 白内障，眼外傷
ぶどう膜疾患
眼外傷，結膜炎
2-3．達成度
4 年生，5 年生，6 年生に対する講義は全て予定どおり実施された．
5 年生では，BSL で予定された内容の習熟ができたと考える．
2-4．自己評価と次年度計画
講義内容は毎年新しい内容を加え，さらに PC プレゼンテーションを生かし，多くの画像を呈示できるようになっ
たことで，理解しやすく講義することができた．眼疾患では救急での対応や全身疾患に伴う眼疾患については，その
重要性と疾患の理解が深まるように説明した．
次年度の教育の計画は本年度のプログラムを基本にして構成する．眼科の検査は特殊であるため，BSL 期間では十
分に習得することは難しいが，検査の意味や結果の解釈ができるように指導したい．

3．研究
3-1．目的・目標
目標は，教室の研究テーマに沿って，個々それぞれのグループで着実に成果をあげることとした．論文や発表の数
を競うのではなく，将来的な眼科医療の発展に寄与することを目的とした研究計画を立て，その上で，きちんとした
データを積み重ねることを目標とした．その具体案は，以下の研究内容の項に記載する．
3-2．研究グループ（プロジェクト）
（1）加齢黄斑変性における発症因子の解析と遺伝子多型との関連の研究
1．加齢黄斑変性の生活環境因子
2．加齢黄斑変性の表現型と遺伝子多型と関連
3．光線力学療法の治療効果と遺伝子多型の関与
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構成員：森圭介，樺沢昌，土橋尊志，田北博保，堀江公仁子，米谷

新（以上；眼科），粟田卓也（内分泌内科），井上聡，

岡崎康司，村松正實（以上；ゲノム医学研究センター）
3-3．研究内容と達成度
（1）加齢黄斑変性における研究
加齢黄斑変性は欧米の失明原因の一位で，現在日本でも急増中の非常に重要な疾患である．しかしながら，この疾
患の病態は未だ明確化されていない．本研究では，まず加齢黄斑変性の遺伝的素因として，SNP（single nucleotide
polymorphism）を内分泌内科との協同研究で，RT-PCR を用いて解析した．加齢黄斑変性の病型と遺伝子多型の関連
と，治療効果についても統計学的は評価ができ，実際の治療方針の決定において応用が可能となった．生活環境因子
としては，高血圧，心疾患，性別，喫煙歴などとの関連を統計学的に評価し，喫煙と疾患のつよい関連が理解された．
達成度 80％
3-4．自己評価と次年度計画
テーマが既に方法論が確立しており，データを蓄積し，解析する作業に大きな困難はないものと考えられる．疾患
のデータも順調に蓄積され，データとしても非常に信憑性の高いものになっている．次年度もデータの蓄積と評価を
すすめる．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当教室では地域医療の中核としての役割を担うべく，難治性あるいは重症の眼疾患症例に対して，最先端技術を駆
使した診療を数多く行った．重症症例が多いことを反映し，本年度も硝子体手術や緊急手術の占める割合が高かった．
このような状況の中で，充分なインフォームドコンセントとしっかりとした理論に基づいた診療を行なうことによっ
て，
最終的には患者様に満足度の高い医療を提供することを診療の目標とした．今後は個々の診療内容の充実に加え，
地域の医療従事者との適切な医療連携をはかり，より体系的な地域医療社会を確立することが必要であると考えてい
る．

5．その他
5-1．自治体・政府関連委員の有無
米谷

新：さいたま地方裁判所専門委員

5-2．学術誌・編集委員・査読委員の有無
米谷

新：Invest Ophthalmol Vis Sci（IOVS） 査読委員
Japanese Journal of Ophthalmology
日本眼科学会雑誌

査読委員

村山耕一郎：Japanese journal of Ophthalmology
神経眼科
森

査読委員
学術芸術雑誌編集委員

学術芸術雑誌編集委員

圭介：Br J Ophthalmol（BJO） 査読委員
Expert Review of Ophthalmology

査読委員

Invest Ophthalmol Vis Sci（IOVS） 査読委員
BMC Neuroscience

査読委員

Editorial Board Member; Journal of Ocular Biology, Diseases, and Informatics
学術芸術雑誌編集委員
島田佳明：Visual Neuroscience
Journal of Applied

査読委員
Physics

査読委員

Documenta Ophthalmologica

査読委員

Japanese Journal of Ophthalmology
Physiological Measures

査読委員

査読委員

British Journal of Ophthalmology

査読委員

5-3．その他・社会あるいは医学貢献に関わる業務
米谷
森

新：埼玉県眼科医会名誉顧問
圭介：埼玉県眼科医会理事
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6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数：17，学会発表数：35
① Ito Mami, Murayama Koichiro, Deguchi Tatsuya, Takasu Masayuki, Gil Tamir, Araie Mraie, Peyman Gholam,
Yoneya Shin Oxygen saturation levels in the juxta-papillary retina in eyes with glaucoma. Exp Eye Res. 2008.03.
86（3）:512-8
② Park CY, Chuck RS, Cano M, Yew M, Nguyen V, Parker J, Mori K, Gehlbach PL. Periocular triamcinolone enhances
intraocular gene expression after delivery by adenovirus. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008; 49: 399-406.
③ Kojima A, Nakahama K, Ohno-Matsui K, Shimada N, Mori K, Iseki S, Sato T, Mochizuki M, Morita I. Connexin 43
contributes to diﬀerentiation of retinal pigment epithelial cells via cyclic AMP signaling. Biochem Biophys Res
Commun 2008; 366: 532-538
④ Cano Mdel V, Reyes JM, Park CY, Gao X, Mori K, Chuck RS, Gehlbach PL. Demonstration by Redox Fluorometry
that Sulforaphane Protects Retinal Pigment Epithelial Cells against Oxidative Stress. Invest Ophthalmol Vis Sci
2008; 49: 2606-2612
⑤ Mori K. OCT. Saxena S, Meredith TA（eds）: Retina Atlas. A Global Perspective. New Delhi, India, 2008, Jaypee
Brothers Medical Publishers.
⑥米谷新 眼底酸素飽和度測定法 . 医学のあゆみ . 2008.02. 224（8）:612-614
⑦村山耕一郎 視神経炎．眼科診療便利手帖（第 2 版），P98，2007 年
⑧村山耕一郎 視神萎縮．眼科診療便利手帖（第 2 版），P 100，2007 年

診断と治療社．
診断と治療社．

⑨村山耕一郎 動脈炎性虚血性視神経症．臨床神経眼科学 P 245-248，2008 年

金原出版．

⑩村山耕一郎 緑内障と鑑別を必要とする先天性乳頭形成異常．眼科診療のコツと落とし穴
P84-86，2008 年

3：検査・診断

中山書店

6-2．獲得研究費
平成 20 年度学内グラント
20-1-2-02．研究課題名：眼内血管新生病の遺伝子解析と抗血管新生治療に対する個別化医療の確立．研究者名：森
圭介．研究経費：3,000 千円
6-3．受賞
第 112 回日本眼科学会総会学術展示優秀賞受賞
土橋尊志，森圭介，樺澤昌，田北博保，上山数弘，堀江公仁子，井上聡，飯塚裕幸，粟田卓也，米谷新
「加齢黄斑変性に対する光線力学療法の治療効果に関する遺伝子因子」
6-4．特許・実用新案
該当せず
6-5．学会・研究会・セミナー等の開催実績
第 61 回埼玉眼科講習会 .2008.10. 川越プリンス

上山数弘 「当科における硝子体手術の現状」

7．自己点検・評価
診療部門としては例年どおり，外来・入院ともに特に重症の眼底疾患患者が多く，ほとんどが手術治療を必要とし
た．平成 20 年度は，特に充分なインフォームドコンセントと医療安全に対する意識を高めるように努め，ある程度
の成果がみられた．今後は個々の診療内容の充実に加え，地域の診療施設とのより適切な医療連携を確立させ，地域
医療における大学病院の役割を意識していく必要があると考えられる．研究部門では，加齢黄斑変性症の発症因子と
して生活環境因子と遺伝子多型との関連を，追及し，臨床現場において個々にそった治療を選択（テーラーメイド治
療）できること可能と考えられる．教育面では，講義内容は毎年新しい内容を加え，さらに PC プレゼンテーション
を生かし，多くの画像を呈示できるようになったことで，理解しやすく講義することができた．
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1．20）
（1）耳鼻咽喉科（耳鼻咽喉科）
1．構成員
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：教授：頭頸部外科学，鼻腔生理学，鼻副鼻腔手術，中耳手術
善浪弘善（YOSHINAMI, Hiroyoshi）
：准教授：鼻腔生理学，鼻副鼻腔手術，中耳手術，耳科学
中嶋正人（NAKASHIMA, Masato）
：講師：鼻副鼻腔手術，鼻腔生理学，口腔咽頭科学
柴﨑

修（SHIBASAKI, Osamu）
：講師：小児耳鼻咽喉科，口腔咽頭科学，神経耳科学

助教：和田伊佐雄
（WADA, Isao）
，
仲田拡人
（NAKADA, Hiroto）
，
高橋壽彦
（TAKAHASHI, Toshihiko）
，
盛田 恵
（MORITA,
Kei）
，
非常勤講師：滋賀秀壮
（SHIGA, Hidetake）
, 依田 勝
（YODA, Masaru）
，
乃美和夫
（NOMI, Kazuo）
，
藤岡むつみ
（FUJIOKA,
Mutsumi）
，吉野

尚（YOSHINO, Takashi）
，里和一仁（SATOWA, Kazuhito），久保田修（KUBOTA, Osamu）
，畑

邦彦（HATA, Kunihiko ）
，飛田

正（HIDA, Tadashi）

非常勤医員： 田島正紀（TAJIMA, Masaki）
，岡坂吉記（OKASAKA, Yoshiki）, 畑
渉（NAKAGAWA,Wataeru）, 金 子 研 吾（KANEKO, Kengo）， 岡 本
Takashi）
，福田

仁美（HATA, Hitomi），中川

孝（OKAMOTO, Takashi）， 飯 田

孝（IIDA,

哲（HUKUDA, Satoshi）,

2．教育
2-1．目的
耳鼻咽喉科，頭頸部外科の専門教育を行い，将来の医師としての十分な臨床的基礎知識ならびに深い洞察力を身に
つけることを達成目標とする．
2-2．教育内容
埼玉医科大学耳鼻咽喉科学教室，埼玉医科大学国際医療センターおよび埼玉医科大学総合医療センターの教授，准
教授，講師陣が，各自の専門分野を分担して，教育にあたる．3 年生から 4 年生の系統講義は，感覚器，呼吸器，免
疫，救急，症候鑑別のユニットに分かれ，27 時限を使用して，耳科学，神経耳科学，鼻科学，口腔咽頭科学，喉頭
科学，音声言語医学，頭頸部外科学の各分野に関する講義を行う．まずは，基本的な解剖，生理，疾患の診断，治療
を十分に理解することに重点がおかれる．これに若干の国内外の高度先進医療についての紹介を加え，将来の医師と
しての向上心を刺激するように心がけている．また，特に 4 年生については，平行して，耳鼻咽喉科領域の診察の
基本実習が行われる．5 年生の教育は，積極的な臨床参加型の BSL 実技実習を主体とする．実習生は，各自小グルー
プごとに，埼玉医科大学病院（耳鼻咽喉科および神経耳科部門），または国際医療センターにおいて，臨床実地の現
場を訪れ，指導医のもとでチーム医療の一員として診療に立会い，常に厳しい小口頭試験により，学生は自己到達度，
教員は教育効果を互いに細かく評価しあいながら，実習が行われる．外来，病棟，手術室において，耳鼻咽喉科領域
の診断，治療のみならず，インフォームドコンセントなど患者，家族との接遇の実際についても学ぶ．分野ごとの節
目のレビュークルズス，担当症例のレポート作成と最終面接によるその内容の合同検討会では，基本的な耳鼻咽喉科
の診療過程が理解できたかを評価検討する．6 年生には，14 時限を使用して，3 年生から 4 年生の学習内容を復習
しながら，さらに総合強化し，同時に医師国家試験に準じた問題の演習とその解説を行う．以上の学生教育の評価は
大学の共通評価基準による．教育方法の改善と自己評価は学生教育への積極的参加を促す方策の検討，一貫教育にお
ける当科の役割の評価による．
卒後教育については，診療の項目とも一部重複するが，救急医療をはじめ，当科が扱う症例は極めて豊富であり，
臨床実地医家としての臨床研修施設としても優れた環境にある．チーム医療の一員として，研鑚を重ねながら，6 年
目には日本耳鼻咽喉科学会認定専門医の取得を目指す．同時に，こうした成果は，積極的に国内外の学会に報告を行
いながら，基礎的あるいは臨床的な研究課題を選んで，学位取得を目指す．
2-3．達成度
本年度の講義では大部分がＰＣを用いて講義がなされたことにより，学生の評判は良好で，授業中の態度の改善や
試験成績の向上が認めらた．5 年次の BSL では教授を中心としたスタッフ全員で，密着した指導を行ったが，学生
に臨床実習への意欲的な取り組みを引き出せた．
2-4．自己評価と次年度計画
以上の如く，教育には十分努力し，目標を達成したと自己評価している．
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3．研究
3-1．目的，目標
本学学生，卒業生のほとんどは実地臨床家を希望していることと，鼻科学については伝統的な背景があるので，鼻
科学を題材とした，臨床と密接に関連したテーマを中心に基礎研究と，当大学病院の特性である豊富な臨床例を題材
にした臨床研究を継続している．
3-2．研究グループ
音響鼻腔計測法の臨床応用に関する研究，深頸部感染症治療予後の臨床的研究に加え，眼窩壁骨折の術式，予後の
研究，従来からのテーマである，頭頚部画像診断，頭頚部の異物症，アレルギー性鼻炎に対する外科治療，急性感染
症に対する抗菌薬治療についても継続している．また , アレルギーセンターと協力して，アレルギー性鼻炎と喘息と
の関連についての研究を開始した．また，耳科学に関して外耳道に対する新しい局所治療法の開発，中耳炎術式の改
良の研究に取り組んでいる．
3-3．研究内容と達成度
音響鼻腔計測法による鼻腔生理学の研究では，国際的にも先駆的な役割を担っているが，さらに一般診療への普及
を図るべく，鼻腔通気度委員会を通じ，保険診療審査などで必要とされる基礎データの収集解析を行っている．これ
に関連し，鼻腔拡張テープを利用した鼻弁部位の機能の研究も行って，学会シンポジウムで講演を行っている．
深頚部感染症に関する研究では，扁桃周囲膿瘍の臨床像や予後についての検討で 1 編が学位論文となった．眼窩
壁骨折については，手術適応や術式について研究がなされており，その成果は学会の特別講演にて報告している．
その他，頭頚部画像診断，頭頚部領域の異物症，アレルギー性鼻炎に対する外科的治療についても継続して臨床研
究がなされており，学会，研究会，講演などでその成果を発表している．
3-4．自己評価と次年度計画
鼻腔生理学の分野においては，音響鼻腔測定装置を用いた鼻副鼻腔手術の客観的効果判定，疾患が鼻腔生理に及ぼ
す影響などを検討し，国内外に先駆け報告しているので，本研究は，教室の代表的な研究課題として，地道に継続され，
発展し続けていくと思われる．これらの成果は，鼻科学会鼻腔通気度委員会でも取り上げられている．さらに，耳鼻
咽喉科領域の異物症での学位をはじめ，画面外傷，急性副鼻腔炎に対する抗菌薬の効果，深頸部感染症および鼻副鼻
腔腫瘍の画像診断に関する研究などが行われている．これらの研究成果は，常に国内外の学会へ積極的に報告が行わ
れていて，次年度もそれを継続することになると思われる．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科の置かれた環境から地域医療への貢献が主眼であり，その目的は達成されている．
当科の診療の主たる特徴は，一般慢性疾患に加え，救急措置を必要とする症例，殊に異物症，鼻出血，深頸部膿瘍
などにおける呼吸困難，重篤なる感染症に対する入院治療，気管切開などの手術であり，学生教育，研修医教育，専
門医教育にとっても臨床的な環境が充実している．学生教育，卒後教育，並びに患者へのインフォームドコンセント
については，特に重点をおいて，各種内視鏡装置を充実させ，診療記録の供覧と保管のために，ビデオモニター，ビ
デオプリンタおよびビデオ記録などを活用している．また，ＰＣを用いた情報処理装置も，臨床研究ならびに学生実
習に活用している．新しい治療法としては，鼻腔疾患用レーザー，外来手術用の鼻茸切除機器（パワーシェーバー）
，
コブレーター装置を導入し，
社会的なニーズに応え，日帰り手術なども安全に行なえるようになった．さらにナビゲー
ションシステムの導入により，鼻，副鼻腔の危険部位への操作，病変の正確な固定が容易になり，内視鏡と併せて使
用することにより，以前と比較すると手術操作のトレーニングが画期的にしやすくなった．
先駆的な役割を果たしている音響鼻腔計測法による鼻腔開存性の客観的評価法は，国内外より高い評価を得ており，
質の高い医療の提供に貢献している．真珠腫性中耳炎の治療成績は良好で，特に再手術を要する例は少なく，他専門
施設と比較しても優れた手術成績である．顔面外傷，特に眼窩壁骨折における複視の治療成績は 90％以上で治癒が
達成され，良好な成績を誇る．さらに，深頸部感染症の症例数は全国有数であり，豊富な治療経験を有するのみなら
ず，従来致死率が高いとされる本疾患に対して，救命率はほぼ 100％に達している．他の頭頚部領域の外科的治療
についても豊富な手術件数があり，県内外より多数例の紹介患者を受けている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
さいたま地方裁判所専門委員（加瀬康弘）
5-2．学会誌，編集委員，査読委員の有無
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日本耳鼻咽喉科学会評議委員
日本鼻科学会評議委員
日本頭頚部外科学会評議委員
日本口腔咽頭科学会評議委員
日本喉頭科学会評議委員
日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会評議委員
日本エアロゾル研究会運営委員
日本耳鼻咽喉科学会埼玉県地方部会常任理事
日本耳鼻咽喉科学会埼玉地方部会学術委員
鼻腔通気度標準化委員会委員
耳鼻咽喉科臨床学会運営委員
論文査読：日本耳鼻咽喉科学会会報，日本鼻科学会誌，耳鼻咽喉科臨床学会誌，頭頚部外科学会誌
（以上，加瀬康弘）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数：18 編
学会発表総数：23 編
①加瀬康弘：アレルギー性鼻炎治療の臨床，埼玉県アレルギー性鼻炎診療 Strategy

Vol.1，2008.4.4

②柴﨑修，伊藤彰紀，水野正浩，加瀬康弘：難聴を初発症状とした ANCA 関連疾患の一症例，第 109 回日本耳鼻
咽喉科学会総会・学術講演会，2008.5.15-17
③ 中 嶋 正 人： 無 症 候 性 術 後 性 副 鼻 腔 嚢 胞 に つ い て， 第 109 回 日 本 耳 鼻 咽 喉 科 学 会 総 会・ 学 術 講 演 会，
2008.5.15-17
④仲田拡人，中込一之，佐藤長人，山口剛史，宇田川清司，高久洋太郎，萩原弘一，金澤實，加瀬康弘，永
田眞：喘息症状と鼻炎症状の連関についてのアンケート調査，第 20 回日本アレルギー学会春季臨床大会，
2008.6.12-14
⑤ H.Yoshinami, Y.Kase, M.Nakashima, O.Shibasaki, T.Takahashi,M.Shinogami：The Antibiotic Treatment for the
Acute Sinusitis: The Comparison Between AMPC and LVFX，Kuala Lumpur 2008.6.19-22
⑥高橋壽彦，仲田拡人，和田伊佐雄，中嶋正人，柴﨑修，善浪弘善，加瀬康弘：副鼻腔炎による眼窩内合併症−小
児症例の臨床的検討−，第 3 回日本小児耳鼻咽喉科学会総会，2008.6.21-22
⑦和田伊佐雄，高橋壽彦，仲田拡人，柴﨑修，中嶋正人，善浪弘善，加瀬康弘：頚部 Castleman 病の 3 症例，第
99 回日耳鼻埼玉県地方部会学術講演会，2008.6.22
⑧柴﨑修，和田伊佐雄，加瀬康弘：扁桃摘出術術後出血へ及ぼす咽頭縫合の影響について，日本口腔・咽頭科学会
総会，2008.9.6-7
⑨中嶋正人，高橋壽彦，仲田拡人，和田伊佐雄，柴﨑修，善浪弘善，加瀬康弘：伝染性単核症例に対する抗生剤投
与について，第 21 回日本口腔・咽頭科学会総会，2008.9.11-12
⑩善浪弘善，高橋壽彦，仲田拡人，和田伊佐雄，中嶋正人，柴﨑修，加瀬康弘：顔面骨骨折の短期滞在手術，第
19 回日本頭頚部外科学会総会，2009.1.29-30
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許・実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会開催
第 26 回東上耳鼻咽喉科臨床研究会，2008.8.29，川越市
第 27 回東上耳鼻咽喉科臨床研究会，2009.2.27，川越市

307

耳鼻咽喉科（耳鼻咽喉科）

7．自己点検・評価
卒前教育については特に BSL，CC において，充実した内容を提供でき，学生には好評であった．研究については
鼻アレルギー関連，鼻腔通気性関連のテーマで継続しているが，今後は新しい手法を取り入れる予定である．診療に
ついては，乏しいマンパワーにもかかわらず，需要にこたえることができた．
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1．20）
（2）耳鼻咽喉科（神経耳科）
1．構成員
水野正浩（MIZUNO, Masahiro）
：教授：研究主任：神経耳鼻咽喉科学
伊藤彰紀（ITOH, Akinori）
：教授：診療科長：神経耳科学，中枢性めまい
柴崎

修（SHIBAZAKI, Osamu）
：講師（耳鼻咽喉科兼任）：神経耳科学

和田伊佐雄（WADA, Isao）
：助教（耳鼻咽喉科兼任）：耳鼻咽喉科学
三島陽人（MISHIMA, Haruto）
：非常勤講師
吉岡克己（YOSHIOKA, Katsumi）
： 非常勤講師
加藤晴弘（KATO, Haruhiro）：非常勤講師
金

永順（KIM, Young Soon）
：非常勤講師

三浦

眞（MIURA, Makoto）
：非常勤医員

平岩

文（HIRAIWA, Fumi）：非常勤医員

島貫朋子（SHIMANUKI, Tomoko）
：非常勤医員

2．教育
2-1．目的・目標：耳鼻咽喉科学のうち神経耳科に関する医学部学生教育を行う．最終的には医師国家試験及び将来
の医師として必要な神経耳科学についての知識を十分に理解させる．
2-2．教育内容（担当者）
：
講議

担当学年

講義名

担当者

6 学年

神経耳科学（1）重点解説

水野正浩

6 学年

神経耳科学（2）問題演習

水野正浩

6 学年

耳鳴・難聴

伊藤彰紀

5 学年

BSL 共通プログラム

4 学年

耳の解剖と生理（1）

4 学年

耳の解剖と生理（2）

伊藤彰紀

4 学年

平衡機能（1）機能検査

伊藤彰紀

4 学年

平衡機能（2）めまいの診断

伊藤彰紀

4 学年

救急

水野正浩

4 学年

症状の鑑別

4 学年

鼻科学診断法

めまい

めまい
めまい

伊藤彰紀，水野正浩
伊藤彰紀

水野正浩
三島陽人

明海大学歯学部講議
咽頭，喉頭，頸部 1

三島陽人

咽頭，喉頭，頸部 2

三島陽人

めまいの検査・診断法実習

水野正浩，柴崎

BSL（木曜日午後）
5 学年

修

2-3．達成度：講義および BSL においては十分な資料（プリント）も与えるとともに実地を観察させて学生の理解を
深めるよう努力し，十分な成果を得たと考えている
2-4．自己評価と次年度計画：当科のスタッフ数を考慮すると教育には十分な努力をし，教育目標を十分に達成した
と自己評価している．

3．研究
3-1．目的・目標：臨床的研究によりめまい，難聴，顔面神経障害などにおける診断，検査，治療法の開発・改善を目指す．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：特に固定の研究グループ，研究プロジェクトは定めていないが，教室が一
体となって臨床資料を収集し，各自が研究目的に沿って解析している．
3-3．研究内容と達成度：診断面での研究は 1）前庭誘発頚筋電位 VEMP 検査を用いての，末梢前庭性疾患の病態の
解明や中枢前庭疾患の診断法の改善，2）前庭電気刺激検査 GBST による前庭機能のより詳細な評価の研究，3）ABR
と DPOAE を用いた後迷路性難聴の診断に関する研究，4）VEMP，温度検査，GBST を組み合わせた前庭神経炎の病
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巣診断と臨床経過の研究，5）SR ならびに ENoG 検査による顔面神経麻痺の予後判定，6）第 7 脳神経の神経血管圧
迫症候群による顔面痙攣症例について，脳神経外科において微少血管減圧術（MVD）施行前後の神経耳科学的所見
について，7）第 8 脳神経の神経血管圧迫症候群によるめまい，難聴に関する神経耳科学的検討などであり，治療面
での研究は 1）内耳麻酔および鼓室内 GM 注入による内耳性めまいの治療成績の改善，2）理学療法による良性発作
性頭位眩暈症の治療成績の改善，3）突発性難聴の治療結果の検討に基づく治療成績の改善，4）顔面神経麻痺の治
療結果の検討に基づく治療成績の改善，5）耳鳴に対する TRT の成績の解析，6）第 8 脳神経の神経血管圧迫症候群
によるめまい，耳鳴りに対する薬物療法などが主体である．
上記各研究項目は順調に進行中で，一定程度達成された．特に理学療法による良性発作性頭位眩暈症の治療，突発
性難聴と顔面神経麻痺の治療成績の改善は画期的である．耳鳴に対する TRT 療法の成績の解析についても，初期成
績を報告出来た．
3-4．自己評価と次年度計画：これまでに得られた研究成果は直ちに患者の診療に反映され，QOL に寄与している．
次年度も引き続き研究を進める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
我が国の大学病院では神経耳科を標榜している唯一の施設として，当科では耳に関する神経学的疾患として，め
まい・平衡障害，感音難聴・耳鳴・顔面神経疾患（麻痺）などを中心とした診療と研究に従事している．平成 20 年
度の当科の診療実績は，外来新来患者数 2,171 名，再来患者数 5,015 名，入院患者数 48 名．外来新来患者のうち，
めまい疾患 1,321 名，聴覚疾患 1,843 名，顔面神経疾患 99 名，その他 95 名であった（重複あり）．入院患者の内
訳はめまい疾患 9 名，聴覚疾患 34 名，顔面神経疾患 5 名であった．入院治療を行った高度の突発性難聴，重度の顔
面神経麻痺などでは，他の報告や全国統計に比べていずれも良好な成績であった．また，難治性めまいに対する鼓室
GM 注入療法や，頭位性めまいに対する理学療法においても良好な治療成績であった．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員：厚生労働省：薬事・食品衛生審議会専門委員（水野正浩）
独法医薬品医療機器綜合機構：専門委員（水野正浩）
5-2．編集・査読委員：日本耳鼻咽喉科学会

編集委員（水野正浩）

医学の歩み誌

編集協力者（水野正浩）

日本めまい・平衡医学会 ER 誌査読委員（伊藤彰紀）
日本耳鼻咽喉科学会

査読委員（伊藤彰紀）

Auris Nasus Larynx 査読委員（伊藤彰紀）
5-3．その他，社会・医学貢献業務：埼玉県公安委員会指定医師（伊藤彰紀）

6．業績
6-1．論文・学会発表：論文総数 8 編，学会発表 12 編．
1．原著論文
①水野正浩，加藤晴弘，島貫朋子，三島陽人，吉岡克己，伊藤彰紀：
前庭神経炎の臨床像と経過．
Equilibrium Res 67（2）: 141-145, 2008
②金谷佳織，岩崎真一，牛尾宗貴，伊藤彰紀，水野正浩，室伏利久：
聴平衡覚障害をきたした再発性多発軟骨炎の 2 症例．
Equilibrium Res 67（4）: 286-293, 2008
2．著書
③水野正浩，監修：
第 13 章

耳・鼻・のど・歯の病気．

北村惣一郎，総監修：からだと心の医学事典．pp529-567，法研，東京，2008
3．総説，他
④伊藤彰紀：
日常診療に必要な応急処置 - メニエール病発作．
MP 25：臨時増刊号；24-26, 2008
⑤伊藤彰紀：
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平衡機能検査

4. 視刺激検査

3）急速眼球運動検査．

臨床検査 52: 1460-1464, 2008
⑥伊藤彰紀：
抗めまい薬．
伊藤澄信，編：頻用薬・常陽薬，上手に使っていますか？

pp 263- 269，

日本医事新報社，東京，2008
⑦伊藤彰紀：
めまい．
山口徹，他編：今日の治療指針

2009 年版．pp706-708，医学書院，東京，2009

4．学会・研究会発表・講演
⑧柴崎

修，伊藤彰紀，水野正浩，加瀬康弘：

難聴を初発症状とした ANCA 関連疾患の一症例．
第 109 回日本耳鼻咽喉科学会，2008, 5, 15-17，大阪
⑨伊藤彰紀：
特別講演：めまいの診断 - 頭位性めまいを中心にー．
第 99 回日耳鼻埼玉県地方部会，2008, 6, 22，さいたま市
⑩伊藤彰紀：
教育講演「めまいの診断」
第 12 回埼玉県神経内科医会総会，2008,7,31，さいたま市
6-2．獲得研究費：なし
6-3．受賞：なし
6-4．特許，実用新案：なし
6-5．学会，研究会開催：
開催；第 12 回埼玉医科大学神経懇話会，2008,6,17，毛呂山
第 19 回東京 - 埼玉神経耳科研究会，2008,11,29，川越市
第 8 回埼玉県めまい・難聴研究会，2009,2,26，さいたま市
7．自己点検・評価
神経耳科という特徴のある診療内容を担当し，診断・治療に関する研究を進めることについては，少数の教室員で
可能な限りの努力を行い，一定の成果を達成したと考える．論文発表数が少ないことに関しては次年度に努力をした
い．
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1．21）産科・婦人科
1．構成員
石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：教授：不妊症治療学，生殖内分泌学

板倉敦夫（ITAKURA, Atsuo）
：教授：周産期医学
永田一郎（NAGATA, Ichiro）
：客員教授：産婦人科手術学
白水健士（SHIROMIZU, Kenji）
：客員教授：婦人科腫瘍学
藤村正樹（FUJIMURA, Masaki）
：准教授：婦人科腫瘍学，婦人科病理学
岡垣竜吾（OKAGAKI, Ryugo）
：准教授：不妊症，生殖内分泌学
梶原

健（KAJIHARA, Takeshi）
：准教授：不妊症治療学，生殖内分泌学

三木明徳（MIKI, Akinori）
：講師：周産期医学，習慣性流産
難波

聡（NAMBA, Akira）
：講師：遺伝相談，羊水検査，スポーツ医学

西林

学（NISHIBAYASHI, Manabu）
：助教

伊藤百合子（ITO, Yuriko）
：助教
鈴木元晴（SUZUKI, Motoharu）
：助教
中山真人（NAKAYAMA, Masato）
：助教
菊地真理子（KIKUCHI, Mariko）
：助教
水上順智（MIZUGAMI, Yoshinori）
：助教
佐藤加寿子（SATO, Kazuko）
：助教
湊口美紀（MINATOGUCHI, Miki）
：助教
木村真智子（KIMURA, Machiko）
：大学院生
高橋幸子（TAKAHASHI, Sachiko）
：大学院生
相馬廣明（SOMA, Hiroaki）
：非常勤講師
松本譲二（MATSUMOTO, Jhoji）
：非常勤講師
富岡康広（TOMIOKA, Yasuhiro）
：非常勤講師
小林浩一（KOBAYASHI, Koichi）
：非常勤講師
小川博和（OGAWA, Hirokazu）
：非常勤講師
小黒辰夫（OGURO, Tatsuo）
：非常勤講師
本間智一（HONMA, Tomokazu）
：非常勤講師
保母順造（HOBO, Junzo）
：非常勤講師
松田秀雄（MATSUDA, Hideo）
：非常勤講師
大澤洋之（OSAWA, Hiroyuki）
：非常勤講師
柴﨑淳夫（SHIBAZAKI, Atsuo）
：非常勤医員
木村正博（KIMURA, Masahiro）
：非常勤医員
中林真紀子（NAKABAYASHI, Makiko）
：非常勤医員
田谷順子（TAYA, Junko）
：助教
内野聡美（UCHINO, Satomi）
：助手

2．教育
2-1．目的・目標：生殖医学，周産期医学，婦人科腫瘍学，Urogynecology から構成される産婦人科学は，生物学・
生理学としての「生殖のしくみの解明」から癌，不妊症など高度な集学的治療を要する「疾患治療医学」に至る幅広
い守備範囲を持つ．産婦人科学のこのような特性を活かし，医学部学生教育から研修医・専門医教育に至るいずれの
過程においても，部門・分野を超えた学際的交流を進め，最先端の知識と技術を幅広く共有・体得するとともに，多
様なアイデア・価値観を許容し推進する人間性と国際性に溢れた産婦人科医師と産婦人科研究者を養成することを目
標とする．
2-2．教育内容（担当者）
：医学部 3 年生：ヒトの病気 I（生殖器）（石原ら）講義．ユニット試験による評価．医学
部 4 年生：ヒトの病気 II（周産期・発達）
（石原ら）講義．ユニット試験および総合試験による評価．医学部 5 年生：
BSL および CC（石原ら）
．総合試験による評価．医学部 6 年生：産婦人科疾患（石原ら）．総合試験および卒業試験
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による評価．全学年を対象：夏期実習プログラムなど
2-3．達成度：講義および実習について，予定通り達成された．
2-4．自己評価と次年度計画：各分野の専門家による講義および実習を行ない，学生の満足度の高い学生教育を提供
できたと考える．初期研修医教育さらに後期研修教育と連続的に構成された教育を次年度への目標としたい．

3．研究
3-1．目的・目標：
「臨床マインドを持った基礎研究」あるいは「研究マインドを持った臨床研究」を研究の基本方針
とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：
a）子宮内膜細胞転写因子に関する国際共同研究プロジェクト（London 大学 Hammersmith 病院 Prof Brosens と
の共同研究）
b）母体血中胎児 DNA による出生前診断に関する研究（埼玉医大輸血・細胞治療部との共同研究）
c）子宮脱・排尿障害における超音波診断の検討（埼玉医大泌尿器科との共同研究）
d）新生殖医療の実用化に伴う親子・家族・婚姻関係の再編に関する国際比較（多施設研究者による科研費海外学
術調査）
e）生殖腺・配偶子保存を中心とした悪性腫瘍患者の妊孕性温存（多施設研究者による成育医療研究）
3-3．研究内容と達成度：
a）子宮内膜細胞培養系における酸化ストレスモデル実験を行なった．
b）母体血中にある胎児 DNA による Rh 血液型診断法を確立した．
c）経会陰超音波断層法の臨床応用と研究を継続した．
d）新規課題による海外調査を開始した．
e）卵巣組織の凍結，SCID マウス移植を継続した．
3-4．自己評価と次年度計画：各プロジェクトに関して，ほぼ予定通りの遂行が行われた．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
産婦人科各分野における高度医療と救急疾患のプライマリーケアを含む治療を提供し，良好な成績を上げるととも
に地域医療に貢献した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：文部科学省科学技術・学術審議会専門委員，最高裁判所専門委員，埼玉県産
婦人科医会副会長および理事，埼玉県医師会母子保健委員会委員，周産期医療運営委員会委員，Board Member,
International Committee for Monitoring ART, WHO：以上石原
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：
Editorial Board Member, Journal of Reproduction and Development：石原
Associate editor Journal of Obstetrics and Gynaecology Research：板倉
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本産科婦人科学会代議員および埼玉地方部会長，倫理委員会登録・調査小委員会委員および生殖医療評価機構検
討委員会委員，日本生殖医学会理事，評議員および倫理委員会委員長，日本受精着床学会常務理事，評議員，日本
内分泌学会代議員，日本生殖内分泌学会評議員，日本産婦人科新生児血液学会評議員，日本母性衛生学会評議員，
埼玉県母性衛生学会理事，ＧＩＤ研究会理事：以上石原
日本産科婦人科学会代議員，日本周産期新生児学会評議員，日本妊娠高血圧学会評議員，日本母性衛生学会評議員，
埼玉県母性衛生学会会長：以上板倉
日本生殖医学会幹事，日本生殖医学会倫理委員：以上梶原

6．業績
6-1．論文・学会発表
英文原著

11 篇，邦文原著

英文講演

4 篇，邦文講演

7 篇，邦文総説
19 篇，英文発表

27 篇，症例報告
5 篇，邦文発表

2 篇，著書

8冊

58 篇

① Nishibayashi M, Miki A, Okagaki R, Nagata I, Ishihara O
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Bladder Neck Evaluation by Perineal Ultrasound before and after Polypropylene Mesh
Surgery for Pelvic Organ Prolapse.

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.

32:301-302, 2008
② Nakayama M, Mitsuhashi T, Shimizu Y, Ishihara O, Shimizu M
Pathological evaluation of uterine leiomyomas treated with gonadotropin-releasing
hormone agonist（GnRH-a）therapy:role of mast cells and a possible mechanism of
GnRH-a resistance in leiomyomas.

Pathol Int.May;58（5）:268-74, 2008

③ Kimura M, Sato C, Hara M, Ishihara O, Ikebuchi K
Noninvasive fetal RhD genotyping by maternal plasma with capillary lectrophoresis.
Transfusion.48（6）:1156-63, 2008
④石原理，梶原健，岡垣竜吾，高井泰，林直樹
単胚移植に関するガイドラインと海外の動向

J.Mamm.Ova Res.25:98-104, 2008

⑤板倉敦夫
遷延分娩とその対策

周産期診療プラクティス

産婦人科治療 96 増刊 :295-298, 2008

⑥板倉敦夫，村山敬彦，炭竈誠二
前置胎盤「周産期の出血」徹底攻略

周産期医学 38:7, 2008

⑦永田一郎
性器脱に対する新しい手術法− tension-free vaginal mesh（TVM）−（1） 産婦人科治療
96（4）:411-418, 2008
⑧梶原健，石原理
子宮内膜炎

産科と婦人科 75（11）:1409-1412, 2008

⑨難波聡
アンチ・ドーピングのための頻用薬の知識―症状への対応・薬の選び方と使い方―婦人
科系

臨床スポーツ医学 25（5）:493-499, 2008

⑩鈴木元晴，植村靖史，劉天懿，成田弥生，石原理，松下祥
妊娠維持における脱落幕 non-variant NKT 細胞の役割

臨床免疫・アレルギー科 49:395-

400, 2008
6-2．獲得研究費
a）平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業）
生殖補助医療の医療技術の標準化，安全性の確保と生殖補助医療により生まれた児の長期予後の検証に関する研
究（平成 19-21 年度）
研究代表者

慶応大学医学部教授

研究分担者

埼玉医科大学教授

吉村泰典
石原理

b）平成 20 年度科学研究費補助金（基盤研究（B））
新生殖技術の実用化に伴う親子・家族・婚姻関係の再編に関する国際比較（平成 20-23 年度）
研究代表者

成城大学文芸学部教授

分担研究者

埼玉医科大学教授

上杉富之

石原理

c）平成 20 年度厚生労働省成育医療研究委託事業
生殖腺・配偶子保存を中心とした悪性腫瘍患者の妊孕性温存（平成 18-20 年度）
研究代表者

慶應義塾大学医学部講師

分担研究者

埼玉医科大学教授

久慈直昭

石原理

d）平成 20 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C））
前置癒着胎盤の病態解明と予知について（平成 19-20 年度）
研究代表者

埼玉医科大学教授

板倉敦夫

e）平成 20 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C））
脱落膜化異常が関与する疾患の病態解明とその治療について（平成 20-22 年度）
研究代表者

埼玉医科大学准教授

梶原健

6-3．受賞：該当なし
6-4．特許・実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：
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ゆずの木周産期病診連携セミナー代表世話人：板倉

7．自己点検・評価
研修医教育システムが確立し，高い指導医層の意識を反映し，ほとんどの研修医が満足のいく研修を終了した．今
後，さらに研修システムのブラッシュアップを継続する必要がある．
研究は内外各機関，教室との共同研究を継続した．また，研究成果が公刊された．研究の目標を達成し，臨床教室
としてその研究の質と効率を維持するために，もっとも望ましいと考えられるこの方針を次年度も堅持する予定であ
る．
国際医療センターの開設により教育（学生など医師）の比重が高まったが，今後も地域医療を安全で安心なものと
することを第一目標として，努力を続ける必要がある．
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1．22）歯科・口腔外科
1．構成員
依田哲也（YODA , Tetsuya）
：教授：診療科長：顎関節疾患
小林明男（KOBAYASHI , Akio）
：准教授：腫瘍，粘膜疾患，画像診断
都丸泰寿（TOMARU, Yasuhisa）
：講師：国際医療センター歯科口腔外科診療科長：嚥下障害
今井謙一郎（IMAI , Kenichiro）
：講師：顎部炎症と細菌解析
坂田康彰（SAKATA , Yasuaki）
：講師：唇顎口蓋裂，顎変形症
安部貴大（ABE , Takahiro）
：助教兼担：国際医療センター頭頸部腫瘍科
佐藤

毅（SATO, Tsuyoshi）
：助教

中本紀道（NAKAMOTO, Norimichi）
：助教
冨高優子（TOMITAKA , Yuko）
：助教
嶋村由美子（SHIMAMURA , Yumiko）
：助教兼担：国際医療センター頭頸部腫瘍科
野島淳也（NOJIMA, Junya）
：大学院生
古株彰一郎（KOKABU , Syoichiro）
：後期研修医
田口茂和（TAGUCHI, Shigekazu）
：後期研修医
中澤麻有子（NAKAZAWA, Mayuko）
：後期研修医
市川

舞（ICHIKAWA, Mai）
：歯科衛生士

［非常勤講師］大河原勉（OGAWARA, Tsutomu），原田

清（HRADA, Kiyoshi），葛西ひとみ（KASAI, Hitomi）
，坂

本一郎（SAKAMOTO, Ichiro）
，藤田幸弘（FUJITA, Yukihiro），伊藤大輔（ITO, Daisuke），高橋昌司（TAKAHASHI,
Shoji）
，古敷谷昇（KOSHIKIYA, Noboru）
［非常勤医員］福島洋介（FUKUSHIMA , Yosuke），金谷あゆみ（KANAYA Ayumi），内藤
栗 橋 建 夫（KURIHASHI, Tateo）
，石崎

礼（ISHIZAKI, Rei）， 西 川

実（NAITOU , Minoru）
，

亮（NISHIKAWA, Ryo）， 藤 井 景 介（FUZJII,

Keisuke）
，菅原秀峰（SUGAHARA , Syuho）
，阿部勝一（ABE, Katsuichi），立山高秋（TATEYAMA, Takaaki）

2．教育
2-1．目的・目標
医学部教育における歯科医学，特に口腔外科学の知識修得をめざす．また，歯科臨床研修医への歯科研修教育に従
事し，その習得をめざす．
2-2．教育内容（担当者）
・医学部 4 年生担任（小林）
・口腔外科学講義

医学部 4 年生（依田，小林，都丸，今井，坂田，下山）

・医学部４年生実習（坂田）
・共用試験 OSCE 学内評価者
・PBL チュータ

医学部 4 年生（今井）

医学部 2 年生（坂田）

・臨床入門実習Ⅱ（外科系手技）チュータ
・解剖学講義

医学部 4 年生（冨高，中澤）

医学部１年生（依田）

・毛呂看護学校講義

1 年生（佐藤）

・歯科医師臨床研修指導（依田，小林，都丸，今井，坂田，安部，佐藤，冨高）
2-3．達成度
概ね予定の教育内容を達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
医学部学生に対して歯科・口腔外科に興味を持ち将来的に知識として重要であることを理解してもらえるよう授業
を工夫する．

3．研究
3-1．目的・目標
代表的な口腔外科疾患をテーマとして各スタッフが分担することにより，学術的な観点から臨床研究を推し進める．
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また，基礎医学的観点から病態メカニズムの解明を図る．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
・顎関節症の臨床的研究（依田）
・慢性再発性アフタの病態解明（小林）
・咀嚼筋腱・腱膜過形成症の病態解明（依田・佐藤・安部）
・神経系と骨代謝に関する基礎的研究（佐藤）
・ビスホスホネートによる顎骨壊死の解明（安部）
・家族性グルココルチコイド欠乏症の病態モデルマウスを用いた骨格系の解析（佐藤；東大医科研・国立国際医療
センターとの共同研究）
・BMP と骨芽細胞に関する基礎的研究（大学院生；ゲノム医学センター・片桐教授との共同研究）
・顎部炎症による重症感染症（今井）
・ドライマウス（依田・福島）
・睡眠時無呼吸症候群（冨高）
・口腔ケア（佐藤）
3-3．研究内容と達成度
研究室の実験設備も充実しており，各スタッフが上記疾患に関する専門性を高め研究を遂行している．学会発表・
論文執筆で成果を公表している．
3-4．自己評価と次年度計画
本年度は昨年度に採択された科学研究費の研究を行っている．とくに本年度は４題が採択され，研究面の充実をは
かることができた．基礎的研究では，ニコチンの骨芽細胞に対する作用の解明についての英文誌発表や，ゲノム医学
研究センター病態生理部門で研究している大学院生の研究成果も英文誌発表・学会発表・受賞などで成果を上げてい
る．また，東京大学医科学研究所・国立国際医療センター研究所との共同研究で新たなプロジェクトを立ち上げた．
さらに，最近口腔外科学会で認められた新しい概念の疾患である咀嚼筋腱・腱膜過形成症について，独自に研究をお
しすすめている．今後は，これらの研究について論文作成や学会発表・研究費獲得の推進を図る．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
外来においては 1 日来院患者数も着実に増加し紹介率 20 ％以上を維持できており，地域医療との連携が構築でき
つつある．今後さらなる紹介率のアップを目指して連携を遂行していく．専門外来（顎関節症，口腔腫瘍，口腔イン
プラント，有病者歯科，矯正歯科，不快症状）を設置して，より専門的で高度な外来診療の提供を心がけている．口
腔ケア訪問外来では全病棟への展開を実現した．新患患者に対しては一貫して毎日症例検討会を開き，治療方針の徹
底を図り，全ての患者に満足して頂けるように努力している．
入院診療においては，悪性腫瘍治療の頭頚部腫瘍科への全面的な移行に伴う収入減をカバーするには困難な状況で
あるが，顎変形症やサイナスリフトなどの新しい分野の充実もわずかではあるが実を結んできており，継続的に努力
していく必要がある．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
依田哲也：埼玉地方裁判所専門委員（非常勤国家公務員）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
依田哲也：口腔病学会評議員，日本顎関節学会代議員，日本口腔外科学会評議員，日本口腔科学会評議員，日本顎
顔面外傷学会評議員，日本口腔粘膜学会評議員，日本顎顔面インプラント学会評議員，国際口腔インプラント会議評
議員，国際口腔外科学会雑誌編集査読委員（Int.Ass.OMS）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
・依田哲也

広島大学歯学部口腔外科学の講義

・病診連携の一環として紹介元歯科医院の歯科医師を対象とした公開勉強会を開催．
・3 ヵ月毎に医局新聞を発行し，紹介患者の報告書に同封することで医局の情報を連携医療施設に提供．
・依田哲也

IKASHIKA C.D.E

第 46 期 Part1

実習コース

平成 21 年 2 月

東京医科歯科大学

・依田哲也

IKASHIKA C.D.E

第 45 期 Part2

実習コース

平成 20 年 6 月

東京医科歯科大学

・依田哲也

成功に導く症型別運動療法とスプリント療法の位置づけと実際

日本顎関節学会学術講演会

平成

21 年 10 月 5 日（日）横浜市
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・依田哲也

顎関節学会認定医審査委員

・小林明男

埼玉県保険医協会講演，感染症対策，2008 年 5 月

・小林明男

神奈川県保険医協会講演，CDC 感染対策，2008 年 7 月

・鹿又一洋

福田亨

を抑制する

野島淳也

日本顎関節学会 . 2008 年７月

古株彰一郎

片桐岳信

BMP 補助受容体 DRAGON は BMP による骨芽細胞分化

第 4 回 Bone Forum in Hanno（2009 年 1 月 14 日，埼玉）

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内）
（論文総数

13，学会発表総数

31）

① Sato T, Abe T, Nakamoto N, Tomaru Y, Koshikiya N, Nojima J, Kokabu S, Sakata Y, Kobayashi A, Yoda T.
Nicotine induces cell proliferation in association with cyclin D1 up-regulation and inhibits cell diﬀerentiation
in association with p53 regulation in a murine pre-osteoblastic cell line. Biochem Biophys Res Commum 377:
126-130, 2008
② Fukuda T, Kanomata K, Nojima J, Kokabu S, Akita M, Ikebuchi K, Jimi E, Komori T, Maruki Y, Matsuoka M,
Miyazono K, Nakayama K, Nanba A, Tomoda H, Okazaki Y, Ohtake A, Oda H, Owan I, Yoda T, Haga N, Furuya H,
Katagiri T. A unique mutation of ALK2, G356D, found in a patient with ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressiva is a
moderately activated BMP type I receptor. Biochem Biophys Res Commun. 377（3）: 905-909. 2008
③ Chida D, Sato T, Sato Y, Kubo M, Yoda T, Suzuki H, Iwakura Y. Characterization of mice deﬁcient in Melanocortin
2 receptor on a B6/ Balbc mix background. Mol Cell Endocrinol 300（1-2）: 32-36, 2009
④ Kokabu S, Sakata Y, Sato T, Fukushima Y, Kobayashi A, Yoda T. Radiation-induced carotid artery stenosis
developed in a patient with mandibular osteoradionecrosis. Hospital Dentistry & Oral Maxillofacial Surgery 20:
131-133, 2008.
⑤安部貴大

小林明男

今井謙一郎

化性唾液腺炎の１例

坂田康彰

日本口腔外科学会雑誌

佐藤毅
第 54 巻

依田哲也
第 10 号

自己免疫性膵炎を合併した IgG4 関連慢性硬
558-562

2008

⑥ Kokabu S, Nojima J, Kanomata, Yoda T, Fukuda T, Katagiri T.: Protein phosphatase magnesium-dependent 1A
inhibits BMP signaling by stimulating Smad degradation independent of dephosphorylation at the carboxyl
termini. 2nd Joint Meeting International Bone & Mineral Society and Australian & New Zealand Bone & Mineral
Society（March 22, 2009, Sydney, Australia）
⑦ Katagiri T, Kanomata K, Kokabu S, Nojima J, Fukuda T.: DRAGON, a GPI-anchored membrane protein, inhibits
BMP signaling in C2C12 myoblasts. 2nd Joint Meeting International Bone & Mineral Society and Australian &
New Zealand Bone & Mineral Society（March 24, 2009, Sydney, Australia）
⑧依田哲也 .
⑨佐藤毅
末書店

2008 年 12 月

口蓋に痰がこびりついているときの対応 「口腔ケア基礎知識」 日本口腔ケア学会編

永

2008 年 11 月

⑩福島洋介
研究所

顎関節症 「Mymed 医療教科書」 マイメド株式会社

依田哲也 .

依田哲也 .

外来におけるドライマウス患者の実際と口腔保湿剤の使い方 「月刊 GPnet」 厚生科学

2008 年 6 月

6-2．獲得研究費
依田哲也
◎ HUMARA assay および免疫染色を用いた咀嚼筋腱腱膜過形成症の病態解明

平成２０年度科学研究費補助金

基盤研究Ｃ （研究代表者）
◎口腔水分計および唾液による口腔機能測定装置の開発 （研究分担者）
小林明男
◎アフタ病態解明に向けた糖質コルチコイド変動とγδＴ細胞免疫応答能の解析

平成２０年度科学研究費補助金

基盤研究Ｃ （研究代表者）
安部貴大
◎骨粗鬆症モデルにおけるビスホスホネートのγδＴ細胞免疫応答能の解析

平成２０年度科学研究費補助金

若

手研究Ｂ （研究代表者）
◎ HUMARA assay および免疫染色を用いた咀嚼筋腱腱膜過形成症の病態解明

平成２０年度科学研究費補助金

基盤研究Ｃ （研究分担者）
◎アフタ病態解明に向けた糖質コルチコイド変動とγδＴ細胞免疫応答能の解析
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基盤研究Ｃ （研究分担者）
佐藤

毅

◎骨細胞分化および細胞間ネットワーク制御における semaphorin の関与の検討

平成２０年度科学研究費補助金

若手研究Ｂ （研究代表者）
◎ HUMARA assay および免疫染色を用いた咀嚼筋腱腱膜過形成症の病態解明

平成２０年度科学研究費補助金

基盤研究Ｃ （研究分担者）
◎アフタ病態解明に向けた糖質コルチコイド変動とγδＴ細胞免疫応答能の解析

平成２０年度科学研究費補助金

基盤研究Ｃ （研究分担者）
6-3．受賞
Kokabu S, Nojima J, Kanomata, Yoda T, Fukuda T, Katagiri T.: Protein phosphatase magnesium-dependent 1A
inhibits BMP signaling by stimulating Smad degradation independent of dephosphorylation at the carboxyl termini.
2nd Joint Meeting International Bone & Mineral Society and Australian & New Zealand Bone & Mineral Society（March
22, 2009, Sydney, Australia）
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
医局の体制も着実に地固めが出来ているが，さらなるレベルアップを目指していかなければいけない．より良き研
修機関を目指し，今後研修医プログラムのさらなる充実を図る必要がある．
外来においては 1 日来院患者数も着実に増加し，また連携診療の強化により紹介率 20 ％以上を持続できている．
口腔ケア訪問外来の全病棟への展開も実現した．専門的で高度な診療は充実しつつある．
一方入院診療においては，悪性腫瘍患者が頭頚部腫瘍科へ全面的に移動したことや手術日削減による収入減を補填
するには依然困難な状況であるが，良性腫瘍などは当科で行うように頭頚部腫瘍科と連携を保っている．
研究面では顎関節疾患，咀嚼筋腱・腱膜過形成症，ビスホスホネートによる顎骨壊死，慢性再発性アフタ，ドライ
マウスなどの各分野の臨床研究は着実に成果を上げている．また，骨代謝の基礎的研究に関する論文・学会発表も増
加してきた．さらに今年度から，
他機関との共同研究も積極的に推進しており，疾患モデルマウスを用いた研究を行っ
ている．科研費も昨年より多い 4 課題を獲得することができ着実に前進している．
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1．23）リハビリテーション科
1）構成員
間嶋

満（MAJIMA, Mitsuru）
：教授：脳卒中患者のインスリン抵抗性と二次予防

倉林

均（KURABAYASHI, Hitoshi）
：准教授：動脈硬化と内皮・単球・血小板機能，温泉療法

菱沼亜紀子（HISHINUMA, Akiko）
：助教：脳卒中のインスリン抵抗性，嚥下障害のリハビリテーション
鈴木英二（SUZUKI, Eiji）
：非常勤講師：嚥下障害のリハビリテーション
鈴木郁子（SUZUKI, Ikuko）
：非常勤医師：小児疾患のリハビリテーション
理学療法士 32 人，作業療法士 12 人，言語聴覚士 3 人

2）教育
2-1．目的・目標
リハビリテーションの理念の理解を講義と臨床で実践することを目的とする
2-2．教育内容（担当者）
3 年生に対し講義を 3 回，4 年生に対し講義を 6 回，5 年生に対しては 1 週間の BSL，6 年生に対しては講義を 3
回行った．リハビリテーション医学の講義は主に 4 年次に「皮膚･運動器」のユニットでなされた（間嶋）．3 年生と
4 年生の講義の一部は，統合カリキュラムの中の「循環器」「診療の基本」「神経」の各ユニット内で講義された（間
嶋，倉林，牧田（国際医療センター）
）
．BSL は 1 週間の見学型で行っている（間嶋，倉林，菱沼，牧田･内田（国際
医療センター）
）
．
2-3．達成度
講義内容はほぼモデルコア・カリキュラムで求められている内容を網羅している．また学生によるアンケート調査
によると，BSL では今年度も高い評価を受けた．
2-4．自己評価と次年度計画
目的を十分に達していると判断している．次年度での大きな変更はない．

3）研究
3-1．目的・目標
大学病院の使命である急性期医療，高度先進医療に対し大きな付加価値をつけること，そして最終的には患者さん
の生活の質の向上をもたらすこと
3-2．研究グループ
3-2-1．脳卒中患者におけるインスリン抵抗性とその改善に対する運動療法の効果に関する研究（間嶋，菱沼）
3-2-2．脳卒中患者におけるインスリン抵抗性の発現機序に関する研究（間嶋，菱沼）
3-2-3．脳卒中患者における摂食・嚥下障害の評価とリハビリテーション（鈴木英，菱沼）
3-2-4．動脈硬化における血管内皮，単球・血小板活性化の関与に関する研究（倉林）
3-2-5．温泉医学研究（倉林）
3-3．研究内容と達成度
3-3-1．脳卒中患者におけるインスリン抵抗性とその改善に対する運動療法の効果に関する研究（間嶋，菱沼）
軽症脳卒中患者を対象とし，歩行がインスリン抵抗性の改善に効果をもたらすかを検討した．7 例の軽症の脳卒中
患者を対象とした検討結果では，3 ヶ月の歩行運動によってインスリン抵抗性が有意に改善することが明らかにされ
た．この結果は，日本脳卒中学会で発表した．達成度は 60％である．
3-3-2．脳卒中患者におけるインスリン抵抗性の発現機序に関する研究（間嶋，菱沼）
脳卒中患者のインスリン抵抗性に関与するものとして，内臓脂肪から分泌されるアデイポサイトカインがある．今
年度は脳卒中患者のインスリン抵抗性の程度とアデイポサイトカインとの関連を検討し，日本リハビリテーション医
学会へ報告した．達成度は 70％である．
3-3-3．動脈硬化における血管内皮，単球・血小板活性化の関与に関する研究（倉林）
脳梗塞の発生，再発そして運動療法における血小板活性化，凝固線溶系，血管内皮障害の評価を行い，運動療法によ
る動脈硬化抑制や脳梗塞予防の可能性を探求し，脳梗塞に好適な運動療法のプログラムを開発している．平成 16-17
年度に本課題は文科省科研費を受け，平成 18 年度は学内グラントを得て，平成 20-22 年に文科省研究費を獲得して，
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研究を継続している．その成果は日本リハ医学会，日本血栓止血学会，日本内科学会，日本老年医学会等で報告した．
研究達成度は 70% であった．
3-3-4．温泉医学研究（倉林）
温泉の科学と医学を研究し，安全な入浴法を啓蒙している．平成 20 年度は環境省請負事業として温泉禁忌・適応
症の見直し，飲泉調査，入浴事故の調査とリスク管理を行い，報告書を提出した．研究達成度は 70% であった．
3-3-5．脳卒中患者における摂食・嚥下障害の評価とリハビリテーション（鈴木英，菱沼）誤嚥性肺炎を発症するわ
けではない．その際に重要であるのが，気管支排出機能である．その機能を肺シングラフィーにて評価することを試
みている．日本摂食・嚥下リハビリテーション学会で成果を発表した．また，嚥下圧測定検査については，その測定
機器の開発に取り組んでいる．達成度は 60％である．
3-4．自己評価と次年度計画
間嶋，菱沼：3-2-1 については，研究成果は得られており，今後さらに症例数を増やし，効果の持続についても検
討していく．3-2-2 についても一定の結論が出されており，現在知念が論文執筆中である．
倉林：3-3-3 については，症例数を増やし，検討を重ねていく．
菱沼：3-2-5 については，次年度は更に症例数を増やすとともに，嚥下障害患者への治療介入効果についても検討
する．また，嚥下圧測定検査を継続し，嚥下障害の病態解明，治療に役立てる．

4）診療（詳細は病院要覧に記載）
特定機能病院のリハ科として，1）急性期−回復期前半に特化した集中的・包括的リハビリテーション，そして在
宅復帰，2）動脈硬化性疾患の一次・二次予防への積極的介入，3）先端医療とのドッキング，国際医療センターとの
連携，を目標としてリハ診療を行い，達成度は約 80％であった．今後は 1）急性期〜回復期前半に特化し，在宅復
帰を目標とした脳卒中の包括的リハ，2）脳卒中・心筋梗塞の二次予防を目標とした維持期〜回復期での包括的リハ，
3）神経の変性疾患，慢性閉塞性呼吸器疾患の包括的リハ，4）先端治療や高度医療を受けた人々の包括的リハ，を目
指していく．

5）その他．
5-1．自治体，政府関連委員
環境省請負事業：温泉利用に関する掲示内容等についての医学的検討調査（倉林）．埼玉県庁からの委嘱業務：温
泉の禁忌症，適応症及び入浴上の注意に係る医学的判定（倉林）．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
日本リハビリテーション医学会試験問題委員（間嶋），日本温泉気候物理医学会理事（倉林），温泉療法医会幹事（倉
林）
，日本専門医認定制機構協議委員（倉林）
，日本医学会分科会用語委員（倉林），内科系学会社会保険連合委員（倉
林）
，Am J Phys Med Rehabil 査読委員（倉林），Int J Biometeorol 査読委員（倉林）．
5-3．その他
集団スポーツ運動療法を毎週土曜日午後開催（埼玉医科大学病院リハビリ訓練室）．
野外心臓リハビリテーション（2008.6，武蔵丘陵森林公園）を開催．

6）業績目録
6-1．論文・学会発表
① Hishinuma A, Majima M, Kurabayashi H: Insulin resistant in patients with stroke is related to visceral fat obesity
and adipocytokine. J Stroke Cerebrovasc Dis 17:175-180, 2008.
② Hishinuma A, Majima M, Kurabayashi H: Is insulin resistant related to recurrence of stroke or incident of
ischemic heart disease in patients with Stroke? A preliminary report. J Stroke Cerebrovasc Dis 18:294-297,
2009.
③ Kanai N, Kurabayashi H, Nakamata N, Yamamoto E, et al: Successful treatment of pulmonary aspiration due
to brain stem infarction by using cough exercise based on swallowing scintigraphy: preliminary observation.
Dysphagia 24:434-437, 2009.
④倉林均，他：リハビリテーションによる高齢脳卒中患者の機能的自立度 FIM の解析．埼玉県医学会雑誌
44:311-316, 2009.
⑤間嶋満，他：脳卒中地域連携クリニカルパス運用開始前後での当科入院患者動態の変化．第 46 回埼玉県医学会
総会 2009.2（さいたま）
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⑥間嶋満，他：軽症脳卒中患者におけるインスリン抵抗性の改善に対する歩行の効果．第 45 回日本リハビリテー
ション医学会学術集会 2008.6（横浜）
⑦倉林均，
他：単球，
CRP，
DD，
ELAM と脳卒中の機能的予後との関連．第 50 回日本老年医学会学術集会 2008.6（幕
張）
⑧倉林均，他：小柴胡湯，当帰芍薬散，芍薬甘草湯，葛根湯を含む温水の皮膚保湿力の解析．第 73 回日本温泉気
候物理医学会学術集会 2008.5（鳴子）
⑨倉林均，他：リハビリテーションによる高齢脳卒中患者の機能的自立度 FIM の解析．第 46 回埼玉県医学会総会
2009.2（さいたま）
⑩菱沼亜紀子，他：新たな画像同期嚥下圧測定システムの開発．第 14 回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
学術大会 2008.9（千葉）
6-2．研究費
科研費：間嶋満：基盤研究（C）
：脳血管障害患者におけるインスリン抵抗性の発現機序に関する検討（100 万円）
科研費：倉林均：基盤研究（Ｃ）
：運動療法がメタボリック症候群の血管内皮・単球・血小板機能と動脈硬化に及
ぼす影響（350 万円）
6-5．学会開催
1）第 9 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー（埼玉医大

2008 年 4 月）を主催．

7）自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれにおいても，目標はほぼ達成された．2 つの研究課題に対しては文部科学省の研究補助
金が付き，当教室のリハビリテーションの方向性が正当なものであることが裏付けられた．
臨床面では，当科入院患者の主要疾患が脳卒中に加えて廃用症候群も加わり，当科での診療体制の変化が余儀なく
されている．
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1．24）麻酔科
1．構成員
菊地博達（KIKUCHI, Hirosato）
：教授：運営責任者：診療科長：教育副主任：研究主任：臨床麻酔，悪性高熱症，
麻酔薬代謝，疼痛治療
松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）
：教授：診療副科長：教育主任：研究副主任：臨床麻酔，内臓循環，疼痛治療，
東洋療法
水上

智（MIZUKAMI, Satoshi）
：准教授：臨床麻酔，麻酔と循環，術後鎮痛

岩瀬良範（IWASE，Yoshinori）
：准教授：臨床麻酔，医用情報処理，モニタリング
東

俊晴（AZUMA,Toshiharu）
：講師：臨床麻酔；蔵谷紀文（KURATANI, Norifumi）：講師：小児麻酔；市原靖

子（ICHIHARA, Yasuko, 1 月〜）
：講師：臨床麻酔；佐藤栄留（SATOH, Eiru）：助教；成田弥生（NARITA, Yayoi）
：
助 教； 星 島

宏（HOSHIJIMA, Hiroshi）
： 助 教； 竹 内 梨 紗（TAKEUCHI, Risa）： 助 教； 塚 本 真 規（TSUKAMOTO,

Masanori）
：助教，大学院生；中原なほみ（NAKAHARA, Naomi）：研究助手
以上の他；名誉教授 1 名（〜 5 月）
，客員講師 1 名，非常勤講師 10 名，非常勤医員 4 名，専攻生 1 名，計 32 名．

2．教育
2-1．教育の目的・目標
麻酔科学は臨床医学としては基礎医学に近い学問であり，麻酔臨床上必要な事項についてはより深い基礎医学の知
識を必要とする．従って麻酔科学の講義では個別の知識吸収を第一の目的とはせず，生命機能管理学として臨床生理
学，臨床薬理学的な事項の理解を主とし，臨床実習では救急蘇生法，人工呼吸法，疼痛管理などの学習に重点を置く．
2-2．教育内容と分担
4 年生で「診療の基本」に含まれる麻酔科学の系統講義は，2 学期の 14 時限を次のように振り分けた．（1）麻酔
とは歴史 , 発展・・・菊地博達 ,（2）吸入麻酔法 , 気管挿管 , 麻酔器 , モニタ−・・・岩瀬良範 ,（3）全身麻酔と吸入
麻酔薬・・・松本延幸 ,（4）痛みの生理と薬理 , ペインクリニック・・・林田眞和（国セ）,（5）静脈麻酔法 , 静脈
麻酔薬 , 筋弛緩薬・・・長坂

浩 ,（6）電解質 , 酸・塩基平衡 , 術中輸液・・・宮尾秀樹（総セ），（7）循環生理と循

環作動薬 , 心疾患の麻酔・・・北村
と救急蘇生法・・・小山

晶（国セ）,（8）呼吸生理と呼吸器疾患の麻酔・・・中村信一 ,（9）ショック

薫（総セ）,（10）産科麻酔・・・照井克生（総セ）,（11）小児麻酔・・・宮坂勝之 ,（12）

局所麻酔薬 , 硬膜外麻酔 , 脊椎麻酔・・・水上

智 ,（13）術後疼痛管理 , タ−ミナルケア−・・・川崎

潤（総セ）
，

（14）体温調節と悪性高熱症・・・市原靖子．
5 年生は 4 名を 1 グループとして BSL 5 日間のうち火，水，木曜日は大学病院と国際医療センターに 2 名ずつに
分かれて実習を行った（総合医療センターでは 2 − 3 名を別個に分担）．実習 5 日間の内に各自数例の麻酔症例を担
当し，そのうちの 1 例についてレポートを作成させた．月・・・症例検討会，オリエンテーションと麻酔科学概論，
挿管実習（松本，小泉）
，救急蘇生（中村）
；火・・・症例検討会，臨床麻酔実習（全指導医）；水・・・症例検討会，
臨床麻酔実習（全指導医）
，笑気体験実習（菊地，国際医療センタースタッフ）；木・・・症例検討会，臨床麻酔実習
（全指導医）
；金・・・症例検討会，ペインクリニック実習（東），レポート作成・実習総括（菊地，松本）．
6 年生は講義 6 時限を次のように分担した．
（1）疼痛管理・・・北村

晶（国セ）,（2）麻酔各論 1・・・松本延幸 ,

（3）麻酔各論 2・・・林田眞和（国セ）
，
（4）外来麻酔・・・宮尾秀樹（総セ），（5）心肺蘇生術・・・小山
セ）
（6）麻酔と周術期管理・・・磨田

薫（総

裕（国セ）．

2-3．教育評価と達成度
4 年生は診療の基本 2 として臨床腫瘍科と合同の試験と再試験を行って進級を決めた．5 年 BSL にはレポートを課
し，
その点数に実習評価を加味して期末および総合試験②の結果（2 問）と合わせて合否判定された．6 年生は総合試験，
卒業試験①，②とも 3 〜 4 題（国際医療センタ，総合医療センターと分担）を出題した．
2-4．自己評価と次年度計画
年度を通しての常勤専門医が極端に少ない状況の中で，学生教育にも可能な限り時間を割き熱心に教育･指導でき
たと総括している．とくに BSL では気管挿管実習や笑気体験実習，心肺脳蘇生クルズスは好評であった．次年度も
スタッフの配転 , 新規加入による分担の変更と学外の非常勤講師（専門領域）による講義を予定している．
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3．研究
3-1．目的・目標
当麻酔科学部門では麻酔薬や鎮痛薬・鎮痛法の生体･臓器･組織に及ぼす影響を，臨床と基礎研究で検討している．
3-2・3-3．研究グループと内容，達成度
（1）悪性高熱症の発症機序の解明（菊地博達，市原靖子 , 成田弥生）：悪性高熱症友の会を主催し悪性高熱症患者デー
タベースの蓄積，患者 - 医師・患者 - 患者間の交流を通して悪性高熱の予防を図ると共に，CICR 診断法の精度向
上と白血球を使用した侵襲度の少ないスクリーニング法の開発に向けて基礎的研究を進めている．
（2）麻酔と肝循環・肝機能（松本延幸，水上

智）: 基礎研究および臨床研究で各種麻酔薬の肝血流量，肝酸素需

給動態に及ぼす影響と術後の肝障害について検討している．
（3）麻酔と呼吸制御（中村信一，佐藤栄留，菊地博達）: 呼吸制御に及ぼす吸入麻酔薬と静脈麻酔薬の一次的な中
枢作用の特性について横隔神経と舌下神経の遠心性発射活動を指標として比較検討しており，進行中である．
（4）微小循環障害に対する神経ブロックの治療効果（松本延幸）：星状神経節ブロックや上頸神経節近傍レーザー
照射の突発性難聴と顔面神経麻痺治療への応用効果を臨床で検討している．
（5）ビデオ喉頭鏡の臨床応用（岩瀬良範）
：より有用性かつ安全性の高いビデオ喉頭鏡の開発に携わっており，現
在も進行中である．
（6）麻酔と血液凝固機能（東

俊晴）
：麻酔薬の血液凝固に及ぼす影響を臨床と基礎研究で検討している．

3-4．自己評価と次年度計画
臨床，教育とのバランスをとりながら実行して行く上では臨床研究を主体にしているが，それぞれ基礎医学の各教
室とも連携して基礎医学的研究もよく行えた．また悪性高熱症の臨床・研究の拠点大学として独自に CICR 診断を行っ
ている．次年度は前述のさまざまな研究内容をいっそう拡充し着実に進展させる予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
臨床麻酔部門では中央手術室および放射線室，内視鏡室での各科手術や検査の全身麻酔，硬膜外麻酔，腰椎麻酔，
伝達麻酔を担当している．当病院では夜間緊急手術が多いので，最低 2 名以上の麻酔科医（うち 1 名は標榜医以上）
による当直体制で 24 時間診療に臨んでいる．麻酔管理症例数は 20 年度，3,974 例であった．外来部門では通院の
疼痛患者を中心に他科入院患者も含めて持続硬膜外ブロック，星状神経節ブロックなどを主体とした神経ブロック法
やレーザーなどの光線治療，鍼灸･漢方などの東洋医学的方法を用いて治療している．年間外来患者総数は 5,760 人
であった．臨床麻酔部門，
ペインクリニック部門とも総力を挙げて可能な限りの診療が出来た．次年度以降の課題は，
スタッフの増員，診療内容の充実と小児，産科，脊椎外科麻酔部門や集中治療部門などの専門分野の拡充を目指す．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員など
（1）菊地・・・厚生労働省医薬食品局医事審議会医薬品等安全対策部会員
独立行政法人

医薬品医療機器総合機構

安全部

医薬品安全課

副作用検討会委員

（2）松本・・・あん摩マッサージ指圧師，はり師及びきゅう師国家試験委員
（財団法人

東洋療法研修試験財団）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員など
（1）菊地・・・日本麻酔科学会準機関紙「麻酔」編集委員，臨床麻酔学会誌査読委員
日本麻酔科学会機関誌「Journal of Anesthesia」査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
（1）菊地・・・第 8 回悪性高熱症友の会交流会を主催（東京）2008.6 月

6．業績
6-1．論文・学会発表（代表論文と発表）
①菊地博達：術後悪性高熱症とダントロレンの使用

日本集中治療医学会雑誌．15（4）: 487-489.

②白石正治 , 菊地博達：後期高齢者における診断と治療のポイント（疼痛 高齢者の痛みへの対処）Medicina．45
（7）:1175-1180.
③ N.Kuratani：Anesthetic management of laparoscopic surgery for infants and children. The Journal of Japan
Society for Clinical Anesthesia. 28（4）:573-7.
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④ N.Kuratani, Y. Oi: Greater incidence of emergence agitation in children after sevoﬂurane anesthesia as compared
with halothane: A meta-analysis of randomized controlled trials. Anesthesiology. 109:225-322.
⑤市原靖子 , 菊地博達．悪性高熱症患者の麻酔（麻酔実践テキスト ; 武田純三，森田茂穂編）南江堂 ,316-319.
⑥成田弥生 , 水上智 , 中村信一 , 松本延幸 , 菊地博達 . 大量出血が予想された陥入胎盤に対しての麻酔経験 . 第 55
回日本麻酔科学会学術集会（横浜）,2008.6
⑦松本延幸 , 白石正治 , 成田弥生 , 小泉實意子 , 中村信一 , 東俊晴 , 村上康郎 , 菊地博達 . 突発性難聴の聴力回復を高
精度で予測する方法．日本ペインクリニック学会第 42 回大会（福岡），2008．7
⑧ S.Nakamura, E.Sato, Y.Narita, H.Nagasaka, H.Kikuchi. Dexmedetomidine depresses hypoglossal and phrenic
nerve, but dose not carotid chemoreceptor reflex. American Society of Anesthesiologists Annual Meeting
（Florida）, 2008.10
⑨ E.Sato, S.Nakamura, M.Suzuki, N.Matsumoto, H. Kikuchi. Sub-convulsive dose of bicuculline fails to antagonize
diazepam-induced hypoglossal nerve inhibition. American Society of Anesthesiologists Annual Meeting（Florida）,
2008.10
⑩星島宏 , 竹内梨紗 , 塚本真規 , 蔵谷紀文 , 岩瀬良範 , 中村信一 . 歯科口腔外科における日帰り麻酔の検討 . 第 36 回
日本歯科麻酔学会総会（大阪）, 2008.10
ほか
6-2．獲得研究費
（1）成田・・・H19-20 年度文部科学省科学研究費，若手研究（スタートアップ）「リアノジン受容体を介した樹
状細胞応答の解析」
6-3．受賞・・・該当なし
6-4．特許，実用新案・・・該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績・・・該当なし

7．自己点検・評価
常勤麻酔科医師が少なく，しかも病院での臨床が多忙な中で，教育，研究，学会発表など可能な限りの努力をした．
今後とも教室の研究主題を積極的に追究して行きたい．
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1．25）包括地域医療部
1．構成員
小林正幸（KOBAYASHI，Masayuki）
：教授（緩和ケア，在宅医療，一般外科，超音波医学）
大久保毅（OHKUBO，Takeshi）
：准教授（在宅医療，神経内科）
武田文和（TAKEDA，Fumikazu）
：客員教授（緩和ケア，脳神経外科）
岨

康二（SOWA，Koji）
：非常勤講師（緩和ケア，老年医学，神経内科）

中島美智子（NAKAJIMA，Michiko）
：非常勤講師（消化器内科，超音波医学）

2．教育
2-1．目的・目標
｢ 緩和ケア ｣ と「在宅医療」について理解し，その臨床での必要性を認識させることを目標とする．
2-2．教育内容
「緩和ケア」は医学部 4 年生に対し，武田文和客員教授がその豊富な臨床経験を基に，患者中心の疼痛治療法につ
いて講義をした．教授が編集した「がん緩和ケアに関するマニュアル」を参考資料として学生に配布した．
岨非常勤講師は医学部 3 年生に「高齢者の診察の仕方と評価」について講義を担当した．小林は医学部 6 年生に「末
期がん患者への対応」の講義を担当した．
2-3．達成度
担当している時間数が従来から非常に短いため，その内容が学生に十分理解されたかには疑問も残るが，緩和ケア
の必要性については十分理解されたものと考えられた．特に 4 年で既に講義が済んでいるなかで，臨床実習中に緩
和ケアの必要性を実感した学生も多く，講義終了後のアンケートにもその点が明らかにされていた．
2-4．自己評価と次年度計画
「緩和ケア」についても臨床の現場で学生と直接接する機会が無く，講義だけで臨床経験を説明してもその理解度
は低いと言わざるを得ない．が，4 年生の講義後ではなかなか理解されなかった事柄も，6 年生の講義後には，末期
がん患者への対応の講義内容もかなりの学生が理解できたと述べており，臨床との連携を元にした講義が大切と考え
られた．
「在宅医療」についても在学中に実習出来る機会が大切であると考えられる．
2-5．その他
小林は毛呂病院附属看護専門学校第一，第二学科の「総合医療論」の講義をそれぞれ 15 単位担当した．

3．研究：
3-1．研究目的
超音波検査が乳がん検診に有用か否かを検討することを目的とする．
3-2．研究グループ
川越市との共同研究
3-3．研究内容と達成度
全国的に乳がん検診に導入されている超音波検査は標準化がなされていない．そこで超音波検査を用いた乳がん検
診に関する基準を明確にするための全国規模の標準化へ向けての取り組み（ＪＳＴＡＲＴ）が昨年から開始された．
岨非常勤講師（川越市総合保健センター長）が責任者として川越市が参加した．そのトライアルの超音波画像読影に
小林が参加した．
3-3．研究実績集積中であり成果は出ていない．
3-4．今年度は年間計画を順調に消化した．が諸般の事情により今年度でプロジェクトから外れることとなった．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
包括地域医療部の役割は主に「在宅医療」と「緩和ケア」部門である．「在宅医療」では臨牀各科からの依頼を受け，
継続診療を在宅の場で行ってきた．各科との連携も密に運用されたと考える．
「緩和ケア」部門では，日高センターの開設とともに患者数の減少が目立った．これはがんセンターが日高へ移行
したためで，仕方がない部分もあった．その中で，幾つかの臨床科から依頼があったが，これは毎年感じることだが
「もっとはやく相談してもらいたい」症例が多かった．また精神腫瘍科の医師が不在なため精神面での介入の不十分
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さを痛感した．

5．その他
5-1．該当なし
5-2．該当なし
5-3．小林は毛呂山町・越生町・鳩山町の介護認定審査会委員（副委員長）を委嘱され，また大久保も審査会メンバー
の一人として活動した．小林は平成 16 年 7 月から引き続き埼玉県成人病検診管理指導競技会委員として，県内にお
ける健康診査事業にも力を注いできた．また，小林は秋田県で開催された第 63 回国民体育大会秋季大会では県選手
団の帯同医師として参加した．

6．業績目録
6-1．論文・学会発表等（代表 10 編）
①がんの痛みよ，さようなら！
②ドーピング防止について

武田文和他編集，執筆協力小林正幸他

小林正幸

埼玉県医学会雑誌

金原出版

③パーキンソン病関連疾患の病態生理（講演） 大久保毅

701：51 〜 52

東京

埼玉県

2008 年

2008 年

難病ネットワーク会議研修会

④パーキンソン病，脊髄変性症について（講演） 大久保毅

川越市

難病ネットワーク会議研修会

⑤ P 型 Ca2 ＋チャンネル阻害のマウス脳虚血・再灌流負荷時の脳内 NO 代謝に及ぼす影響

2008 年

坂戸市

2008 年

大久保毅，荒木信夫，

浅野賀雄，服部公彦，島津智一，名古屋春満，山里将瑞，伊藤康男，加藤裕司，島津邦男

第 49 回日本神経学

会総会 2008 年
⑥マウス虚血・再灌流負荷時の脳内一酸化窒素代謝・海馬 CA1 細胞への Cilnidipine の影響

名古屋春満，荒木信

夫，大久保毅，浅野賀雄，服部公彦，島津智一，山里将瑞，伊藤康男，加藤裕司，島津邦男

第 49 回日本神経

学会総会 2008 年
⑦ AT2 ノックアウトマウスの脳虚血・再灌流負荷時の脳内一酸化窒素（NO）とヒドロキシラジカル代謝の検討
伊藤康男，大久保毅，浅野賀雄，服部公彦，島津智一，山里将瑞，名古屋春満，加藤裕司，岩井将，堀内正嗣，
荒木信夫

第 20 回日本脳循環代謝学会

2008 年

⑧マウスにおける脳虚血・再灌流負荷時の脳内一酸化窒素（NO）とヒドロキシラジカル代謝の検討

山里将瑞，

大久保毅，浅野賀雄，服部公彦，島津智一，名古屋春満，伊藤康男，加藤裕司，岩井将，堀内正嗣，荒木信夫
第 20 回日本脳循環代謝学会

2008 年

⑨ Elastography が診断に有効であった悪性黒色腫の 1 例 中島美智子，田口理史，難波純英，佐々木志保，清水正
雄，小林正幸

超音波医学

139（2）
：197 〜 198

⑩皮膚無色素性悪性腫瘍に対する超音波診断の有用性
本超音波医学会関東甲信越地方会

2008 年
中島美智子，田口理史，小林正幸，清水正雄

第 20 回日

2008 年

6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし

7．自己評価と次年度改善計画
常勤医師 2 名となり，これに看護師 4 名と武田客員教授と岨・中島両非常勤講師の協力を得て診療・教育に飛躍
ができた年であり，来年度への期待もあったが，今年度で包括地域医療部が廃部となるため，来年度からは「在宅医
療」
「緩和ケア」
「病診連携」部門は他部署へ移ることになった．
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1．26）東洋医学科
1．構成員
（専任職員・医師）
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：教授（診療科長）：リウマチ膠原病学 , 臨床免疫学
磯部秀之（ISOBE, Hideyuki）
：講師（副診療科長）：漢方診療 , 内科疾患
（専任職員・鍼灸師）
山口

智（YAMAGUCHI, Satoru）
：鍼灸部門責任者：鍼灸診療 , 内科・神経内科疾患

小俣

浩（OMATA, Hiroshi）
：鍼灸診療 , 内科・神経内科疾患

新井千枝子（ARAI, Chieko）
：鍼灸診療 , 麻酔科・神経内科疾患
阿部洋二郎（ABE, Yojiro）
：鍼灸診療 , 麻酔科疾患
浅香

隆（ASAKA, Takashi）
：鍼灸診療 , 神経内科疾患

菊池友和（KIKUCHI, Tomokazu）
：鍼灸診療 , 整形外科 , 神経内科疾患
（非常勤講師・医師）
大野修嗣（OHNO, Shuji）
：漢方診療 , リウマチ膠原病学 , アレルギー疾患
石井弘子（ISHI, Hiroko）
：漢方診療 , 麻酔科疾患
滝沢健司（TAKISAWA, Kenji）: 漢方診療 , リウマチ膠原病
（非常勤・鍼灸師）
中澤光弘（NAKAZAWA, Mitsuhiro）
：鍼灸診療 , 整形外科疾患
田中晃一（TANAKA, Kouichi）
：鍼灸診療 , 内科疾患
小内

愛（KOUCHI, Ai）: 鍼灸診療 , 内科疾患

鈴木真理（SUZUKI, Mari）
：鍼灸診療 , 神経内科疾患
古賀義久（KOGA, Yoshihisa）: 鍼灸診療 , 麻酔科疾患

2．教育
2-1．目的・目標
2001 年 3 月，
医学教育モデルカリキュラムの
「診療に必要な薬物の基本」という一般目標の中に，到達目標として
「和
漢薬を概説できる」との一文が盛り込まれた．西洋医学教育のなかで，漢方医学理念，方法論が糊塗されてしまうこ
とが危惧される現在，西洋医学に立脚した東洋医学全般に対する正しい認識を構築出来る医学生を育てることを目的
とする．平成 20 年度は，医学部 3 年生の医学概論の中でそのような観点から東洋医学診療に関する講義を行った．
また，低学年のうちから臨床で役立つ理論的思考力や批評力を養う為，医学部 2 年生の選択必修講義・良医への道 1
「
（東洋医学）東洋医学と西洋医学の比較文化論」の講義にも当たった．
2-2．教育内容（担当者：三村教授，磯部講師，大野非常勤講師，山口鍼灸師，小俣鍼灸師）
3 年生の 2 コマの講義の中で，
「西洋医学と漢方の比較」
「漢方医学の特質」の講義を行った．また 2 年生の講義では，
東洋医学という今まで経験したことのない場での考察を重視し，西洋医学的立場から東洋医学を視た場合，逆に東洋
医学から西洋医学を視た場合に各人が何を考えるかを述べるようにした．臨床医，科学者として必要な考え方を養う
ことに重点を置いた．
2-3．達成度
最後のまとめ講義中，ディスカッション形式にて意見交換を行い，その後レポート提出した所，概ね良好な成績で
あった．
2-4．自己評価と次年度計画
比較的多くのコマの講義時間の中で，要領良く漢方医学概論を講義できた．実習を含んで詳細に触れることが出来
た．来年度以降は実習時間を多くしたいと考え，さらに興味ある漢方医学の教育を試みたい．

3．研究
3-1．目的・目標
当科では，特に鍼灸部門での臨床研究を積極的に行なった．中でも，他施設や他科との共同研究を行ない，関連学
会へ報告し臨床における鍼治療の有効性や有用性を明確にすることを目的とした．
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①神経内科と共同研究にて緊張型頭痛や片頭痛患者の鍼治療効果を検討
②腎臓内科を受診する維持透析患者さんの有する苦痛や腎機能に対する鍼治療効果の検討
③整形外科・脊椎外科受診の腰痛患者さんに対する鍼治療効果の検討
④整形外科及び核医学教室と共同で鍼治療による筋内血流動態の変化を検討
⑤形成外科と腎臓内科との共同研究にて，維持透析患者さんの閉塞性動脈疾患に対する鍼治療効果を検討
3-3．研究内容と達成度
関連施設や診療各科と連携を取りながら，多くの臨床研究を行なうことが出来た．日本東洋医学学会や日本温泉気
候物理医学会などでのシンポジウムやワークショップ発表を行なった．
3-4．自己評価と次年度計画
多くの学会・研究会での発表により他施設からの評価も高く，今後新たな研究プロジェクトを立ち上げ，臨床及び
基礎研究論文を作成する予定．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
全国の医学部，医科大学のさきがけとして，漢方と鍼灸の両面からの治療を行ない，適応と限界を考慮することで，
専門的な治療の実績を上げることが出来た．今後，さらに受診患者数の増加を期待する．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
大野：比企医師会理事
山口：東洋療法研修試験財団 評議員
（社）日本鍼灸師会 代議員
（社）埼玉県鍼灸師会 理事・副会長
小俣：
（社）日本鍼灸師会 代議員
（社）埼玉県鍼灸師会 理事・学術部長
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
大野：日本東洋医学会雑誌

査読委員

山口：現代医療臨床鍼灸研究会雑誌（現代鍼灸学）編集委員長
山口：維持透析患者の補完代替医療研究会関東支部会

編集委員長

小俣：現代医療臨床鍼灸研究会雑誌（現代鍼灸学）編集委員
小俣：維持透析患者の補完代替医療研究会関東支部会

編集委員

小俣：日本東洋医学会

編集委員

関東甲信越支部

埼玉県部会

浅香：現代医療臨床鍼灸研究会雑誌（現代鍼灸学）編集委員
菊池：日本東洋医学会

関東甲信越支部

埼玉県部会

編集委員

菊池：現代医療臨床鍼灸研究会雑誌（現代鍼灸学）編集委員
小内：維持透析患者の補完代替医療研究会関東支部会

編集委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
磯部：
（社）日本東洋医学会

代議員

（社）日本東洋医学会

関東甲信越支埼玉県部会幹事

（社）日本東洋医学会

関東甲信越支埼玉県部会副会長

埼玉鍼灸学会

副会長

現代医療鍼灸臨床研究会
大野：
（社）国際東洋医学会

監事

理事

（社）日本東洋医学会

代議員

（社）日本東洋医学会

関東甲信越支部埼玉県部会幹事

（社）日本リウマチ学会
山口：
（社）日本東洋医学会

評議員
代議員

（社）日本東洋医学会

関東甲信越支

埼玉県部会幹事

（社）全日本鍼灸学会

評議員

（社）全日本鍼灸学会

関東甲信越支部 幹事（学術局長）
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埼玉鍼灸学会

会長

日本自律神経学会

評議員

日本温泉気候物理医学会
日本頭痛学会

評議員

評議員

日本サーモロジー学会

東洋医学専門委員

現代医療鍼灸臨床研究会 世話人副代表
維持透析患者の補完・代替医療研究会 世話人
維持透析患者の補完・代替医療研究会
スポーツ鍼灸セラピー埼玉
小俣：
（社）日本東洋医学会
（社）全日本鍼灸学会

関東支部 世話人

実行委員長

関東甲信越支

埼玉県部会幹事（事務局長）

学術部員

（社）全日本鍼灸学会 関東甲信越支部 幹事（学術部員）
埼玉鍼灸学会

副会長

現代医療鍼灸臨床研究会 世話人
維持透析患者のための補完・代替医療研究会関東支部世話人 事務局
スポーツ鍼灸セラピー埼玉

学術部長

新井：現代医療鍼灸臨床研究会 世話人
スポーツ鍼灸セラピー埼玉

学術部員

阿部：
（社）全日本鍼灸学会 評議員
（社）全日本鍼灸学会 関東甲信越支部
埼玉鍼灸学会

幹事

事務局

スポーツ鍼灸セラピー埼玉

事務局長

浅香：
（社）埼玉県鍼灸師会 学術副部長
スポーツ鍼灸セラピー埼玉
中澤：埼玉鍼灸学会

財務部長

幹事

菊池：
（社）日本東洋医学会

関東甲信越支部

埼玉県部会 事務局

小内：維持透析患者の補完代替医療研究会関東支部会

事務局

6．業績
6-1．論文・学会発表（原著論文及び著書）
①大野修嗣，高橋秀実：東西医学の融合に向けて−漢方医学に対する今後の取り組み．漢方医学 32（1）,2008.
②山口

智：病院医療における鍼灸

- 現代における鍼灸の役割を考える - 埼玉医科大学病院 - 神経疾患に対する

鍼灸治療 -. 日東医誌 59（4）.659-662,2008.
③小俣

浩：発汗機能と鍼灸・触圧刺激 . 発汗学 15（1）：19-26,2008.

④菊池友和 , 山口

智：
【 睡 眠 と そ の 障 害 】睡 眠 障 害 の 治 療

代 替 医 療 . Clinical Neuroscience27（2）.217‐

219.2009.
⑤磯部秀之他：頻脈発作（発作性上室性頻拍）に漢方治療が奏効した 1 例 . 第 65 回日本東洋医学会関東甲信越支
部学術総会 ,2008.
⑥山口

智，小俣

浩，菊池友和，田中晃一，鈴木真理，磯部秀之，三村俊英，金浩澤，荒木信夫：片頭痛に対す

る鍼治療効果（第 2 報）
，第 36 回日本頭痛学会 2008.
⑦小俣

浩，
山口

智：
「がん治療における補完医療の果たす役割 ̲ 現状と展望，更なる QOL 向上を目指して」2. 癌

性疼痛に対する鍼治療，第 46 回

日本癌治療学会総会・パネルディスカッション 2008.

⑧阿部洋二郎，長谷川賢司，河原裕保，尾野

彰，吉野

誠，長嶺芳文，小俣

浩，山口

智：2008 年埼玉総体

ボランティア活動について−ソフトテニス会場における下肢症状への取組み−，第 3 回埼玉アスレチック・リ
ハビリテーション研究会 .
⑨新井千枝子，山口

智，小俣

浩，阿部洋二郎，浅香

隆，菊池友和，磯部秀之，石井弘子，大野修嗣，金

浩

澤：顔面神経麻痺患者の鍼治療効果について，第 59 回日本東洋医学会学術総会 2008.
⑩浅香 隆，山口 智，小俣 浩，新井千枝子，阿部洋二郎，菊池友和，磯部秀之，大野修嗣，三村俊英，土肥 豊 *
埼玉医科大学東洋医学科，健康管理センター＊：鍼治療が脳血管障害患者の網膜血管径に及ぼす影響−脳出血患
者と脳梗塞患者の比較−，第 57 回
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6-2．獲得研究費：該当無し
6-3．受賞：該当無し
6-4．特許，実用新案：該当無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1．第 7 回維持透析患者の補完・代替医療研究会全国大会及び第 6 回維持透析患者の補完・代替医療研究会九州支
部大会共同（平成 20 年 8 月 31 日（日）午前 9 時開場 . 熊本県立劇場
2．
（社）日本東洋医学会

関東甲信越支部

ＢＦ大会議室にて）開催 .

平成 20 年度第 18 回埼玉県部会

（平成 21 年 2 月 22 日（日）
（学）佐藤栄学園大宮法科大学院大学にて）開催 .
3．
（社）全日本鍼灸学会

平成 20 年度第 1 回埼玉地方会学術研修会（平成 20 年 6 月 29 日（日）埼玉医科大学

かわごえクリニック 6F 大会議室にて）開催 .
4．
（社）全日本鍼灸学会

平成 20 年度第 2 回埼玉地方会学術研修会開催兼関東甲信越 A 地区指定研修講座（平

成 21 年 1 月 18 日（日）埼玉医科大学かわごえクリニック 6F 大会議室にて）開催 .

7．自己点検・評価
漢方診療に関して，常勤医不足による外来は制限などがあった．鍼灸治療は，順調に実績を伸ばした．研究に対す
る意欲は各人が有しており，多くの学会発表を行なった．現在論文を作成の医員もいるが，今後更に論文投稿にも力
を入れたい．
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1．27）
（1）放射線科（放射線科）
1．構成員
田中淳司（TANAKA, Junji）
：教授：診療科長：研究主任：放射線診断学，IVR
佐藤洋一（SATOH, Youichi）
：助教：放射線診断学
（以下，国際医療センターとの兼担）
木村文子（KIMURA, Fumiko）
：教授： 心臓循環器画像診断学
酒井文和（SAKAI, Fumikazu）
：教授： 呼吸器画像診断学
岡田吉隆（OKADA, Yoshitaka）
：教授： 消化器画像診断学
内野

晃（Uchino, Akira）
：教授： 神経画像診断学

小澤栄人（KOZAWA, Eito）
：准教授：放射線診断学
西

直子（NISHI, Naoko）
：講師： 放射線診断学

水越和歌（MIZUKOSHI, Waka）
：講師：放射線診断学
井上快児（INOUE, Kaiji）
：助教：放射線診断学
非常勤講師 2 名

2．教育
2-1．目的・目標：
医学教育における放射線医学の基本方針は，放射線医学の考え方を理解し，臨床医学において正しく応用できるよ
うにすることである．そのための行動目標として，少人数の講義と実習体制ならびに自主的な学習のためのプログラ
ムを作成している．
2-2．教育内容：
講義は原則として講師以上の教員が行っている．5 年生 BSL ではプログラムに従って助教以上が参与する．BSL の
基本方針は自主的な画像診断への参加と能動的な学習意欲の高揚であり，画像診断端末を実際に操作することを通じ
て実際の症例に触れることを第一義としている．今年度より医学部 4 年生を対象とした「画像」の講義（全 15 コマ）
を新たに開始した．
その他：臨床実習（BSL）
：医学部 5 年生，17 回．保健医療学部における放射線医学概論 15 講義を担当．
2-3．達成度：
学生の講義は各教員ごとに人事考課において自己評価を行い一定の水準が維持されていると考える．BSL の評価は
出席と履修態度にて個別評価を行う．
2-4．自己評価と次年度計画
講義で得た知識が死んだものにならぬよう，BSL の実習の場で実践的な教育を行っている．一昨年度から講義の内
容について学生自身が評価を行い教員に feed back がかかるシステムが医学部全体に導入されており，講義が独りよ
がりにならない体制が作られている．

3．研究
3-1．目的・目標：
1）放射線，磁気共鳴の技術と方法論を用いて形態と機能の両面からの病態の画像化をはかる研究．
2）位相コントラスト技術の活用による X 線診断精度の向上．従来とは異なる理論に基づく X 線画像撮影装置の開
発と基礎実験の準備を開始した．次年度からは実験開始を予定．
3-2．研究グループ：
臨床各科との画像診断プロジェクトを多数立ち上げている．呼吸器内科，泌尿器科，整形外科，小児科などとの連
携を密に取り，feed back を加えることで診断精度の向上を図るとともに新たな知見の収集に努めている．
3-3．研究内容と達成度：
各教室員はそれぞれの専門分野に応じたプロジェクトを持ち，個々のプロジェクトが教室全体に周知されること
により各自の研究が個人だけのものではなく教室全体としての取り組みとなり，症例の蓄積にも有効に働く．CT や
MRI などの診断モダリティごとにプロジェクトが展開されている．画像診断の分野では従来の方式とは著しく異な
る概念である「位相コントラスト X 線撮影法」の研究が基礎と臨床の両面で進められ，国際学会で数次にわたり発
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表を行った．論文の執筆も進められ，世界をリードする体制を築きつつある．
3-4．自己評価と次年度計画
各教室員の研究成果は国内および国際学会で発表するとともに英文または和文の論文として順次刊行してきた．次
年度は上述した位相コントラスト X 線撮影装置は臨床応用が進められつつあり，大学ならではの先端的研究が進行
中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
診断部門では日々増加し、かつ高度化しつつある臨床各科からの要求に迅速に応えつつも正確かつ高精度の診断報
告書の作成に力を入れている．ＩＶＲ部門ではあらゆる領域と部位に対する緊急要請に 24 時間体制で対応するとと
もに最新の技術の導入を怠らぬよう努力している．

5．社会活動
5-1．自治体，政府関連委員の有無：
なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
放射線防護 Newsletter 誌編集委員（田中）
査読委員：なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：
埼玉県立大学非常勤講師（田中，画像解剖学の講義と演習を出講）
日本 IVR 学会評議員（田中）
日本画像医学会評議員（田中）

6．業績
6-1．論文・学会発表：学会発表総数 8
［論文］
なし
［学会発表］
①位相（屈折）コントラスト技術の臨床単純Ｘ線写真への応用の試み
田中淳司，佐藤洋一，西直子，井上快児
第 67 回日本医学放射線学会学術集会総会

2008.4.5-6 パシフィコ横浜

②位相コントラスト法を用いたＸ線写真の臨床応用：関節リウマチにおける骨梁変化の早期検出の試み
田中淳司，佐藤洋一，西直子，井上快児
第 67 回日本医学放射線学会学術集会総会

2008.4.5-6 パシフィコ横浜

③ Alport 症候群に合併した食道平滑筋腫症の一例
佐藤洋一

小澤栄人

水越和歌

木村文子

第 433 回日本医学放射線学会関東地方会

田中淳司
2008.6.7 東京コンフェレンスセンター品川

⑤ Cerebral Microbleeds: A New Analysis with a 3.0 Tesla MRI Susceptibility weighting Imaging
Enomoto K, Tanaka J, Isobe I.
RSNA 94th Scientiﬁc Assembly and Annual Meeting
McCormick Place, Chicago Nov.30-Dec.5, 2008
⑥巨大腫瘤を形成した悪性腹膜中皮腫の 1 例
佐藤洋一

田中淳司

岡田吉隆

小澤栄人

第 434 回日本医学放射線学会関東地方会

西

直子

松尾有香

酒井文和

小山

勇

茅野秀一

本杉宇太郎

2008.12.13 秋葉原コンベンションホール

⑦ Phase-contrast radiography in a clinical setting, using high-resolution digital imaging system with a small-focus
X-ray tube instead of synchrotron radiation: Ⅲ : quantitative analysis of bone mass using wavelet transformation
for the earlier detection of rheumatoid arthritis
J.Tanaka, H.Oda, T.Mimura, et al:
European Congress of Radiology 2009（March 6-10）, Vienna, Austria
⑧ MRI を用いた三角筋注射部位における皮膚厚・皮下脂肪厚の映像解剖学的研究
五味敏昭，木村明彦，成瀬秀夫，林弘之，田中淳司，他
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第 114 回日本解剖学会総会・全国学術集会

2009.3.28-30, 加計学園岡山理科大学

6-2．獲得研究費：なし
6-3．受賞：なし
6-4．特許，実用新案：なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催：なし

7．自己点検・評価
診断業務においては臨床各科への迅速な画像診断サービスを最優先事項として努力した．緊急を要する症例におい
ては即時の対応を基本とし，夜間や休日にも対応できる体制を取った．学術面がやや立ち遅れた感があるが現在新た
な独自の研究テーマに着手しており，国際学会での発表を行った．英文での論文投稿の準備が進んでいる．
4-7．診療要約
診断部門および核医学部門では臨床各科からの要求に迅速に応えつつも正確かつ高精度の診断報告書の作成に力を
入れている．詳細は一覧表に記載した．
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1．27）
（2）放射線科（核医学）
1．構成員
瀬戸

陽 （SETO, Akira）
：講師：外来医長：脳核医学，腫瘍核医学

松田博史（MATSUDA, Hiroshi）
：教授（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）：脳核医学，画像解析学
久慈一英（KUJI, Ichiei）
：准教授（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）
：脳核医学，心臓核医学，腫瘍核医学
今林悦子（IMABAYSHI, Etsuko）
：講師（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）：脳核医学，心臓核医学，腫瘍
核医学
瀬戸幹人（SETO, Mikito）
：非常勤講師：運動器核医学

2．教育
2-1．目的・目標
放射性トレーサを用いた核医学画像診断・治療の基礎的知識を学び，検査適応を含めた臨床核医学診断技術を習得
する．
2-2．教育内容（担当者）
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断・治療の基礎的知識の習得（瀬戸
・放射性医薬品の体内動態と各種病態における変化の理解と解釈（瀬戸
・検査適応を含めた核医学診断技術の習得（瀬戸
・適応を含めた核医学治療技術の習得（瀬戸

陽，松田博史）

陽，久慈一英）

陽，今林悦子）

陽，久慈一英）

・放射性トレーサを用いた核医学画像診断の臓器別専門的知識の習得（瀬戸

陽，今林悦子，久慈一英）

2-3．達成度
80%
2-4．自己評価と次年度計画
ティーチングファイルなどの学習教材を充実させた．次年度は，PET の臨床的有用性を示す教育的症例を充実させ，
研修医への教育および学生への授業をよりわかりやすいものとする．また，BSL において，より interactive な教材
を使い，日常臨床における核医学検査・治療の目的を明確にする．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床核医学に関して，他科との共同研究を推進し，治療に直結した臨床研究を行う．さらに，臨床核医学に役立つ
ソフトウェアを産学共同で開発し，特許取得を目標とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
・脳アミロイドイメージングに関する研究
・SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
・PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定に関する研究
3-3．研究内容と達成度
・脳アミロイドイメージングに関する研究
脳アミロイドを描出しうる新しいアミロイドイメージング用薬剤としての，11C-PIB 合成に成功した．病院 IRB
に承認を得た上で，臨床応用を進めている．また，埼玉医科大学はアルツハイマー病の全国多施設共同研究であ
る Japanese Alzheimer's disease neuroimaging initiative（J-ADNI）に参加している．国立精神・神経センター病
院と埼玉医科大学病院での研究参加者の PIB-PET を撮像している．達成度 70%.
・SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
SPECT/CT は，すでに核医学には必須の装置である．脳血流 SPECT や心筋血流 SPECT におけるファントム実験
や新しい解析法の研究を，放射線技師や放射性医薬品メーカとともに行っており，新しいソフトウェアを開発し
ている．達成度 80%.
・PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定に関する研究
PET/CT による FDG の固形腫瘍への集積指標である Standardized Uptake Value（SUV）を用いて新規分子標的薬
の治療効果判定を行っている．また，11C-methionine による脳腫瘍の治療効果判定と再発診断を行っている．
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さらに，低酸素イメージング用剤である 18F-FMISO の合成に成功し，病院 IRB に承認を得た上で，臨床応用が
進められようとしている．達成度 70%.
3-4．自己評価と次年度計画
PET/CT および SPECT/CT が本格的に稼働し，研究領域を広げることが可能となった．斬新な研究としては，新し
い核医学トレーサを用いた脳アミロイドイメージングと心筋シンチグラムの画像統計解析に関する研究であった．次
年度には，
脳アミロイドイメージングをさらに多くの認知症患者に応用し，本イメージングの有用性を確立する．
また，
SPECT/CT により正確な減弱補正が可能となった心筋シンチグラムの画像統計解析に関する研究をさらに進め，独創
性に富む研究を他の臨床科とともに行っていく．さらに，PET/CT による腫瘍イメージングの精度向上と 18F-FMISO
による低酸素イメージングを導入することにより治療効果判定法の確立を図る．内照射療法としてのゼバリン治療を
導入する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
核医学科は，放射性同位元素を利用した診断，治療，臨床研究を行う部門である．核医学診断の利点は，静注のみ
で低侵襲で安全であること，臓器の機能を局所的に測定できること，全身を対象とする検査では全身を一度に調べら
れることである．放射性同位元素を用いた治療では，甲状腺機能亢進症に対して放射性ヨードを用いた内照射療法を
行っている．本年度全体では，2，626 件の検査，治療が行われたが，国際医療センターとの連携のもと，検査数を
増加させていきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
松田博史
財団法人先端医学薬学研究センター受託研究審査委員会委員
ジフェニルシアニン酸等の健康影響に関する研究推進委員（日本科学技術振興財団）
核医学イメージング・検査技術専門委員（日本アイソトープ協会）
放射性医薬品安全性専門委員会委員長（日本アイソトープ協会）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
松田博史
編集委員長

核医学 , Annals of Nuclear Medicine

編集委員

Movement Disorder

査読委員

核医学 ,Annals of Nuclear Medicine,

Journal of Nuclear Medicine, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Neuroimage,
Neurbiology Aging, Movement Disorder, J Mag Resonance Imaging, Neuroimage
久慈一英
査読委員

核医学 ,Annals of Nuclear Medicine,

今林悦子
査読委員

核医学 ,Annals of Nuclear Medicine,

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
松田博史
日本核医学会理事，日本脳循環代謝学会評議員，日本認知症学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文発表 総数 33 編
原著論文

英文 6

著書

和文 6

総説

和文 19

学会発表

総数 63 演題

全国規模学会

29

地域学会

25

国際学会

9
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（代表的論文・発表）
① Matsuda H Araki N, Kuji I, Ohkubo T, Imabayashi E, Shimazu K. Eﬀect of nilvadipine on regional cerebral blood
ﬂow in a patient with early Alzheimer's disease. Clin Nucl Med 2008;33（1）:34-35.
② Kuji I, Imabayashi E, Minagawa A, Matsuda H, Miyauchi T. Brown adipose tissue demonstrating intense FDG
uptake in a patient with mediastinal pheochromocytoma. Ann Nucl Med 2008;22（3）:231-235.
③ Seto M, Bunko H, Shuke N, Takahashi K, Sakaibori Y, Terada H, Imabayashi E, Kuji I, Matsuda H, Yokoyama S.
Quantitative regional blood ﬂow measurements in exercising leg skeletal muscle based on 99mTc-pertechnetate
clearance.

Nucl Med Commun 2008;29（9）:770-774.

④ Arai N, Yokochi F, Ohnishi T, Momose T, Okiyama R, Taniguchi M, Takahashi H, Matsuda H, Ugawa Y.
Mechanisms of unilateral STN-DBS in patients with Parkinson's disease : A PET study. J Neurol 2008;255
（8）:1236-1243.
⑤ Waragai M, Yamada T, Matsuda H. Early diagnostic value of brain perfusion SPECT using an easy Z-score
imaging system in patients with neurodegenerative disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2008;26（6）:547-555.
⑥ Nishimiya M, Matsuda H, Imabayashi E, Kuji I, Sato N. Comparison of SPM and NEUROSTAT in voxelwise
statistical analysis of brain SPECT and MRI at the early stage of Alzheimer's disease. Ann Nucl Med

22

（10）:921-927,2008
⑦今林悦子，久慈一英，瀬戸

陽，松田博史 . アミロイド検出用製剤 99mTc アプロチニンの臨床使用経験および

99mTc（V）DMSA との比較 . 臨床核医学 2008;41（4）:50-52
⑧ Imabayashi E, Matsuda H, Kuji I, Seto A. CT-based attenuation correction provides more accurate tracer
distribution in brain SPECT than Chang's method. The 55th SNM annual meeting, June 16, 2008, New Orleans
⑨ Matsuda H, Imabayashi E, Kuji I, Seto A, Ito K, Yamada M. High-dimensional warping elevates statistical
signiﬁcance in voxel-based analysis of brain perfusion SPECT in Alzheimer's disease. The 21st annual congress
of the EANM,Oct. 14,2008, Munich
⑩ Ito K, Imabayashi E, Seto A, Kuji I, Matsuda H. Utility of PET/CT in 15O-gas study-state method for brain
hemodynamic studies. Tthe 21st annual congress of the EANM,Oct. 14,2008, Munich
6-2．獲得研究費
1．画像統計解析による超早期アルツハイマー型認知症の診断法の確立，平成 20 年度文部科学省科学研究費補助
金（主任研究者，松田博史）
，50 万円
2．平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金長寿科学総合研究事業，軽度認知障害の，推定背景病理に基づく，最
適認知症進展予防法の開発（主任研究者，村山繁雄）60 万円
3．平成 20 年度厚生労働省循環器病研究委託費 , SPECT を用いた脳血管病変診断法の標準化と臨床的評価に関す
る研究（主任研究者，飯田秀博）
，170 万円
4．平成 20 年度厚生労働省科学研究費補助金医療技術実用化総合研究事業，SPECT 検査の精度向上と施設間誤差
のない標準的画像診断法の確立（主任研究者，飯田秀博），100 万円
5．平成 20 年度厚生労働省精神・神経疾患研究委託費，てんかんに対する新たな治療法開発と標準化に関する研
究（主任研究者，井上有史）
，70 万円
6．平成 20 年度厚生労働省長寿科学総合研究事業，アルツハイマー病発症と進展の客観的評価法確立のための多
施設縦断臨床研究：J-ADNI コアスタディ（主任研究者，岩坪

威），100 万円

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
教育において，本年度はティーチングファイルなどの学習教材を充実させた．次年度は，PET の臨床的有用性を示
す教育的症例を充実させ，研修医への教育および学生への授業をよりわかりやすいものとする．
研究においては，
本年度は，
①脳アミロイドイメージングに関する研究，② SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究，
③ PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定に関する研究を行った．このうち，①に関しては 11C-PIB の良好な PET/CT
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画像を得ることに成功し，日本でのアルツハイマー病の画像診断の多施設共同研究に参画している．③の研究は，国
際医療センターで治験中の癌に対する分子標的薬の治療効果判定を引き続き行っており，また予定されている低酸素
イメージングも治療戦略に貢献するものと期待される．
診療において，本年度全体では，5,656 件の検査，治療が行われた．前年度に比べ，大幅に件数が増加しており，
今後の核医学診療の充実が期待される．
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1．27）
（3）放射線科（放射線腫瘍科）
1．構成員
鈴木健之（KENJI Suzuki）
：准教授：教育主任：科長代行：外来医長：病棟医長：放射線治療

2．教育
2-1．目的・目標
目的：本邦の疾患構造を分析し，癌の罹患率および死亡統計を理解し，悪性腫瘍の治療の必要性を理解する．その
上で，癌治療における放射線治療の必要性と重要性を理解する．
目標：電離放射線の癌細胞と正常組織への作用機序の相違を理解し，治療可能比の概念を理解できる．空間的線量
分布と時間的線量分布の重要性を理解できる．放射線治療を修飾する因子の役割を理解できる．
2-2．教育内容
講義
3 年生

放射線治療に関連する放射線生物学について

3 年生

呼吸器・胸部腫瘍（肺癌・喉頭癌・乳癌）の放射線治療

3 年生

食道癌の放射線治療

3 年生

血液疾患における放射線治療

4 年生

放射線と人類：放射線の発見から今日の放射線利用の発展まで

OSCE 評価：4 年生，1 回
臨床実習（BSL）
：5 年生，16 回，装置・放射線治療現場の見学，治療計画実習，小講義
医学部以外の講義：4 コマ
2-3．達成度
講義は十分に準備した上で，配布資料を用意して行った．昨年の学生評価を反映した講義を行えた．学生の評判も
概ね良いようである．臨床実習も見学，実習，小講義とバランスよく効率的に行えた．
2-4．自己評価と次年度計画
講義はスライドおよび配布資料を中心に行っている．このため講義は，限られた時間のなかで，内容は充実してい
る．一方板書はほとんど行っていない．昨年度の反省として，今年度は板書を取り入れる予定であったが，時間的制
約があり，無理であった．また学生自ら考える時間を与えることもできなかった．これらの点を次年度，授業内容を
損なわない範囲で，可能な限り講義に反映させて行きたい．

3．研究
3-1．目的・目標
肺癌など転移性脳腫瘍をきたしやすい悪性疾患において，患者生存期間は以前より延長している．これに伴い生存
中に転移性脳腫瘍を発症する割合は増えている．また一度放射線治療を行った後に再燃するケースも増えてきた．特
に再燃腫瘍では，定位照射を行うことが多いため，有害事象は比較的少ないと思われるが，どこまで治療すべきか，
治療効果と有害事象，費用の面で検討する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
転移性脳腫瘍放射線治療後の再燃に対する至適放射線治療の研究
3-3．達成度
研究途中であり，結論は出せない段階である．
3-4．自己評価と次年度計画
現時点では，結論は出ていない．
転移性脳腫瘍放射線治療後の再燃に対する定位照射を行った場合には，十分な経過観察を行い，生存期間，有害事
象などを評価していく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
大学病院として放射線治療は不可欠である．増加していくと思われる癌患者に対する放射線治療の必要性に，今後
とも応えて行く．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に係わる業務：該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表：該当なし
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし

7．自己点検・評価
限られた人力のなかで，教育・診療を中心に，充実した業務を遂行することができた．
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1．28）神経精神科・心療内科
1．構成員（平成 20 年度）
豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：教授：診療科長：精神科一般
太田敏男（OTA, Toshio）：教授：副診療科長：精神科一般，臨床脳波，精神科リハビリテーション，老年精神医学
深津 亮（FUKATSU, Ryo）
：兼担教授
横山富士男（YOKOYAMA, Fujio）
：准教授：副診療科長：児童・青年期精神医学，精神病理学
加澤鉄士（KAZAWA, Tetsushi）
：准教授：研究主任：精神薬理学，司法精神医学
小田垣雄二（ODAGAKI, Yuji）
：准教授：研究副主任：精神神経薬理学，小児精神医学，てんかん学，
神経生理学（臨床脳波）
金澤

治（KANAZAWA, Osamu）
：准教授

吉田寿美子（YOSHIDA, Sumiko）
：講師：教育主任：リエゾン精神医学
黒木規臣（KUROKI, Noriomi）
：講師：病棟医長：老年精神医学
松岡孝裕（MATSUOKA, Takahiro）
：講師：外来医長：研修医長（医局長）：精神科救急，神経生理学（脳波）
性同一性障害
塚田

攻（TSUKADA, Osamu）
：講師

名誉教授：山縣 博（YAMAGATA,Hiroshi）
，名誉教授 , 皆川正男（MINAGAWA,Masao）
助教（医師）
：10 名，
（言語治療）
：2 名，
（心理）：3 名，（生化）：1 名，大学院：1 名，非常勤講師：19 名，非常
勤医師：6 名，助手：3 名

2．教育
2-1．目的・目標
①卒前：＜精神医学はあらゆる臨床医にとって必須である＞との認識に立ち，「精神疾患についての理解」ととも
に「精神医学的素養の獲得」を目標としている．②卒後：

臨床現場で＜真に役に立つ精神科医＞こそが求められて

いるとの認識に立ち，当科の豊富な症例や，県の救急医療の一翼を担っている現状を生かして，優れた臨床精神科医
を育成することを目標としている．
2-2．教育内容（担当者）
①卒前：講義の内容は診断学から始まって神経症，統合失調症，感情病などの精神疾患のほかに身体因性精神障害，
児童精神医学，臨床心理，法と精神医学など幅広く，それぞれ専門分野の担当者が講義を行っている．平成 20 年度
より BSL は 1 週間のコースのみとなっているが，限られた枠内で内容の充実を図った．また新たに始まった 4 週間
のクリニカル・クラークシップにおいては，実際に診療チームに参加し様々な臨床体験を積む等，現場に密着した実
習を行った．②卒後：

実際の外来・入院診療の体験を通じて，「精神医学的診断・治療に関する基本的な技能と知

識の習得」を目指す．初期研修では身体科で必要となる精神医学的技能・知識に力点をおく．平成 19 年度より，1
年目と 2 年目の研修医が混在する体制となっているが，本年度も経験年数に応じて細やかに指導を行った．後期研
修では，精神医学全般に渡る基本的な技能・知識の習得を目指す．回診やミーティング等の実践的指導の機会が週 2
回以上確保されているほか，入院症例紹介や症例検討会など専門的な知識を深めるプログラムも組まれている．③そ
の他

前記以外に，毛呂病院附属高等看護専門学校や本学保健医療学部理学療法学科の講義も担当している．

2-3．達成度
①卒前：
「精神疾患についての理解」については，講義や BSL を通して知識を獲得し，実際の症例に接することで
これを深めることができたと思われる．
「精神医学的素養の獲得」については，4 年生の実習をはじめとして，BSL
での臨床実習を通して，他科での診療にも活用できるような面接や問診について，基礎的な理解を深めることができ
たと考える．②卒後： 「精神医学的診断・治療に関する基本的な技能と知識の習得」については，受け持ち医とし
ての病棟診療（初期研修：1 〜 3 ヶ月で 3 〜 6 例，後期研修：2 年間で約 30 例以上）や，外来診療（初期研修：予診，
後期研修：再診）等の実践的な臨床体験を通じて，身に付けてもらうことができたと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
< 自己評価 >

①卒前：精神医学の全分野に渡って専門医師による講義が円滑に行われた．また，臨床実習では受

け持ち患者に関し，指導医による詳細な指導が行われ，クルズスは専門領域の担当者との熱心な議論が行われた．②
卒後：

初期研修においては，身体科診療で必要となる精神医学的知識・技能に焦点をあて，クルズスを行うととも
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に，実際に診療チームに配属．チームの一員として診療，カンファレンス，回診等にも参加してもらい，基本的な精
神医学的の知識・技能を身に付けてもらうことができた．平成 20 年度は精神科救急入院料（スーパー救急）の施設
基準達成を目指す活気ある雰囲気の中，実際の入院・外来診療場面を通じて，臨床的な指導が円滑に行われ，各種検
討会でも学術的な面も含めた指導が行われた．
＜次年度計画＞①卒前

平成 20 年度よりは BSL が 1 週間となったが，限られた期間内に実地臨床での体験をつめ

るよう，次年度もカリキュラムを整備していきたい．②卒後

①平成 18 年度以降，毎週の入院診療ミーティングに

加え退院症例・外来症例の検討会も定例で開始しているが，今年度はこれを充実させることができた．次年度もさら
に内容の充実を図って行きたい．②初期研修については，1 年目が主となるものの，精神科を自主的に選択する 2 年
目研修医も迎える体制となっている．次年度も，経験年数に応じてきめ細かな指導が行えるよう，研修医情報共有の
しくみや指導医の勤務シフトの整備を行っていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床研究を通じて，精神科診断・治療の技能の向上に役立つような報告や，基礎研究を通じて，各種精神疾患の病
態やヒトの精神機能の解明に貢献するような知見を積み重ねていくことを目標とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
＜臨床研究＞

①児童思春期研究，②認知症・脳器質性疾患研究，③統合失調症研究，④神経症研究．＜基礎研究

＞①神経化学研究，②神経生理研究
3-3．研究内容と達成度
＜臨床研究＞①児童思春期研究：児童，思春期に発症する不登校，摂食障害などを対象として，学校や家庭を含め
た総合的な見地から研究を行い，埼玉児童思春期精神保健懇話会の中心となっている．②認知症・脳器質性疾患研究：
当科の神経精神科は身体合併症の多いことが特徴である．その中で，多くの身体因性精神疾患の治療や病態について
症例発表等がなされてきた．③統合失調症研究：従来当科は，統合失調症の入院患者が多く，その特徴を生かし精神
生理学的研究が行われてきた．④神経症研究：外来における神経症患者を対象に，自律神経系と覚醒水準の関連に関
する研究も行われてきた．
＜基礎研究＞①神経化学：動物実験によるセロトニン，ドーパミン系の受容体に関する研究等が行われており，各
種業績も発表されている．②神経生理：認知課題遂行中の事象関連同期・脱同期反応の研究等が行われており，各種
業績も発表されている．
3-4．自己評価と次年度計画
臨床研究，基礎研究とも，各グループより研究成果の発表がなされており，今後も精神科診断・治療の技能の向上
に役立つような報告や，各種精神疾患の病態やヒトの精神機能の解明に貢献するような知見を積み重ねていきたい．
ここ数年来，発表者が指導医層に偏りがちな点が問題であったが，平成 17 年度より若手医師による症例報告や診療
統計の発表を推進し，平成 18 年 ~20 年度と，これを定着させることができた．今後も日常診療と密接に関連した研
究発表の機会を若手医師に提供し，学術活動への興味を喚起していくとともに，臨床・基礎研究への参画を促してい
く方針である．診療科運営・システム整備と一体に考え一層の改善を図りたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
地域の一般精神科医療に広く対応するとともに，精神科救急・急性期診療，精神障害者身体合併症診療，児童思春
期診療，さらには言語訓練など，大学病院・特定機能病院として特有の機能を生かした診療でも大きく貢献すること
を目標としている．診療実績としては以下のとおりであった．
診療実績データ （平成 20 年 4 月〜平成 21 年 3 月）
＜外来＞①新患総数： 1394 人 / 年，②再来患者：107 人 / 日
＜病棟＞①新入院患者総数： 265 人 / 年
＜往診（大学病院）＞ 544 件 / 年

＜往診（国際医セ）＞ 163 件 / 年

入院時主診断別内訳は以下のとおり（※平成 20 年 01 月〜 20 年 12 月データ）．
F0 症状性を含む器質性精神障害

42 人（16%）

F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害

11 人（4%）

F2 統合失調症，分裂病型障害および妄想性障害

102 人（38%）

F3 気分（感情）障害

44 人（16%）

F4 神経症性障害 , ストレス関連障害および身体表現性障害

27 人（10%）
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F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群

19 人（7%）

F6 成人の人格および行動の障害

4 人（1.5%）

F7 精神遅滞

8 人（3%）

F8

2 人（0.7%）

心理的発達

F9 小児及び青年期

1 人（0.3%）

G4 てんかん

1 人（0.3%）

診断保留

9 人（3%）

合計

270 人

＜救急＞休日夜間診療に関しては，年間総対応件数，約 2500 件であり，内訳は①電話：1726 件，②時間外診療：
313 件（大学）+56 件（日高）
，③病棟対応：343 件，④院内往診：46 件であった．
ダウンサイジング事業後の，精神科救急・急性期診療や精神障害者身体合併症診療等に特化した診療体制を軌道に
乗せることができた．また，かわごえクリニック内に開設した「こどものこころクリニック」も，その運営を軌道に
乗せることができた．救命救急科の国際医療センター開設への移転に伴い，身体科救急医療を要する自殺企図患者の
メンタルケアを院外往診にて即応する体制を構築．今年度も 160 件 / 年以上の事例に院外往診で対応した．地域の
一般精神科医療に広く対応するとともに，大学病院・特定機能病院として特有の機能を生かした診療でも大きく貢献
できたものと思われる．とりわけ，休日夜間の精神科救急診療では，県内で一翼を担う対応実績を示し，精神科救急
入院料（スーパー救急）の施設基準も達成．平成 21 年 3 月より，大学病院としては異例の（※奈良県立医大につぎ
2 番目）精神科救急入院料（いわゆる「スーパー救急」）算定病院となる．精神救急機能の一層の強化・整備にとり
くんでいきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
①埼玉県精神科救急医療システム運営委員
②埼玉県立病院運営協議会委員
③医療観察法

精神保健審判員

④特別支援教育専門家委員会（所沢市，行田市，深谷市）[ 委員長，委員 ]
⑤精神保健福祉士試験委員
⑥埼玉県公安委員会指定医師
⑦ときがわ町就学支援委員会委員
⑧埼玉県発達障害者支援体制整備検討委員会委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
①臨床精神医学

編集委員

豊嶋良一

②思春期･青年期精神医学

編集委員

豊嶋良一

③ Psychiatry and Clinical Neurosciences

査読

横山富士男

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
統合失調症患者心理教育
精神保健福祉講演会

講師（葛飾区）＜太田＞

講師（葛飾区）＜太田＞

飯能地区薬剤師会勉強会
家族教室

講師（飯能市）＜太田＞

講師（毛呂山町）＜太田＞

保育士てんかんセミナー
朝霞地区学校保健会講演会

講師（新宿区）＜金澤＞
講師（新座市）＜金澤＞

第 62 回神奈川てんかん懇話会
川越市学校保健会講演会

講師（横浜市）＜金澤＞

講師（川越市）＜金澤＞

第 5 回管内母子保健担当者会議

講師（坂戸市）＜吉田＞

精神保健講演会

講師（北本市）＜松岡＞

埼玉県消防学校

救急科教育訓練

講師（川越市）＜平田＞

子供の発育相談（毛呂山町）＜言語聴覚士：一宮＞
母親学級（毛呂山町）＜臨床心理：佐藤＞
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6．業績
6-1．論文・学会発表
臨床，教育，基礎研究の領域で，多数の発表が行われた．以下にその抜粋を示す．
＜臨床（論文）＞
①精神障害の「病名呼称用語」
，現状の問題と課題

英語から翻訳された病名呼称用語は妥当だったか 「社会恐怖

（社会不安障害）
，行為障害，外傷後ストレス障害」の場合

精神神経学雑誌

②「うつ病」はどの範囲を指すのか─「うつ」と「うつ病」をめぐる混乱─
p829-834

精神神経学雑誌

2008.09.

豊嶋良一．
110（9）

太田敏男，豊嶋良一

③ 性 の 発 達 と そ の 障 害 ─ 性 同 一 性 障 害 の 子 ど も た ち．『 詳 説
2008.05.196-203.
④発達障害

110（9） p825-828

子どもと思春期の精神医学』 金剛出版

横山富士男

うちの子がヘンと言われたら

講談社

講談社文庫

2009.03

単行本

金澤

治，鈴木陽子

＜臨床（学会発表）＞
⑤強い不安状態のため長期未治療で経過した巨大縦隔腫瘍の一例
京

2008.07.

渡邊貴文，黒木規臣，竹田

⑥ガバペンチンの単独治療が著効した 3 例

─精神科的関わりの考察─

東京精神医学会東

稔，平田吾一，加澤鉄士，豊嶋良一
第 42 回日本てんかん学会

東京

2008.10.

金澤

治，横山富士男，

豊嶋良一
＜基礎（学会発表）＞
⑦抗精神病薬リスペリドン内服中に認めた高プロラクチン血症に対するドパミン作動薬カベルゴリンの効果
18 回日本臨床精神神経薬理学会（第 38 回日本神経精神薬理学会） 東京
田裕生，桑原美智子，大山

昭，高橋

2008.10.

第

山下博栄，湊川文子，依

章，黒木規臣，加澤鉄士，丸木多恵子，豊嶋良一

⑧ Eﬀects of angiotensin II type-1 receptor blocker on insulin resistance in schizophrenic patients treated with
olanzapine. XXVI Congress of International Neuropsychopharmacology. 2008.07. ミュンヘン

山下博栄，湊川

文子，黒木規臣，依田裕生，加澤鉄士，河津捷二，丸木多恵子，豊嶋良一，山内俊雄
＜基礎（論文）＞
神経化学
⑨ Pharmacological characterization of alpha2D adrenergic receptor-mediated [35S]GTPgammaS binding in rat
cerebral cortical membranes. 57（6）:435-444 2008.06 Yuji Odagaki, Ryoichi Toyoshima.
神経生理：
⑩アルファベット文字弁別課題遂行中のヒト頭皮上脳波において，提示文字種の 'familiarity' がα帯域活動の事象
関連変動に及ぼす影響について

脳と精神の医学

19（2） p117-125

2008.06 井上哲雄，松岡孝裕，井福正

紀，太田敏男，豊嶋良一
6-2．獲得研究費
該当なし．
6-3．受賞
該当なし．
6-4．特許，実用新案
該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
以下のような研究会，懇話会を当教室が中心となり定期的に開催している．
②埼玉精神医学懇話会
③埼玉県児童思春期精神保健懇話会
④埼玉てんかん懇話会

7．自己点検・評価
1．教育

①卒前

精神医学の全分野に渡って専門医師による講義が円滑に行われた．また，臨床実習では受け持

ち患者に対して指導医による詳細な指導が行われ，クルズスは専門領域の担当者との熱心な議論が行われた．②
卒後

入院・外来症例の実際の診療を通じて，臨床的な指導が円滑に行われ，各種検討会でも学術的な面も含め

た指導が行われた．
2．診療
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ダウンサイジング事業後の，精神科救急・急性期診療や精神障害者身体合併症診療等に特化した診療を

神経精神科・心療内科

充実させ，
精神科救急入院料（スーパー救急）の施設基準も達成した．また，かわごえクリニック内に開設した「こ
とものこころクリニック」も，その運営を軌道に乗せることができ，国際医療センター救命救急科への院外往診
による，
自殺企図患者のメンタルケアも継続することができた．地域の一般精神科医療に広く対応するとともに，
精神科救急診療，精神障害者の身体合併症医療事業，児童思春期診療，自殺企図後のこころのケア，さらには言
語訓練など，当科独自の機能を生かした診療でも大きく貢献したと思われる．
3．研究

臨床研究，基礎研究とも，各グループより研究成果の発表がなされており，今後も精神科診断・治療の

技能の向上に役立つような報告や，各種精神疾患の病態やヒトの精神機能の解明に貢献するような知見を積み重
ねていきたい．
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1．29）臨床検査医学（中央検査部）
1．構成員
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：教授：部長：輸血医学，造血幹細胞移植
森吉美穂（MORIYOSHI, Miho）
：講師：副部長：検査医学，超音波診断学，肝臓内科学
浅田留美子（ASADA, Rumiko）
：講師：検査医学，小児科学，細胞治療
清水正雄（SHIMIZU, Masao）
：助教（兼担）
：超音波診断学

2．教育
2-1．目的・目標
医学生：臨床検査の検体には色々な種類があり，取り扱いに注意が必要な点があることを理解してもらう．採血の
手技を解説し実際に採血をしてもらい，検体を採血管に注入させる順番も教える．
採血や保管状況の検査データへの影響，臨床検査の感度・特異度について理解してもらう．代表的な検査方法の理
論・機序を理解する．また臨床で重要なパニック値を理解してもらう．
医療学部生：臨地実習に受け入れ．臨床検査を実践的に体験し，手技やデータの解釈を指導し，臨床側とのコミュ
ニケーションなど職場の雰囲気も感じてもらう．医療学部では経験できない患者検体を扱い，正常値と異常値の違い
を体験してもらう．また臨床血液学実習を支援する．
2-2．教育内容（担当者）
医学部 3 年生：診療の基本・検査（池淵）
医学部 5 年生：BSL

採血（池淵）
，超音波検査（森吉），心電図・呼吸機能（仲野），細菌学実習（橋北），総括（池淵）

医学部 6 年生：総合講義

超音波検査（森吉），検査の基本（池淵），診療情報（池淵）

医療学部：臨地実習は各検査室スタッフ，臨床血液学実習は（池淵）
2-3．達成度
BSL の生理学実習は医学生が実際に被験者になり，検査の再現性，実施の困難性などを体験できる．腹部超音波検
査で実際に臓器がどのように存在し，端子の方向によっては異なった画像が得られること，心電図の端子の付け間違
いで波形が違ってくること，筋電図の被験者の痛み，呼吸機能検査での患者努力が大変であること，などが分かり学
生の評価は高かった．
細菌学実習は痰検体の良し悪し，検体保管によってデータが異なってくることを理解してもらった．実地でグラム
染色や染色標本の顕微鏡観察を指導し，色々な細菌や真菌を目でみてもらい記憶に残してもらった．
検体検査では各自の採血検体を用いて検査機器を用いてアッセイし，身近なデータとして検査を捉えることができ
た．尿蛋白，貧血，白血球増加，中性脂肪，血糖などの病気と各自の検査データとの違いなど関連付けた知識を得ら
れたと感じている．
輸血検査では赤血球凝集の観察をして，交差適合試験の重要性を理解した．
2-4．自己評価と次年度計画
BSL での生理機能検査は実地体験でき学生に満足度は高い．継続していきたい．

3．研究
3-1．目的・研究
臨床検査医学講座として，新しい診断法，治療法の開発に努める．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
超音波診断法の開発（森吉，清水）
遺伝子診断法の開発（池淵，浅田）
新規検査法の開発（池淵，浅田）
3-3．研究内容と達成度
超音波診断法の開発：具体的にはまだ進められていない．
遺伝子診断法の開発：肺がん細胞のＥＧＦ受容体の遺伝子変異，先天性異所性骨形成疾患（FOP）の遺伝子変異．
呼吸器内科，ゲノム医学センター・小児科・整形外科とチームを構成し，大学倫理委員会に承認された遺伝子変異解
析を実施している．EGF 受容体に関する成果は英文雑誌に掲載された．
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新規検査法の開発：リウマチ膠原病内科と共同で，炎症マーカーとして CD64 陽性顆粒球比率が実用できるか検討
し，他の炎症マーカーとの相関を解析している．シスメックス社と共同で，従来の血算装置が他の臨床検査に応用で
きないか基礎検討を開始した．ターゲットは輸血検査，顆粒球の貪食能．
3-4．自己評価と次年度計画
遺伝子診断法では英文雑誌に成果が掲載された．
種々の基礎検討に着手した研究は是非来年度に一定の成果を得たいと願っている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
超音波検査の報告が遅滞なくできるよう体制を整備した．また検査予約枠を 20％程度拡大し，入院後の検査をで
きるだけ外来時に実施し保険請求がきっちりとできるよう整備した．検査試薬と検査機器の変更にあたり，十分な基
礎検討ができ，問題なく変更に進めた．
臨床側からの検査項目追加希望には検査部として対応できる範囲では迅速に対応した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

日本血液代替物学会査読委員，日本輸血・細胞治療学会雑誌査読委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
日本さい帯血バンクネットワーク事業評価委員会副委員長，現地調査企画小委員会委員

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）
論文総数

11，学会発表総数

26

論文発表
① Kimura M, Sato C, Hara M, Ishihara O, Ikebuchi K: Noninvasive fetal RhD genotyping by maternal plasma with
capillary electrophoresis. Transfusion 48:1156-63,2008
② Fukuda T, Kohda M, Kanomata K, Nojima J, Nakamura A, Kamizono J, Noguchi Y, Iwakiri K, KondoIkebuchi
K, T, Kurose J, Endo K, Awakura T, Fukushi J, Nakashima Y, Chiyonobu T, Kawara A, Nishida Y, Wada I, Akita
M, Komori T, Nakayama K, Nanba A, Muraki Y, Yoda T, Tomoda H, Yu PB, Shore EM, Kaplan FS, Miyazono H,
Matsuoka M, Ikebuchi K, Ohtake A, Oda H, Jimi E, Owan I, Okazaki Y, Katagiri T: Constitutively activated ALK2
and increased SMAD1/5 cooperatively induce bone morphogenetic protein signaling in ﬁbrodysplasia ossiﬁcans
progressive. J Biol Chem 284:7149-56,2009
③ Fukuda T, Kanomata K, Nojima J, Kokabu S, Akita M, Ikebuchi K, Jimi E, Komori T, Maruki Y, Matsuoka M,
Miyazono K, Nakayama K, Nanba A, Tomoda H, Okazaki Y, Ohtakie A, Oda H, Owan I, Yoda T, Haga N, Furuya H,
Katagiri T: A unique mutation of ALK2, G356D, found in patient with ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressive is an
moderately activated BMP type I receptor. Biochem Biophys Res Commun 377:905-9,2008
④ Inoue A, Kobayashi K, Usui K, Maemondo M, Okinaga S, Mikami K, Ando M, Yamazaki K, Saijo Y, Gemma A,
Miyazawa H, Tanaka T, Ikebuchi K, Nukiwa T, Moritaw S, Hagiwara K;North East Japan Geﬁnitib Study Group:
First-line gefitinib for patients with adavanced non-small-cell lung cancer harboring epidermal growth factor
receptor mutations without indication for chemotherapy. J Clin Oncol 27:1394-400,2009
⑤加藤由佳，塩田洋子，古簱敏文，山岡美穂，池淵研二：化学発光法を用いた HBs 抗原試薬の比較検討

医学検

査 1350
⑥斉藤健一，塩田洋子，古簱敏文，山岡美穂，池淵研二：エクルーシス試薬「プロラクチン III」の評価

医学検

査
学会発表
⑦高橋俊，橋北義一，岸悦子，小山幸枝，渡辺典之，松岡優，古簱敏文，池淵研二：当院におけるクラミジア要請
患者の膣内環境について．第 57 回日本医学検査学会．
⑧松岡優，坂本直子，新井幸枝，古簱敏文，池淵研二：進行性骨化性線維異形成症（FOP）診療・研究プロジェク
トにおける ACVR1/ALK2 遺伝子解析．大 57 回日本医学検査学会
⑨斉藤雅一，塩田洋子，古簱敏文，山岡美穂，池淵研二：エクルーシス試薬「プロラクチン III」の評価．第 7 回
生物使用分析学会関東支部会学術集会
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⑩鈴木雅之，加藤光洋，山田攻，内野富美子，佐藤千秋，鈴木美穂，池淵研二：CisA2B3 型の 1 例．第 56 回日本
輸血・細胞治療学会
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

7．自己点検・評価
少人数の基本学科ではあるが，臨床検査と超音波検査を実施し検査精度や検査レベル維持およびアップに貢献でき
ていると考える．
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1．30）中央病理診断部
1．構成員
廣瀬隆則（HIROSE, Takanori）
：教授：運営責任者：部長：教育主任：外科病理，骨軟部腫瘍・脳腫瘍病理
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：准教授：副部長：教育副主任：外科病理，造血器病理・分子病理
新井栄一（ARAI, Eiichi）
：准教授：研究主任：外科病理，皮膚病理
石澤圭介（ISHIZAWA, Keisuke）
：講師：研究副主任：外科病理，神経病理
島田志保（SHIMADA, Shio）
：助教（1 類）
島田哲也（SHIMADA, Tetsuya）
：非常勤講師：国立病院機構埼玉病院検査科長
金野美年子（KINNO, Mineko）
：係長：臨床検査技師：細胞検査士
宮崎洋美（MIYAZAKI, Hiromi）
：係長：臨床検査技師：臨床細胞遺伝学認定士
土居美枝子（DOI, Mieko）
：主任：臨床検査技師：細胞検査士
瀬山幸子（SEYAMA, Sachiko）
：臨床検査技師：細胞検査士
政岡秀彦（MASAOKA, Hidehiko）
：臨床検査技師：細胞検査士
＜兼担教員＞
清水道生（SHIMIZU, Michio）
：教授（国際医療センター病理診断科）
安田政実（YASUDA, Masanori）
：教授（国際医療センター病理診断科）
村田晋一（MURATA, Shinichi）
：教授（国際医療センター病理診断科）
清水禎彦（SHIMIZU, Yoshihiko）
：准教授（国際医療センター病理診断科）
伴

慎一（BAN, Shinichi）
：准教授（国際医療センター病理診断科）

桜井孝規（SAKURAI, Takanori）
：准教授（国際医療センター病理診断科）
永田耕治（NAGATA, Kouji）
：講師（国際医療センター病理診断科）
小川史洋（OGAWA, Humihiro）
：助教（国際医療センター病理診断科）
三戸聖也（SANNOHE, Seiya）
：助教（国際医療センター病理診断科）
山口

浩（YAMAGUCHI, Hiroshi）
：助教（国際医療センター病理診断科）

本杉宇太郎（MOTOSUGI, Utarou）
：助教（国際医療センター病理診断科）

2．教育
2-1．目的･目標
病理学教室と連携して主に研修医，学生の病理学教育を行う．
2-2．教育内容（担当者）
① Clinicopathological conference（CPC）
（年 5 回開催，担当：廣瀬，新井，茅野，石澤）．
② CPC レポート作成指導（廣瀬，新井，茅野，石澤）．
③医学部 5 年生臨床実習（BSL）
，隔週，於

国際医療センター病理診断科（茅野）

④医学部 4 年生 CPC 実習（5 日間）
（教員全員）
2-3．達成度
①臨床病理検討会（CPC）
：研修医を主な対象として年間 5 回開催した．研修医は 6 割以上の出席が義務づけられ
ている．
② CPC レポート作成指導：CPC レポートは臨床研修の必須項目であり，臨床研修 2 年目の研修医を当院例の病理
解剖に立ち合わせ，その症例についての臨床経過と解剖所見の対応，相関について記述したレポート作成の指導
を行った．病理所見のみならず臨床経過のまとめ方，問題点の抽出などについても指導しており，満足度の高い
内容となっている．
③医学部 5 年生臨床実習（BSL）
：平成 20 年度は国際医療センター病理診断科と総合医療センター病理部で各班あ
たり 2 日間の実習を行った．主な指導内容は基礎医学的知識の整理に加えて，病理検体の取り扱い・術中迅速
診断の適応など，国家試験出題基準にも含まれ，研修医となった際に必要な実際的な内容を扱い，満足度の高い
内容となっている．茅野が国際医療センター病理診断科において金曜日午前中に BSL 学生の指導を担当した．
④医学部 4 年生 CPC 実習：医学部 4 年生を対象に，臨床実習にはいる前の知識の総まとめとして行う CPC 実習中
の顕鏡および写真撮影の場を提供した．学生からの質問には教員のみならず技師も答えるようにしており，病理
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診断の現場の雰囲気を学生に伝えるのに役立っていると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
平成 19 年度から BSL が国際医療センターで行われる一方，新臨床研修制度が定着し，研修医の CPC レポート指
導が主な教育の機会となった．CPC レポート指導体制を充実させていくことが次年度へむけての目標といえる．

3．研究
3-1．目的・目標
病理学教室と連携して，病理学・細胞診断学の研究を積極的に行う．
3-2．研究グループ（ 研究プロジェクト） 病理学教室の項を参照．
3-3．研究内容と達成度

病理学教室の項を参照

3-4．自己評価と次年度計画

病理学教室の項を参照

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
病理解剖 33 体をこなしている．院外からの解剖依頼にも答え，地域の基幹病院としての役割も果している．教室
内カンファレンスが定期的に実施され，他科（脳神経外科，皮膚科，腎臓内科，血液内科）とのカンファレンスも不
定期ながら行われている．国際医療センターの開院に伴い，病理組織診断件数は半減し，とくに術中迅速診断件数の
減少が目立った一方で，細胞診件数は 15％の減少にとどまった．臨床の検体提出にともなうインシデントも半減し
たが，臨床へ広報活動を行うなど，緊張感を失うことなく正確迅速な病理検査の遂行を目指すことが重要と考えられ
た．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

なし
病理学教室の項を参照

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
（社）
日本病理学会企画委員会
「若手医師確保に関する小委員会」メンバーとして，臨床研修レジデントナビに参加
（茅
野，2008 年 7 月，東京ビッグサイト）
．その他，病理学教室の項を参照．

6．業績
6-1．論文・学会発表
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

病理学教室の項を参照．

病理学教室の項を参照

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

該当なし

7．自己点検・評価
中央病理診断部は平成 13 年度の立ち上げ以来，病理学教室と連携して病理診断業務を行ってきた．平成 20 年度
は国際医療センター開院にともなう人員配置，業務分担，システム運営など業務体制の多方面の変化の対応に追われ
た感があるが，教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成されたと考えている．
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1．31）輸血・細胞移植部
1．構成員
池淵研二（Ikebuchi Kenji）
：教授：部長：輸血学，血液内科学
浅田留美子（Asada Rumiko）
：講師：小児科学，免疫学
鈴木美穂（Suzuki Miho）
：非常勤医師：内科学，内分泌学

2．教育：
2-1．目的・目標
輸血検査の意義と血液製剤の特徴，輸血副作用，適正輸血について解説し，血液型検査と交差適合試験を実習で経
験させる．実際に輸血した場合にどれくらいの数字の変化が期待できるか計算式を紹介する．
2-2．教育内容（担当者）
① 5 年生の BSL では 1 班 3 〜 4 名単位，1 日のワクで 16 回，講義と実習とを行う．輸血に必要な検査とその意義，
血液製剤の種類と特徴，輸血副作用，輸血のトリガーと必要単位数の計算式を約 2 時間かけ解説し，現場を見
学してもらう．製剤管理室では赤血球 MAP，血小板，新鮮凍結血漿，自己血など製剤を直接手に持ってもらい，
実感してもらう．
（担当：池淵）
．半日を利用し，血液型検査，交差適合試験を体験してもらう．不規則抗体検査，
血液型精査，稀な血液型，など関連検査について解説が加えられる（担当：佐藤課長）．
② 3 年生の血液内科学の 1 コマで造血幹細胞の生物学的特性，骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血移植のそれ
どれの特徴，臨床で応用される造血サイトカインの特徴と利用方法，について講義を行う（担当：池淵）
．
③ 3 年生の検査医学の 1 コマで輸血製剤の種類と特徴，輸血に必要な検査，輸血副作用，輸血のトリガー，につ
いて講義する（担当：池淵）
．
④医療学部の 4 年生を対象に臨床地実習で輸血検査を教育する（担当：佐藤課長）
⑤医療学部の 4 年生に演習講義で稀な血液型，溶血性貧血の臨床成績を紹介する（担当：池淵）
2-3．達成度
BSL では現場で血液製剤を手に持っていただき，全血と赤血球濃厚液の違い，血小板製剤のスワーリング現象を観
察してもらう．血液製剤の外観チェックの必要性に気づいてもらう．自動輸血検査装置と内容，カラム凝集法の判定，
放射線照射装置を見る機会を与えられた．自己血輸血の適応について解説できた．午後の実習では検査技師が実際に
検査を行っている隣で，実際の検体を用いて体験させられた．
医療学部の学生は各班 5 日間真剣に実習に取り組んでもらった．
2-4．自己評価と次年度計画
輸血製剤の適正使用と輸血量の計算式については十分説明できたと考えている．血液型検査と交差適合試験は臨床
医となってから自ら実施する可能性があり，良い体験ができたものと考える．また血液製剤の適正使用の意義につい
ても説明ができた．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床研究として骨髄細胞，末梢血幹細胞および末梢血単核球を用いた組織修復治療に参画し，血管再建治療を推進
する．
基礎研究では，造血幹細胞の分化と増殖を調節するシステムを解析し，体外で赤血球や血小板を製造するシステム
開発を目指す．新規に血算装置を利用して血液型，交差適合試験が代用できる工夫を行う．磁場の中で凍結保存する
装置を造血幹細胞凍結に応用するための基礎検討を行う．
臨床で慢性 C 型肝炎症例から瀉血治療で得た検体を埼玉医大微生物学と国立感染症研究所の共同研究者に提供し，
C 型肝炎に対する免疫治療，C 型肝炎に関連して発症する免疫疾患の発生メカニズム解析，など研究している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
造血幹細胞：造血幹細胞から輸血用赤血球および血小板製剤を製造するシステム開発
再生医療

：閉塞性動脈硬化症およびバージャー病に対する血管再建治療
骨髄細胞を用いた骨・軟骨の再生医療

C 型肝炎

：瀉血した血液からリンパ球機能の基礎的解析
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3-3．研究内容と達成度
①造血幹細胞研究：臍帯血単核球から純化した CD34 陽性細胞を培養し，赤芽球，赤血球，顆粒球産生が誘導できた．
②臨床再生医療研究：閉塞性動脈硬化症バージャー病の末梢虚血部位に対し患者末梢血単核球を成分採血装置にて
大量に採取し，これを虚血筋肉内に局所投与する治療を実施できた．
③基礎再生医療研究：大腿骨頭置換手術時に骨髄を効率的に採取する方法を準備できた．骨および軟骨への分化誘
導系を適宜取り組む予定である．
④血液型に関する研究：RhD 陰性妊婦の末梢血から微量に存在する胎児由来血液型遺伝子（RhD）を抽出し，PCR
で増幅したサンプルをキャピラリー電気泳動法で同定できるシステムを確立できた．この手法を妊婦末梢血中の
男児胎児に由来する遺伝子解析検査に応用することの基礎研究に着手した．
⑤ C 型肝炎患者の瀉血された血液からリンパ球機能を解析した ( 国立感染症研究所との共同研究 )
3-4．自己評価と次年度計画
臨床の再生医療に参加できた点は評価できる．血液型遺伝子に関する研究は英文雑誌に掲載された．瀉血血液を利
用した研究は国立感染症研究所の研究者から英文論文として発表された．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
安全で適正な輸血医療のため，臨床側への情報提供および指導を行っている．自己血輸血を推進し，自己フィブリ
ン糊を外科系診療科に対し定着させた．再生医療分野では末梢血単核球移植治療を支援した．慢性 C 型肝炎に対す
る瀉血治療を多数例に継続的に実施できた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
日本さい帯血バンクネットワーク事業評価委員（副委員長），現地調査企画委員，技術部会委員（池淵）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本輸血学会雑誌査読委員（池淵）
日本自己血輸血学会雑誌査読委員（池淵）
日本血液代替物学会「人工血液」査読委員（池淵）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本輸血学会認定制度審議会・認定医資格小委員会委員長，認定施設小委員会委員長（池淵）

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）
論文総数

11，学会発表総数

26

論文発表
① Kimura M, Sato C, Hara M, Ishihara O, Ikebuchi K: Noninvasive fetal RhD genotyping by maternal plasma with
capillary electrophoresis. Transfusion 48:1156-63,2008
② Fukuda T, Kohda M, Kanomata K, Nojima J, Nakamura A, Kamizono J, Noguchi Y, Iwakiri K, KondoIkebuchi
K, T, Kurose J, Endo K, Awakura T, Fukushi J, Nakashima Y, Chiyonobu T, Kawara A, Nishida Y, Wada I, Akita
M, Komori T, Nakayama K, Nanba A, Muraki Y, Yoda T, Tomoda H, Yu PB, Shore EM, Kaplan FS, Miyazono H,
Matsuoka M, Ikebuchi K, Ohtake A, Oda H, Jimi E, Owan I, Okazaki Y, Katagiri T: Constitutively activated ALK2
and increased SMAD1/5 cooperatively induce bone morphogenetic protein signaling in ﬁbrodysplasia ossiﬁcans
progressive. J Biol Chem 284:7149-56,2009
③ Fukuda T, Kanomata K, Nojima J, Kokabu S, Akita M, Ikebuchi K, Jimi E, Komori T, Maruki Y, Matsuoka M,
Miyazono K, Nakayama K, Nanba A, Tomoda H, Okazaki Y, Ohtakie A, Oda H, Owan I, Yoda T, Haga N, Furuya H,
Katagiri T: A unique mutation of ALK2, G356D, found in patient with ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressive is an
moderately activated BMP type I receptor. Biochem Biophys Res Commun 377:905-9,2008
④ Inoue A, Kobayashi K, Usui K, Maemondo M, Okinaga S, Mikami K, Ando M, Yamazaki K, Saijo Y, Gemma A,
Miyazawa H, Tanaka T, Ikebuchi K, Nukiwa T, Moritaw S, Hagiwara K;North East Japan Geﬁnitib Study Group:
First-line gefitinib for patients with adavanced non-small-cell lung cancer harboring epidermal growth factor
receptor mutations without indication for chemotherapy. J Clin Oncol 27:1394-400,2009
⑤加藤由佳，塩田洋子，古簱敏文，山岡美穂，池淵研二：化学発光法を用いた HBs 抗原試薬の比較検討
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査 1350
⑥斉藤健一，塩田洋子，古簱敏文，山岡美穂，池淵研二：エクルーシス試薬「プロラクチン III」の評価

医学検

査
学会発表
⑦高橋俊，橋北義一，岸悦子，小山幸枝，渡辺典之，松岡優，古 ? 敏文，池淵研二：当院におけるクラミジア要請
患者の膣内環境について．第 57 回日本医学検査学会．
⑧松岡優，坂本直子，新井幸枝，古簱敏文，池淵研二：進行性骨化性線維異形成症（FOP）診療・研究プロジェク
トにおける ACVR1/ALK2 遺伝子解析．大 57 回日本医学検査学会
⑨斉藤雅一，塩田洋子，古簱敏文，山岡美穂，池淵研二：エクルーシス試薬「プロラクチン III」の評価．第 7 回
生物使用分析学会関東支部会学術集会
⑩鈴木雅之，加藤光洋，山田攻，内野富美子，佐藤千秋，鈴木美穂，池淵研二： CisA2B3 型の 1 例．第 56 回日本
輸血・細胞治療学会
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

該当なし

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

該当なし

7．自己点検・評価
適正な輸血のための臨床側とのコンサルテーションには今いっそう力をこめて努力したい．自己血採血・瀉血治療
は推進できた．
医学部，短期大学の実習と輸血の教育には力を注いだ．
医師スタッフが少ないため，研究面では業績を出すことが難しく，継続して改善を企画したい．
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1．32）健康管理センター
1．構成員
河津捷二（KAWAZU, Shoji）
：センター長：内科学，健康管理学，内分泌代謝学，糖尿病学
足立雅樹（ADACHI, Masaki）
：准教授：放射線医学，内科学，健康管理学，画像医学．
倉光

薫（KURAMITSU, Kaoru）
：准教授：内科学，健康管理学，呼吸器病学，肺癌診断・治療．

武永

強（TAKENAGA, Tsuyosi）
：講師：内科学，健康管理学，消化器病学，内視鏡学．

清水正雄（SIMIZU, Masao）
：助教：放射線医学，内科学，健康管理学，画像医学．
矢澤麻佐子（YAZAWA, Masako）
：助教：内科学 , 健康管理学，内分泌代謝学，糖尿病学．
土肥

豊（DOHI, Yutaka）
：顧問：名誉教授：内科学，健康管理学，循環器病学．

平嶋邦猛（HIRASHIMA, Kunitake）
：顧問：名誉教授：内科学，健康管理学，血液学，放射線障害．
松崎

宸（MATSUZAKI, Fukashi）：顧問：内科学，健康管理学，内分泌学．

山田

仁（YAMADA, Jinn）
：非常勤医師：産婦人科学

（看護師）幸田つや，稲葉麻紀，大野佳美，大内あずさ，福原初江 , 島野愛子 , 西村真由美 , 谷藤とも子，鈴木真樹子 ,
野村亜希子，阿部梢，恩田君子，
（看護助手）村田町子，竹田八重子
（放射線技師）成田政広，吉岡正樹，紀陸剛志 , 細野安希恵
（検査技師）有田信和，永島かおり，黒岩比呂美 , 市川めぐみ（仲野
（事務）北村

勉，大野久子，大野敏之，駒井

浩）

亨，安藤勇介（20 年 7 月退職），野口雅貴 , 山口哲郎 , 猪口麻美（非

常勤）

2．教育
2-1．教育の目的・目標
教育においては , いわゆる「健康寿命」の延伸を目的に , 実践的な臨床知識の習得と実習を通して基本的診察技術 ,
情報の分析 , 問題点の抽出 , 各受診者への対処方針の決定などの修練を行う . 糖尿病 , 高血圧 , 脂質異常症（高脂血症）,
肥満症等日常よくみられる生活習慣病病態では保健指導をきちんと行い , 予防医学的思考が大切であり , 起こりうる
病態を予測し EBM にもとづき予防策を立てられるようにする . 特に , 当センターでは多角的・多方面に渡るアプロー
チが必要でありチーム医療が不可欠であることを認識し , チーム医療の現場を体験することを目標とする . また , 平
成 20 年度から開始された特定健診・特定保健指導のスムーズな実施を目標として , 積極的に取り組んでいる . スタッ
フ全員の研修も積極的にすすめているが , 殊に保健指導・栄養指導の充実を計画し , 実行しはじめた .
2-2．
医師スタッフ及び各職種医療スタッフの協力を得て行い , 実践に役に立つ知識を習得できるように配慮している . 研
修医は担当した受診者について , 診察 , 保健指導方針をたて , 担当医の指導の下 , 各職種のスタッフと相談しながら診
療を行う態度を身につけるよう配慮している . 問題があれば直接担当医と会い , 議論するよう指導している .
看護師 , 管理栄養士などのコメディカルとのチーム医療形成も今後の重要な課題である .
2-3．達 成 度
教育担当医はスタッフの少ないなか , できるだけローテートの研修医教育に力を注ぎ , 複数の医師により多くの時
間を割いており , 生活習慣病 , 呼吸器病 , 消化器病などについては ,7 〜 8 割程度は目標を達成していると考える .
2-4．自己評価・次年度計画
スタッフ全員協力し , 保健指導を分担して行い教育効果の上昇がみられている . 研修医等から興味がわいたとの感
想も聞かれるようになっている . 特に , 今年度は特定健診・特定保健指導実施の目に見える具体的な達成を目標に努
力する必要がある . 特定健診・特定保健指導は , 今後５年間は少なくとも実施される予定であり , 若い医師にもよく知っ
てもらわねばならない課題と考えている .

3．研究
3-1．目的・目標
今後の方向として , 予防および健康医学推進と加齢現象把握についての確立を目標に検討している .
健康管理センターでは開設以来 , センター長を中心として , 医師を始め検査技師 , 放射線技師 , 看護師 , 事務職員
（と
きに管理栄養士を含む）等とセンター全員で , 人間ドック等の各種健康診断とそれらの健康管理システムの新しい在
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り方や受診者の要求に対応したサービスの改善につき検討を重ね , それの結果を日本人間ドック学会，日本総合健診
学会などに発表してきた . また , 職員の健康推進を目的として , 定期健康診断等の業務を遂行し , それらの結果を報告
している .
3-2．研究グループ
○河津は , 一昨年 , 松崎と交代してセンター長として総合医療センターから転任して以来 , 当センターのあり方を
含め , 全体の統括を行なっている . 専門的立場からは , 生活習慣病（殊に糖尿病）, メタボリックシンドロームの
啓発・療養指導に努め , 各種医療スタッフの研修・教育に携わり , また , 日本糖尿病学会や日本ドック学会で発
表・報告をしてきた . 総合医療センター内分泌糖尿病内科兼担 .
○倉光は , 呼吸器内科学教室を兼担して , 早期肺癌，喫煙と肺疾患などを中心とした臨床的研究を重ね , その成果
を日本内科学会 , 呼吸器学会 , 総合健診学会などに報告した . 一泊ドックの診療に加え臨床的検討を行ない , また
禁煙指導も行なっている . 埼玉医科大学病院呼吸器内科兼担 .
○足立 , 清水は画像診断につき幅広く検討 , 研究を重ねその成果を専門の日本超音波医学会 , 日本画像医学会に , ま
たドック学会 , 健診学会に報告し , その傍ら各地域医師会や検査技師会で講演し所属の医師を啓蒙し検査技師の
指導にあたり , 学内にあっては若手医師や医学部の学生や短期大学生，技師達の教育にあたった . また , 乳癌検
診については , ことに興味を持ち , 技術の向上に努め , 成績を挙げている .
○武永は , 消化器病学ことに上部消化管内視鏡学における臨床的研究に従事した . 武永は明海大学病院において消
化器病学の非常勤講師を務めている . 埼玉医科大学病院血液内科兼担 .
3-3．研究プロジェクト（研究内容と達成率）
1）人間ドック受診者についてメタボリック症候群構成因子を検討：
現行の診断基準について , さらに種々の検討を行い , 非メタボリックシンドローム群にも種々の問題があること
を示した . すなわち , メタボリックシンドロームと判定されなくても , 個々の因子を保有する場合（高血圧，高
血糖など）, それぞれに適切な対応が必要になることを示した . 達成率 70％
2）尿中ミオイノシトール測定による耐糖能異常者の選別法に関する検討：
メタポリックシンドロームを基盤とした生活習慣病の検診において , 多くの糖尿病予備群が抽出される . これら
の対象者すべてに 75g ブドウ糖負荷試験を行うことは不可能であり , かつ経済的に負担も大きい . そこで , 食後
の尿中ミオイノシトールを測定し , 二次スクリーニングを行い , 真にブドウ糖負荷試験を実施すべき者を半減で
きることは , 大きなメリットがある . 保険適応の申請がなされ , 受理された . 達成率 90％
3）乳癌検診の精度向上についての画像診断法（乳房 X-P，乳腺エコー）の検討：達成率 80％
4）特定健診・特定保健指導の実施 : 積極的に受け入れ体制を整え , 対応可能な状態としているが , 達成率を記する
までには至っていない .
3-4．自己評価と次年度計画
各職種のスタッフは協力して研究を進めた . また，コメディカルとも共同し , 保健指導上生じた問題点について検
討をおこなった . さらに検討が必要な段階のものもあり調査研究を続ける予定である .PET を使用したドック体制の
確立および疾患予測に対応するゲノムドックの構築が今後の課題である . 一方で , チーム全体のスタッフの生活習慣
病の理解に不十分な点がないわけではなく , 保健指導上の基本的改善が図られねばならない .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
以上，健康管理センターでは，健診が主な業務である．健診は政府管掌，日帰りドック，一泊ドック（二日コース）
などに分かれるが，
受診した当日ほとんどの結果について説明を受けられる「日帰りドック」の需要が増加している．
当センターの限界数に達しているが , 大学病院での新健診システムの構築により , さらに効果的なドックに向けて日々
改良のため努力している .

5．その他
5-1．自治体 . 政府関連委員の有無
埼玉県地域医療対策委員（河津）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本糖尿病協会機関誌「さかえ」編集委員（河津）
総合健診学会 , 日本人間ドック学会の査読委員（河津 , 足立）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉県糖尿病対策推進会議委員（河津）
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日本糖尿病協会埼玉県支部長
産業医研修会の開催 / 足立准教授 , 清水正雄助教

6．業績
6-1．論文・学会発表
○論文総数 -10 件

○学会発表数 -30 件

論文（邦文）
①尿中ミオイノシトール測定による耐糖能異常者の二次スクリーニング検査法（原著論文 / 抄録あり）
Author: 河津捷二（埼玉医科大学病院 健康管理センター）, 富永真琴 , 足立雅樹 , 山縣文夫 , 桂善也 , 大嶋利枝 , 川
上正舒 ,
Source: 人間ドック（1880-1021）23 巻 5 号 Page1031-1035（2009.03）
②【わが国における最近の糖尿病メガスタディ】早期糖尿病の進展抑制に関する無作為化比較臨床試験（JEDIS）
改訂版プロトコルとその意義（解説 / 特集）
Author: 河津捷二（埼玉医科大学病院 健康管理センター）, 金澤康徳 , 葛谷健
Source: Diabetes Frontier（0915-6593）19 巻 5 号 Page652-658（2008.10）
③【新時代の糖尿病学 病因・診断・治療研究の進歩】糖尿病治療学の進歩 糖尿病治療概論 国内外の糖尿病治療ガ
イドライン 米国糖尿病学会（ADA）の診療ガイドライン Clinical Practice Recommendations 2008（糖尿病治療
勧告集 2008）を中心に（解説）
Author: 河津捷二（埼玉医科大学病院 健康管理センター）, 伴野祥一
Source: 日本臨床（0047-1852）66 巻増刊 7 新時代の糖尿病学（3）Page47-56（2008.09）
④【新時代の糖尿病学 病因・診断・治療研究の進歩】糖尿病の疫学・病態・診断学の進歩 糖尿病検査学の進歩 糖
尿病関連諸検査 測定法 臨床的意義 , 評価法 尿検査 尿中ミオイノシトール 耐糖能低下のスクリーニング（検出
と鑑別）
（解説 / 特集）
Author: 河津捷二（埼玉医科大学病院 健康管理センター）, 山縣文夫
Source: 日本臨床（0047-1852）66 巻増刊 4 新時代の糖尿病学（2）Page464-471（2008.06）
⑤【新時代の糖尿病学 病因・診断・治療研究の進歩】糖尿病の疫学・病態・診断学の進歩 糖尿病検査学の進歩 糖
尿病関連諸検査 測定法 , 臨床的意義 , 評価法 尿検査 Ⅳ型コラーゲン（解説 / 特集）
Author: 矢澤麻佐子（埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科）, 今井康雄 , 河津捷二（埼玉医科大学
病院 健康管理センター）
Source: 日本臨床（0047-1852）66 巻増刊 4 新時代の糖尿病学（2）Page449-454（2008.06）
⑥【新時代の糖尿病学 病因・診断・治療研究の進歩】糖尿病の疫学・病態・診断学の進歩 糖尿病検査学の進歩 糖
尿病関連諸検査 測定法 , 臨床的意義 , 評価法 血液検査

インスリン（解説 / 特集）

Author: 今井康雄（埼玉医科大学総合医療センター 内分泌・糖尿病内科）, 土田温子 , 大村栄治 , 河津捷二（埼玉
医科大学病院 健康管理センター）
Source: 日本臨床（0047-1852）66 巻増刊 4 新時代の糖尿病学（2）Page244-249（2008.06）
⑦【糖尿病診療に必要な検査 ABC】尿中ミオイノシトール測定による耐糖能異常の検出（解説 / 特集）
Author: 河津捷二（埼玉医科大学病院 健康管理センター・埼玉医科大学総合医療センター 内分泌・糖尿病内科）,
山縣文夫
Source: 綜合臨床（0371-1900）57 巻 7 号 Page1891-1895（2008.07）
⑧【新時代の糖尿病学 病因・診断・治療研究の進歩】糖尿病基礎研究の進歩 糖尿病と耐糖能低下の成因分類と発
症機序 耐糖能異常 IFG（解説 / 特集）
Author: 河津捷二（埼玉医科大学病院 健康管理センター・埼玉医科大学総合医療センター 内分泌・糖尿病内科）
Source: 日本臨床（0047-1852）66 巻増刊 3 新時代の糖尿病学（1）Page324-333（2008.05）
⑨糖負荷試験後 30 分と 60 分の血糖値の意義（Q&A）
Author: 河津捷二（埼玉医科大学病院 健康管理センター）
Source: 日本医事新報（0385-9215）4376 号 Page106（2008.03）
⑩ Elastography が診断に有効であった悪性黒色腫の 1 例（原著論文 / 症例報告 / 抄録あり）
Author: 中島美智子（埼玉医科大学 包括地域医療部）, 田口理史 , 難波純英 , 佐々木志保 , 清水正雄（埼玉医科大
学病院 健康管理センター）, 小林正幸
Source: 超音波医学（1346-1176）35 巻 2 号 Page197-198（2008.03）
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6-2．獲得研究費「該当なし」
）
6-3．受賞「該当なし」
6-4．特許 , 実用新案「該当なし」
6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績
1）川越糖尿病談話会 2007 年 5 月 ,11 月
2）無料糖尿病相談会 2007 年 11 月（全国糖尿病週間行事）

7．自己点検・評価
埼玉医科大学病院健康管理センターでは，特別の問題が生じた場合の不定期に開催されるスタッフミーティング，
そして週 1 回火曜日午後に医師，検査技師，放射線技師，看護師，事務部の構成員全員が定期的にミーティングを開き，
検査内容，検査成績の厳重チェック，受診者へのサービス内容の詳細について検討と反省を行ってきている．また運
営と質の向上のためのワーキング・グループからの提言を検討し積極的に採用し，全員で実行に移している．これに
加えて，毎回受診者全員にアンケート調査を行って，受診者の批判や意見を汲み上げる努力を払ってきた．不満を述
ベられた点については，全員に公表し，改善出来るものについては，次週から直ちに行い，サービスの向上に努力し
て来ている．このミーティングに引き続き医療安全についてその週におこったインシデントあるいはアクシデントが
あれば報告され，下記のトラブル・クレーム委員会の報告がなされる．
元来，健診業務は病院業務とはサービスの質がやや異なり，病院以上に受診者への配慮が必要である．スタッフは
健康管理センター専属が基本であり，ほぼ毎日の業務であり大学との当直明けなどでは業務に支障が生じる場合が多
く , 今後の検討が必要である．
事故防止に加えて，サービスの向上，情報の共有，事故再発防止を目的に，平成 15 年 6 月よりトラブル・クレー
ム委員会を設置した．委員会は医師，検査技師，放射線技師，看護師，事務職員と職域横断的に活動し軽微なミスを
含めセンター全員でデータを共有し再発防止，医療安全・サービスの向上に努力している．この委員会の活動の結果
はデータの集積を待って関連学会にて報告し，他の健診センターとともに健診業務の更なる向上に向けて努力を重ね
る積りである．
将来への展望：
当健康管理センターでは，内科診察（女性は婦人科診察を含む）に際しては，検査終了後直ちに受診データや画像
を受診者に示しつつ，その結果に基づき事後指導を行い，要すれば関係医療機関に紹介して好評を得ているが，さら
に詳細な充実した生活指導が重要である．特に，平成 20 年度から開始されることが決まった特定検診・特定保健指
導を考慮すると，生活習慣病に理解を持つ医師，ことに生活習慣病に関する十分な知識を有する保健師・管理栄養士・
熟練した看護師の活動が必要である．さらに大学病院と密接に関連した健診センターの利点を生かし，生活習慣病関
連科や栄養部，あるいはリハビリテーション医学等との連携を図りつつ，フォローアップ体制を強化したい．ことに，
平成 20 年度からの特定保健指導では，事後指導が義務化され , 準備はほぼ整い , 実施されているが , 今後の発展が望
まれる段階にある .
一方で，Silent area に潜む小病変の萌芽，ことに進行の迅速な悪性新生物はどうしても発見困難である．前立腺癌
の腫瘍マーカーである PSA はすでに導入され，経膣エコーや上部消化管内視鏡も導入した．懸案であったマンモグ
ラフィー，乳腺エコー検査も実現した．また埼玉医科大学の持てる力を結集して PET 検査も，1 泊人間ドックにお
いて実施可能となった．今後，遺伝子（ゲノム）ドックのシステムも展望したい．
当健康管理センターはその名称の如く，ドックと共に，埼玉医科大学全職員の健康管理の管掌部門である．年 2
回の定期健康診断の実施にあたっては，ほぼ 100% 達成されているが，心身ともに含めた有所見者に対するフォロー
アップが今後の課題である．なお，当大学教職員においても，生活習慣病対策は重要であり，腹囲・血圧・脂質はも
ちろんのこと , さらに HbA1c や尿酸などの健診項目も増やして対応する必要がある（川越の総合医療センターでは
導入済みである）
．なお，川越の総合医療センターにおけると同様，毛呂山キャンパスにおいても教職員等のための
健康推進センターが必要と思われ，その構成・システムについて相談を進めている．
また，ニーズもあることから産業医のための講習会も毎年秋に実施され，多くの受講者を得て好評である．
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2．1）消化器・肝臓内科
1．構成員
屋嘉比康治（YAKABI, Koji）
：教授：消化器病学：内視鏡治療
川本智章（KAWAMOTO, Chiaki）
：准教授：消化器病学，肝臓病学
黒澤

進（KUROSAWA, Susumu）
：准教授：消化器病学，漢方医学

加藤真吾（KATO, Shingo）
：講師：消化器病学
助

教：山内

篤（YAMAUCHI, Atsushi）
，佐藤恵子（SATO, Keiko），

川島淳一（KAWASHIMA, Junichi）
，大野志乃（OHNO, Shino）
吉川斉克（YOSHIKAWA, Yoshikatsu）
，渡邉純代（WATANABE, Sumiyo）
宮城直也（MIYAGI, Naoya）
，青山

徹（AOYAMA, Toru），

可児和仁（KANI, Kazuhito）
，知念克哉（CHINEN, Katsuya），
平井紗弥加（HIRAI, Sayaka）
，林健次郎（HAYASHI, Kenjirou），
天野芙美（AMANO, Fumi）
客員教授：1 名

非常勤講師：2 名

非常勤医員：5 名

2．教育
2-1．目的･目標 , 2-2．教育内容（教育担当者：山内

篤）

1）卒前教育
医学部 5 年生 BSL の学生に対して実際に患者を担当させ , 病歴聴取や診察を行わせている．その結果について担当
上級医及び学生実習担当医と discussion を充分行い , 教授回診 , 症例検討会の場でプレゼンテーションを行わせ , 病
状把握の基本 , データの解析を学び , さらに正しく情報を他の医師に伝える事ができる事を最終目標にしている．ま
た , 外来見学も可能な限り行い , また上部 , 下部内視鏡検査（経鼻内視鏡やダブルバルーン内視鏡検査を含む）
・治療 ,
ERCP, ENBD などの胆膵系検査・治療 , 腹部超音波検査 , 造影超音波検査 , 肝細胞癌局所治療（PEIT, MCT, RFA）, 肝
腫瘍生検の見学などを積極的に行わせている．また疾患別のクルズスも盛んに行い , 国試問題解説講義も実施してい
る . BSL の終了時にはレポートの提出を義務付け , 口頭試問を行い評価している．
2）卒後教育
昨年度は新研修制度がスタートし 2 年目である．当院でも新制度にのっとりスーパーローテート形式の研修医教
育を行っている．内科は , 約 6 週ごとに平均 3 〜 4 人の研修医がローテーションしてくる．当科の研修教育の特徴
は常に指導医と研修医の間での discussion が重視されており , 所属する診療チームでのカンファレンスに参加 , 問題
点を研修医自身で考え完結できる力を身につけさせることを目標にしている．指導医側について述べると , 指導医は
上・下部消化管 , 肝疾患の専門医を揃え , 全消化器領域の疾患に対応できる布陣をしき , 研修医育成に真剣に取り組
んでいる．研修期間中 , 代表的な消化器疾患に対する主症状の見方 , 診断への検査計画の立て方 , また方針の決定を
体験させることを目的にしている .
2-3．達成度
1）学生教育（卒前教育）
：全消化器疾患から症状が明らかな興味ある症例を受け持ってもらい , 指導医との
discussion を重視する . （順調に実施されている）
2）研修医教育（卒後教育）
：上部消化管 , 下部消化管 , 肝胆膵疾患の中で典型的な疾患や症状を経験してもらうよう
に受け持ちを決めている．病棟受持ち体制を屋根瓦式に前期研修医―後期研修医・上級医―グループ長とグループ体
制を敷き , グループ内ディスカッションを重視している .
2-4．自己評価と次年度計画
医局員全員が学生教育に参加しており , 教育への意識が高まったと思われる．消化器 ? 肝臓疾患においては検査の
占める割合が多く , 検査についている時間が長い . 病棟での指導医とのディスカッションを増加させていきたい .

卒

然教育としては , まず学生に診断をさせることを重要な実習と思われる . 次年度は BSL, CC の学生の担当する症例を
増加し , より臨床への関与を多くする予定である .

3．研究
3-1．目的･目標
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当科における研究は臨床研究と基礎研究の 2 面から行われており , 臓器別には上部消化管 , 下部消化管 , 肝の 3 つ
の臓器に分類されている . 消化管については脳 ? 腸軸 Brai-Gut Axis を key word にして病態の解明を目指す研究を行っ
ている . 肝については , 肝癌治療の進歩を目指して基礎的および臨床的な研究を行っている．
3-2．研究プロジェクト
1）非 H.pylori, 非 NSAID 潰瘍の病態： 屋嘉比康治
2）グレリンと消化器疾患：川島淳一 , 屋嘉比康治
3）グレリン分泌機序の解明：大野志乃 , 屋嘉比康治
4）肝細胞癌に対する安全なラジオ波治療法の開発：川本智章 , 山内

篤 , 馬場葉子

5）食欲と消化管：川島淳一 , 大野志乃 , 屋嘉比康治
6）炎症性腸疾患の病態の解明：大野志乃 , 加藤真吾
7）GERD と心身症：櫻田智也 , 大野志乃 , 吉川斉克 , 川島淳一 , 加藤真吾 , 屋嘉比康治
8）FD と心身症：櫻田智也 , 知念克哉 , 大野志乃 , 吉川斉克 , 川島淳一 , 加藤真吾 , 屋嘉比康治
9）出血性潰瘍の病態：川島淳一 , 佐藤恵子 , 屋嘉比康治
10）胃疾患と漢方：屋嘉比康治
11）経鼻内視鏡検査：吉川斉克 , 知念克哉 , 屋嘉比康治
3-3．研究内容・達成度

3-4 自己評価と次年度計画

胃疾患病態生理に関する研究は , グレリン分泌の研究として国内外の学会にて発表することができ , FD の病態解明
に寄与できる可能性が示唆されている．IBD 研究も新たな炎症マーカーの有用性を証明するなど基礎および臨床研究
が順調にスタートしている . 肝癌のラジオ波焼灼療法の基礎および臨床研究も成果を示すまでに発展した . 来年度は ,
さらに胃炎や FD に関する基礎および臨床研究が予定されている .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科の特徴として消化器領域全般にわたる臨床が行えることである .
消化管悪性腫瘍の診断と治療 , 炎症性腸疾患 , 消化管出血 , 膵炎，胆石や閉塞性黄疸の診断と治療 , さらに肝疾患も肝
炎 , 肝硬変 , 肝癌の診断と治療が日常的に行われている .

5．その他
5-1．自治体 , 政府関連委員

無

5-2．学術誌 , 編集委員 , 査読委員
1．日本消化器内視鏡学会学会誌 査読委員
2．日本消化器病学会 評議員 , 財団評議員
3．日本消化器内視鏡学会 評議員 ? 社団評議員 , 関東地方会評議員
4．日本消化器病学会 財団評議員 試験問題作成委員 , 評議員 , 関東地方 会評議員
5．日本潰瘍学会

監事

6．日本大腸検査学会

評議員

7．Digestive Endoscopy 査読委員
8．日本神経消化器病学会
9．胃病態機能研究会

評議員

世話人

10．日本消化器内視鏡学会雑誌

査読委員会

11．Journal of Gastroenterology and Hepatology 査読委員会
12．米国消化器病学会

fellow

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文（全 13 編）
① Yakabi k, Kawashima J, Kato S： Ghrelin and gastric acid secretion. World J Gastroenterol.

14（41）：6334-8,

2008 年 11 月
② Kato S, Itoh K, Ochiai M, Iwai A, Park Y, Hata S, Takeuchi K, Ito M, Imaki J, Miura S, Yakabi K, Kobayashi M
Increased pentosidine, an advanced glycation end-product, in urine and tissue reflects disease activity in
inﬂammatory bowel diseases.
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23（Suppl2）:S140-S145,

2008 年 12 月
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③加藤真吾 ,

屋嘉比康治：潰瘍性大腸炎・クローン病診療の進歩

（12）: 2492-2498,

クローン病の内科的治療 .

診断と治療 .

96

2008 年 12 月

学会発表（全 38）
④ Koji Yakabi, Susumu Kurosawa, Tomohisa Hattori, Yuzurihara Mitsutoshim Shino Ohno：Roles of Serotonin
5-HT2C and 3 Receptors in Anorexia and Delayed Gastric Emptying in Cisplatin-Treated Rats.
Week 2008. 2008.5

Digestive Disease

San Diego, California

⑤ Chiaki Kawamoto, Atsushi Yamauchi, Yoko Baba, Koji Yakabi：Intratumoral pressure and local ablative therapies
for hepatocellular carcinoma.

Digestive Disease Week 2008. 2008.5

San Diego, California

⑥ Shingo Kato, Mina Sagara, Kazuro Itoh, Koji Yakabi：Ecalution of Long Pentraxin Ptx3 for the Inﬂammation
Marker in the Patients with Ulcerative Colitis.

Digestive Disease Week 2008. 2008.5

San Diego, California

⑦川本智章 , 山内篤 , 馬場葉子 , 金子恵子 , 渡邊純代 , 青山徹 , 町児和仁 , 川島淳一 , 吉川斉克 , 宮城直也 , 高林英日己 ,
屋嘉比康治：ラジオ波焼灼療法施行中におけるバブルの観察 . 第 94 回日本消化器病学会総会 . 2008.5.8 福岡
⑧黒澤 進 , 可児和仁 , 青山 徹 , 長船靖代 , 知念克哉 , 平井紗弥可 , 高林英日己 , 宮城直也 , 渡邊純代 , 有山茂和 , 櫻田
智也 , 吉川斉克 , 大野志乃 , 川島淳一 , 佐藤恵子 , 山内篤 , 川本智章 , 屋嘉比康治：糖尿病患者における GERD/FD
症状の F スケールによる検討 . 第 94 回日本消化器病学会総会 . 2008.5.8 福岡
⑨加藤真吾 , 高林英日己 , 屋嘉比康治：当科でのクローン病の診断・治療におけるダブルバルーン小腸内視鏡の有
効性の検討 . 第 75 回日本消化器内視鏡学会総会 .
6-2．獲得研究費
6-3．受

賞

2008 年 5 月

横浜

なし
米国消化器病学会 優秀演題

6-4．特許 , 実用新案

なし

6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績 なし

7．自己点検・評価
教 育：卒前 , 卒後教育については屋根瓦方式を取り入れ，進歩が認められた年である .
研 究：国内外において多数の発表が続き，研究活動も盛んになった年である .
臨 床：外来 , 入院患者数が増加し，IBD 診療も盛んになった年である .
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2．2）心臓内科
1．構成員
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：教授：病院長：循環器病学
羽田勝征（HADA, Yoshiyuki）
：客員教授：循環器病学，心エコー図学
丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）
：准教授：健康管理科科長：循環器病学
伊藤博之（ITO, Hiroyuki）
：准教授：運営責任者：診療科長：教育主任：循環器病学
西岡利彦（NISHIOKA, Toshihiko）
：准教授：研究主任：循環器病学
佐々木修（SASAKI, Osamu）
：講師：外来医長：循環器病学
松村昭彦（MATSUMURA, Akihiko）
：非常勤講師：冠動脈インターベンション
高橋一哲（TAKAHASHI, Kazunori）
：非常勤講師：循環器病学
神山哲男（KAMIYAMA, Tetsuo）
：病棟医長
桐村正人（KIRIMURA, Masato）
：研修医長
井 上 芳 郎（INOUE, Yoshiro）
， 真 崎 暢 之（MASAKI, Nobuyuki） 湯 原 幹 夫（YUHARA, Mikio）， 佐 藤 俊 一（SATO,
Shunichi）
，安藤敏行（ANDO, Toshiyuki）
，一色亜美（ISSIKI, Ami），金田亜紀（KANEDA, Aki）

2．教育
2-1．目的・目標
1．心臓病患者の身体所見の取り方を身につけ，心臓の聴診所見を述べられる
2．虚血，心不全の病態生理と治療薬の作用機序を説明できる
3．急性心筋梗塞と主な頻脈性および徐脈性不整脈の心電図を判読できる
2-2．教育内容（担当者）
1．3 年生の循環器内科系統講義，2 回（伊藤）
2．5 年生の BSL（2-3 名，2 週間ｘ 16）および CC（2 名，4 週間ｘ 2）
診療チームに配属され 1-2 名の患者を受け持ち診療録を作成（チーム医師）
心臓カテーテル検査 / 治療（西岡）
，デバイス植込手術（湯原），負荷心電図検査（伊藤）の見学
外来初診患者の問診 / 診察と鑑別診断の考察（羽田，初診担当医，伊藤）
病態生理・心電図クルズス（伊藤）
，心エコークルズス（羽田）
CC は配属チームの初期研修医とともに行動し，チーム上級医の指導を受けた
2-3．達成度
BSL は知識の再確認・補強を目的に，解剖・生理・薬理と臨床の関連を強調してクルズスその他を行った．そのた
め座学が多いことが問題である．各チームに学生は 1 人とし朝夕の病棟回診を一緒に行い，また院内連絡のためポ
ケベルを与えたが，やはり外線発信では緊急時に呼び出す余裕がなく，救急初期診療の見学がほとんどできなかった．
その分 CC では PHS を与え初期研修医と一緒に行動させベッドサイド一辺倒とした．
2-4．自己評価と次年度計画
BSL は知識の定着を確認する余裕がなかった．CC は学生・スタッフとも満足度が高かった．学生教育を主な業務
とするスタッフをおくことが望ましいが，現状では困難である．次年度は BSL も救急患者の初期診療に参加させた
いが，そのためには PHS 貸与が必要である．

3．研究
3-1．目的・目標
日常診療での疑問を拾い上げて検討し，診療の向上を目指す臨床研究を行うとともに，その裏付けとなる基礎研究
を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．IVUS を用いた冠動脈プラークの性状と薬物治療の効果，インターベンションの予後の関連の検討
2．3-D エコーによる左室壁運動異常の dyssynchrony の評価
3．負荷心筋ストレイン法による心筋虚血および viability の評価
4．分子標的リポソームを用いた血栓破砕療法及びプラークイメージングに関する研究
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3-3．研究内容と達成度
それぞれにつき日本循環器学会，日本超音波医学会，日本心エコー図学会，米国心臓病学会などで発表を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
臨床業務で多忙な中で成果をまとめ学会発表を行い一部を論文として出版した．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
川越及び周辺地区の心血管救急を積極的に受け入れ，エビデンスを重視しつつ安全な医療を行うよう努めた．入院
779 例の過半数は緊急入院であり，
急性心筋梗塞（166 例），急性大動脈解離その他の重症疾患は高度救命救急センター
で救命医・心臓血管外科医と協力し診療を行った．治療成績は良好であった．CRT，ICD 植込も増加している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Editorial board, International Heart J（吉本）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉県医師会健康スポーツ医講習会の講師（伊藤）
日本 DMAT 隊員（神山）

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数 7（原著 2，症例報告 2，総説 2）
，学会発表総数 8
① Maruyama Y, Masaki N, Sato S, Kirimura M, Toyama K, Yuhara M, Sasaki O, Kamiyama T, Nishioka T, Ito H,
Yoshimoto N
Eﬀect of angiotensin converting enzyme inhibitors and ?-blockers on left ventricular remodeling after coronary
artery bypass graft surgery
Int Heart J 49: 385-390, 2008
②一色亜美，湯原幹夫，杉崎良親，安藤敏行，神山哲男，伊藤博之，吉本信雄，中田一之
心室細動による心肺停止の蘇生後に診断された冠攣縮性狭心症の 1 例
Ther Res 29: 2040-2043, 2008
③佐藤博重，今中和人，山火秀明，安藤政彦，井上芳郎，西岡利彦
Fibrous strand の断裂により急性発症した大動脈弁閉鎖不全症の 1 例
呼吸と循環 57: 115-118, 2009
④伊藤博之，吉本信雄
急性心膜炎，急性心筋炎
救急医学 32: 436-437, 2008
⑤伊藤博之
薬物による心拍数コントロール‐その有用性と限界‐
Ther Res 29: 1115-1116, 2008
⑥ Sasaki O, Nishioka T, Minai M, Isshiki A, Inoue Y, Kaneda A, Toyama K, Ando T, Yuhara M, Sato S, Masaki N,
Kamiyama T, Kirimura M, Ito H, Maruyama Y, Hada M, Yoshimoto N
Relationship between coronary artery distensibility and plaque composition determined by Virtual HistologyIVUS
30th Congress of European Society of Cardiology

Munich

2008 年 8 月 30 日 -9 月 3 日

⑦ Masaki N
The percent achievement is a useful marker for warfarin control to prevent stroke in patients with atirla
ﬁbrillation
1st Asia-Paciﬁc Heart Rhythm Society Sicentiﬁc Session
⑧佐々木

Singapore

2008 年 11 月 27-29 日

修，西岡利彦，一色亜美，井上芳郎，金田亜紀，外山堅太郎，安藤敏行，湯原幹夫，佐藤俊一，真崎暢

之，神山哲男，桐村正人，伊藤博之，丸山義明，羽田勝征，吉本信雄
安定狭心症および急性冠症候群患者の非責任病変における冠動脈伸展性とプラーク組成の相違
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第 56 回日本心臓病学会学術集会
⑨佐々木

東京

2008 年 9 月 8-10 日

修，西岡利彦，一色亜美，井上芳郎，金田亜紀，外山堅太郎，安藤敏行，湯原幹夫，佐藤俊一，真崎暢

之，神山哲男，桐村正人，伊藤博之，丸山義明，羽田勝征，吉本信雄
中等度冠動脈病変におけるプラーク組成と冠動脈伸展性の関係
第 56 回日本心臓病学会学術集会

東京

2008 年 9 月 8-10 日

⑩ Sasaki O, Nishioka T, Inoue Y, Isshiki A, Satoh S, Masaki N, Ando T, Yuhara M, Kaneda A, Tsukada S, Kamiyama T,
Kirimura M, Ito H, Maruyama Y, Yoshimoto N
Systemic and Virtual Histological determinant factors of coronary distensibility
第 73 回日本循環器学会学術集会

大阪

2009 年 3 月 20‐22 日

6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
例年通り，川越市病診連携事業の一環として，川越医師会との共催で川越循環器談話会（年 2 回）を開催し，川
越地区で循環器診療に従事されている病医院の方々と症例検討，特別講演などを通じ連携の充実を図った．

7．自己点検・評価
入院，外来とも診療は現在のベッド数を初めとする設備とスタッフ数では飽和状態に近い．急性冠症候群収容数は
年々増え続けており，昨年度から開始した ICD・CRT-D 植込は，院外心停止蘇生例に加え一次予防目的の植込みも症
例をかさねている．頻脈性不整脈のカテーテルアブレーションは他院に紹介しているが，現在のスタッフ，またカテー
テル検査室が 1 室の現状ではやむを得ないと考えている．
またスタッフは，特に夜間・休日の救急を主体とする診療に多大な労力を費やしており，教育・研究の余裕が少な
い．研究は臨床活動の中で実施可能なプロトコルを考慮し，成果を出しつつある．学生教育は生理と臨床の結びつき
を理解させるよう努めているが，知識の定着を評価するまでの時間がなかった．
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2．3）呼吸器内科
1．構成員
植松和嗣（UEMATSU Kazutsugu）
：准教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：呼吸器疾患，肺癌，
胸膜疾患，びまん性肺疾患
山本和男（YAMAMOTO Kazuo）
：助教
森山

岳（MORIYAMA Gaku）
：助教

大岩健満（OHIWA Takemitsu）
：助教
山名一平（YAMANA Kazunari）
：助教
森

建 （MORI Takeru）
：助教

野口

哲（NOGUCHI Toru）
：助教

2．教育
2-1．目的・目標
1．種々の呼吸器疾患の病態生理，診断法，治療法の基本を理解する
2．呼吸器疾患患者の身体所見の取り方を身につけ，画像診断の基本を習熟する
3．肺癌，びまん性肺疾患，各種呼吸器感染症の胸部Ｘ線，胸部 CT 所見を理解する
4．COPD，喘息などの慢性呼吸器疾患の管理・治療法を理解する
5．急性呼吸不全などの急性期疾患の呼吸管理，診断・治療法について理解する
6．肺癌をはじめとする呼吸器腫瘍性疾患について診断，治療法について理解する
2-2．教育内容（担当者）
1．3 年生ＰＢＬ（山名）
，3，6 年生講義（植松）
2．5 年生の BSL（2 週間）
担当医のもとで 1-2 名の患者を受け持ち，呼吸器疾患患者の主訴，現病歴から身体所見までの取り方，診断ま
での検査計画，検査結果の評価，診断，治療について学び，関連した事項についてレポートする（担当

主治医）
．

また初診外来，再診外来の見学を通じて呼吸器外来診療について理解を深める．気管支鏡検査の見学を通じて内
視鏡診断学にふれる．クルズスにより呼吸器疾患の理解を促し口頭試問にて評価を行う．
2-3．達成度
BSL 教育に関しては，前科長が病気療養となって以後，BSL 評価に不備が出てくることが判明し，埼玉医科大学病
院呼吸器科に依頼している．
2-4．自己評価と次年度計画
現在埼玉医科大学病院呼吸器科に BSL を依頼しており，達成度は残念ながら低いと考える．次年度からは更に充
実した教育を行っていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
呼吸器疾患診療において重要な課題を取り上げ，その解決のために基礎と臨床の観点から有用な研究を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．肺癌化学療法の有用性に関する研究
2．COPD の病態および治療に関する研究
3．気管支喘息の病態および治療に関する研究
4．肺癌，中皮腫の新たな治療法開発のための基礎的研究
3-3．研究内容と達成度
前記研究内容について呼吸器疾患系の学会および海外誌上において発表した．1 について多施設共同研究を施行し
ている．
3-4．自己評価と次年度計画
これまでの研究成果をふまえて学会および誌上での発表を行うことができた．
多施設共同研究に関しては現在症例が蓄積されつつある．
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中皮腫に関する研究においては科学研究費補助金（基盤研究 C）を取得することができた．当センターの研究棟を
使用させて頂きながら基礎的研究を継続したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
川越地区医療機関から紹介を受けた呼吸器疾患患者は積極的受け入れを行い，エビデンスに基づく良質な呼吸器内
科診療を行うよう努めた．他職種とのチーム医療に心がけ，また他科との協力的関係に基づく包括的医療に努め，実
践できたものと考える．病病連携，病診連携を進展し，地域完結型の医療モデルの確立を今後の目標としたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
査読依頼

植松和嗣

日本呼吸器学会誌

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
石綿健康対策講習会（埼玉県保健医療部疾病対策課）「石綿の身体に及ぼす影響と石綿関係疾患について」 2008
年9月1日

さいたま

新潟胸部悪性腫瘍講演会「胸膜中皮腫の最近の話題」2008 年 10 月 17 日

新潟

第 71 回埼玉西北部呼吸器疾患研究会「悪性胸膜中皮腫の最近の話題」2008 年 5 月 14 日

川越

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数 4 本
学会発表総数

8回

代表的な論文
① Takenaka T, Gemma A, Yoshimura A, Hosoya Y, Nara M, Hosomi Y, Okano T, Kunugi S, Koizumi K, Fukuda Y,
Uematsu K, Shimizu K, Kudoh S. Reduced transcription of the Smad4 gene during pulmonary carcinogenesis in
idiopathic pulmonary ﬁbrosis. Molecular Medicine Reports 2（1）:73-80, 2009
② Seki N, Shiozaki G, Ota M, Ota S, Seki R, Seto T, Uematsu K and Eguchi K, Risk factors for a second episode of
hemoptysis. Clinical Medicine: Circulatory, Respiratory and Pulmonary Medicine 3, 2009
③ Soma T, Takaku Y, Kobayashi T, Hagiwara K, Kanazawa M, Uematsu K, Nagata M. Inhibitory eﬀect of budesonide
alone and in combination with formoterol on IL-5 and RANTES production from mononuclear cells. Int Arch
Allergy Immunol. 146 Suppl 1:22-7, 2008
④ Seto T, Yamanaka T, Nakano M, Ota M, Maruyama R, Okamoto T, Wataya H, Uematsu K, Seki N, Eguchi K, Semba H,
Ichinose Y. Tegafur-uracil plus gemcitabine combination chemotherapy in patients with advanced non-small cell
lung cancer previously treated with platinum. Journal of Thoracic Oncology 3（6）:637-642, 2008
⑤臼井一裕 , 井上彰 , 小林国彦 , 前門戸任 , 冲永壮治 , 植松和嗣 , 安藤真弘 , 山崎浩一 , 西條康夫 , 弦間昭彦 , 貫和敏
博 , 萩原弘一．EGFR 遺伝子変異を有する PS 不良非小細胞肺癌（NSCLC）に対する救済初回ゲフィチニブ療法．
第 48 回日本呼吸器学会総会（神戸）
．2008 年 6 月 15 日
⑥森山岳 , 山本和男 , 山名一平 , 大岩健満 , 杣知行 , 植松和嗣 , 小林国彦 , 弦間昭彦 , 工藤翔二．当院における若年者
肺癌臨床的検討．第 48 回日本呼吸器学会総会（神戸）．2008 年 6 月 15 日
⑦山本和男 , 國保成暁 , 山名一平 , 大岩健満 , 森山岳 , 杣知行 , 植松和嗣 , 弦間昭彦 , 工藤翔二．筋ジストロフィーに
合併した難治性気胸 2 例における臨床的検討．第 48 回日本呼吸器学会総会（神戸）．2008 年 6 月 15 日
⑧山名一平 , 國保成暁 , 大岩健満 , 森山岳 , 山本和男 , 杣知行 , 植松和嗣 , 弦間昭彦 , 工藤翔二．当院における心臓病
変合併 Churg-Strauss 症候群 2 例の検討．第 48 回日本呼吸器学会総会（神戸）．2008 年 6 月 16 日
⑨杣知行 , 植松和嗣 , 永田真．喘息増悪へのトータル・アプローチ 喘息急性増悪の病態．第 48 回日本呼吸器学会
総会（神戸）
．2008 年 6 月 16 日
⑩森山岳 , 山本和男 , 山名一平 , 森建 , 大岩健満 , 植松和嗣 , 小林国彦 , 弦間昭彦．当院での若年者肺癌

最近の傾向．

第 49 回日本肺癌学会総会（北九州）
．2008 年 11 月 14 日
6-2．獲得研究費
植松和嗣
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科学研究費補助金（基盤研究 C）2008 年度「胸膜中皮腫における WNT シグナル活性の意義」
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6-3．受賞
埼玉医科大学総合医療センター優秀指導医賞
6-4．特許 , 実用新案
なし
6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績
第 71 回埼玉西北部呼吸器疾患研究会

2008 年 5 月 14 日

川越

当番幹事

7．自己点検・評価
川越地区の病病，病診連携をこれまで目指してきたが，近隣の病院との協力体制が徐々に構築されつつある．今後
も近隣の病院とうまく連携を取りながら，入院待ち期間および入院期間を短縮し，診療の効率化を図っていきたい．
教育に関してはスタッフの増員により役割の分担，効率化を図りたい．研究についてはこれまでの基礎ならびに臨
床研究を発展させたい．
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2．4）内分泌･糖尿病内科
1．構成員
河津捷二（KAWAZU, Shouji）
：兼担教授（埼玉医科大学健康管理センター）：内分泌代謝学
今井康雄（IMAI, Yasuo）
：准教授：内分泌代謝学，成長因子，腫瘍学
大村栄治（OHMURA, Eiji）
：准教授：内分泌代謝学，成長因子，腫瘍学
松田

彰（MATSUDA, Akira）
：講師：内分泌代謝学，甲状腺学

矢澤麻佐子（YAZAWA, Masako）
：講師：内分泌代謝学，糖尿病
助教：土田温子（TSUCHIDA, Atsuko）, 徳永

貢（TOKUNAGA, Mitsugi）

石田英則（ISHIDA, Hidenori）
非常勤講師：根岸清彦（NEGISHI, Kiyohiko）
非常勤医師：皆川真哉（MINAGAWA, Shinya）

2．教育
2-1．教育の目的・目標
実践的な臨床知識の習得と実習を通じて基本的診察技術 , 情報の分析 , 問題点の抽出 , 治療方針の決定などの修練
を行う . 内分泌・代謝領域では , 診断論理が特に重要であり , 高血圧症 , 高脂血症 , 肥満症等日常よくみられる疾患で
は鑑別診断をきちんと行い , 治療方針をたてられるようトレーニングを行う . また代謝疾患特に糖尿病では予防医学
的思考が大切であり , 起こりうる合併症を予測し EBM にもとづき予防策を立てられるようにする . 治療の実践には
多方面に亘るアプローチが必要でありコメディカルスタッフとのチーム医療が不可欠であることを認識し , チーム医
療の現場を体験することを目標とする .
2-2．
レクチャーは当科のスタッフ及び中央検査部 医師の協力を得て行った．実践に役に立つ知識を習得できるように
配慮している . 学生・研修医は担当した患者の主治医から直接指導を受け診察を行い，治療方針をたて , 治療を行う .
また糖尿病は全身疾患であり他科併診が多くあり , 他科の医師に依頼し , 相談しながら診療を行う態度を身につける
よう配慮している . 問題があれば直接担当医と会い , 議論するよう指導している .
また看護師 , 薬剤師 , 栄養士 , リハビリ科理学療法士，検査技師などのコメディカルとのチーム医療形成は重要な
課題である . コメディカルスタッフの入院患者へのレクチャーや糖尿病医療チームカンファランスに担当医として参
加し , 対等の立場での症例検討を行い , チーム医療実践の現場を体験し , 学ぶ .
2-3．達 成 度
教育担当医はスタッフの少ないなか , できるだけ教育に力を注ぎ , 多くの時間を割いており ,8 割程度は達成してい
る.
2-4．次年度計画
スタッフ全員協力し , 教育を分担して行い教育効果の上昇がみられている . 次年度はマンネリズムに陥らないよう
に分担を再検討する . 従来の紙カルテも併用し電子カルテの利点を生かし，基本的事項をチェックし , 記載をきちん
と行えるようにする . また学生レポート及び研修医サマリーは , 記載内容のレベルを指導医がチェックし更に改善を
図る .

3．研究
3-1．目的・目標
臨床で生じた問題を解明し，新たな病態解析や診断 , 治療に有用な手段を探求する . また治療，療養指導法の改善
をはかる .
3-2．研究プロジェクト

3-3．研究内容と達成率

1）2 型糖尿病患者の空腹感とレプチン，グレリン血中濃度：
2 週間の教育入院中に空腹感が低下する患者がおり，そのメカニズムを調べるため食欲調節因子であるレプチン，
グレリン血中濃度を測定したところ，2 週間後食欲低下群は低下しない群に比べ食前，食後ともグレリンが有意に低
く，レプチンが高い傾向を示しグレリンの低下が空腹感の減少と関連していることが示唆された．
2）糖尿病患者の入院時の空腹感と入院前の食事内容との関連：
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達成率

75％
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2 型糖尿病患者で教育入院時の空腹感の程度と入院前の食事内容を半定量食物摂取頻度調査票で調査を行った．両
者には関連が見られなかったが，同時に測定した FFA とレプチンに負の相関がみられ，空腹感との関連をさらに検
討する．

達成率

60％

3）2 型糖尿病患者における血中プロレニン濃度測定の意義：
血中プロレニンが糖尿病の病態との関連を追及してきたが，今回はプロレニンレベルは糖尿病，高血圧と他のメタ
ボリックシンドローム関連因子と相関し，アルドステロンレベルとも相関し，合併症の危険因子となることを明らか
にした．

達成率

80%

4）2 型糖尿病患者におけるインタクトプロインスリンによるベータ細胞機能評価：
今回経口剤内服と罹病期間の影響を検討し，SU 剤投与によりベータ細胞機能は低下するが，インスリン抵抗性改
善剤で回復傾向を示唆する所見を得た．

達成率

85％

5）ポグリボーズからミグリトールに切り替えた際に見られる食後血糖の改善の効果：
今回更に検討し，従来報告した 3-deoxyglucosone，BNP の改善以外に酸化 LDL-C である MDA-LDL の改善がみられ，
食後過血糖による酸化亢進を主に抑制していると考えられた．

達成率

75％

6）尿中ミオイノシトトールを用いた耐糖能異常のスクリーニング
より簡便な耐糖能異常のスクリーニングとして尿中ミオイノシトールを用い，ブドウ糖負荷テストの際に負荷前後
で尿中ミオイノシトールを測定した結果，尿中ミオイノシトールは耐糖能異常のスクリーニングに有用であるとの結
論を得た．

達成率

90％

7）腹囲と代謝関連因子：
現行のメタボリックシンドロームの基準には腹囲が重要な基準となっているが，健診受診者を対象として検討した
結果，腹囲ではタボリックシンドロームの基準に入らないが，リスクファクターを 2 つ以上有する群がかなりある
ことが判明し，この群の予後調査の必要性を示した．

達成率

85％

3-4．自己評価と次年度計画
スタッフは協力，またコメディカルとも共同し，臨床上生じた問題点について研究をおこなった．さらに検討を必
要な段階のものもあり調査，研究を続ける予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
糖尿病診療では , 合併症予防のため総合的診療及び療養指導室は療養指導にあたるスタッフを充実し，継続が重要
である . 生活習慣の改善は多方面の協力が必須であり , チーム医療の形成維持 , 発展をはかっている . コントロール不
良なケースには , 初期教育を指導室で行い，更に教育入院を導入し成果をあげている . 内分泌疾患は , 潜在する疾患
を見逃さないように注意し , またバセドウ病難治例にはアイソトープ治療を勧めている . また今後増加する患者に対
応するため病診連携の強化を継続している .

5．その他 , 社会あるいは医学貢献に関わる業務
・糖尿病 無料相談会･市民公開講演会
松田

第 43 回全国糖尿病週間 . 2008 年 11 月：河津捷ニ , 今井康雄 , 大村栄治 ,

彰 , 矢澤麻佐子 , 土田温子 , 徳永

・糖尿病患者ウォークラリー

貢 , 石田英則

2008 年 10 月：大村栄治，松田

彰

6．業 績 論文総数 :2, 学会発表数 :11
論

文

①今井康雄 , 土田温子 , 大村栄治 , 河津捷二：【新時代の糖尿病学
病態・診断学の進歩
スリン

糖尿病検査学の進歩

新時代の糖尿病学（2）.

糖尿病関連諸検査

糖尿病検査学の進歩

測定法，臨床的意義，評価法

血液検査

イン

日本臨床 . 66（4）：244-249, 2008.6 日本臨床社

②矢澤麻佐子 , 今井康雄 , 河津捷二：
【新時代の糖尿病学
断学の進歩

病因・診断・治療研究の進歩】糖尿病の疫学・

糖尿病関連諸検査

ン 新時代の糖尿病学（2）. 日本臨床 .

病因・診断・治療研究の進歩】糖尿病の疫学・病態・診
測定法，臨床的意義，評価法

尿検査

IV 型コラーゲ

66（4）：449-454, 2008.6 日本臨床社

学会発表
③ OHMURA E, ISHIDA H, TOKUNAGA M, TSUCHIDA A, YAZAWA M, MATSUDA A, IMAI Y, KAWAZU S：
Relationship between Changes in Body Weight and Glycohemoglobin Levels in Patients with Type2 Diabetes
Treted with Diet or Pioglitazone. American Diabetes Association

68th Scientiﬁc Sessions. 2008.6.6-10

San

Francisco
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④矢澤麻佐子 , 石田英則 , 徳永

貢 , 土田温子 , 松田

彰 , 大村栄治 , 今井康雄 , 河津捷二：心不全にて発症しバセ

ドウ病を伴ったビタミン D 欠乏症の成人男性の一症例 . 第 81 回日本内分泌学会学術総会 . 2008.5.16
⑤石田英則 , 徳永

貢 , 土田温子 , 矢澤麻佐子 , 松田

青森

彰 , 大村栄治 , 今井康雄 , 河津捷二：セレスタミンを長期服

用し手術の際に中断し副腎不全となり低 Na 血症をきたした症例 . 第 81 回日本内分泌学会学術総会 . 2008.5.16
青森
⑥大村栄治 , 石田英則 , 徳永
連因子 .
⑦松田

貢 , 土田温子 , 矢澤麻佐子 , 松田

第 51 回日本糖尿病学会年次学術集会 . 2008.5.22

彰 , 今井康雄 , 河津捷二 , 佐藤輝彦：腹囲と代謝関
東京

彰 , 押切利加子 , 高倉果林 , 河津捷二：新規αー GI 剤ミグリトール（セイブル錠）の臨床的有用性の検討 ??

ボグリボースからの切り替え比較による動脈硬化指標の検討 . 第 51 回日本糖尿病学会年次学術集会 . 2008.5.22
東京
⑧矢澤麻佐子 , 石田英則 , 徳永

貢 , 土田温子 , 松田

彰，大村栄治 , 今井康雄 , 佐藤浩介 , 桜井真彦 , 河津捷二：2

型糖尿病とアルコール性肝硬変に両側眼内カンジタ真菌症を合併した一例 . 第 51 回日本糖尿病学会年次学術集
会 . 2008.5.22

東京

⑨土田温子 , 石田英則 , 徳永

貢 , 矢澤麻佐子 , 松田

彰，大村栄治 , 今井康雄 , 河津捷二：血中グレリン , レプチ

ン濃度と 2 型糖尿病患者の空腹感との関係 . 第 51 回日本糖尿病学会年次学術集会 . 2008.5.22
⑩石田英則 , 矢澤麻佐子 , 徳永

貢 , 土田温子 , 松田

東京

彰，大村栄治 , 今井康雄 , 河津捷二 , 久野義和 , 堀江

均：2

型糖尿病患者における膵β細胞機能：インタクトプロインスリン（IPI）分泌状態からみたインスリン抵抗性改
善薬投与の影響 . 第 51 回日本糖尿病学会年次学術集会 . 2008.5.22
6-2．獲得研究費
6-3．受

賞

6-4．特許実用新案

東京

なし
なし
なし

6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績
1）川越糖尿病談話会

2008 年 5 月・11 月

2）糖尿病相談会

2008 年 11 月

7．自己点検・評価
教育はスタッフ全員で分担し , 教育は学生の個別の能力に応じてスタッフ全員で分担して教育しており , レポート
や病歴サマリーのレベルは上昇してきている . さらにプログラムを臨床現場での実践に役立つように改善し , 指導を
強化する必要がある .
研究は，臨床に役立つ研究と志向している . 新たな知見も得られているが , 更に検討を重ねて普遍性を追求する .
またコメディカルとの共同研究は継続し , 更に進展をはかる . 診療は熱心に取り組んでいる . 外来 , 入院とも負担が増
大しており , スタッフの補充が診療サービス向上には必須となっている．並行して病診連携の強化が必要である．
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2．5）血液内科
1．構成員
木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：教授：血液内科一般，造血器腫瘍の発症機序の解明，分子標的療法の開発
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：准教授：血液内科一般，分子標的療法の開発

得平道英（TOKUHIRA, Michihide）
：准教授：血液内科一般，悪性リンパ腫，血小板疾患
渡部玲子（WATANABE, Reiko）
：講師：血液内科一般，造血幹細胞移植，出血凝固系疾患
関口康宣（SEKIGUCHI, Yasunobu）
：助教：血液内科一般，悪性リンパ腫，免疫疾患
半澤京子（HANZAWA, Kyoko）
：助教：血液内科一般，悪性リンパ腫，免疫疾患
根本朋恵（NEMOTO, Tomoe）
：助教：血液内科一般，造血幹細胞移植，出血凝固系疾患
佐川森彦 （SAGAWA, Morihiko）
：助教：血液内科一般，分子標的療法の開発

2．教育
2-1．目的・目標
学生教育においては BSL の 5 年生学生を担当しているが，学生には病棟実習及び外来実習を通じた血液診療の実
際を学ばせるとともに，血液疾患に対するクルズスを通じた基礎的知識を習得させている .

初期臨床研修では，内

科診療の全般的な知識および技術を取得すると同時に，血液疾患全般に渡る診断と治療の基本を習得する．後期研修
では，さらなる内科学における知識，技術の向上とともに，血液学全般に渡る知識，技術，接遇を身につけ，血液専
門医の資格取得を目指す .
2-2．教育内容（担当）
初期臨床研修教育責任者は森准教授 / 得平准教授 が担当した．木崎教授を筆頭に総回診，カルテ回診，カンファ
レンス，クルズス等を通じて研修医および血液専門医を目指す若手医師の卒後教育を行った．週 1 回の外来骨髄検
査には，研修医を積極的に参加させ，骨髄穿刺や髄液検査，髄注などの血液疾患の診療に必要な手技を習得させてい
る．臨床入門 4 年生の診察技能：頭頚部（OSCE 直前対策）を森准教授が担当した．総合医療センター看護専門学校
の生理学・血液，病態学 I・血液内科領域の講義を森准教授が担当した．森准教授及び木崎教授は，医学教育センター
の卒前教育部門および FD 部門の部門員を担当し，臨床実習検討委員会のメンバー，医学教育ワークショップのコー
デイネーターなどを務めた．
2-3．達成度
新しい初期臨床研修制度には，研修期間が短期間である，学生実習との差がない，研修医のモチベーションが低い，
などの問題が指摘されていた．これらの問題を検討した上で，研修医教育では適切な診療録記載，紙ベースでの温度
版作成，臨床におけるプレゼンテーション能力の向上，研修態度，研修の意識付けなどの基本的事項に力点を置き，
概ね教育効果を認めている．
2-4．自己評価と次年度計画
研修医指導では，おおむね基本的な血液内科学の学習目標を教育できたと考えており，研修医からも高い評価を得
た．次年度も同様な研修を行う予定であるが，全般的知識の蓄積のみならず，心豊かな人格ある医師を育てることも
を心がけたいと考えている．さらにこれまで通りに，研修医を日本血液学会例会などの学会等に積極的に参加させて，
血液内科学の知識をさらに学習してもらうことを心がけたい．また卒前研修として，当科の特徴であるオールマイティ
な血液内科学の臨床および研究に接触することによって内科学，血液学を超えて学問を学ぶきっかけになるようなプ
ログラムを構築したいと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
基礎研究および臨床研究の双方に力を注いでいる．白血病，悪性リンパ腫，多発性骨髄腫などの造血器腫瘍発症の
分子機構の解明とそれらを基盤とした新たな分子標的療法の開発，急性白血病細胞の転写因子の解析，免疫異常に関
する研究，造血器腫瘍に随伴する凝固線溶系以上の臨床的および分子生物学的解析に関する研究，造血幹細胞移植後
の感染症，GVHD コントロールに関する臨床研究などが挙げられる．
3-2．研究プロジェクト
1．基礎研究
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（1）白血病に対する活性酸素（ROS）を指標とする新規分子標的療法の開発
（2）新規 NF- κ B 阻害剤の開発による多発性骨髄腫に対する治療法の開発
（3）ヒト CD47 に対する一本鎖低分子化抗体の開発と造血器腫瘍への応用
（4）患者検体を用いた細胞株の樹立とその機能解明
（5）白血病細胞における分化誘導機序の解明
（6）東洋医学，とくにアーユルヴェーダでの薬草，治療法における西洋医学的解明
2．臨床研究
（1）JALSG protocol：Japan Adult Leukemia Study Group（日本成人白血病グループ）による臨床研究
（2）TSSG（Tokyo STI Study Group）
： イマチニブの血中濃度解析，およびイマチニブ不対応慢性骨髄性白血病に対
するニロチニブの効果解析の臨床研究
（3）オーラフィン臨床治験：多発性骨髄腫やキャッスルマン病に対するオーラフィンが有効性の臨床研究
（5）メトトレキサート惹起リンパ増殖性疾患の臨床研究：自己免疫性疾患，特に関節リウマチにおける解析
3-3．研究内容と達成度
（1）多発性骨髄腫（MM）の基礎研究を基にした臨床的応用
これまで生体に優しい造血器腫瘍の治療法の開発を目的とし，多くの生理活性物質による腫瘍細胞のアポトーシ
ス誘導機構を明らかにし，それらに基づく治療法開発に関する基盤研究を行ってきた．最近金製剤オーラノフィ
ンが MM 細胞のアポトーシス誘導を惹起することを見いだし，臨床応用を目指し，実際に当科で臨床試験を行
う予定である．また木崎は厚生労働省のがん助成金研究による骨髄班会議の班員であり，全国規模での骨髄腫に
関する新規治療法研究を行っている．なお，次年度より木崎が本班会議の班長となり，教室全体で臨床応用を目
指した骨髄腫の新たな治療法開発を目的とした研究を展開する予定である．
（2）TSSG での CML における臨床研究
Tokyo STI Study Group（TSSG）は CML に関して多施設臨床研究を行い，治療の向上と知識の普及に寄与する
ことを目的とした研究組織であり，
2007 年 7 月当科も TSSG に参加し，木崎はその研究代表者の一人である．
「慢
性期慢性骨髄性白血病におけるイマチニブ血中濃度と有効性の相関についての検討」をテーマとした臨床研究を
当院倫理委員会の認証の後，開始しており，患者の登録を行う方針である．
（3）MTX 関連リンパ腫の解析
関節リウマチ患者における MTX 関連リンパ増殖性疾患が近年注目され，その発症機序の解明が期待されている．
当院では 20 症例を超える蓄積があり，当院病理部田丸淳一教授との共同研究により臨床的検討を加えると同時
に，免疫染色を用いるなどその病態解明のプロジェクトを進行させている．
（4）妊娠合併の血小板減少症の研究
当院は全国でも有数の周産期センターが併設されており，妊婦における血液異常症の合併患者多い点に注目し，
妊娠時における血小板減少の機序の研究を産科との共同プロジェクトで進行中である．診療のプロトコールを検
討，作成し，現在症例を蓄積中である．途中経過をまとめて第 1 報として，平成 18 年日本内科学会総会にて報
告を行い，現在さらに症例の蓄積を行っているところである．
（5）造血器腫瘍細胞株の樹立と解析
平成 18 年度に，悪性リンパ腫（IVL）患者由来細胞株を 1 株，多発性骨髄腫患者由来細胞株を 1 株樹立した．
今後も患者の同意のもと，血液疾患における細胞株の樹立を目指し，それらをもとに病態解明さらにはそれらの
知見を基にした新薬までの展開を考えている．
（6）造血器腫瘍に対する新規分子標的療法の開発
現在探索的基礎検討を行っている．前年度樹立した急性リンパ性白血病患者由来細胞株に認められる新規の融合
遺伝子である MEF2D- DAZAP1 の解析を開始した．本年度はさらに詳細な検討を行う予定である．
3-4．自己評価と次年度計画
（1）多発性骨髄腫の基礎研究を基にした臨床的応用．
オーラノフィンの MM に対する臨床研究を進め，その治療成績に寄与したいと考えている．次年度は目標患者
数 10 名を目指し，登録を行いたい．
（2）TSSG での CML における臨床研究
現在進行しているプロジェクトへの参加を行い，その臨床的解析に寄与したい．次年度はさらに患者を蓄積する
ことを目指す方針である．
（3）MTX 関連リンパ増殖性疾患の解析
一定数の患者が集積しつつあり，データベース作成を行い，まず臨床像を明らかにすることを目指す．次年度は
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それらを基に，組織を用いた基礎検討を行いたいと考えている．
（4）妊娠合併の血小板減少症の研究
さらに症例数を追加し，その結果を踏まえて 1-2 年後に論文作成の予定である .
（5）造血器腫瘍細胞株の樹立と解析
造血器腫瘍細胞株の樹立を継続し，樹立された細胞株については詳細な解析を行う．悪性リンパ腫（IVL）患者
由来細胞株は平成 19 年度日本血液学会・日本臨床血液学会合同総会にて報告を行った．
（6）造血器腫瘍に対する新規分子標的療法の開発
今後も探索的基礎検討を続ける．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科では造血器腫瘍疾患，
一般血液疾患，
免疫疾患，感染症疾患が主たる対象である．造血器腫瘍では，悪性リンパ腫，
急性白血病，慢性骨髄性白血病，多発性骨髄腫，一般血液疾患では再生不良性貧血，骨髄異形成症候群，免疫疾患で
は特発性血小板減少性紫斑病，溶血性貧血，感染症疾患では EBV, CMV のウイルス疾患をはじめとして易感染性患者
における多彩な感染症などの診療を行っている．7 床の無菌室を有し，血縁者骨髄移植，さい帯血移植を積極的に行っ
ていたが，骨髄バンクより非血縁者間骨髄移植登録施設に選定され，移植数も埼玉県では有数の血液内科となった．
患者の比率では悪性リンパ腫が高く，再発症例に対しては積極的に自己末梢血幹細胞移植を行っている．このように
当科では最先端の移植医療を行っている一方，それに加えて分子標的療法や免疫療法にも積極的に取り組んでいる．
したがって当科においては診断から最終的な治療まで，あらゆる血液疾患に対するトータル的な治療が可能である．
さらに，Hematological emergency を有する患者数も決して少なくなく，全症例数も多いことからオールラウンドな
臨床の実力を身につける機会に恵まれている．このように，豊富な患者数に加えて先端医療に対応できることにより，
全国規模での血液疾患の対する新規治療薬の早期臨床試験の実地施設に選定されることもしばしばあり，新しい治療
にも積極的に参加している．治療方針はカンファレンスにて各医師の盛んなディスカッションのもと EBM に基づき
ながら決定されている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
木崎
厚生労働省医道審議会専門委員
厚生労働省医師国家試験委員（幹事）
がん研究開発木崎班（国立がんセンター）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
学術誌：
木崎
臨床血液，血液・腫瘍科：編集員
Japanese Journal of Clinical Oncology: editor board,
The Open Leukemia Journal: editor board,
Anti-Cancer Drugs: editor board,
査読：
木崎
Internal Journal of Hematology, Cancer Science, Japanese Journal of Clinical Oncology, Oncogene, Internal
Medicine, Leukemia, FEBS letter, Apotosis, Life Science, Neuroscience, International Journal of Molecular Scinece,
Cancer Letters, International Journal of Clinical Oncology.
米国血液学会（ASH）抄録査読委員
森
日本内科学会雑誌の査読担当：
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関る業務
得平准教授，渡部講師，半澤助教，根本助教が骨随移植推進財団の調整医師として活動中である．

6．業績
6-1．論文・学会発表
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原著
① Kizaki M: Biological signiﬁcance of myeloperoxidase（MPO）on green tea component, EGCG-induced apoptosis:
its therapeutic potential for myeloid leukemia. Targeted Oncology 3（1）: 45-50, 2008.
② Kizaki M, Hashimoto Y: New tubulin-polymerization inhibitor derived from thalidomide: implications for antimyeloma eﬀect. Current Medical Chemistry 15（8）: 754-765, 2008.
③ Uchida H, Inokuchi K, Watanabe R, Tokuhira M and Kizaki M: New therapeutic approaches to acute myeloid
leukemia（AML）. Expert Opinion on Drug Discovery 3（6）: 689-706, 2008.
④ Tokuhira M, Iizuka A, Watanabe R, Sekiguchi N, Sato N, Chien CK, Sekiguchi Y, Nemoto T, Hanzawa K, Tamaru
J, Itoyama S, Suzuki H, Takeuchi T, Mori S and Kizaki M: Severe degeneration of multiple organs mediated by
chronic active Epstein-Barr virus infection with infected T-cell expansion. International Journal of Hematology
87（5）: 520-526, 2008.
⑤ Sagawa M, Nakazato T, Uchida H, Ikeda Y and Kizaki M: Cantharidin, a derivative of blister beatles, induces
apoptosis in human multiple myeloma cells via inhibition of JAK/STAT pathway. Cancer Science 99（9）:
1820-1826, 2008.
⑥ Kizaki M, Okamoto S, Tauchi T, Tanaka H, Yanimoto M, Inokuchi K, Murayama T, Saburi Y, Hino M, Tsudo M,
Shimomura T, Isobe Y and the TARGET Investigators: Current and future perspectives TARGET system: The
registration system for Glivec established by the JSH. International Journal of Hematology, 88（4）: 409-417,
2008.
⑦ Tokuhira M, Hanzawa K, Watanabe R, Sekiguchi Y, Nemoto T, Toyozumi Y, Tamaru J, Itoyama S, Suzuki K,
Kameda H, Mori S and Kizaki M: Simultaneous co-existence of acute myeloid leukemia with multilineage
dysplasia and Epstain-Barr virus associated T-cell lymphoproliferative disorder in rheumatoid arthritis. J Hematol
Oncol. 2009 Jun 30;2:27.
⑧ Kawana H, Asanami S, Kimura A, Kinno R, Morikawa A, Sugiyama K, Ikeda E, Kizaki M and Nakagawa T:
Malignant tumor of the maxillary sinus detected following a complication with dental implants. Journal of Dental
Implantology 24（1）: 43-47, 2008.
⑨ Misawa T, Aoyama H, Furuyama T, Dodo K, Sagawa M, Miyachi H, Kizaki M and Hashimoto Y: Structural
development of benzhydrol-type 1'-acetoxychavicol acetate（ACA）analogs as human leukemia cell-growth
inhibitors based on QSAR analysis. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 56（10）: 1490-1495, 2008.
⑩ Kanda Y, Okamoto S, Tauchi T, Kizaki M, Inokuchi K, Yabe M, Yokoyama K, Ito Y, Kimura Y, Higashihara
M, Bessho M, Ando K, Chiba S, Kurokawa M, Oshimi K, Dan K, Oyashiki K, Ikega Y for the Tokyo STI Study
Group: Multicenter prospective trial evaluating the tolerability of imatinib for Japanese patients with chronic
myelogenous leukemia in chronic phase: Dose body weight matter? American Journal of Hematology 83（11）:
835-839, 2008.
6-2．獲得研究費
2008 年度
科学研究費補助金基盤研究（C）
「活性化酸素によるヒト白血病幹細胞の増殖抑制機構の解析と治療への応用」
厚生労働省がん助成金
「多発性骨髄腫の発症と進展に関与する分子基盤の解明と新規分子標的療法の確立に関する研究」
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
2008.5.31

日本血液学会例会開催（川越市）

7．自己点検・評価
H19 年度より木崎教授が当科に赴任され，血液内科の体制を一新し，教育年では平成 20 年度より卒前教育として
BSL を受け入れる，そのプログラムを魅力あるものにしたいと考えている．また研修医に対しては，さらに血液内科
を通じて医療の理解を深められることを期待し，さらに臨床プログラムの改善に取り組む方針である．これまで研究
面では進歩が少ない傾向にあったが，研究体制を整備し，今後臨床及び基礎研究を推進する方針である．診療面では
移植を含め，すべてのツールが整い，積極的な医療が展開できるようになった．当科の特徴であるオールマイティな
血液内科医を育てるとともに，
社会にも還元できる，さらに魅力ある科を目指したい．また高齢化社会の時代を迎えて，
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緩和ケアなど終末医療の充実化も大切である．周辺医療機関との連携を深めるなどのハードの整備のみならず，全人
的な医療に向けてさらに努力を行い，我々の技量を社会に還元していけるよう，鋭意邁進したい．
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2．6）神経内科
1．構成員
野村恭一（NOMURA, Kyoichi）
：教授：臨床神経学，免疫性神経疾患，電気生理学
大貫

学（ONUKI, Manabu）
：講師：臨床神経学，Parkinson 病，神経変性疾患

高濱美里（TAKAHAMA, Misato）
：講師：臨床神経学，医学教育，免疫性神経疾患，頭痛
三井隆男（MITSUI, Takao）
：助教
山里将瑞（YAMASATO, Masamizu）
：助教
井口貴子（IGUCHI, Takako）
：助教
王子

聡（OUJI, Satoru）
：助教（出向中）

吉田典史（YOSHIDA, Norifumi）
：助教
伊崎祥子（IZAKI, Shoko）
：助教
小島美紀（KOJIMA, Miki）
：助教
久保田昭洋（KUBOTA, Akihiro）
：助教
田島孝士（TAJIMA, Takashi）: 助教
成川真也（NARUKAWA, Shinya）
：助教
原

渉（HARA, Wataru）
：助教

非常勤教員
金

浩澤（KIM, Koutaku）
：兼担准教授：頭痛，脳循環代謝

木下正信（KINOSHITA, Masanobu）
：非常勤講師：筋緊張性ジストロフィー
岩崎

章（IWASAKI Akira）
：非常勤講師：臨床神経学，神経病理

高山吉弘（TAKAYAMA Yoshihiro）
：非常勤講師：臨床神経学，高次機能障害
吉田

裕（YOSHIDA, Hiroshi）
：非常勤講師：臨床神経学，免疫性神経疾患

2．教育
2-1．目的・目標
患者さんにとって満足度の高い医療を提供することを目標とし，常に教室員が質の高い医療を習得するよう努力し
ている．また同時に患者さんとの人間関係のみならず，教室員や医療スタッフ全員がお互いに信頼・尊敬し合える人
間性を身につけるよう心掛け，常に人間性の向上を目指している．研修医・医局員の教育・指導に当たる際にも，単
に診療技術を指導するだけではなく，人間性のレベルを向上することを意識して指導している．
2-2．教育内容（担当者）
上記医局員全員が教育に携わり，医師としての基本的な態度，神経疾患の問診の取り方，神経診察方法，神経内科
領域全般の指導を実際の臨床に沿って行っている．
2-3．達成度
指導医は常に指導方法の確認を行い，研修医の習熟度についてディスカッションを行い，必要に応じて適切な修正
や新たな指導の試みにも取り組んでいる．
2-4．自己評価と次年度計画
指導医はお互いの指導内容を検討し合い，統一した指導体制が継続するよう心掛けている．次年度は，さらに教室
員の体制を強化し，研修医教育・BSL 学生教育を充実させるべく教育計画に取り組んでいる．

3．研究
3-1．目的・目標
下記の各研究テーマについて，臨床研究・基礎研究を継続し，免疫性神経疾患などの病態解明を目指している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）免疫性神経疾患に関する研究
2）脳血管障害に関する研究
3）Parkinson 病に関する研究
4）免疫性神経疾患に対する血液浄化療法に関する研究
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3-3．研究内容と達成度
1）免疫性神経疾患に関する研究，2）脳血管障害に関する研究，3）Parkinson 病に関する研究，4）免疫性神経
疾患に対する血液浄化療法の各テーマに対する研究内容を定期的に学会報告し，常に新たな知見を得るため更なる研
究計画を検討している．
3-4．自己評価と次年度計画
学会・研究会報告，論文発表などを通して客観的な評価を行い，更に医局会で定期的に研究内容を評価・検討して
いる．次年度は，動物実験を用いた免疫性神経疾患の原因蛋白の解析および病態の解明を行う予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
免疫性神経疾患に対する血液浄化療法や免疫グロブリン静注療法，免疫抑制剤などを中心に加療している．脳梗塞
に対しては，IV-rtPA を中心として急性期の加療を行っている．学会・研究会，論文，ハンズオンセミナーなどを通
して最新の情報を得ると同時に客観的な評価を行い，更にカンファレンスで定期的に診療内容を評価・検討している．
また治験にも協力し新たな治療法の確立にも貢献している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
1）野村恭一：免疫性神経疾患に関する調査研究班班員
多発性硬化症に対するインターフェロン療法の効果の発現およびその持続性に関する要因等の解析に関する研究班
班員
2）大貫 学：東京都パーキンソン病友の会顧問
東京都生涯学習センター顧問
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
1）野村恭一：臨床神経学会・神経免疫学会・日本アフェレシス学会査読委員
2）大貫 学：日本健康医学会査読委員・学会誌編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
1）野村恭一：MS キャビン（難病患者会への支援）
2）大貫 学：東京都生涯学習センター医学セミナー主催障害者スポーツ支援活動

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数，代表的な論文 10 編を記載）
論文総数 21 編，学会発表総数：国際学会 2 回・国内学会 18 回
以下に代表的な論文 10 編を示す．
①【傍腫瘍性神経症候群 診断と治療の進歩】特異的診断法・治療法 傍腫瘍性神経症候群の免疫療法（解説 / 特集）
：
野村恭一：日本内科学会雑誌 97 巻 8 号 Page1830-1837（2008.08）
②【血液浄化療法 2009】血液浄化法の臨床 単純血漿交換・二重膜濾過血漿交換・血漿吸着 免疫性神経疾患 ギラ
ン・バレー症候群（解説 / 特集）
：野村恭一：腎と透析 65 巻増刊 Page441-446（2008.12）
③【脊椎・脊髄疾患に対する薬物療法】脊髄炎とその治療（解説 / 特集）：三井隆男 , 野村恭一：脊椎脊髄ジャーナ
ル 21 巻 6 号 Page679-686（2008.06）
④ AIDP および CIDP における横隔神経 M 波の臨床的検討：三井隆男 , 成川真也 , 吉田典史 , 中島千晶 , 野村恭一：
末梢神経 19 巻 2 号 Page511-515（2008.12）
⑤【重症筋無力症 - 病態解明と診療の進歩】診断 重症筋無力症の合併症（解説 / 特集）：井口貴子，野村恭一：
Clinical Neuroscience26 巻 9 号 Page1004-1006（2008.09）
⑥【免疫性神経疾患 Update】多発性硬化症 治療研究動向 ステロイド・パルス療法と血液浄化療法の適応（解説
/ 特集）
：王子聡，野村恭一：日本臨床 66 巻 6 号 Page1127-1132（2008.06）
⑦【新・図解救急・応急処置ガイド 救急・応急時に必ず役立つ基本手技と処置のすべて】日常診療に必要な応急
処置 神経痛発作（解説 / 特集）
：吉田典史 , 吉田裕 , 野村恭一：Medical Practice25 巻臨増 Page27-29（2008.05）
⑧多発性硬化症ワンポイントレクチャー 多発性硬化症の患者さんに対するインフォームド・コンセント（解説）
：
高濱美里 , 野村恭一：Current Insights in Neurological Science16 巻 2 号 Page12（2008.06）
⑨内科医のための脳疾患講座 アフェレシス（解説）：王子聡 , 野村恭一：Brain Medical20 巻 2 号 Page182-189
（2008.06）
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⑩ Guillain-Barre 症候群の回復期に後天性喉頭軟弱症を呈した 38 歳男性（原著論文 / 症例報告 / 抄録あり）
：吉田
典史 , 三井隆男 , 野村恭一：末梢神経 19 巻 1 号 Page64-70（2008.06）
6-2．獲得研究費
1）免疫性神経疾患に関する調査研究（120 万）
2）EAE に対する ONO-2506 の予防および治療効果（50 万）
6-3．受賞：なし
6-4．特許，実用新案：なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1）野村恭一：重症筋無力症医師との懇話会主催
2）野村恭一：第 5 回埼玉 MS インターフェロン治療研究会主催

7．自己点検・評価
以上を総合しての自己評価と次年度改善計画
2004 年度に埼玉医科大学総合医療センター神経内科部門を開設し，2005 年度には内科学の一部門としての神経
内科となり，日常診療・教育・臨床研究に全力で取り組んでいる．教室員は徐々に充実してきている．外来診療およ
び入院診療は多忙を極め，医局員全員が全力で診療に当たっている．教育に関しては，研修医教育に加えて BSL 教
育も加わり，日常診療の中で教育を平行して行っている．研究に関しては，臨床研究が中心となるが，医局員の充実
とともに徐々に動物実験による研究も行えるように準備している．
診療に関しては神経内科部門を立ち上げ，患者さんにとって満足度の高い診療を提供できるよう努力してきた．来
年度はさらに教室員を充実させ，幹細胞移植をはじめとするより高度な医療を行えるよう計画している．本年度は，
業務に関しては日常診療上，多忙を極め，研究活動に十分な時間をとることは困難であった．来年度は，研究活動も
活発化させ，各医師の研究データをまとめ，学会発表・論文作成をこれまで以上により積極的に行う．学位論文研究
も立ち上げる計画である．
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2．7）リウマチ・膠原病内科
1．構成員
竹内

勤（TAKEUCHI, Tsutomu）
：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：膠原病

天野宏一（AMANO, Koichi）
：准教授：教育主任：外来医長：膠原病，感染管理
津坂憲政（TSUZAKA, Kensei）
：講師：膠原病
亀田秀人（KAMEDA, Hideto）
：講師：膠原病
長澤逸人（NAGASAWA, Hayato）
：助教：研修医長：病棟医長
阿部治男（ABE，Haruo）
：助教
鈴木勝也（SUZUKI, Katsuya）
：助教
武井博文（TAKEI, Hirofumi）
：助教
西

英子（NISHI, Eiko）
：助教

奥山あゆみ（OKUYAMA, Ayumi）
：助教
近藤恒夫（KONDO, Tsuneo）
：助教
倉沢隆彦（KURASAWA, Takahiko）
：助教
西村幸治（NISHIMURA, Koji）
：助教
＜非常勤＞
安倍

達 （ABE Tohru）
：名誉教授：名誉所長

伊藤達也（ITO, Tatsuya）
：非常勤講師
小川祥江（OGAWA, Hiroe）
：非常勤医師 2 類
関口直哉（SEKIGUCHI, Naoya）
：非常勤医師 2 類

2．教育
2-1．目的・目標
医師としての倫理観，使命感をもって患者の治療にあたることができるリウマチ膠原病専門医を育成することを目
標とする．
2-2．教育内容（担当者）
1）学生教育
4 年生のヒトの病気コースの免疫ユニットの講義 31 コマ中 11 コマを担当（竹内 4，天野 4，津坂 1，亀田 2）
．
5 年生の BSL とクリニカル・クラークシップは亀田講師を中心に全員で分担し担当．
2）初期研修医教育
研修医クルズス（天野，亀田，長澤）
：内科研修医を対象に今年度は計 4 回実施．
外来での問診業務：基本的情報収集力を身につける．
科長回診（竹内）／カルテ回診（天野，亀田）：病態把握，鑑別診断，治療法選択などについての考え方を学ぶ
3）後期研修医（専修医）教育
科長回診（竹内）／カルテ回診（天野，亀田）：治療方針の決定能力を養う
カンファレンス／抄読会：最新の臨床・研究面での topics を学ぶ
症例報告／学会発表：症例の presentation と症例のまとめ方を学ぶ
2-3．達成度
学生教育：できる範囲で精一杯取り組み，ほぼ 90% の達成度．
研修医教育：主として日常診療の中での指導のみで終わり約 60％程度の達成度．
専修医教育：学会や論文作成はまずまずも，学位論文の作成に至らず 80％程度．
2-4．自己評価と次年度計画
診療に時間がとられ，教育に時間が十分にとれなかった．次年度は初期研修医教育を充実させたい．不定期となっ
ていた専修医教育も週 1 回臨床，研究のための抄読会やカンファレンスを定期的に励行し，各個人の研究に資する
よう指導をしていきたい．
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3．研究
3-1．目的・目標
臨床現場で問題となっている課題を取り上げ，その中から各人が研究目標を明確にしてその達成をめざす．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）遺伝子発現解析による生物学的製剤の臨床的有効性の予測に関する研究（教室員全員：DNA チップ研究所との
共同研究）
2）SLE 患者 T 細胞ζ鎖発現異常と，これに対する Calcineurin 阻害薬の影響（竹内，津坂，近藤）
3）Imatinib による線維芽細胞増殖抑制と間質性肺炎治療への応用の可能性（亀田）
4）E- カドヘリンを介したリンパ球と上皮細胞の接着機構の解明と臨床応用の可能性に関する研究（竹内）
5）間質性肺炎合併全身性硬化症（強皮症）における肺動脈性肺高血圧症（PAH）の鑑別診断のための血漿 BNP 測
定の臨床的意義（天野）
6）Inﬂiximab による寛解導入後の inﬂiximab 中止後の寛解維持に関する研究（BUSHIDO 試験）（亀田，倉沢）
7）ループス腎炎に対するミゾリビンパルス療法の有用性（西）
3-3．研究内容と達成度
1）Inﬂiximab の投与前の遺伝子発現パターンで，ある程度本剤の将来の有効性の予測が可能であることが分かった．
さらに検証は必要であるが，臨床応用できる可能性が見えてきた（達成度 80％）．
2）SLE の症例で tacrolimus を使用する患者の使用前と使用後（1?2 週）でζ鎖の発現を調べ，低下した発現の回
復があるかどうかをみる．症例数がまだ不十分であるが順調に進行中（達成度 60％）．
3）RA 患者で手術時に得られた滑膜組織の培養で得られた線維芽細胞に対し，imatinib を in vitro で投与しその増
殖抑制作用を確認．線維化疾患で膠原病診療で最重要合併症である間質性肺炎に対し，倫理委員会承認の下 3
例に imatinib を投与した（達成度 60％）
．
4）カドヘリンの第 5 ドメインの重要性を発見，同部位をノックアウトした動物モデルを作成中（達成度 50%）
．
5）強皮症で，間質性肺炎（IP）合併 20 例と非合併 20 例の計 40 例の血漿 BNP を測定し，心エコーで推定され
た肺動脈圧を指標に PAH の有無を評価し，BNP ＞ 100 以上の場合は PAH 合併の可能性が高いことを示唆する
成績を得た（達成度 95％）
．
6）BUSHIDO 試験：寛解導入 49 例で 22 例に Bucillamine 投与，27 年は非投与で再燃率を比較．現時点で投与群
において再燃が少ない傾向を確認．症例を増やして継続中（達成度 80％）
7）ループス腎炎で既存治療不十分の症例に Mizoribine 350 mg を 12 時間おきに 3 回（1050 mg/week）投与し，
有効性と安全性を評価する．現在 11 例を登録し継続中（達成度 50％）．
3-4．自己評価と次年度計画
目標の 70％くらいは行えたと思う．来年度は，1）の生物学的製剤の有効性予測の project に全力で取り組み，
2）
，
3）
，
6）
，7）は症例を重ねて継続する．4）はさらに研究を継続していく．5）に関してはある程度の成果が得られたので
近々終了．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
リウマチ・膠原病領域において，質量とも国内でも 1，2 を争うと言って過言ではない診療実績を誇る．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（竹内）
埼玉県疾病対策課；特定疾患審査会委員（竹内）
埼玉県社会保険診療報酬請求書審査委員会委員（天野）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
Nature review Immunol，Lancet, Arthritis Rheum, Ann Rheum
J Rheumatology，Modern

Dis, Rheumatology, Arthritis Research & Therapy,

Rheumatol, Internal Medicine，Cell Prolif, Exp Lung Res, Lupus, Clin Exp Immunol,

Analytical Chemistry Insights, Dermatology, Drugs Aging, Indian J Med Sci, 炎症・再生（以上；竹内）
リウマチ科（科学評論社）編集委員（天野）
Internal Medicine，Mod Rheumatology 査読委員（天野，亀田）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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日本内科学会

資格認定試験問題作成委員会

膠原病部門世話人（天野）

日本リウマチ学会

国際委員会委員長（竹内）

日本リウマチ学会

情報化委員会

日本リウマチ学会

情報化委員会，Newsletter 小委員会委員長（天野）

日本リウマチ学会

調査研究委員会，疫学調査研究小委員会委員（天野）

日本リウマチ学会

調査研究委員会，治療標準化小委員会委員（亀田）

日本整形外科学会

リウマチ研修会

日本リウマチ財団

医療情報委員会委員（天野）

委員（天野）

講師（天野）

市民公開講座及び，各地保健所にて患者と家族を対象に講演

6．業績
6-1．論文・学会発表
【論文等】英文 18 編，著書 4 冊，総説 40 編
【学会発表】国外 23 件，国内 35 件
① Takeuchi T, Tatsuki Y, Nogami Y, Ishiguro N, Tanaka Y, Yamanaka H, Harigai

Y, Ryu J, Inoue K, Kondo H,

Inokuma S, Kamatani N, Ochi T, and koike T. Post-marketing Surveillance of the Safety Proﬁle of Inﬂiximab in
5,000 Japanese Patients with Rheumatoid Arthritis. Ann Rheum Dis 67:189-194, 2008.
② Sekiguchi N, Kawauchi S, Furuya T, Matsuda K, Ando S, Ogasawara M, Inaba N, Abe T, Ito S, and Takeuchi T.
Monitoring of cDNA microarray proﬁle in peripheral blood during inﬂiximab treatment of Rheumatoid Arthritis
patients. Rheumatology 47:780-788, 2008.
③ Tanaka Y, Takeuchi T, Inoue E, Saito K, Sekiguchi N, Iikuni N, Nawata M, Kameda H, Shinozaki M, Iwata S, and
Amano K, and Yamanaka H. Retrospective clinical study on the notable eﬃcacy and related factors of inﬂiximab
therapy in a rheumatoid arthritis management group in Japan: One-year clinical and radiographic outcomes
（RECONFIRM-II）. Mod Rheum 18:146-152, 2008.
④ Tsuzaka K, Itami Y, Kumazawa C, Suzuki M, Setoyama Y, Yoshimoto K, Suzuki K, Abe T, and Takeuchi T. The
conservative sequences in 3'UTR of TCR（ mRNA regulate the production of TCR（ and TCR/CD3 complex in
SLE T cells. Biochemical Biophysical Research Communications 367: 311-317, 2008.
⑤ Tokuda H, Sakai F, Yamada H, Johkoh T, Imamura A, Dohi M, Hirakata M, Yamada T, Kamatani N, Kikuchi Y, Sugii S,
Takeuchi T, Tateda K, and Goto H. Clinical radiological features of pneumocystis pneumonia in patients with
Rheumatoid Arthritis, in comparison with Methotrexate pneumonitis and Pneumocystis pneumonia in aquired
immunodeﬁciency syndrome: A multicenter study. Intern Med 47:915-923, 2008.
⑥ Takeuchi T, Yamanaka H, Inoue E, Nagasawa Y, Nawata M, Ikari K, Saito K, Sekiguchi N, Saito E, Kameda H, Iwata S,
Mochizuki T, Amano K, and Tanaka Y. Retrospective clinical study on the notable eﬃcacy and related factors of
inﬂiximab therapy in a rheumatoid arthritis management group in Japan: One-year oucome of joint destruction
（RECONFIRM-2J）. Mod Rheum 18（5）:447-454, 2008.
⑦ Suzuki K, Setoyama Y, Yoshimoto K, Tsuzaka K, Abe T, Takeuchi T: Eﬀect of Interleukin 2 on synthesis of B cell
activating factor belonging to the tumor necrosis factor family（BAFF）in human peripheral blood mononuclear
cells, Cytokine, 44（1）:44-48, 2008.
⑧ Inokuma S, Sato T, Sagawa A, Matsuda T, Takemura T, Ohtsuka T, Saeki Y, Takeuchi T, and Sawada T. Proposals
for leﬂunomide use to avoid lung injury in patients with rheumatoid arthritis. Mod Rheum 18（5）: 442-446,
2008.
⑨ Nishimoto N, Miyasaka N, Yamamoto K, Kawai S, Takeuchi T, Azuma J, and Kishimoto T. Study of Active
controlled Tocilizumab monotherapy for Rheumatoid Arthritis Patients with an Inadequate Response to
Methotrexate（SATORI）
：signiﬁcantly reduction in disease activity and serum vascular endothelial growth factor
by IL-6 receptor inhibition therapy. Mod Rheum 19（1）: 12-19, 2009
⑩ Komano Y, Harigai M, Koike R, Sugiyama H, Ogawa J, Saito K, Sekiguchi N, Inoo M, Onishi I, Ohashi H, Amamoto
F, Miyata M, Kageyama G, Imaizumi K, Tokuda H, Okochi Y, Tanaka Y, Takeuchi T, and Miyasaka N. Pneumocystis
pneumonia in patients with rheumatoid arthritis treated with inﬂiximab: a retrospective review and case-control
study of 21 patients. Arthritis & Rheum 61（3）: 305-312, 2009.
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6-2．獲得研究費
【厚生労働科学研究費補助金

免疫アレルギー疾患予防・治療・研究事業】

1）関節リウマチの寛解導入体系化に関する研究（竹内勤：主任研究者）
2）関節リウマチの早期診断による発症及び重症化予防に関する研究（津坂憲政：主任研究者
3）免疫疾患の既存治療法の評価とその合併症に関する研究（亀田秀人：主任研究者

江口勝美）

田中良哉）

4）膠原病の生命予後規定因子である肺合併症の診断及び治療法の再評価と新規開発に関する研究（亀田秀人：主
任

宮坂信之）

【厚生労働科学研究費補助金

難治性疾患克服研究事業】

1）自己免疫疾患に関する調査研究（竹内勤：主任；山本一彦）
2）難治性血管炎に関する調査研究（天野宏一：主任；槇野博史）
【文部科学省】
基盤研究（C）
（一般）
1）自己免疫性上皮障害の分子機構とその制御法に関する免疫学的研究（竹内

勤）

2）関節リウマチにおける滑膜細胞の異常増殖機構の解明とその制御（亀田秀人）
3）SLE 患者 TCR（鎖 mRNA 異常に伴う TCR（鎖発現低下とシグナル伝達異常（津坂憲政）
4）SLE 制御性 T 細胞 FOXP3 アイソフォーム発現とその免疫抑制機構における役割（鈴木勝也）
6-3．受賞
該当無し
6-4．特許・実用新案
該当無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
日本臨床免疫学会 Midwinter Seminar，JBASIC 研究会，埼玉シェーグレン研究会，埼玉膠原病肺研究会，よつや
リウマチ膠原病セミナー，埼玉トピックリエゾンセミナー，リウマチヤングアカデミー，埼玉骨関節疾患研究会，北
関東リウマチ抗 TNF 療法研究会，OMIYA FORUM ON RHEUMATOID ARTHRITIS，埼玉西部リウマチ性疾患研究会，
川越リウマチ懇話会，埼玉 Aging 研究会，臨床骨代謝フォーラム，BMC カンファレンス，

7．自己点検
教育：学生，研修医教育では単なる知識の伝達に終わっていた部分も多かった．今後は，医師としての倫理観，使
命感の育成が重要と考える．専修医には専門医として知識や技術を磨き，取得すべき資格の取得を目指す．
研究：研究業績は十分とは言えない．しかし臨床研究を積極的に行い，多施設共同研究にも積極的に参加協力し，
リウマチ領域における日本の臨床的 evidence の確立に貢献してきた．今後もこの路線を主体とする．
診療：質量とも高い水準を維持してきた．3 つの理念に準拠し，より安全で患者の満足度が高い医療を目指す．
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2．8）腎・高血圧内科（人工腎臓部）
1．構成員
御手洗哲也（MITARAI Tetsuya）
：教授：運営責任者：診療科長：研究主任
（腎高血圧内科）
長谷川元（HASEGAWA Hajime）
：准教授：副診療科長：研究副主任：水・電解質代謝
加藤

仁（KATOH Hitoshi）
：研修担当講師：教育主任：研究員：腎不全・骨代謝

叶澤孝一（KANOUZAWA Kouichi）
：病棟講師：教育員：研究員：高血圧・糖尿病性腎症
助教：仲村聡子，吉川

賢，前田忠昭，山城真理，朝倉受康，田山陽資，三谷知之，本島みずき，岩下山連，清水

泰輔，関口綾子（育休中）
非常勤講師：廣瀬

悟，板倉宏行

非常勤医員：河野里佳，清水紀子

出向中：山城弘充・朝倉受康（埼玉よりい病院），高雄泰行（上尾中央病院）
大学院生：中島徳志
（人工腎臓部）
松村

治（MATSUMURA Osamu）
：准教授，人工腎臓部診療科長：血液浄化療法

松田昭彦（MATSUDA Akihiko）
：講師，人工腎臓部副診療科長：CAPD 療法
助教：小川智也，野入千絵

2．教育
2-1．目的・目標
医学部学生教育では 5 年生の BSL とクリニカル・クラークシップ（4 週間）を担当している．当科の BSL は学生
からの評価が高かったが，本年度から 1 週間に短縮されたため，見学型実習に変更した．BSL では腎臓学の基本的な
知識の整理を教育目標とする．クリニカル・クラークシップの医学生には医行為を経験させる．
一方，初期臨床研修医に対する教育を教育活動の中核に据え，腎疾患診療に必要な知識・技術の習得だけでなく，
「豊
かな人間性を持ち，患者中心の医療を実践できる医師」の育成を目標にしている．
人工腎臓部では医師ばかりでなく，透析専門の看護師や臨床工学技士等の医療専門職の教育と育成を担っており，
各種血液浄化療法や先端医療におけるチーム医療の実践を目標としている．
2-2．教育内容（担当者）
医学部 5 年生の実習（BSL・クリニカル・クラークシップ）では研修担当講師が初日にオリエンテーションを行う．
BSL では電子カルテを閲覧し，検査計画の立て方，鑑別診断，各種検査成績の解釈，病態の把握方法などを指導して
いる．BSL の期間中に，人工腎臓部において腹膜透析外来や血液透析医療の現場を見学し，慢性腎不全の病態，長期
透析の合併症・予後などに関するクルズスを行う．クリニカル・クラークシップでは，午前中医療チームの一員とし
て病棟で行動し，
午後には腎生検や内シャント作成術などの手技の見学と腎疾患の病態に関するクルズスに参加する．
4 週間の実習期間中 1 週間を総合医療センターの中央部門である人工腎臓部において，慢性腎不全医療ばかりでなく，
各種血液浄化療法の治療現場を経験する．
学生評価は 1 週間毎週末に教育担当講師による形成的評価を行うとともに，最終評価は実習態度の評価（共通評価）
と学生が作成した病歴要約，および実習終了時に行う理解度テスト等をもとに，総合的評価とする．
初期臨床研修教育では，必修期間の内科研修は 6 か月間で 8 診療科をローテートすることから，腎高血圧内科で
の実習期間は 3 週間と短い．そのため，必修研修では経験すべき疾患や手技を重視し，診療チームに所属して 3 〜
4 例の入院患者を担当しながら，指導医・上級医の指導を受ける．2 年目の選択研修では最低 1 ヶ月間でのローテー
ションになるため，チームカンファレンス，症例検討会，教授回診を通して基本的診療能力と症例呈示能力の向上を
はかり，さらに，文献検索と論文入手方を理解することで，より最新の知識を習得する自己学習法を指導している．
人工腎臓部は日本透析医学会の認定教育施設，日本アフェレシス学会認定施設である．透析専門医育成プログラム
としてアクセス管理，透析患者の管理方法，透析効率評価，合併症対策などの実践的教育を行っている．また，各種
血液浄化療法に関する正しい知識と安全な実施方法を指導しており，診療とカンファレンスを通して専門医の育成を
行なっている．さらに，日本腎臓財団の透析療法従事職員研修を受け入れ，指定された実習プログラムに沿って，医
師・看護師・臨床工学技士に対して安全な血液浄化療法の技術指導を行っている．
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2-3．達成度
学生実習は見学実習としたため，教育目標を変えている．その面では達成できたと考えるが，学生の実習プログラ
ムに対する評価は，クリニカル・クラークシップを除くと低下していると思われる．
研修医教育も必修の内科研修期間中，腎高血圧内科の研修期間は 3 週間と短い．必修研修では経験させることを
重視していることから，十分な教育はできていない．2 年目の選択研修でローテートしてきた研修医には，患者を全
人的にとらえることを理解できるように教育しており，研修終了後のアンケート調査で，研修からの評価は良い．
人工腎臓部では専門医の育成を継続しており，看護学校の学生実習，臨床工学技師育成施設の学生実習なども受け入
れ，医育機関として幅広く活動できている．
2-4．自己評価と次年度計画
毎年新たなトピックスを加えた教室独自のレジメを医学生や初期臨床研修医に配布しており，腎臓病に関する知識
の整理に効果を上げている．医学部 5 年生に対する教育体制を整備してきたが，BSL 実習期間が 2 週間から 1 週間
に短縮され，これまで医学生から高い評価を受けてきた当科の学生実習は見学型実習に変更し，BSL では最低限必要
な腎疾患の知識の整理を行うことにした．初期臨床研修医に対する教育も 3 週間の必修研修では必要な症例を経験
させるにとどめ，次年度も 2 年目の選択研修で専門領域の知識の習得に加え，全人的医療を実践できるように指導
する．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床研究では腎疾患診療の EBM 確立を目標として，様々な多施設共同研究に参加している．また，基礎研究とし
て腎疾患の進展・修復因子の解明と進展抑制法の開発を目標に，研究を実施している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
基礎的研究は教室の研究室と動物実験棟を利用して実施している．糸球体障害や尿細管間質病変の各種動物モデル
を駆使して，病態解析と治療との関連性を細胞レベル・遺伝子レベルで検討している．現在は以下のプロジェクトが
進行している．
①糖尿病により尿細管上皮細胞のチャネルや輸送体の発現が変化するが，糖尿病治療薬でどの様な修飾を受けるか，
解析している．
②尿細管間質病変のマグネシウム代謝について，動物モデルで病態を解析している．
③腹膜透析による腹膜硬化に関して，腎不全動物を用いて腹膜線維化モデルを作成し，腹膜線維化抑制方法の開発
を行っている．
一方，臨床研究としては様々な多施設共同研究に参加している．
1）難治性ネフローゼ症候群を呈する膜性腎症におけるプレドニゾロンとミゾリビンの併用療法に関する多施設共
同研究（研究期間：2004 年 2 月〜 2009 年 3 月 31 日）
2）難治性ネフローゼ症候群におけるプレドニゾロンとシクロスポリンの併用療法に関する多施設共同研究（研究
期間：2004 年 2 月〜 2009 年 3 月 31 日）
3）慢性進行性 IgA 腎症に対するカクテル療法の有効性に関する多施設共同研究
（研究期間：2004 年 4 月 1 日〜 2009 年 3 月 31 日）
4）IgA 腎症の腎病理所見と予後の関連に関する前向き多施設共同研究
（研究期間：2006 年 2 月 1 日〜 2017 年 3 月 31 日）
5）ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を呈する巣状糸球体硬化症に対する LDL アフェレシス療法の有効性に関す
る多施設共同研究
（研究期間：2007 年 7 月から 2011 年 6 月までの 4 年間）
6）吸着型血液浄化器 AS-15 及び AS-25 の閉塞性動脈硬化症患者に対する有効性及び安全性を評価するための多施
設臨床研究
7）J-DOPPS（日本における血液透析の治療方法と患者予後についての第 3 期調査）
8）多発性嚢胞腎の国際的治験
この他，教室の臨床研究として慢性腎不全患者を対象とした骨代謝と二次性副甲状腺の管理，アクセスの管理とカ
テーテルインターベンションの有効性に関する臨床研究などが行われている．
3-3．研究内容と達成度
基礎研究として，遺伝子プロファイリングの手法を用いて腎障害の進行過程と修復過程に関与する因子の解析を
行っている．また，糖尿病性腎症に焦点をあて，腎尿細管上皮細胞に発現する塩分感受性遺伝子の変化を解析してい
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る．その他，腎生検材料を用いた IgA 腎症，ANCA 関連血管炎等の病態解析，およびネフローゼ症候群における治療
反応性の予測を主な研究テーマにしている．
人工腎臓部は臨床研究が主体で，急性腎障害・多臓器不全の病態解析，慢性透析患者の予後と鉄の動態，血液浄化
療法施行時の循環動態変化と関連因子，バスキュラ・アクセスの評価とインターベンション，透析骨症の治療，腹膜
透析における腹膜機能の推移等を主な研究テーマにしている．特に，アクセス研究班は特殊外来において狭窄部分に
対する超音波検査による評価やインターベンションを行っている．
診療における教室員の負担が大きいことから，少なくとも基礎研究の達成度は十分とは言えない．臨床研究を中心に
実施しているが，成果の公表に関して実績が十分でない．
3-4．自己評価と次年度計画
研究成果は国内外の学会・研究会で積極的に情報発信しているが，論文として公表できていないものが増えてきた．
次年度は成果を論文にすることを目標としている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
患者へのインフォームドコンセントの徹底を診療の基本に置いている．各種治療に伴う危険性に関して十分な説明
に基づくインフォームドコンセントを取得し，医療安全を重視しつつ，診療の質を維持することに努めたい．診寮に
関して機器の更新の問題が避けて通れない．10 年を超えたコンソールなどの医療機器を順次更新する必要がある．

5．その他
5-1．自治体，政府関係委員の有無
最高裁判所

医事関係訴訟委員会・特別委員（御手洗哲也）

5-2．学会誌，編集委員，査読委員の有無
Kidney International 論文査読（長谷川元）
日本透析医学会誌 査読委員（松村治）
雑誌：Annual Review 腎臓（中外医学社）
：編集委員長（御手洗哲也）
雑誌：｢ 腎臓 ｣ 編集委員会（日本腎臓財団）
：編集委員長（御手洗哲也）
5-3．社会あるいは医学貢献に関わる業務
腎臓病患者とその家族を対象に，医師，看護師，薬剤師，栄養士，医務課職員がチームを作り，3 回シリーズの ｢
じんぞう病教室 ｣ を年 3 クール開催している．人工腎臓部は日本透析医学会認定施設，日本アフェレシス学会認定
施設，および日本腎臓財団の透析療法従事職員研修施設になっている．

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文発表 23 件，学会発表 84 件
①小川智也 , 原田悦子 , 金山由紀 , 星綾子 , 田山陽資 , 朝倉受康 , 前田忠昭 , 松田昭彦 , 松村治 , 御手洗哲也：長期型
バスキュラーカテーテルの適応に関する検討
日本透析学会誌 42: 245-50, 2009（3）
②御手洗哲也：間質性腎炎の基礎と臨床
日本内科学会誌

97: 319-324, 2008（9）

③小川智也 , 山城真理 , 山城弘充 , 黒田厚介 , 山口由美子 , 金山由紀 , 本島みずき , 星綾子 , 田山陽資 , 野入千絵 , 松
田昭彦 , 松村治 , 御手洗哲也；妊娠経過中に on-line HDF を施行した透析患者 2 症例の検討
腎と透析 65（Supple: HDF 療法 '08）:84-88, 2008（11）
④御手洗哲也，三谷知之，本島みずき：腎疾患患者の妊娠に関する診療の手引き
腎と透析 65: 695-699, 2008（5）
⑤御手洗哲也，吉川賢，田山陽資 : ネフローゼ症候群：最近の知見；微小変化型ネフローゼ症候群
腎と透析

64: 917-920, 2008（6）

⑥御手洗哲也：内科必携画像診断−妊娠高血圧症候群
内科雑誌『内科』101:1226-1228,2008（6）
⑦ Matsuda A, Matsumura O, Ogawa T, Kanayama Y, Yamaguchi Y, Asakura J, Maeda T, Sekiguchi A, Tayama Y, Kato
H, Mitarai T: The eﬀect of novel direct hemoperfusion columns, AS-15 and AS-25 in the chronic renal failure
patient with atherosclerosis obliterans（ASO）/ peripheral arterial disease（PAD）.
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XLV Congress of ERA-EDTA（May 13, 2008）Stockholm, Sweden
⑧ Hasegawa H, Takayanagi K, Asakura J, Shimizu T, Iwashita T, Yamashiro M, Yamashiro H, Kikkawa M, Kato
H, Mitarai T: Distinctive response of tubuloglomerular feedback to high salt diet in diabetic rats, as a possible
genesis of glomerular hypertension.
NEXUS Symposium: International Society of Nephrology.（Jun 28, 2008）, Dublin, Ireland
⑨ Kanozawa K, Nakajima T, Motojima M, Shimizu T, Iwashita T, Mirtani T, Tayama Y, Asakura J, Matsumura O,
Hasegawa H, and Mitarai T：Relation with the relative low level of high molecular weight adiponectin and renal
injury in type-2 diabetics with early nephropathy -Study by treatment with various PPAR gamma agonistsAmerican Society of Nephrology （Nov 4- 9, 2008）, Philadelphia, USA
⑩ Shimizu T, Hasegawa H, Takayanagi K, Iwashita T, Asakura J, Mitani T, Nakajima T, Ogawa T, Matsuda A, Mitarai
T: Restoration of tubulointerstitial damages by blockade of mineralocorticoid receptor in diabetic rats with
unilateral ureteral obstruction
American Society of Nephrology （Nov 4- 9, 2008）, Philadelphia, USA
6-2．獲得研究費
①治験受託費
② J-DPPS 調査費
③多発性嚢胞腎の国際的治験
④企業からの研究寄付金
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許・実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
① IgA 腎症研究会（年 1 回：全国規模）東京（主催）
②腎間質障害研究会（年 1 回：全国規模）東京（幹事施設）
③関東腎研究会（年 2 回）東京（クラブ関東）（主催）
④ IgA 腎症カクテル療法研究会（年 1 回） 東京（主催）
⑤埼玉県高血圧研究会（年 2 回）さいたま市（大宮ソニック）（幹事施設）
⑥埼玉心臓腎臓治療研究会（年 1 回）さいたま市（幹事施設）
⑦埼玉腎臓研究会（年 2 回）さいたま市（ラフレ埼玉）（主催）
⑧埼玉 CAPD 研究会（年 3 回）
（ラフレ埼玉）（主催）
⑨ SMC 腎不全セミナー開催（年 3 回）川越（主催）
⑩その他：埼玉透析医学会，埼玉体液カンファレンス，血液浄化療法関連の研究会
などの幹事施設としても，県内の多数の医療施設との連携を深めている．

7．自己点検・評価
これまで医学生の教育を重視してきたが，BSL の実習期間が短縮され，見学実習とした．卒後教育はこれからも重
視し，コメディカルスタッフの育成にも教室を挙げて取り組む．
診療では院内発生の多臓器不全を伴う急性腎障害に対応する Renal care unit について，病棟看護師の教育を継続し，
ME サービス部の協力体制を確保して，診療体制を整備する予定である．人工腎臓部は医師とコメディカルスッタフ
が連携し，より良いチーム医療が提供できるようになった．臨床研究も臨床工学技士，看護師，管理栄養士と協力し
て展開しており，成果を上げている．その結果，中央診療部門として質の高い血液浄化療法を提供できている．
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2．9）消化管外科・一般外科
1．構成員
石田秀行（ISHIDA, Hideyuki）
：教授：消化器外科（特に下部消化管外科，胃外科，癌化学療法）
松木盛行（MATSUKI, Moriyuki）
：准教授：消化器外科 , 腫瘍外科 , 内視鏡外科
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka ）
：准教授（兼担）：腫瘍外科学 , 外科侵襲学 , 消化器内視鏡 , 医学教育

石橋敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro）
：講師：消化器外科（特に下部消化管外科，癌化学療法）
宮崎達也（MIYAZAKI, Tatsuya）
：講師：消化器外科（特に食道・胃外科，癌化学療法）
横山

勝（YOKOYAMA, Masaru）
：講師：消化器外科（特に下部消化管外科，癌化学療法）

助教：三橋敏武，沖田剛之，岡田典倫，﨑元雄彦一，大澤智徳，桑原公亀，石畝
雄介，横山洋三，石井正嗣，久保田将，近範

亨，幡野

哲，外間尚子，田島

泰

非常勤講師 9 名，非常勤医師 10 名

2．教育
主に医学部 5 年生の各グループに対して 2 週間の bedside learning（BSL）を行っている．またグループのうち年
に 4 グループには，clinical clerkship に基づいて学生が，医療チームの一員として，より自覚をもって参加できる 4
週間の臨床実習を行っている．
2-1．目的
診療にあたっている消化管・一般外科疾患（食道癌，胃癌，大腸癌，炎症性腸疾患，腹部外傷，急性虫垂炎，鼠径
ヘルニアなど）の患者を受け持ち，その病態を理解したうえで手術および周術期管理について学ぶこと．
目標
1）外科的処置の適応を判断し，リスク評価ができる．
2）外科の基本的診療手技を実施できる．
3）基本的な術前術後管理ができる．
2-2．教育内容
BSL 期間中，学生は病棟診療チームの一員となり朝 8 時 30 分からの病棟チーム回診から診療終了時刻まで担当医
と行動をともにして，
病歴聴取，
診察，
検査，
手術
（術前準備から術後管理），診療記録の記載や電子カルテの使用法，
チー
ム医療のあり方などを指導した．月曜日朝と水曜日の朝夕のカンファレンス（術前・術後カンファレンス，Clinical
Conference，抄読会）
，水曜日の科長回診にも参加し，消化管・一般外科疾患の病態，診断，治療に関する知識を深めた．
クルズスは 2 回で，
外科総論および消化器・一般外科の知識を確認する問題形式のレポートの解説と糸結び講習を行っ
ている．Tissue Labo（ブタの腸管を用いた吻合講習会）を研修医対象に手縫い吻合，器械吻合実習を行っている．
2-3．達成度
2 週間にわたり病棟チームの一員として行動することにより，外科医の一日を連日体験することで，当該領域への
理解も深まっているものと考えられる．その点で，最低限の目標は達成されたと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
今後の実習内容改善の目的で BSL 最終日に実際に学生から感想を聞く時間を設け，またアンケートを行っている．
当科の実習に対する学生からの反響やアンケート結果はある程度満足のいく結果であるが，学生からの意見を尊重し
次年度は，手術に参加する前に解剖学的事項を確認するクルズスを設けることにより，手術中の知識の習得や確認に
役立てたいと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
消化管疾患の発生，病態，治療の研究および開発
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
上部消化管グループ，下部消化管グループ，腫瘍学グループ，鏡視下手術グループ，外科感染症グループ，外科栄
養学グループ，臨床解剖学グループ
3-3．研究内容と達成度
1．大腸癌における VEGF 関連因子の発現および臨床病理学的検討
387

消化管外科・一般外科

2．消化器癌における核酸代謝酵素発現に関する研究
3．NST の関与による栄養評価と実質的効果の検討
4．E − PASS を用いた消化管手術侵襲度評価と合併症予測
5．鏡視下手術による手術侵襲の軽減と新たな手術手技，器具の開発
6．消化管穿孔症例に対するエンドトキシン吸着療法の有効性とその適応の検討
7．大腸癌症例のリンパ流と至適郭清範囲の検討
8．消化器癌の悪性度評価と転移能の研究
9．消化管手術の周術期感染予防とその対策における研究
3-4．自己評価と次年度計画
H17 年度からの新体制となり新たな業績が徐々に結実している．安定した研究環境，研究体制の確立を目指して
いる経過である．上部消化管については周術期感染とその予防的抗菌薬投与についての RCT が進行中である．低侵
襲手術，消化管関連ホルモンの研究に着手している．また，進行大腸癌に対する化学療法の感受性予測因子に関する
基礎的研究に着手している．これらの検討項目について次年度解析および発表していく予定である．消化管外科とし
ての独創性のある従来の臨床研究と平行して基礎的な研究をバックグラウンドに置いた真に臨床に還元できるエビデ
ンスレベルの高い研究を追及している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
消化管（食道・胃・大腸肛門）の良悪性疾患や，鼡径ヘルニアなどの一般外科領域を担当している．
癌の手術のほかに，消化管穿孔，イレウスなどの手術症例が特に多い．手術のみならず，消化管内視鏡検査と治療，
消化管癌化学療法でも最新の知見を踏まえた治療を行っている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Surgery Today，Clin Exp Metastasis の査読委員（石田）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

6．業績
論文総数 28 編，学会発表 79 件
① Miyazaki T, Okada N, Ishibashi K, Ogata K, Ohsawa T, Ishiguro T, Nakada H, Yokoyama M, Matsuki M, Kato H,
Kuwano H, Ishida H
Clinical signiﬁcance of plasma level of vascular endothelial growth factor-C in patients with colorectal cancer.
Jpn J Clin Oncol 38（12）
：839-843, 2008
②石田秀行，横山勝，大澤智徳，石畝亨，石橋敬一郎，中田博 .
潰瘍性大腸炎に対する直腸粘膜切除の工夫−直腸切離先行と E 式開肛器使用の有効性について−手術 62（13）
：
1839-1844，2008
③石橋敬一郎，岡田典倫，宮崎達也，佐野元彦，石田秀行 .
mFOLFOX6 施行後の手術症例における末梢神経障害と白金濃度の関連についての検討 . 癌と化学療法 35（13）
：
2445- 2448，2008
④石橋敬一郎，傍島潤，石畝亨，岡田典倫，宮崎達也，横山勝，石田秀行 .
大腸癌原発巣・肝転移巣における Thymidine Phosphorylase（TP）発現 - 癌細胞内 mRNA 発現と腫瘍組織中蛋白
発現量の関係―癌と化学療法 36（3）
：425-429，2009
⑤横山勝，石橋敬一郎，外間尚子，石畝亨，宮崎達也，松木盛行，石田秀行，儀賀理暁，山畑健，江口圭介，中山
光男，菊池功次 .
新規抗癌剤導入時代の大腸癌肺転移に対する外科治療における諸問題 .
癌と化学療法 35（12）
：2198 - 2200，2008
⑥石畝亨，崎元雄彦，久保憲生，宮崎達也，石橋敬一郎，石田秀行 .
胃癌に対する小切開（6-7cm）手術 . 手術 62（5）：607-612，2008
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⑦石畝亨，石橋敬一郎，岡田典倫，桑原公亀，宮崎達也，横山勝，松木盛行，佐野元彦，井上尚人，石田秀行 .
高齢者大腸癌に対する mFOLFOX6 療法の有用性と安全性 . 癌と化学療 35（12）：2286 -2288，2008
⑧天野邦彦，宮崎達也，崎元雄彦，石畝亨，石橋敬一郎，石田秀行，小澤文明，糸山進次 .
幽門狭窄を伴った十二指腸球部癌の 1 例 . 日本外科系連合学会誌 34（1）：72-76，2009
⑨幡野哲，宮崎達也，横山勝，石橋敬一郎，松木盛行，加藤真吾，藤野幸夫，望月智行，石田秀行 .
動脈塞栓術で止血後にダブルバルーン内視鏡で診断し得た出血性回腸潰瘍の 1 例 . 日本外科系連合学会誌 33
（6）
：889-892，2009
⑩石井正嗣，宮崎達也，石橋敬一郎，石田秀行，豊住康夫，糸山進次 .
6cm 大の幽門下リンパ節の転移を伴った多発胃粘膜癌の 1 例 . 日本外科系連合学会誌 34（1）：61-66，2009
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
診療面：診療科構成員が一丸となって緊急手術，待期手術にあたった．良悪性疾患に関わらず，高度かつ専門的な
外科治療を遂行することに心がけた，診療科再編直後であり，手術術式，周術期管理などの標準化を徹底した．その
結果，消化管外科領域で最も多い合併症の術野感染は 5％以下に抑えられ，満足できるものと考えている．上部消化
管領域では食道癌，胃癌における内視鏡治療である内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD），食道癌手術，腹腔鏡補助下胃
手術が前年と比較し倍増し患者および近隣の医療機関のニーズに対応している．治療成績も満足できるものである．
教育面：BSL，CC の充実に関しては，学生の希望をリアルタイムで把握し，より充実した臨床実習を目指したい．
研究面：研究成果については臨床研究においてデータが結実し始めたところであり，その一部を国際学会を含めた
学会発表および原著論文という形で発信している．また，複数の randomized controlled trial を立ち上げており臨床
に即した研究を進めている．今後は現在のスタディーを報告するとともに基礎医学とのコラボレーションをすすめる
予定である．
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2．10）肝胆膵外科・小児外科
1．構成員
橋本大定（HASHIMOTO, Daijo）
：教授：消化器外科，内視鏡下手術，レ−ザ−外科，ＭＥ
星野高伸（HOSHINO, Takanobu）
：准教授：消化器外科，肝胆膵外科，内視鏡下手術
小高明雄（ODAKA, Akio）
：准教授：小児外科
小澤文明（OZAWA, Fumiaki）
：講師：肝胆膵外科
助教：赤松延久，石田隆志，辛
非常勤講師：東

宣廣，駒込昌彦，張

皓，帯津良一，川嶋

成浩，小田慶太郎

寛，北野良博，坂本昌義，篠原一彦，田中洋一

非常勤医師：池田理恵
専攻生：関根秀樹

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育は主に BSL の学生を，卒後教育は研修医から卒後 6 年目までの医師をそれぞれ対象にして，肝胆膵外科・
小児外科の幅広い基礎的な臨床能力がつくように教育している．
2-2．教育内容
BSL の学生は，患者の入院から手術，退院まで受持ちとして共に診療，各種検査に加わる．研修医から卒後 6 年目
までの医師に対しては，肝胆膵外科学の診断法，手術，周術期管理を，連日のカンファランスと回診を中心として教
育している．小児外科教育では，小児科や周産期と連携した教育を開始した．
2-3．達成度
卒前，卒後教育とも，日々の診療の中で，達成度を細かく確認している．肝胆膵外科では，月〜金の早朝 8 時か
ら 1 時間，入院全症例のチェックを行い，引き続き病棟の全員回診を行っている．この際，症例のプレゼンテーショ
ンを実演させ，また個々の実技についてもスタッフ全員で教育の達成度を確認している．
2-4．自己評価と次年度計画
総合医療センター外科は専門分野による細分化が行われ，当科では肝胆膵外科および小児外科の教育を担当してい
る．教育内容については，これまで肝胆膵チームと小児・周産期チームが行ってきたものをそのまま移行することが
できている．来年度からは，さらにスタッフを充実させて，専門的に発展した教育を行う予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
教室の研究テーマは研究内容の項で示すように多数あるが，その中で最も重要で大きな目標は，“ 安全な低侵襲鏡
視下手術 ” を確立することにある．
3-2．研究グループ
研究には専門別グループのような制約は設けず，領域を超えて互いに協力し合う方針を取っている．
3-3．研究内容と達成度
①低侵襲内視鏡下手術における “ 安全性を重視した複合的アプローチのための機器開発 ”
②吊り上げ・ミニラパ法による小児低侵襲手術法の開発
③癌転移のメカニズムと転移の予測（気腹法と吊り上げ法の対比）
以上の内容を重点的に研究して，その成果は学会発表や論文として公表した．
3-4．自己評価と次年度目標
研究面では，外科の細分化による影響はほとんど受けずに，これまでに研究を発展させることができた．来年度も，
科を越えた研究の協力体制を維持していきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
肝胆膵チームと小児・周産期チームが，新しく肝胆膵外科・小児外科として独立して 4 年目となった．これまで
通り肝胆膵外科グループと小児外科グループ共，それぞれが得意とする領域の治療成績を伸ばすことができた．また，
これらグループの枠組みを超えて，教室全体のテーマとして，低侵襲手術に取り組んできた．来年度からも，新しい
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メンバーを加えて，さらに高度な外科治療が行えるように努力して行きたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
橋本大定：厚生労働省活動領域拡張医療機器開発研究評価委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
橋本大定：財団法人医療機器センター評議員
橋本大定：財団法人テルモ科学技術振興財団評議員
橋本大定：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構，テーマ公募型事業の事前評価者

6．業績
6-1．論文・学会発表
総数：論文 9 件，学会発表約 30 件
（主な論文一覧）
①橋本大定：黎明期における私のレーザー研究．日本レーザー医学会誌 2008; 29（3）:254.
②橋本大定：小切開・鏡視下手術―最近の進歩と今後の方向性．第 3 回小切開・鏡視下手術研究会論文集（小切開・
鏡視外科学会雑誌創刊号）2008.p.21-3.
③小高明雄，橋本大定：吊り上げ・ミニラパ法による小児低侵襲手術法の開発．埼玉医科大学雑誌 2008;35
（1）:46-7.
④小高明雄，橋本大定，田島雄介ほか：当科における小児外科領域への吊り上げ・ミニラパ手術の応用．第 3 回
小切開・鏡視下手術研究会論文集（小切開・鏡視外科学会雑誌創刊号）2008.p.112-3.
⑤辛

宣廣，赤松延久，駒込昌彦ほか：小切開鏡視下胆嚢摘出術理論の構築．第 3 回小切開・鏡視下手術研究会

論文集（小切開・鏡視外科学会雑誌創刊号）2008.p.36-40.
⑥張

成浩，小高明雄，田島雄介ほか：乳児肥厚性幽門狭窄症に対する臍部切開 sliding-window 法による幽門筋

層切開術 . 第 3 回小切開・鏡視下手術研究会論文集（小切開・鏡視外科学会雑誌創刊号）2008.p.114-6.
⑦ Maeno S, Hashimoto D, Otani T et al：Hanger-lifting procedure in knee arthroscopy. Arthroscopy 2008; 24
（12）:1426-9.
6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許・実用新案
該当なし
6-5．学会・研究会・セミナー等の開催実績
橋本大定：第 29 回日本レーザー医学会総会．平成 20 年 11 月 15 〜 16 日．東京工科大学八王子キャンパス

7．自己点検・評価
平成 17 年 4 月に総合医療センター外科の細分化が行われ，肝胆膵外科・小児外科は誕生した．発足当初より橋本
大定教授が中心となり，旧外科内の肝胆膵チームと小児周産期チームのスタッフがそのまま移行できたため，大きな
混乱は生じなかった．その後，この 4 年間に優秀な人材を集めることができて，教育・研究・診療すべての面において，
専門分野に集中できる環境が整いつつある．今年度は，その成果として，第 29 回日本レーザー医学会総会を教室員
全員の力で主催することができた．来年度は，肝胆膵外科・小児外科発足 5 年目として，さらに内容を充実させて
いきたい．
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2．11）血管外科
1．構成員
佐藤

紀（SATO, Osamu）
：教授：血管外科

出口順夫（DEGUCHI, Juno）
：准教授：血管外科
松本春信（MATSUMOTO, Harunobu）
：講師：血管外科
山本晃太（YAMAMOTO, Kouta）
：助教：血管外科
北岡

斎（KITAOKA, Tadashi）
：助教：血管外科

2．教育
2-1．目標
地域社会に必要とされる臨床医の育成とともに，血管疾患の診断および治療学の習熟を目標としている．
2-2．教育内容（担当者：佐藤紀，松本春信）
初期臨床研修医に対しては，外科基本手技，周術期管理の実際に加え，臨床医に必要な血管疾患の診断，初期治療
の教育を目標とする．専門医を志す後期臨床研修医に対しては，卒後 8 年で心臓血管外科専門医認定基準を満たす
に充分な血管疾患症例を受持ち，診断学，検査法に精通するとともに，専門医取得に必要な手術症例を経験し，専門
学会への参加，発表を行うことが臨床目標である．
2-3．達成度
学生教育では，クリニカル・クラークシップを通して，血管疾患の診断・治療学を中心とした臨床教育を行うこと
ができた．
初期臨床研修医に対しては，1 ヶ月という短期間の研修ではあったが，修練到達度はほぼ満足のいくものであり，
また，選択科目として研修を行った研修医も多く，充実した臨床教育を行えたと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
今年度はクリニカル・クラークシップにより，医学生教育を行うことができたが，今後，より多くの学生に血管疾
患の理解を深めてもらえるよう積極的に学生教育に取り組んでいきたい．今年度は，選択科目として当科を選択した
研修医も多く，初期臨床研修医に対する教育はほぼ満足するものであり，今後も血管外科および外科教育のさらなる
充実を目指したい．

3．研究
3-1．目的，目標
研究対象は，血管疾患全般であり，特に閉塞性動脈疾患を中心とした臨床研究を目標としている．
3-2．研究プロジェクト
1）重症虚血肢の救肢率向上のための血行再建の工夫
2）血行再建の周術期心機能に及ぼす影響および薬物療法の検討．
3）腹部大動脈瘤に対する血管内治療成績の向上．
3-3．研究内容と達成度
重症虚血肢の治療に取り組みながら，臨床データの蓄積，解析に当たっており，学会，論文などで発表している．
3-4．自己評価と次年次計画
平成 20 年度に蓄積された臨床データをもとに来年度以降，更に研究の成果を公表する．近年，進歩している血管
内治療についても，臨床研究を中心に取り組んでいく．血管外科学全般にわたる新たな研究テーマにも積極的に取り
組むことが目標である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科の診療は血管疾患全般にわたるが，特に下肢閉塞性動脈疾患に対する末梢バイパスの成績は国内でも有数であ
る．診療目標は，血管疾患治療における地域社会の中核的組織となるよう，24 時間体制で救急診療にあたるととも
に，専門医として質の高い医療を提供することである．年間手術件数は約 310 件で，その内訳は，腹部大動脈瘤手術，
下肢動脈閉塞症に対する血行再建，下肢静脈瘤手術，内シャント関連手術が主であり，とくに糖尿病・透析症例の重
症虚血肢に対する血行再建および腹部大動脈瘤の緊急手術の増加が最近の傾向である．腹部大動脈瘤に対しては，血
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管内治療も導入したことで，今後，従来手術ではハイリスクであった症例に対しても，治療適応が広がるものと考え
ている．
今年度の診療内容，治療成績は満足できるものであったが，今後，高齢化や糖尿病，透析患者の増加に伴い，疾患
の重症化と緊急手術の増加は避けられず，血管疾患に対する救肢，救命率のさらなる向上が今後の課題である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Annals of vascular disease，日本外科学会雑誌（Surgery Today）査読，日本血管外科学会雑誌査読，脈管学査読
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本血管外科学会理事，日本静脈学会理事，日本脈管学会評議員，日本臨床外科学会評議員

6．業績
6-1．a）論文（1 編）
①松本春信，佐藤紀：重症虚血肢に対する診療指針

重症虚血肢に対する血行再建術

適応，成績，その限界など .

Angiology Frontier, 7 巻 2 号 : 125-129, 2008
6-1．b）学会発表（7 件）
6-2．獲得研究費
1）赤木大輔：文部科学省

科学研究費

若手研究（Ｂ） 20790937：重症虚血肢の末梢微小循環及び組織代謝に

関する非侵襲的検査による検討
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
少ないながらもスタッフ一丸となって，日々の臨床に従事してきた．手術症例も年々増加しているが，その診療内
容，治療成績は満足できるものであったと考えている．人口の高齢化，糖尿病の増加により，動脈硬化を基礎とする
血管疾患は重症化し，緊急手術も増加している．周辺医療機関からの紹介患者数は年々増加傾向にあり，血管外科専
門医の地域社会におけるニーズは高い．より質の高い医療を提供できるよう日々の診療に取り組むとともに，臨床研
究も充実させることが今後の課題である．
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2．12）乳腺・内分泌外科
1．構成員
大西

清（ONISHI, Kiyoshi ）
：講師：乳腺内分泌外科

竹内幾也（TAKEUCHI, Ikuya）
：助教：乳腺内分泌外科
中井麻木（NAKAI, Maki）
：助教：乳腺内分泌外科
石田文孝（ISHIDA, Fumitaka）
：助教：乳腺内分泌外科
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：兼担教授：乳腺腫瘍科
大久保雄彦（OKUBO,Takehiko）: 兼坦講師：乳腺腫瘍科

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育の担当はなく卒後教育が中心となる．卒後 2 年目までの研修医，3 年目以降の医師を対象に乳腺，甲状腺
を主に内分泌外科の基礎的な診断，外科治療，術前・術後管理，および乳癌のホルモン・化学療法についての臨床能
力を養成する．
2-2．教育内容
主に 1，2 年目の研修医および 3 年以降の医師に対する教育であり，内容は，乳腺，甲状腺，副甲状腺，副腎など
の内分泌疾患の病理病態の把握，画像検査，さらに細胞診，組織診検査の適正な実施，適切な手術療法の選択と安全
な実施，外科的治療に関する適応，合併症，予後についての理解，乳癌術後のホルモン療法および化学療法について
の知識，効果判定，副作用の発見，対策処置などである．
2-3．達成度
研修医は，外来での乳腺・甲状腺疾患の検査，診断にあたり，乳癌の化学療法に参加した．また，実際の手術に参
加し，局所解剖の理解し，病棟，ICU での術後管理を体験した．
2-4．自己評価と次年度計画
本年度から 1 年目の研修医は 3 週間の短期間での受け入れとなり，乳腺・内分泌外科と して密度の高い教育体制
が必要であった．研修医教育として，研修医は超音波診断検査の見学，放射線技師乳腺チームとのマンモグラフィー
の読影，病理医との病理診断カンファに参加し病理学的知識を習得し，毎週土曜日に顕微鏡写真の撮影実習を行って
いる．また毎月の乳腺症例検討カンファ，化学療法を中心としたエビデンスカンファに参加した．次年度から外科系
研修が選択制となるため，研修希望者に合わせた教育体制が必要になる．

3．研究
3-1．目的・目標
乳腺・内分泌外科領域を中心とする臨床研究を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
構成員が少ないため研究グループは形成しないが，構成各自がテーマを決め互いに協力する体制である．
3-3．研究内容と達成度
Biochemical modulation としての少ない抗癌剤の使用で副作用の軽減と作用増強の両立を図るため，「進行・再発
乳癌における P‐糖蛋白質の発現とドセタキセルおよびトレミフェンの治療効果に関する臨床試験」
（倫理委員会承認）
を開始している．また，低侵襲の乳癌治療法としてラジオ波熱凝固療法の導入し Feasibility Study を開始し症例登録
を終了した．乳癌治療薬としての 5-FU 製剤の治療効果増強，他の抗癌剤との併用の合理性を病理組織学的に検討す
る研究を開始した．腫瘍内の ELISA 法による TS，DPD，OPRT の測定を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
乳腺・内分泌外科として独立し，今後研究体制の整備，充実を図っている．次年度には，低侵襲の乳癌治療法とし
てラジオ波熱凝固療法の Feasibility Study を完了し，先進医療として病巣を切除しない低侵襲の乳癌治療法の確立を
めざす．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
ガイドラインに沿った乳癌治療を行い，乳房の形状を損なわない低侵襲の乳癌の外科治療の開発を目指す．急増す
394

乳腺・内分泌外科

る乳腺外来患者へ対応するため外来診療体制の充実を引き続き図っていく必要がある．診療機器の充実により外来患
者，特に新患の待ち時間短縮に努めている．甲状腺癌特に進行乳頭癌の手術例が増加している．また腎性副甲状腺機
能亢進症に対する安全な外科治療を実施している．副腎腫瘍に対しては，低侵襲な内視鏡下副腎摘出術を開始してい
る．

5．その他 該当なし
6．業績
6-1．論文・学会発表
①大西清 , 石田文孝 , 竹内幾也 , 中井麻木 , 黒田一 , 糸山進次：第 20 回日本乳腺甲状腺超音波診断会議ワークショッ
プ「組織型を極める 1．乳管腺腫」
‐乳管腺腫の 2 例 .2008 年 4 月
②石田文孝 , 大西

清 , 竹内幾也 , 中井麻木 , 黒田一 , 糸山進次：男性乳癌の 6 例 .

第 16 回日本乳癌学会

2008 年 9 月

③中井麻木 , 石田文孝 , 竹内幾也 , 大西清 , 黒田一 , 糸山進次 : 当院における Stage Ⅳ乳癌の検討 .
癌学会

第 16 回日本乳

2008 年 9 月

④大西清 , 石田文孝 , 中井麻木 , 竹内幾也 : 続発性副甲状腺機能亢進症の術前 MRI による頚椎所見の評価 . 第 41 回
甲状腺外科学会学術集会
⑤石田文孝 , 大西

2008 年 10 月

清 , 竹 内 幾 也 , 中 井 麻 木 , 黒 田 一 , 糸 山 進 次 : 人 工 透 析 患 者 の 局 所 進 行 乳 癌 に 対 し PTX・

trastuzmab が奏功した一例 . 第 70 回日本臨床外科学会 2008 年 10 月
⑥大西

清 , 中井麻木 , 石田文孝 , 竹内幾也：早期乳癌のラジオ波凝固療法（RFA）の Feasibility Study の現状 .

第 46 回日本癌治療学会

2008 年 10 月

⑦竹内幾也 , 石田秀行 , 大西清ほか：家族性大腸腺腫症に対する予防的結腸切除後に認めた甲状腺癌の 1 例 . 日本
大腸肛門病学会誌 61（2）:62-72,2008
⑧中井麻木 , 大西清 , 竹内幾也 , 外間尚子 , 加藤仁 , 糸山進次 , 黒田一 , 豊住康夫：異所性多発石灰化の溶解をきたし
た続発性副甲状腺機能亢進症の 1 手術症例 .Therapeutic Research 28（8）:9-14, 2008
⑨石田文孝 , 中井麻木 , 竹内幾也 , 大西清 , 豊住康夫 , 黒田一 , 糸山進次：巨大頚部転移巣を伴った甲状腺癌の 1 切
除例 .Therapeutic Research 28（8）:15-19, 2008
⑩ Kuroda H, Ishida F, Nakai M, Ohnishi K, Itoyama S: Basal cytokeratin expression in relation to biological factors
in breast cancer. Human Pathology 39:1744-1750, 2008
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

該当なし

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
病診連携セミナーとして川越乳癌研究会：テーマ「乳癌の診断と治療の ABC」を 2008 年 3 月 27 日に川越東部ホ
テルで開催した．
平成 20 年 10 月 22 日，がん診療支援室主催講演会として県立がんセンター田部井敏夫副院長に，がん診療拠点
病院での「乳がん化学療法の現況」について講演いただいた．

7．自己点検・評価
平成 18 年 4 月から大西

清講師が乳腺・内分泌外科診療科の診療科長となり，診療の充実を図ってきた．教育，

研究体制の確立と，これまでの診療水準の維持，向上に努めて来た．今後，乳腺・内分泌外科としての診療，教育，
研究体制の更なる充実が必要である．日高国際医療センターから佐伯教授，大久保講師の兼担で週 1 回外来を担当
いただいき指導を仰いでいる．乳癌と並び甲状腺，副甲状腺疾患が増加している．甲状腺疾患を中心とした埼玉県の
拠点病院としての地位を目指す．
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2．13）呼吸器外科
1．構成員
中山光男（NAKAYAMA, Mitsuo）
：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：教育主任：呼吸器外科全般，気管気
管支外科
江口圭介（EGUCHI, Keisuke）
：講師：副診療科長：研究副主任：教育副主任：呼吸器外科全般，内視鏡外科
儀賀理暁（GIKA, Masatoshi）
：講師：研究副主任：外来医長
山畑

健（YAMAHATA, Takeshi）
：助教：教育副主任：病棟医長

福田祐樹（FUKUDA, Hiroki）
：助教：埼玉医科大学大学院 2 年生：慶應義塾大学医学部病理学教室に国内留学
青木耕平（AOKI, Kohei）
：後期研修医：川崎市立川崎病院へ出向中
菊池功次（KIKUCHI, Koji）
：客員教授

2．教育
2-1．目的・目標
真に社会から信頼され必要とされる臨床外科医の育成を目的とし，特に呼吸器外科領域の疾患に精通する医師の育
成に力を注いでいる．また，研究能力を兼ね備えた臨床医の育成も同時に目標としている．
卒前教育では，それまでに学んできた基礎医学や診察技能に関するバラバラの知識を統合し，実際の臨床に結び付
ける能力を養成する目的で，受け持ち患者を通して問題点の発見，分析，基礎的知識との照合，それらを統合しての
問題解決，といった臨床医に必要とされる能力の育成を目標とした実習を行なっている．また，患者および他の医療
スタッフとの信頼関係を構築するための心構えや，患者中心の医療を実践するための患者の立場に立った考え方など
も実際の診療を体験する中で会得できるように配慮している．卒後教育では，初期研修医には呼吸器外科の診断から
治療までの大筋の流れを理解することを目標とし，気管支鏡検査など呼吸器外科医に不可欠な検査や基本的な切開縫
合手技などが行えるように指導している．後期研修から卒後 8 年目までの医師には外科専門医および呼吸器外科専
門医の資格の取得を目標として，年次ごとの到達目標を明らかにし，それを達成するための支援システムを作り，病
棟入院患者の受け持ちから手術の助手，手術の執刀までが行えるよう指導している．
2-2．教育内容
卒前教育では，主に呼吸器外科分野の BSL を担当している．BSL の学生は，呼吸器外科手術患者の受持ちとして
医師と共に診察，外科治療，気管支鏡検査などに加わり，担当した疾患に対する教科書的知識の総括を含めた症例レ
ポートを作成する（担当者：中山，江口，儀賀）．木曜日の午前中にはクルズスを行い（担当者：菊池），BSL が予定
通り効果を上げているかを知るために，BSL 終了時に学生に試問を行っている（担当者：江口）．卒後教育では，初
期研修医には研修プログラムに沿い，呼吸器外科疾患の診断と病態の評価の実践および基本手技の習得の指導を行っ
ている（担当者：山畑）
．後期研修から 8 年目までの医師を対象に，関連他施設での研修も含め，外科診断学，呼吸
器外科の手術法，周術期管理などの呼吸器外科の臨床能力がつくように教育し，外科専門医および呼吸器外科専門医
の資格を取得することができるように指導している（担当者：中山）．なお，学位取得を希望する医師には大学院進
学も含め取得に向けた指導を行っている（担当者：菊池，中山）．
2-3．達成度
卒前教育の BSL は，1 週間で術前診断，手術，術後管理に関する見学型実習が行なわれ，クルズスも含めて概ね予
定通りの目標を達成できた．卒後研修では，後期研修医の青木耕平医師が川崎市立川崎病院で外科専門医の資格取得
に向けた外科研修を開始した．また，福田祐樹医師が埼玉医科大学大学院 2 年生となり，慶應義塾大学病理学教室
に国内留学し，学位取得に向けた研究を開始した．
2-4．自己評価と次年度計画
BSL は概ね予定通りの目標を達成できたと考えている．次年度も卒前教育の充実に努める予定である．卒後研修や
大学院生の教育も順調に行われている．次年度も外科専門医の資格取得に向けた青木耕平医師の外科研修と，学位取
得に向けた福田祐樹医師の国内留学が継続予定となっている．

3．研究
3-1．目的･目標
日常の臨床から生じる問題点を研究テーマとして臨床研究を行い，成果を日々の臨床にフィードバックしていく事
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を目的としている．特に呼吸器疾患の手術・診断技術の向上や肺癌を中心とする肺悪性腫瘍の治療成績向上に寄与す
る臨床研究を行うことが目標である．
3-2．研究グループ（テーマ）
1．非小細胞肺癌完全切除例に対する UFT 感受性因子と予後との関連性に関する検討（中山光男，江口圭介）
2．呼吸音の分析，呼吸音モニタ−の開発（菊池功次，山畑

健）

3．進行・再発非小細胞肺癌に対する Docetaxel/TS-1 併用療法の検討（中山光男，江口圭介，山畑

健）

4．肺・胸膜の再生に関する研究：気腫性肺における非縫合胸膜修復法の有用性に関する検討（中山光男，儀賀理暁）
5．葉切非耐容症例の臨床病期 Ｉ 期非小細胞肺癌に対する縮小肺切除の多施設前向き研究（中山光男，江口圭介）
6．非小細胞肺癌完全切除に対する TS-1 術後補助化学療法の感受性規定因子（中山光男，江口圭介）
7．肺癌の浸潤，転移のメカニズムについての研究：マウス肺癌モデルにおける MMP-13 の癌浸潤転移に関する役
割（中山光男，菊池功次，福田祐樹）
3-3．研究内容と達成度
1．非小細胞肺癌完全切除例に対する UFT 感受性因子と予後との関連性に関する検討
慶應義塾大学病院呼吸器外科と共同で，Ⅰ , Ⅱ期肺癌の術後化学療法の有用性を検討．
現在症例の集積は終了し，予後の観察と遺伝子情報の解析を行なっている．
2．呼吸音の分析，呼吸音モニタ−の開発
気管気管支狭窄を伴う疾患の早期発見や気胸の診断に関する，X 線検査を用いない低侵襲検査法を確立する目的
で，呼吸音の分析を行い，診断が簡便に行える呼吸音モニターの開発を目指している．気管気管支狭窄を有する
症例を中心に呼吸音のデータ集積を進めている．
3．進行・再発非小細胞肺癌に対する Docetaxel/TS-1 併用療法の検討
埼玉県内の 10 施設との共同で，
進行・再発非小細胞肺癌に対する Docetaxel/TS-1 併用化学療法の有用性を検討．
フェーズⅠを開始し症例集積中である．
4．気腫性肺における非縫合胸膜修復法の有用性に関する検討
豚の肺に胸膜欠損を作成し，フィブリン糊とＰＧＡシートを用いて縫合せずに胸膜欠損部の修復を行なう治療法
を検討中．第 108 回日本外科学会定期学術集会（2008 年 5 月）で成果を発表した．また，本研究で儀賀理暁
講師が刀林賞（慶應義塾大学医学部外科同窓会奨励賞）を受賞した．
5．葉切非耐容症例の臨床病期Ⅰ期非小細胞肺癌に対する縮小肺切除の多施設前向き研究
関東甲信越肺癌研究会（慶應義塾大学，大阪大学，埼玉医科大学国際医療センター，総合医療センター，東京女
子医科大学，独協医科大学，都立駒込病院，埼玉循環器病・呼吸器病センター，新潟県立がんセンター）での多
施設共同研究．現在症例の集積中である．
6．非小細胞肺癌完全切除に対する TS-1 術後補助化学療法の感受性規定因子
慶應義塾大学病院呼吸器外科と共同で，Ⅰ , Ⅱ期肺癌の TS-1 術後化学療法の有用性を検討．現在症例の登録中
である．
7．肺癌の浸潤，転移のメカニズムについての研究：マウス肺癌モデルにおける MMP-13 の癌浸潤転移に関する役
割
慶應義塾大学医学部病理学教室の研究員として研究を開始した．
3-4．自己評価と次年度計画
臨床研究，研究発表などを積極的に行い，テーマ 4 では儀賀理暁講師が成果を学会で発表し，刀林賞（慶應義塾
大学医学部外科同窓会奨励賞）を受賞することが出来た．テーマ 7 では実験が開始された．現在の状況から考えれ
ば満足のゆく活動が行われたと考えている．その他の研究は昨年度から引き続き症例を集積している最中であり，次
年度には現在集積中の結果をまとめ学会報告などを行っていく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
総合医療センター呼吸器外科では，肺癌，転移性肺腫瘍，縦隔腫瘍，自然気胸，胸部外傷，膿胸，気管・気管支狭
窄など呼吸器外科領域の疾患全般を対象に，専門的な診療を行っている．各疾患ともに手術療法が主体であり，標準
術式はもとより，難しい手術とされている気管気管支再建術や血管形成術を駆使した機能温存手術，左房や胸壁など
を合併切除する拡大手術，胸腔鏡を用いた低侵襲手術など様々な手術を数多く施行している．なかでも気管・気管支
疾患は，全国有数の専門施設として埼玉県内のみならず近隣都県からも患者が紹介され，気管気管支再建手術，YAG
レーザー治療，ステント治療など最先端の治療を数多く行っている．また，結核を含んだ炎症性疾患（気管気管支結
核，結核性膿胸，非結核性抗酸菌症，アスペルギローマ）の手術症例が多いこと，高度救命救急センターが併設され
397

呼吸器外科

ているため外傷性気管気管支損傷など緊急手術を要する疾患が多いことも特徴の一つとなっている．
本年度の手術件数は総手術数（全麻症例のみ）138 例で，主な疾患では原発性肺癌 46 例，自然気胸 48 例，縦隔
腫瘍 17 例，転移性肺腫瘍 14 例，炎症性肺疾患 8 例，悪性胸膜中皮腫 1 例，良性胸膜腫瘍 1 例，良性肺腫瘍 1 例と
なっている．術後合併症としては，術後肺 ? に対する再手術が 1 例に行なわれたが，術死や在院死はなかった．
肺癌の治療に関しては，Ⅰ期症例では外科治療単独あるいは内服化学療法の併用を行い，Ⅱ期以上の症例にはプラ
チナ製剤および新規抗癌剤を用いた術後化学療法を行ったうえで退院後は免疫化学療法を追加して術後治癒率の向上
に努めている．手術例は肺葉切除およびリンパ節郭清の標準術式がもっとも多いが，早期症例には胸腔鏡下手術を取
り入れ，局所進行肺癌症例（左房や大動脈に浸潤した症例，胸壁に浸潤した症例，気管気管支再建を必要とする症例
など）にも積極的に外科的治療を中心とした集学的治療をおこなっている．また，80 歳以上の超高齢者や低肺機能
の場合には，QOL と予後とのバランスを考慮に入れた手術術式を選択している．術後 5 年以上が経過した肺癌手術
症例（1997 − 2002）の 5 年生存率は，ⅠＡ 90％，ⅠＢ 70％，ⅡＡ 82％，ⅡＢ 55％，ⅢＡ 44％，ⅢＢ 33％である．
なお，外科的治療の適応がない進行肺癌症例に対しては，化学療法，放射線治療を中心とした集学的治療を積極的に
行い，更に，緩和医療も取り入れて，肺癌患者の予後延長，および，QOL の改善，維持に寄与している．
本年度も呼吸器外科の手術症例数は安定的に推移している．また，治療成績の面でも良好な結果を収めており，次
年度以降も継続して質の高い診療を行って行く所存である．但し，マンパワーの不足は依然として解消されておらず，
安全で質の高い医療を継続して行くために呼吸器外科医の増員を検討する予定である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉県外科医会理事（菊池）
，埼玉県肺がん検診委員会委員（菊池，中山），
川越市結核審査会委員（中山）
，川越市肺がん検診委員（中山），
さいたま市肺がん検診読影委員（菊池，中山）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
雑誌「日本胸部臨床」編集委員（菊池）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業績
該当なし

6．業績
6-1．論文･学会発表
論文数

8

学会発表数

25

代表的なもの
論文
① Hiroaki Kuroda, Masabumi Kawamura, Tai Hato, Kazunori Kamiya, Masahiro Kawakubo, Yotaro Izumi, Masazumi
Watanabe, Hrohisa Horinouchi, Koichi Kobayashi, Mitsuo Nakayama：Syndrome of inappropriate secretion of
antidiuretic hormone after chemotherapy with vinorelbine. Cancer Chemotherapy & Pharmacology. Vol.62
No.2

331-333

2008 年 7 月発行

②菊池功次・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・山畑健・江口圭介・中山光男
「感染性肺疾患の外科療法」
呼吸と循環

Vol.56

NO.9

931-935

③横山 勝，石橋敬一郎，外間尚子，石畝

医学書院

2008 年 9 月発行

亨，宮崎達也，松木盛行，石田秀行，儀賀理暁，山畑 健，江口圭介，

中山光男，菊池功次
｢ 新規抗癌剤導入時代の大腸癌肺転移に対する外科治療における諸問題 ｣
癌と化学療法

Vol.35

No.12

2198-2200

2008 年 11 月 発行

④菊池功次・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・山畑健・江口圭介・中山光男
「肝性胸水と Meigs 症候群」
日本胸部臨床

Vol.67

NO.11

:936-940

克誠堂出版

2008 年 11 月発行

発表
⑤ Mitsuo Nakayama
Bronchoscopic microsampling for the diagnosis and treatment of respiratory infections.
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15th World Congress for Bronchology. 2008 年 4 月
⑥儀賀理暁・青木耕平・福田祐樹・山畑健・江口圭介・中山光男・菊池功次・
泉陽太郎・川村雅文・小林紘一
DP-060-3 気腫性肺における非縫合胸膜修復法（Pack 法）の有用性の実験的検討
第 108 回日本外科学会定期学術集会

2008 年 5 月

⑦江口圭介・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・山畑健・中山光男・菊池功次
当施設における高齢者に対する呼吸器外科手術
第 25 回日本呼吸器外科学会

2008 年 5 月

⑧山畑健・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・江口圭介・中山光男・菊池功次
当院における YAG レーザー治療の検討
第 31 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会

2008 年 6 月

6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
儀賀理暁講師：刀林賞（慶應義塾大学医学部外科同窓会奨励賞）
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会･研究会･セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
1997 年 4 月から菊池教授，中山講師，山畑助手らで開始した診療も 12 年間が経過し，病診連携や病病連携を通
じて地域に根ざした診療体制が確立されている．
運営責任者，診療科長，教育主任，研究主任を兼務している中山准教授が 2008 年 8 月より教授に昇格し，また，
癌診療拠点病院としての当センターにおいて緩和医療部門で中心的役割を担っている儀賀助教が 2009 年 2 月に講師
に昇格した．当科の研修システムに従い，後期研修医の青木助教が川崎市立川崎病院で外科専門医の資格取得に向け
た外科研修を開始した．また，福田助教が埼玉医科大学大学院 2 年生となり，慶應義塾大学病理学教室に国内留学し，
学位取得に向けた研究を開始した．呼吸器外科の手術症例数は安定的に推移し，また，治療成績の面でも良好な結果
を収めており，患者中心の質の高い診療が行なわれていると考えている．特に気管気管支疾患では，外科治療例のみ
でなくレーザー治療，ステント治療の適応症例も多く，埼玉県内はもちろん近隣の都県からの紹介患者も多くみられ
る．また，診療以外の面でも少ないスタッフで多忙な診療の合間をぬって，臨床研究，研究発表，教育など積極的に
行っており，現在の状況から考えれば満足のゆく活動が行われていると考えている．但し，マンパワーの不足は依然
として解消されておらず，安全で質の高い医療を継続し，臨床研究をさらに進めて行くためには，呼吸器外科医の増
員が望まれる．
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2．14）心臓血管外科
1．構成員
今中和人（IMANAKA, Kazuhito）准教授：心臓血管外科全般
山火秀明（YAMABI, Hideaki）講師：心臓血管外科全般
助教 2 名

2．教育
2-1．目的・目標
（卒後教育）修練目標は，臨床においては心臓血管外科専門医認定基準を満たす技量に加え，高い倫理観を持ち，医
療事故防止対策，感染対策，医療経済等にも十分に配慮できる有能で，信頼される心臓血管外科専門医を育成する
ことにある．この領域における医学の進歩に貢献する着眼・創意工夫の能力を養うとともに，その実施の機会を提
供する．
（卒前教育）心臓内科と合同の臨床実習プログラムにおいて，人工心肺をはじめとした心臓大血管手術の principle と，
絶妙な人体のメカニズムに配慮しつつ診療が行われなければならないことを十分に理解させる．懇切に示したうえ
で，手術見学実習に参加させる．
2-2．教育内容
（卒後教育）高齢者，ハイリスク患者を含む各種の心臓疾患・血管疾患症例を，担当医として十分に経験する．心臓
疾患・血管疾患に関する症状と理学的所見，画像診断，生理学的検査などの検査結果を解析する．心臓血管外科専
門医取得に必要な修練すべき手術を経験するとともに，一定の業績（学会発表，論文）および研修実績（ 学会参加）
を獲得する．
（卒前教育）2-1．の内容をクルズスで懇切に示したうえで，手術見学実習に参加する．
2-3．達成度
（卒後教育）助教は，多数の症例を経験でき，卒後 8 − 10 年で心臓血管外科専門医の取得申請を行える状態である．
研修医については，20 年度は応募が少なく，公正に評価できない．
（卒前教育）目標どおりの成果を得た．
2-4．自己評価・次年度計画
診療内容をさらに向上させ，全構成員が後進を指導できる心臓血管外科専門医となることを目標とする．研修医，
学生に対する指導に一層重点をおき，心臓血管外科領域に対する理解度と関心を高める．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床科であることから，特に心臓血管外科手術症例の治療成績向上を目的とした研究を行ってきた．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①低侵襲胸部大動脈手術
②心臓血管手術と脳・臓器保護の研究
③大血管疾患に対するステントグラフト治療の研究
3-3．研究内容と達成度
弓部大動脈手術の低侵襲化を推進し，良好な成績をおさめた．また，脳保護に関する積極的方針に基づく手術を，
特にハイリスク症例においていくつか実施し，その成果を学会や論文に発表した（予定，in press を含む）．
3-4．自己評価と次年度計画
特に研究①，②については，臨床応用を行い始めており，積極的脳保護については症例を積み重ねつつある段階で
ある．引き続き，上記研究を中心にすすめてゆく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
緊急手術の比率も含め，ほぼ例年通りであった．
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5．その他
5-1．自治体・政府関係委員
該当なし
5-2．学会誌，編集委員，査読委員
査読
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery
Circulation Journal
Surgery Today
日本心臓病学会誌
Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery
5-3．その他
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文・総説
①今中和人，許

俊鋭，西村

隆，奥村高広，見目恭一，関口

敦

ほか

本邦発の体外式動脈カウンターパルセー

ション補助循環システム（コンパクト CP）を臨床応用した，再発性狭心症の一例 呼吸と循環

2008; 56（1）:

101-4
② Imanaka K, Asakura T, Yamabi H.

When a snapped sternal wire stab the aorta. Eur J Cardio-thorac Surg 2008;

34（4）: 904
③佐藤博重，今中和人，山火秀明，安藤政彦，井上芳郎，西岡利彦
動脈弁閉鎖不全症の 1 例
④今中和人
⑤許

呼吸と循環

Fibrous strand の断裂により急性発症した大

2009; 57（1）: 115-8

高齢者心臓弁膜症手術の治療成績．循環器科 2008; 63（2）: 200-5

俊鋭，西村 隆，高本眞一，今中和人，西村悦二

体外式カウウターパルセーション

Clinical Engineering

2008; 19（6）: 603-6
学会発表
⑥安藤政彦，今中和人，山火秀明，佐藤博重
血栓の一手術例

第 146 回

日本胸部外科学会

⑦安藤政彦，今中和人，山火秀明，佐藤博重
た一救命例

第 147 回

日本胸部外科学会

⑧佐藤博重，今中和人，山火秀明，安藤政彦
全症の 1 例

第 148 回

意識障害・左片麻痺で発症した穿通性上行大動脈潰瘍・右内頸動脈

日本胸部外科学会

⑨佐藤博重，今中和人，山火秀明，安藤政彦

関東甲信越地方会（横浜） 2008.6.7.

感染性胸部大動脈瘤の手術翌日に食道穿孔に対して食道切除を要し
関東甲信越地方会 （東京）2008.9.6
弁形成術後に著明な肺高血圧のため補助循環を要した僧帽弁閉鎖不
関東甲信越地方会 （東京）2008.12.20
右頚動脈内外分岐部まで解離が進展し，総頚動脈高度狭窄となった

急性大動脈解離に対して内頚動脈に直接カニュレーションした 1 例

第 149 回

日本胸部外科学会

関東甲信

越地方会 （東京）2009.3.14
6-2．獲得研究費
該当無
6-3．受賞
該当無
6-4．特許
該当無
6-5．学会・研究会等の開催実績
該当無

7．自己点検・評価
少ないスタッフの状況下で緊急，重症症例が多いにもかかわらず，開心術症例を増加することができた．また，最
新技術も積極的に取り入れることにより，治療困難な症例を救命することができた．
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2．15）整形外科
1．構成員
酒井宏哉（SAKAI, Hiroya）
：教授：診療科長：教育副主任：研究副主任：膝関節外科，スポーツ医学
丸山

徹（MARUYAMA, Toru）
：准教授：診療副科長：教育主任：研究副主任：脊椎外科

平岡久忠（HIRAOKA, Hisatada）
：講師：診療副科長：教育副主任：研究主任：膝関節外科，スポーツ医学
井口浩一（INOKUCHI, Kouichi）
：講師：外傷学（救命救急センターと兼担）
山田博信（YAMADA, Hironobu）
：講師：脊椎外科，小児整形
〔助教〕
：石上浩庸（ISHIGAMI, Hironobu）
，山本邦彦（YAMAMOTO, Kunihiko）井上純一（INOUE, Junichi）
，河
口大介（KAWAGUCHI, Daisuke）
，本強矢隆生（MOTOSUNEYA Takao），中曽根功（NAKASONE, Isao），吉澤貴弘
（YOSHIZAWA, Takahiro）
，滝沢公章（TAKIZAWA, Kimiaki），島田憲明（SHIMADA, Noriaki），小島純一（KOJIMA,
Junichi）
，小林陽介（KOBAYASHI, Yousuke），林

一誠（HAYASHI, Kazumasa），佐々木有記（SASAKI, Yuuki）
，黒

畑順子（KUROHATA, Junko）
，増田隆三（MASUDA, Ryuuzou）
〔非常勤講師〕: 君塚

葵（KIMIDUKA, Mamori），関谷繁樹（SEKIYA, Shigeki）

〔非常勤医員〕: 井上由紀（INOUE, Yuki）
，平野努武（HIRANO, Tsutomu），野沢有二（NOZAWA, Yuji），亀田進吾
（KAMEDA, Shingo）
，塩谷

操（SHIOYA, Misao），吉田昇平（YOSHIDA, Shohei），溝部弘敬（MIZOBE, Hirotaka）
，

笹尾はな（SASAO, Hana）

2．教育
2-1．目的・目標
医学部学生に対しては整形外科学の知識を十分に習得させることを目標にし，総合医療センター看護学校の学生に
対しても整形外科学の考え方，注意点を習得させることを目標にした．
2-2．教育内容（担当者）
医学部 4 年生に対し酒井が「皮膚・運動器」の中の「退行性関節疾患（1）総論」と「外傷（1）総論」について講義（65
分，2 回）を行った．さらに医学部 5 年生の整形外科 BSL をほぼ隔週で 3 名あるいは 2 名に対して行った．酒井以
下全スタッフが担当し，できるだけ学生に密着して教育にあたった．また総合医療センター看護学校 1 年生に対し，
石上が整形外科学について総計 12 時間講義を行った．
2-3．達成度
医学部学生に対する講義では，担当の分野に関して学生に十分な知識を習得させることができたと考える．また
BSL についてもほぼ目標を達成できたと考える．看護学生については 5 割程度の理解度であった．
2-4．自己評価と次年度計画
医学部学生に対する講義については，さらに理解しやすい講義内容，方法をめざす．BSL については引き続き次年
度もできるだけ学生に密着して教育にあたる．看護学生講義については講義を受ける側の問題も大きいが，講義内容，
手法について改善の余地をさぐる．

3．研究
3-1．目的・目標
四肢および脊椎の運動器に関する臨床研究を行い実績を出す．あわせて基礎的研究も開始する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．膝前十字靱帯損傷の診断法および治療法に関する研究（責任者：平岡）
2．変形性膝関節症に関する治療法に関する研究（責任者：平岡）
3．反復性膝蓋骨脱臼に関する手術法に関する研究（責任者：平岡）
4．脊椎側弯症などの脊柱変形に対する治療法に関する研究（責任者：丸山）
5．頚髄症の治療法に関する研究（責任者：丸山）
6．腰部脊柱管狭窄症に対する手術法の研究（責任者：丸山）
8．肩関節手術における関節鏡視下手術の手術手技の研究（責任者：井上）
9．人工関節置換術の手術手技の研究（責任者：石上）
3-3．研究内容と達成度
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上記の臨床研究を行った．一部は学会発表および学術論文として発表できた．
3-4．自己評価と次年度計画
それぞれ経時的に行ってきている研究テーマであり，実績として残せたものも多かった．しかし学会発表および学
術論文までにいたらなかったテーマもあった．また多忙な臨床業務のために基礎的研究を開始することができなかっ
た．次年度は臨床研究のさらなる充実を図り，あわせて基礎的研究も開始したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
・特色と目的：四肢の運動器と脊椎という広範囲にわたる領域の外傷と変性疾患を主に取り扱うことが特徴であ
り，運動器の機能再建を主目的としている．
診療実績：外来患者総数 :27,639，入院患者総数：635 人
手術総数：592 件 : 脊椎脊髄手術：201 件（頚椎椎弓形成術 52 件，腰椎椎弓切除術 79 件，マイクロヘルニア
摘出術 15 件）
，膝関節鏡視下手術：71 件（靭帯再建術 21 件，半月板縫合・切除 21 件），人工関節手術：97 件（人
工股関節置換術 55 件，人工膝関節置換術 39 件），肩関節手術（鏡視下手術を含む）12 件，骨折・脱臼手術：
230 件など
・診療内容，治療成績：
・関節疾患：変形性股関節症，変形性膝関節症，関節リウマチなどに対する人工関節手術
・脊椎・脊髄疾患：頚椎症性脊髄症，脊椎靭帯骨化症に対する椎弓形成術，腰椎椎間板ヘルニアに対するマイクロ
下髄核摘出術，腰部脊柱管狭窄症に対する椎弓切除術，固定術など
・スポーツ障害・外傷：膝前十字靭帯損傷に対する関節鏡視下靭帯再建術，膝半月板損に対する関節鏡視下半月切
除・縫合術，膝蓋骨脱臼・亜脱臼に対する関節制動術，肩関節脱臼・亜脱臼に対する関節鏡視下関節制動術など
・外傷一般：骨折に対する観血的整復内固定術など
主な治療成績
膝前十字靭帯再建術

34 例 観察期間

1 年以上

KT1000（30lb）による前方不安定性患健差

平均 19 ヶ月

平均 1.2mm

Modiﬁed Lysholm score 平均 95.6
膝蓋骨反復性脱臼に対する内側膝蓋大腿靭帯再建術
観察期間

平均 15.6 ヶ月

頚椎後縦靭帯骨化症

5例

再脱臼例なし
116 例

観察期間

平均 13 ヶ月

術前 JOA score 平均 10.5 から術後平均 12.9 に改善，改善率 22.8%
頚椎症性脊髄症

109 例

観察期間

平均

30 ヶ月

術前 JOA score 平均 10.4 から術後平均 14.1 に改善，改善率 35.6%
上位頚椎固定術

10 例

Ranawat 評価基準

観察期間 6 か月以上（平均 46.5 ヶ月）

疼痛の grading 1 段階以上の改善

神経欠落症状の grading 1 段階以上の改善
人工股関節全置換術
術前 JOA score

75 例

80％

60％

術後 2 年時評価

平均 38.8 から術後平均 86.3 に改善，改善率 122.4%

鏡視下肩関節脱臼制動術
・先進医療の開発：

14 例

経過観察期間平均 15．4 ヶ月

再脱臼例なし

肩鎖関節脱臼，鎖骨遠位端骨折に対するチタン製プレートの新規製作とその臨床試用．

・実施治験： 「脛骨骨幹部骨折を対象とした KCB-1B 探索的試験（第Ⅱ相）」を 2006 年 3 月より開始した．
・限られた人材を十分に活用して診療を行った．診療の質としては整形外科におけるどの分野においても国際的レ
ベルの治療成績を残せた．次年度には診療の質のさらなる向上を目指すのと同時にさらに多くの患者に質の高い
医療を提供することを目標とする．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
酒井：Journal of Orthopaedic Science の Editorial board
酒井：第 82 回日本整形外科学会学術集会・抄読査読委員
酒井：関節鏡学会誌査読委員
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酒井：日本膝関節学会誌査読委員
酒井：臨床スポーツ医学会誌査読委員
酒井：整形外科スポーツ医学会誌査読委員
丸山：Journal Scoliosis 編集長代理（deputy editor）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
酒井：国際スケート連盟医事委員，日本スケート連盟医事委員会副委員長・国際部門部長，日本スケート連盟強化
スタッフ，日本オリンピック委員会強化スタッフとして，世界および国内のスポーツ活動を支援するのと同時に，日
本体育協会指導者育成専門委員会スポーツドクター部会員としてスポーツドクターの育成に貢献．
平岡：日本オリンピック委員会強化スタッフ，日本スケート連盟医事委員会選手強化部会部員として，国内のスポー
ツ活動を支援．

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数：21

学会発表総数：27

代表的なものを以下に示す．
①島田憲明，井上純一，相澤智史，酒井宏哉：上腕骨近位端骨折に対するＴ 2 上腕骨ネイル近位骨折用を用いた
手術治療経験．

肩関節

Vol.32, No.2, 333-336, 2008

②山田博信，平林茂，本強矢隆生，井口浩一，丸山徹，酒井宏哉：胸椎・腰椎破裂骨折に対して椎弓根スクリュー・
フックシステムを用いた後方固定術の成績．東日本整形災害外科学会雑誌

Vol.20, 113-118, 2008

③本強矢隆生，平林茂，山田隆生，丸山徹，酒井宏哉：頚椎症性筋萎縮症に対する椎間孔拡大術を併用した片開き
式椎弓形成術の治療成績．脊椎・脊髄神経手術手技 Vol.10, No.1, 124-127, 2008
④山田博信，本強矢隆生，丸山徹，酒井宏哉，平林茂：原発不明の転移性脊椎腫瘍を疑わせる進行性脊髄麻痺に対
する治療方針．整形・災害外科 Vol.51, 1483-1488, 2008
⑤平岡久忠，矢鋪素久，酒井宏哉：膝前十字靭帯損傷における gravity-assisted pivot-shift test
の結果に関連する因子の検討―とくに膝屈筋および伸筋トルクと膝関節骨形態の意義について−．
科スポーツ医学会雑誌

日本整形外

Vol.28, No.4, 62-68, 2008

⑥黒畑順子，山田博信，本強矢隆生，丸山徹，酒井宏哉：腰椎黄色靭帯内血腫の 4 例．東日本整形災害外科学会
雑誌

Vol.21, No.1, 38-43, 2009

⑦野沢有二，茂木秀之，宇津木清実，酒井宏哉：足関節破壊を伴った Werner 症候群の 1 例．
関東整形災害外科学会

Vol.39, No.3: 123-128, 2008

⑧増田隆三，野沢有二，井上純一，矢鋪素久，平岡久忠，酒井宏哉：動的ストレステストにて診断に至った医原性
膝蓋骨内方脱臼の 1 例．

関東膝を語る会会誌

Vol.24, No.1, 52-56 2008

⑨ Motosuneya T, Hirabayashi S, Yamada H, Kobayashi Y, Sekiya S, Sakai H: Posterior atlantoaxial subluxation due
to os odontoideum combined with cervical spondylotic myelopathy: a case report. Eur Spine J 17（Supple 2）:
S275-S279, 2008
⑩井上純一，相澤智史，島田憲明，酒井宏哉：陳旧性肩関節前方脱臼骨折に対し観血的治療を行った 1 例．
関節

Vol.32, No.3, 707-709, 2008

6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
なし
6-4．特許，実用新案
なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 4 回小江戸整形外科セミナーを会長として開催（2008 年 7 月 25 日
第 29 回埼玉整形外科フォーラムを会長として開催（2008 年 9 月 18 日

川越）（酒井宏哉）
川越）（酒井宏哉）

第 5 回埼玉オルソペディクスセミナーを代表世話人として開催（2008 年 9 月 20 日
第 30 回埼玉整形外科フォーラムを会長として開催（2009 年 3 月 12 日
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川越）（酒井宏哉）
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7．自己点検・評価
教育に関しては，医学部学生に対する講義を酒井が担当し，次年度も内容の充実をはかる．BSL については次年度
も引き続きできるだけ学生に密着して教育にあたる．診療においては，構成員全員がそれぞれの持ち場で最大限の努
力で業務を行った．その結果，どの分野においても国際的レベルの治療成績を残せた．次年度は診療の質のさらなる
向上を目指すのと同時にさらに多くの患者に質の高い医療を提供することを目標とする．教育と診療に全力を集中し
た分，研究については必ずしも十分な実績を残せたとは言えない．次年度は研究の重要性を構成員が再認識し，より
多くの業績を残すことを目標にする．
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2．16）脳神経外科
1．構成員
松居

徹（MATSUI, Toru）
：科長：教授：頭蓋底外科，脳卒中の外科

張

漢秀（CHANG, Han Soo）
：准教授：脳腫瘍，脊椎脊髄疾患

谷口民樹（TANIGUCHI, Tamiki）
：講師：脳血管障害，脳腫瘍
齋藤達也（SAITO, Tatsuya）
：助教：脳血管障害，脳腫瘍
上條貢司（KAMIJYO, Koji）
：講師：脳血管障害，脳腫瘍
中村

巧（NAKAMURA, Takumi）
：助教

山下安佐美（YAMASHITA, Asami）
：助教
坂本真幸（SAKAMOTO, Masaki）
：助教
山谷昌之（YAMATANI, Masayuki）
：助教
藤澤直顕（FUJISAWA, Naoaki）
：助教（平成 20 年 4 月から）
倉持

泉（KURAMOCHI, Izumi）
：研修医（平成 20 年 9 ･ 10 月）

松村聡子（MATSUMURA, Satoko）
：研修医（平成 21 年 2 月）
海津啓之（KAIZU, Hiroyuki）
：非常勤講師
鈴木千尋（SUZUKI, Chihiro）
：非常勤講師
平川

亘（HIRAKAWA, Wataru）
：非常勤講師

飯島

明（IIJIMA, Akira）
：非常勤講師

岩崎文香（IWASAKI, Fumika）
：秘書（平成 20 年 3 月まで）
高橋英子（TAKAHASHI, Eiko）
：秘書（平成 20 年 4 月から）

2．教育
2-1．目的
卒前教育としては，脳神経外科の BSL は，専門性の高い外科の枠に入り，そのために，必ずしも全員の学生が履
修するわけではない．
しかしながら，脳神経外科を選択した学生諸氏には満足のいく BSL になるよう努力しており，脳神経外科一般に
ついて学んで頂いている．卒後教育としては，
卒後 6 年間で，一通りの脳神経外科の臨床の出来る教育を目指しており，
脳神経外科認定医を取得していることが望ましい．卒後 10 年までには，学位を取得し，通常の脳神経外科の臨床は
すべて対応できるように，指導している．結果として，卒後 15 年で施設の長として，独り立ちする実力を確保する
ことが目標である．
2-2．教育内容
卒前教育としては，外部から講師を招き学生諸氏に，医学の現場における経験から，種々の刺激を与えていただい
ている．具体的には，脳神経外科学（腫瘍，脳血管障害，外傷，神経学）の講義，手術見学，脳神経外科関連救急の
実態を勉強する．毎週火曜日と木曜日は朝 8 時に，その他の曜日は 8 時 40 分に，5 階東の脳外科病棟の回診に参加
する．そして，当日の担当教官の指示に従い，手術・検査・処置等を見学する．各人は，受け持ち患者を決め，現病
歴・現症・神経学的所見，鑑別診断，CT,MRI,MRA,SPECT, 脳血管撮影等の検査所見，手術内容，経過，実習の感想
について自由なスタイルでまとめて，最終日にレポートとして提出する．実地に即した教育に重点を置き，希望に従
い夜間の医師の業務を観察，体験し，できる限り手術見学を多く盛り込んでいる．
卒後教育としては，各々の研修医は，若手レジデント 3 人（中村，山下，坂本）の内の 1 人に師事する．そして，
昼夜・平日休日を問わず，その pair で診療する．緊急の新入院，しかも，手術の症例がほとんどであり，連日 3 〜
4 人の入退院があり，実地訓練には十分すぎるほどである．脳外科の研修を専らとして集中的に行うならば，前期研
修 1 年目終了時点で，脳出血や転移性腫瘍，2 年目終了時点で，簡単なクリッピング術の，ともに，術者となること
も可能である．前期研修を終えた 3 年目以降は，個人差が最も顕著になる世代に突入する．医局員全員に平等に基
礎研究はもとより臨床研究の可能性が用意されている．結果的に 10 年目を迎える頃には，脳神経外科認定医でしか
も学位取得者であることが望ましいと考えて指導している．当科の若手である中村･山下･坂本の 3 医師ともに，卒
後 6 年の最短で，難関の脳神経外科認定医試験に合格している．
このようなサイクルがうまく作動すれば，卒後 15 年目を迎えるころには，どなたにもひとり立ちできる実力の確
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保を保証できるものと確信している．
2-3．達成度
そもそも大学病院というのは，診療，研究，教育をバランスよく実施することが望まれており，前 2 者について
は満足いく程度であるが，教育については漸く目を向けることが出来る余裕が出たところである．時を同じくして，
卒前教育カリキュラム，そして，研修医制度も変革され，卒前卒後とも，ようやく，内外ともに系統的教育が本格的
に可能になったといえる．
2-4．自己評価
BSL の学生にはとても評判が良いということなので，ありがたい限りである．幸い熱心な学生さんばかりで，スタッ
フも負けないように，熱心に指導している．
平成 19 年度以後は，前期および後期の研修医もローテーションしてきており，今後とも，数多くの新入医局員を
期待しているところである．あまりの忙しさに，研修医および若手医師の負担が過剰とならぬように，スタッフ一同，
留意しているところである．

3. 研究
3-1．目的
大学病院ではあるが，地域の基幹病院としての立場の強い当院においては，臨床に根ざした研究を基盤として，地
域医療に還元することを目的としている．
3-2．研究プロジェクト
1．頭蓋底部の手術アプローチ
2．脳卒中急性期対応への検討―病診連携から
3．脳血管攣縮の有効な治療
4．悪性脳腫瘍の治療
5．脳動脈瘤手術例の再評価
3-3．内容
1．頭蓋底部の手術アプローチ
頭蓋底部の cadaver study をおこない，それに基づき，安全で有効な手術を実践している．
2．脳卒中急性期対応への検討―病診連携から
地域の病診連携病院と協力し，脳血管障害の患者のデータベースを作成し，それから有効な治療のプロトコール
を立てつつある．
3．脳血管攣縮の有効な治療
くも膜下出血の術後治療の，新たなプロトコールを作成し，それに基づいた治療を行っている．その中心となる
のが，平成 18 年より導入した連続心拍出量測定装置【PiCCO】であり，極めて有効に活用している．
4．悪性脳腫瘍の治療
悪性脳腫瘍の術後治療に，放射線治療部と協力し，SRT（Stereotactic Radiotherapy）も積極的に取り入れての治
療を実施している．
5．脳動脈瘤手術例の再評価
現在，年間 70 例以上の手術のある脳動脈瘤患者の，過去の手術例を，主に 3D-CT で再評価し，再増大の場合は，
再治療を行っている．
3-4．自己評価
1．頭蓋底部の手術アプローチ
困難な臨床例の手術に応用して，低侵襲な手術を行い，良好な成果を上げている．
2．脳卒中急性期対応への検討―病診連携から
まだ，計画が始動したばかりであるが，大きな study であり，軌道に乗れば臨床的にも非常に価値が大きいもの
である．
3．脳血管攣縮の有効な治療
くも膜下出血患者の脳血管攣縮からの脳梗塞の予防と，最終的な ADL の向上に，良好な結果を得ており，結果
は平成 19 年 3 月の日本脳卒中の外科学会でも発表した．
4．悪性脳腫瘍の治療
SRT と化学療法も含めての，新たな治療戦略を導入し，有効な結果を得ている．
5．脳動脈瘤手術例の再評価
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一般的には，再発率 10％とも言われている脳動脈瘤手術例を再評価したところ，過去 5 年から 10 年経過した
GR 例約 100 例においては，はるかに少ない再発率（1％台）であった．再発例には，主に血管内手術での再治
療を開始し，
合併症なく経過している．
（この結果は，平成 20 年 10 月の日本脳神経外科学会総会で発表している．
）

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
チーム医療も電子カルテも，本格的に軌道に乗り，埼玉西部地区の一大脳卒中センターとして期待される機能を
十二分に発揮すべく，努力している．年間で，外来患者数はのべ約 1 万人となり，入院患者数は 500 人，手術件数
も約 350 例と多忙であるが，今後，さらなる医療の質の向上を目指している．

5．その他
5-1．自治体政府委員
なし
5-2．学術誌編集査読委員
科長・教授

松居徹 Toru Matsui（頭蓋底外科，脳卒中の外科）

Journal of Neurosurgery
Neurosurgery
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
Neurological Research
Neuroscience Letters
Neurologia medico-chirurgica
CI（Computed Imaging）研究
准教授

張漢秀 Han Soo Chang（脳腫瘍，脊椎脊髄疾患）

脊髄外科
5-3．その他社会貢献業務
なし

6．業績
6-1．学会発表・論文発表
学会発表総数

28 編

論文発表総数

26 編

代表的 10 編
① Matsui T
Our experineences of AV malformation located in the craniovertebral junction.
JKFC2008

テグ , 韓国

2008.6.6

② Nakamura T,Matsui T
Our strategy for the ruptured vetebral artery dissecting aneurysm.
JKFC2008

テグ , 韓国

2008.6.7

③ Chang H. S., Kamijo K., Saitoh T., Taniguchi T., Matsui T.
Minimally-invasive posterior lumbar decompression for lumbar stenosis. Its long-term eﬀect and usefulness on
patients with associated spondylolisthesis.
the 76th AANS Annual Meeting
④松居

Chicago, USA

2008.4.26

徹

petroclival meningioma の手術―一期的か，二期的かそれとも別の方法を選ぶか？
第 20 回日本頭蓋底外科学会， 東京
⑤松居

2008.7.7

徹

頭蓋頸椎移行部疾患への戦略
第 67 回日本脳神経外科学会総会， 盛岡

2008.10.3

⑥ Koji Kamijoh, Toru Matsui
Dramatic Disappearance of Moyamoya Disease-Induced Chorea After Indirect Bypass Surgery
-Case Report408
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Neurologica medico-chirurgica48:390-393
⑦齋藤達也，棚橋紀夫，荒木信夫，松居

2008

徹

生体蛍光顕微鏡を用いたマウスクモ膜下出血急性期における脳微小血管内血小板動態の観察
脳循環代謝 19: 28-35

2008

⑧坂本真幸，小野英明，山下安佐美，上條貢司，斉藤達也，谷口民樹，松居

徹

脳血管攣縮の早期予測のための SPECT による脳血流測定の有用性
脳卒中外科（スパズムシンポジウム） 23:21-25

2008

⑨高柳俊作，坂本真幸，小野英明，山下安佐美，上條貢司，斉藤達也，谷口民樹，張漢秀，松居

徹

重症クモ膜下出血患者の血管攣縮期輸液管理における PiCCO（連続心拍出量測定装置）の有用性と問題点
脳卒中外科 36:175-180
⑩飯島

明，松野

彰，松居

2008
徹，中村

巧，斉藤延人

Stent-jacking Coil Embolization による椎骨動脈解離性動脈瘤の血管内治療
CI 研究

30:73-78

6-2．研究費
受託研究費，奨学研究費数件
6-3．受賞
なし
6-4．特許
なし
6-5．学会・研究会
当教室に置ける学会，研究会への参加
AANS（American Association of Neurological Surgery）
North American Association of Skull Base Surgery
Society of Cerebral Blood Flow & Metabolism
International congress on meningiomas and cerebral

venous system

日本脳神経外科学会 A 校施設
日本脳卒中学会
日本脳卒中の外科学会
日本脳循環代謝学会
日本脳神経外科コングレス
日本頭蓋底外科学会
日本 CI 学会総会
日本意識障害治療学会
埼玉脳血管懇話会
埼玉西部地域脳血管研究会
埼玉脳神経外科シンポジウム
川越脳神経疾患研究会
西埼玉脳神経疾患懇話会
埼玉脳神経外科懇話会
Brain Protection in Nishisaitama
当教室主催，共催の研究会，学会
第 1 回〜第 5 回埼玉脳神経外科シンポジウム
第 5 回 ISCVD
（平成 16 年 12 月海運倶楽部）
第 4 回〜第 9 回埼玉西部地区脳血管障害病診連携の会
第 1 回〜第 4 回川越脳神経疾患研究会市民公開講座
第 1 回〜第 5 回西埼玉脳神経疾患懇話会
第 237 回埼玉脳神経外科懇話会
（平成 18 年 3 月，大宮ソニックシティー）
第 18 回日本意識障害学会
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（平成 21 年 7 月 24 日・25 日，川越プリンスホテル）

7．自己点検・評価
診療指標に基づく診療の質の評価
当脳神経外科における代表的メジャー手術は，脳動脈瘤（破裂，未破裂を含む）および脳腫瘍（原発性および転移
性を含む）である．メジャー手術の増加と共に脳室 - 腹腔短絡術，頭蓋形成術等のマイナー手術の機会も増えている．
当科における 2008 年の総手術件数は，349 件である．
先ず，脳動脈瘤への当科の基本姿勢としては，開頭術で対応しており，同一開頭により施行できる脳動脈瘤に対し
ては同時に手術を行っている．但し，多発例の場合で破裂側が明確でない場合は，同日に処理することにしている．
2008 年は，破裂脳動脈瘤に対する開頭手術件数は 50 件，未破裂脳動脈瘤に対して 10 件，血管内手術は破裂脳動
脈瘤に対して 4 件，
未破裂脳動脈瘤に対して 4 件であった．開頭手術施行の破裂脳動脈瘤の術前 Hunt &Kosnik グレー
ド（Gr.）の Gr.1-3 においては，退院時における Glasgow outcome scale で Good+MD の割り合いは 80％であり良好
な結果と言える．今後，血管内手術への移行が囁かれているが現時点における当施設の成果は良好と考えている．し
かしながら，脳血管障害に対しては，種々の観点から血管内手術（2008 年は 18 件であった．）の無尽蔵な有用性が
報告されており，一部の脳動脈瘤への有用性も考慮し，充実させていきたい．
脳腫瘍に関しては，頭蓋底腫瘍の手術を当科の特色と位置付けている．聴神経腫瘍，頭蓋底部の髄膜腫への手術技
量を向上するために cadaver study を中心に訓練し，実際の症例への手術シュミレーションを行っている．これにより，
聴神経腫瘍における顔面神経保存率の向上，および頭蓋底部の髄膜腫の摘出術後に生じる可能性のある脳神経障害を
最小限にするよう努力している．2008 年は，聴神経腫瘍や錐体骨斜台部髄膜腫などの頭蓋底腫瘍の総数が 9 件あり，
全例において手術前の状態を悪化させることはなく経過している．さらに，深部の血流の豊富な腫瘍に対しては，術
前に栄養動脈塞栓術を行い，安全な全摘術が可能となっている．
手術のレベルを向上させる手段として，2006 年から術中のナビゲーションを行い腫瘍摘出時の脳機能保存を最大
限に活かしている．
次年度はスタッフおよび技術ともに軌道に乗ってきた血管内手術をいっそう積極的に取り入れてゆく予定がある．
また，これと合い並んで，もう一度脳血管障害の手術を，原点に立ち返り brush up していく心算である．
また，新たに配備した神経内視鏡も，今まで保存的に対応していた血管障害や腫瘍に，積極的に使用が開始されて
いる．
以上，2008 年の臨床実績の主な結果を自己評価し，今後の当科の展望を纏めた．
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2．17）形成外科・美容外科
1．構成員
三鍋俊春（MINABE, Toshiharu）
：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：悪性腫瘍･外傷後の皮弁・再建外科，
乳房再建，褥瘡・難治性潰瘍，熱傷創傷治癒，顔面骨骨折・顔面腫瘍の内視鏡
手術，体幹･四肢軟部腫瘍
百澤

明（MOMOSAWA, Akira）
：講師：教育主任：外来医長：マイクロサージャリー，再建外科，美容外科，性
同一性障害の手術治療

塩 川 一 郎（SHIOKAWA, Ichiro）
： 助 教： 病 棟 医 長， 樋 野 忠 司（HINO, Tadashi）： 助 教， 矢 野 志 津 枝（YANO,
Shizue）
：助教，三枝紀子（SAEGUSA, Noriko）
：助教，松永恵里奈（MATSUNAGA, Erina）
：助教，大島

梓（OSHIMA,

Azusa）
：助教
坂いづみ（BAN, Izumi）
：非常勤医師

2．教育
2-1．目的・目標
1 日の BSL を有効に利用して形成外科の理解度を深める．
2-2．教育内容（担当者）
4 年生の形成外科講義では，三鍋教授が「外傷の初期治療，皮膚外科，熱傷」，百澤講師が「美容外科，マイクロサー
ジャリー」を担当した．BSL では，
午前中は手術見学とし，午後は縫合練習機を用いて器械縫合の実習を行った（百澤）
．
2-3．達成度
形成外科の理解度は達成している．
2-4．自己評価と次年度計画
学生講義，BSL で特に問題はない．

3．研究：
3-1．目的・目標
臨床に結びついた基礎研究を行い，研究結果を臨床へフィードバックする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）性同一性障害に対する性別適合手術ならびにその臨床的研究
2）VEGF 遺伝子導入による実験的自己組織移植法の開発
3）皮膚･皮下脂肪内の微細血管網を利用するハイブリッド人工皮弁の開発
4）3-erritory ﬂap による choke 血管の構造変化とその機能の解明
5）皮弁による管腔臓器作成と血行形態の検討
6）3DCTA を用いた血流評価研究
3-3．研究内容と達成度
性同一性障害に対する性別適合手術の研究は，性同一性障害に手術が再開途中であったため，行うことができなかっ
た．基礎研究は，3DCTA を用いた研究については，多数の学会発表を行うことができた．
3-4．自己評価と次年度計画
現状では基礎研究は難しいといわざるを得ない．少なくとも，論文発表数を増やすような努力は続ける必要がある．

4．診療：（詳細は病院要覧に記載）
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
性同一性障害の治療（性転換手術，
性別適合手術）は一時中断中であったが，４月をもって乳房切除術より再開した．
4-2．診療実績データ
新患数

1,858 名、入院患者数

463 名、入院手術件数

429 件

4-3．診療内容、治療成績
一般形成外科疾患の症例は多く，顔面骨骨折，熱傷，難治性潰瘍，切断四肢の再接着などの治療に追われている．
その他，皮膚科，外科，脳神経外科，産婦人科，耳鼻咽喉科，口腔外科などとの共同手術も行われている．治療成績
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は概ね良好である．
4-4．先進医療の開発
該当なし
4-5．実施治験内容
該当なし
4-6．自己評価と次年度目標
初診患者数は前年度と比べて同様の水準である．まずまずの結果と考えられる．次年度以降は、性同一性障害の治
療にもさらなる努力を注ぎ，これを成功させることを目指したい．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約
全体的に概ね満足のいく結果と考える．今後は大学病院として先進医療の開発や治験にも関わって行けるよう努力
をしたい．

5．その他：
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当無し
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：日本形成外科学会会誌編集委員（三鍋教授）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：該当無し

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文 17 編，学会発表 多数）
①百澤明 : 眼瞼周辺の若返り手術−手術と非手術，手術による若返り術：下眼瞼 . 形成外科 51:887-895, 2008
②百澤明 , 尾﨑峰 : 顔面骨骨折の画像診断− 3D-CT を中心に− . 平林慎一 編著 , 頭蓋顎顔面外科 最近の進歩 ,
ADVANCE シリーズ形成外科 , pp. 223-228, 克誠堂 , 東京 , 2008
③ Momosawa A, Kurita M, Ozaki M, Miyamoto S, Kobayashi Y, Ban I, Harii K: Combined Therapy Using Q-Switched
Ruby Laser and Bleaching Treatment with Tretinoin and Hydroquinone for Periorbital Skin Hyperpigmentation in
Asians. Plastic and Reconstructive Surgery 121:282-288, 2008
④ Momosawa A, Kurita M, Ozaki M, Miyamoto S, Kurachi I, Watanabe R, Harii K: Transconjunctival Orbital Fat
Repositioning for Tear Trough Deformity in Young Asians. Aesthetic Surgery Jounal 28:265-271, 2008
⑤ Ozaki M, Takushima A, Momosawa A, Kurita M, Harii K : Temporary Suspension of Acute Facial Paralysis Using
the S-S Cable Suture(r). Annals of Plastic Surgery, 61:61-67, 2008
⑥栗田昌和 , 百澤明 , 尾崎峰 , 大浦紀彦 , 多久嶋亮彦 , 波利井清紀 : 頬骨骨折治療における術中超音波エコーの使用
経験 . 形成外科 51:195-201, 2008
⑦ Miyamoto S, Takushima A, Momosawa A, Ozaki M, Harii K: Transzygomatic coronoidectomy as a treatment for
pseudoankylosis of the mandible after transtemporal surgery - a case report. Scandinavian Journal of Plastic and
Reconstructive Surgery and Hand Surgery, 42:267-270, 2008
⑧ Miyamoto S, Takushima A, Okazaki M, Momosawa A, Asato H, Harii K : Retrospective outcome analysis
of temporalis muscle transfer for the treatment of paralytic lagophthalmos. J Plast Reconstr Aesthet Surg,
62:1187-1195, 2008
⑨大槻祐可子 , 青木繁 , 木田達平 , 百澤明 , 三鍋利春 , 土田幸英 , 佐藤良博 , 伊崎誠一 : 幼児の顔面に生じた巨大石灰
化上皮腫の 1 例 . 日本頭蓋顎顔面外科学会誌 , 24:228-232, 2008
⑩ Miyamoto S, Minabe T, Harii K: Eﬀect of recipient arterial blood inﬂow on free ﬂap survival area. Plast Reconstr
Surg, 121:505-513, 2008

7．自己点検・評価
初診患者数，手術件数は前年度と比べて遜色ない．性同一性障害の治療（性転換手術，性別適合手術）を一時中断
していたが，４月より乳房切除に限定し再開した．また，顔面骨骨折，熱傷，切断四肢の再接着など，一般形成外科
の需要は多く，十分手一杯である．
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2．18）
（1）小児科学

小児科部門

1．構成員（平成 20 年 4 月 1 日現在）
田村正徳（TAMURA Masanori）

：小児科教授：総合周産期母子医療センター長：新生児学

小児呼吸器病学

小児集中治療学
森脇浩一（MORIWAKI Kouichi）

：准教授：小児血液学

荒川

：講師（小児科病棟医長）：小児内分泌学

浩（ARAKAWA Hiroshi）

櫻井淑男（SAKURAI Yoshio）

：講師（研修担当医長）：小児集中治療学

高田栄子（TAKADA Eiko）

：講師（小児科外来医長）：小児神経学

奈倉道明（NAKURA Michiaki）

：助教（卒前教育担当）：小児神経学

齋藤孝美（SAITO Takami）

：助教 : 小児神経学

山口文佳（YAMGUCHI Fumika）

：助教

鈴木理永（SUZUKI Masanaga）

：助教

岡野俊季（OKANO Toshiki）

：助教

水谷澄夫（MIZUTANI Sumio）

：助教

水田桂子（MIZUTA Keiko）

：助教

松信

新生児栄養学

聡（MATUNOBU Satoshi） ：助教

小林貴子（KOBAYASHI Takako） ：後期研修医（産休中）
山口さつき（YAMAGUCHI Satuki） ：後期研修医
荒川

歩（ARAKAWA Ayumu）

：後期研修医

山野聡子（YAMANO Satoko）

：後期研修医

小林信吾（KOBAYASHI Shingo）

：後期研修医

西澤賢治（NISHIZAWA Kenji）

：後期研修医

阿部奏子（ABE Kanako）

：後期研修医

宮城絵津子（MIYAGI Etuko）

：後期研修医

岡田尚子（OKADA Naoko）

：埼玉医科大学日高国際医療センター循環器科出向中

加藤康子（KATO Yasuko）

：東京女子医科大学八千代医療センター新生児科出向中

浅野祥孝（ASANO Yoshitaka）

：国立成育医療センター麻酔科出向研修中

川口真澄（KAWAGUCHI Masumi） ：国立成育医療センター放射線科出向研修中
伊藤加奈子（ITO Kanako）

：国立成育医療センター集中治療科出向研修中

布施至堂（FUSE Michitaka）

：埼玉医科大学総合医療センター ER 科研修中

矢木ゆうき（ARAKAWA Yuuki）

：埼玉県立小児医療センター血液腫瘍科出向研修中

非常勤
星野恭子（HOSHINO Kyoko）

：非常勤医師 : 小児神経学

先崎秀明（SENZAKI Hideaki）

：兼担（埼玉医科大学小児科助教授 : 小児循環器病学）

2-1．目的・目標
当科は大学病院としての機能に加え，埼玉県西部地区の人口 100 万人を超える医療圏の中核病院小児科として一
次から三次を兼ねたあらゆる疾患や異常，相談に対処すべく，新生児，発達，血液，神経，循環器，内分泌，予防接
種，乳幼児健診，育児相談などの専門外来の他，小児一般および救急など幅広く診療を行っている．そのため安全で
質の高い医療を提供し，地域から信頼される小児科医の養成を目指す．
2-2．教育内容
1）卒前教育
田村正徳教授が医学部の出生前小児科学，新生児の適応生理の講義と短期大学専攻科の母子医療の講義を担当して
いる．櫻井講師が医学部の救急医学・事故・突然死の講義を担当している．また医学部 5 年生の bed side learning
（BSL）
の学生に対しては，教育担当スタッフが中心となって各主治医グループと連携した患者回診や，専門分野ごとのクル
ズスや，
外来診察での指導をしている．また総合医療センター付属看護学校の小児科の講義を分担して担当している．
2）卒後教育
・小児科の初期臨床研修
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小児・成育医療の現場を経験することは必修項目であり，当センターの初期臨床研修プログラムでは選択必修診療
科として小児科と産婦人科をあわせて 4 ヶ月間研修する．これに加えて，選択研修科として小児科を 2 〜 3 ヶ月研
修する事ができる．
小児科病棟では指導医のもとで受け持ち医として，患者の管理，基本的検査法などについて研修する．教授回診と
しては，毎週金曜日の総回診と火曜日の重症患者回診において，受け持ち症例のプレゼンテーションを行い，指導を
受ける．症例検討会は毎週 2 回，新入院受け持ち症例，重症例のプレゼンテーションを行い，検討を通して指導を
受ける．当直は救急医療研修として必須である．
・後期研修
平成 20 年度は平成 17 年度から新制度の元での初期研修を受けた研修医が，後期研修制度に入って一年が過ぎた
ところであり，小児科医として今後活躍するために，また subspeciality を学ぶために重要な時期である．3 人が当
院以外から初期研修を経て当科の後期研修に入った．後期研修医と旧制度の研修医数名が関連病院である埼玉医科大
学国際医療センター循環器小児科，国立成育医療センター集中治療科・麻酔科，長野県立こども病院新生児科・東京
女子医大八千代医療センター新生児科などで後期研修中である．
・卒後教育に関連する行事
毎週 1 回，指導医の指導を受け，抄読会で主として外国文献を抄読発表する．その他，当科主催のセミナー・講
演会が年に数回開催されるほか，地域の小児科関連の臨床検討会や研究会が月に 1 回程度開催される参加して症例
報告などを発表することが推奨されている．当小児科は，米国心臓学会と連携した PALS（Pediatric Advanced Life
Support）の普及活動に積極的に取り組んでおり，関東・東北・北海道をカバーする Training Center に定期的にイン
ストラクターを派遣している．後期研修医は医局のバックアップの元にこの PALS の provider 講習会を受講させて
いる．初期研修医に当科の AHA 公認インストラクターによる Mini PALS を実習させている．
・症例検討会 ：新規入院患者について小児科・新生児科合同で検討．毎週（金）午後
・小児科勉強会
・抄読会

：毎週（火）午後

：毎週（火）夜

2-3．達成度
研修医の熱意にもよるが，5 年間の研修で一般的な小児科で診る疾患には充分対処できるようになっている．5 年
間の研修後には小児科専門医試験受験資格をすべての研修医は取得している．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育・卒後教育ともほぼ期待されただけの成果はあげられた．後期以降の研修としては以下の 4 つのコース
を整備してゆく方針である．
・小児科臨床コース：1 年間は新生児部門，2 年間は小児科で研修し，小児科専門医取得した 6 年目以降は各人の
希望に従い，
当科もしくは連携小児専門医療機関（国立成育医療センター等）で小児集中治療学・小児内分泌学・
小児血液学などの subspeciality の研磨ができる．
・新生児部門臨床コース：新生児科に比重を置いた研修を受け，小児科の研修も受ける．小児科専門医取得した 6
年目以降は周産期新生児専門医の受験資格をとるべく新生児部門で診療・研究をする．
・小児国際保健医療協力コース：当科は小児国際医療協力にも力をいれている．小児科専門医取得した 6 年目以
降に海外医療協力にでかけられるよう国際医療協力の関連施設で研磨してもらい，実際に海外医療協力に出かけ
るときは教室がバックアップする．
・小児科学大学院コース：小児科専門医取得後，ゲノム研などの埼玉医科大学他部門とも協力しながら医学博士号
の取得に取り組むコースである．

3．研究
3-1．目的・目標
安全で質の高い，地域から信頼される小児科医となるには，既に確立された医学や医療を学ぶだけでなく，新しい
知識を発見したり新しい治療法を開発したりする資質が必要である．当科はそのような臨床に即した研究が施行でき
る医師を養成することを目的としている．
3-2．研究グループ
新生児学

小児呼吸病学

小児集中治療学

発達小児科学

3-3．主な研究内容と達成度
・重症障害新生児医療のガイドラインとハイリスク新生児の診断システムに関する研究：完了
・ハイリスク新生児の後障害無き救命（新生児医療環境とルーチンケアの見直し）：完了
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・発達期の外因性脳障害の診断と治療に関する研究：50% 達成，今後更に 2 年間継続研究
・新生児仮死の予防と治療に関する研究：50% 達成，今後更に 2 年間継続研究予定
・国際医療協力必要な人材育成に関する研究：20% 達成，今後更に 1 年間継続研究予定
3-4．自己評価と次年度計画
厚生科学研究費をいただいた上記研究に関しては主任研究者または分担研究者である田村教授のもとに所定の成果
を得て成果を公表することができた．個別研究面にも力を入れ魅力ある小児科学教室とするため，更に研修体制を充
実して人材確保し，人材を教育しながら研究体制を確立していきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科は大学病院としての機能に加え，
埼玉県西部地域の小児の一次から三次医療までを兼ね備えた医療機関として，
医療資源の許す限り患者受け入れを断ることなく，診療をしてきた．平成 20 年小児科外来患者数は時間内・時間外
延べ 29,018 人に達した．また一次から三次までの 24 時間体制の救急・時間外診療をしているため，日勤以外の時
間外患者数は延べ 8,625 人に達した．平成 20 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1261 件であり，前
年よりも 43 人多かった．平成 17 年 9 月に小児病棟を改造した．重症児用に 8 床を確保し，その内，隔離室は 2 床
である．一般病棟は 3 人床を増やし，8 人床を減らしたため，院内感染を減らし効率的に病棟運営がはたせることが
できた．平成 19 年からは救急外来の負担が過大となったため，救急のトリアージを取り入れ，重症度に応じて対応し，
軽症患者は自宅近くの時間外外来や当番医に受診するように勧めたところ，時間外外来数が減少した．そのため医師
の余力を重症患者に割り振ることができた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
田村正徳
・ 国 際 蘇 生 法 連 絡 委 員 会（International Liaison Committee on Resuscitation :ILCOR）Neonatal Delegation Task
Force（新生児部問委員）
・日本蘇生協議会（Japan Resuscitation Council: ＪＲＣ） 新生児蘇生法担当委員
・日本学術振興会の科学研究費委員会専門委員
・医薬品医療機器総合機構生物系審査部専門委員
・日本医用機器工業会乳幼児用放射式保育器 JIS 原案・認証基準作成委員会委員
・財団法人日本救急医療財団日本版救急蘇生ガイドライン策定小委員会小児科学会代表委員
・国立保健医療科学院

医療システム分析による小児医療将来像探求プロジェクト委員

・国立保健医療科学院「医師臨床研修指導医ガイドラインに関する研究班（主任研究者曽根智史）」小児科及び産
婦人科研修指導ガイドライン作業班専門委員
・日本医療機能評価機構「産科医療補償制度調査専門委員会」委員
田村正徳−埼玉県関係
・埼玉県児童福祉審議会委員，
・埼玉県母子保健運営協議会委員，
・埼玉県周産期医療対策協議会委員，
・埼玉県新生児救急搬送受入施設協議会委員，
・埼玉県小児保健協会理事，埼玉県医師会母子保健委員会委員 ,
・埼玉県県立小児医療センター医療情報システム総合評価委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
田村正徳

Pediatric Critical Care Medicine（Editor）

田村正徳

Pediatric International（Editor）

5-3．その他，医学あるいは社会貢献に関わる業務
田村正徳；
・小児科学会
教育委員会：新生児蘇生法に関する代表委員として日本版新生児蘇生法ガイドライン作成を主導した．
新生児専門委員として正常新生児取り扱いガイドラインの作成に従事．
・日本蘇生協議会の新生児蘇生法担当委員として，国際蘇生法連絡委員会の Consensus 2010 にむけた協議に参加．
その他医局員
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・小児糖尿病無料相談会：埼玉県小児糖尿病協会が主催の会に荒川講師が参加した．
・埼玉県糖尿病協会主催糖尿病サマーキャンプに荒川講師が参加した．8 月名栗

6．業績
6-1．原著書・共著書・論文・学会発表
論文
①予後不良とされる疾患への新生児科医師の対応と「重篤な疾患を持つ新生児の家族と医療スタッフの話し合いの
ガイドライン」の活用 . 日本周産期・新生児医学会雑誌 . 2008; 44（4）:925-929 田村正徳

山口文佳

②新生児・乳幼児の呼吸管理 . 第 13 回 3 学会合同呼吸療法認定士・3 学会合同呼吸療法認定士認定講習会テキス
ト . 2008; 13:335-357 3 学会合同呼吸療法認定士認定委員会事務局
③出生前診断された高度な肺低形成を伴う横隔膜ヘルニアの出生前後ノプロトコールとその問題点 . 日本小児外科
学会雑誌 . 2008; 44（4）:646-647 田村

正徳

④新生児蘇生のアルゴリズム解説 . 日本産科婦人科学会雑誌 . 2008; 60（3）:961-971 田村

正徳

⑤新生児蘇生法インストラクターマニュアル . 新生児蘇生法インストラクターマニュアル（メジカルビュー社）.
2008; 田村正徳監

山南貞夫

⑥ Cnsensus2005 に基づいた新生児蘇生法ガイドラインとその普及事業 . 日本小児科学会雑誌 . 2008; 112（1）:1-7
田村

正徳

主要学会発表
国際学会
⑦ Beneﬁt of Perinatal Stabilization for Antenatally Diagnosed CDH（15min）15th Congress of the FAOPS 2008.
2008.05. Nagoya,Japan Masanori Tamura
招待講演
⑧「日本周産期・新生児医学会認定の新生児蘇生法（NCPR）普及事業紹介」第 116 回日本産科婦人科学会

関東

連合地方部会総会・学術集会 . 2008.11. 栃木県総合文化センター
⑨ Japanese NCPR program and RCT of Cord Biood Milking for extremely preterm infants Pediaatric Academic
Societies and Asian Society for Pediatric Research. 2008.05. ハワイ
⑩ Neonatal 第 1 回日本蘇生科学シンポジウム . 2008.03. 福岡県
6-2．獲得研究費

計 6,129 万円

1）田村正徳（主任研究者）
：厚生労働省科学研究費補助金小児疾患臨床研究「超低出生体重児の慢性肺疾患発症
予防のためのフルチカゾン吸入に関する臨床研究」2999 万円
2）田村正徳（主任研究者）
：厚生労働科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業）「重症新生児に対する療養・
療育環境の拡充に関する総合研究」450 万円
3）田村正徳（主任研究者）
：精神・神経疾患研究委託費「発達期に発症する外因性脳障害の診断・治療ガイドラ
インに関する臨床的実証研究」
，1,700 万円．
4）田村正徳（分担研究者）
：厚生労働省子ども家庭総合研究事業「Consensus2005 に則った新生児心肺蘇生法ガ
イドラインの開発と全国の周産期医療関係者に習得させるための研修体制と登録システムの構築とその効果に関
する研究」
，600 万円
5）田村正徳（研究協力者）
：国際医療協力研究委託費（主任研究者：中村安秀）「国際医療協力に携わる人材養成
および登録システムの構築に関する研究」
，250 万円
6）田村正徳（研究協力者）
：国立保健医療科学院（主任研究者：曽根智史）「医師臨床研修指導医ガイドラインに
関する研究・小児科及び産婦人科研修指導ガイドライン作業班専門委員
7）江崎勝一（研究代表者）
：文部科学省科学研究補助金若手研究 B「カテコールアミン不応性低血圧におけるバソ
プレシンの動態解析」
，課題番号；
（16790614），130 万円．
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許・実用新案：該当なし
6-5．学会・研究会・セミナー等の開催実績
小児科の主催
・埼玉 PALS 講習会の主催
・新生児呼吸療法・モニタリングフォーラム

毎年一回

208.2.20-22 第 10 回呼吸器療法モニタリングフォーラム
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・小児国際保健医療協力入門セミナーの主催
2008.6.7-8 埼玉県民活動総合センター
・埼玉クリテイカルケア研究会の主催
・川越小児科臨床検討会：地域の小児医療関係者を招いて年間の小児科入院症例をまとめ，重要な症例を数例，提
示している．またその分野で高名な先生を招いて講演を受けている．
2008.2.12 第 24 回川越小児科臨床検討会「小児のスポーツ中の突然死 - 心臓震盪 -」ER 科

輿水健治先生

2008.9.3 第 25 回川越小児科臨床検討会「成人教育としてのワークショップ法 - 臨床研修指導医養成からリスク
マネージャー養成まで -」日本赤十字社

安藤恒三郎先生

7．自己点検・評価
当科は大学病院としての機能に加え，埼玉県西部地区の人工 100 万人を超える医療圏の中核病院小児科として一
次から三次を兼ねたあらゆる疾患や異常，相談に対処すべく，新生児，発達，神経，循環器，内分泌，予防接種，乳
幼児健診，育児相談などの専門外来の他，小児一般および救急など幅広く診療を行っている．そのため安全で質の高
い医療を提供し，地域から信頼される小児科医の養成を目指している．
当科の診療科の特色は下記の通りである．
・急性期疾患が入院患者の多くを占める．
平成 20 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1261 件であった．小児科を志望する研修医にはプライマ
リケアを学ぶのに最適である．救急時間外診療からの緊急入院例も多く，日夜忙しいが，多くの症例を学ばなければ
ならない研修医にとっては良い環境である．
・小児集中治療に力を入れている．
川越市周辺の医療圏の中核病院の小児科として三次の患者も多く，集中治療に力を入れている．小児科医には
PALS（Pediatric Advanced Life Support）の講習を勧めている．
・国際小児保健医療協力を小児科のモットーとする．
当科は医療資源の許す限りお断りをせず，診療をしてきたことは自負すべきことである．平成 17 年 9 月より重症
小児用の治療室を 3 床から 8 床に改造した．そのうち 2 床は隔離室である．重症児の治療を一貫して施行でき，よ
り地域の医療に貢献できた．一般病棟は 3 人床を増やし，8 人床を減らしたため，院内感染を減らし効率的に病棟運
営がはたせることができた．ただし救急外来の一次患者が増えてきたため多大な負担となり，救急外来のトリアージ
体制をとることとした．そのため前年より時間外患者総数は減っているが，その分，重症患者に医師の余力を回すこ
とができた．
研究面では，主として田村正徳が主任研究者をしている精神・神経疾患研究委託費 18 指 -4「発達期に発生する外
因性脳障害の診断・治療・予防のための実証的研究とガイドライン作成」と分担研究者をしている「産科医･助産師･
看護師向けの新生児心肺蘇生法の研修プログラムの作成と研修システムの構築とその効果に関する実証的研究」を中
心に社会的にも意義ある研究成果をあげられた．
次年度以降は，さらに医局員の個別研究面も力を入れ魅力ある小児科学教室とするために，研修体制充実して若手
の人材確保と人材教育に務め，臨床能力の向上とともに研究意欲も促進していきたいと考えている．
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1．構成員
田村正徳 （TAMURA Masanori）

：小児科主任教授：総合周産期母子医療センター長：新生児学，小児呼吸器病
学，小児集中治療学

側島久典 （SOBAJIMA Hisanori） ：新生児科教授：新生児学，神経生化学，脳モニタリング，周産期の QOL
鈴木啓二 （SUZUKI Keiji）

：講師：新生児学 , 呼吸生理学

國方徹哉 （KUNIKATA Tetsuya）

：講師：新生児学，HIV 感染症，脳モニタリング

江崎勝一 （EZAKI, Syoichi）

：助教

高山千雅子（TAKAYAMA, Chikako） ：助教
星

礼一 （HOSHI, Reiichi）

伊藤智明 （ITO Tomoo）

：助教
：助教

浅野祥孝 （ASANO Yoshitaka）

：助教

長田浩平 （OSADA Kouhei）

：助教

小林加代子（KOBAYASHI Kayoko） ：助教
本田梨恵 （HONDA Rie）

：助教

石黒秋生 （ISHIGURO Akio）

：助教

栗嶋クララ（KURISHIMA Kurara） ：助教
横堀雄太 （YOKOBORI Yuta）

：助教

川崎秀徳 （KAWASAKI Hidenori） ：後期研修医
山野聡子 （YAMANO Satoko）

：後期研修医

荒川

歩 （ARAKAWA Ayumu）

：後期研修医

西澤賢治 （NISHIZAWA Kenji）

：後期研修医

HA

：ベトナム・バクマイ病院医師（JICA 研修医師）

（HA）

今井絵美 （IMAI, Emi 臨床心理士）
先崎秀明 （SENZAKI Hideaki）

：兼担准教授：小児心臓病

2．教育
2-1．目的・目標
社会，地域の周産期医療に対するニーズと，より多くの子供たちと家族の幸福な生活に寄与するために，周産期医
療に必要な医療知識と，後遺症なき生存への治療技術の向上のための医療技術の修得，日本版新生児蘇生法講習会開
催と参加による蘇生法の修得，周産期医療における倫理観の育成を，広く医師，コメディカル，学生を視野に入れた
活動を行い，幅広い豊かな医療人の育成を行う．
＊医学生：
授業では新生児学の概説，子宮内から胎外生活への新生児に特有な適応生理，このプロセスが障害されるために発
症する疾患への理解を中心にカリキュラムを作成する．
＊ 5 学年 BSL およびクリニカルクラークシップ：
BSL：新生児診察に，成熟度判定法を盛り込み，成熟児と未熟児の診察所見の違いを実際に診察を通して経験し，
将来救急などで新生児，乳児を診察する際の基本的な身体理学所見のとりかた，考え方の基礎を修得，理解する．
BSL での課題項目，週間予定表を初日朝回診後オリエンテーションで配布するとともに，周産期医療の中の新生児医
療の位置づけ，人口統計などを紹介する．分娩立会い，新生児蘇生法，健常新生児の診察，入院児の処置などに立ち
会い，出生直後の児を観察することに重点をおき，新生児医療に対する興味を持てる卒前教育プログラムを遂行する．
各自に 1 名の受け持ち入院児を割り当て，金曜日午後の総回診時に 1 分間で簡潔にプレゼンテーションを行い，同
席する主治医，研修医によるアドバイスを受けながら，患者の状態把握を適切に行い，表現することも BSL の目標
の 1 つである．
クリニカルクラークシップ：NICU での研修期間が 2 週間あり，この間に重症児の臨床経過を長時間にわたりベッ
ドサイドで実地見学をしたり，時には学生からの希望によって夜間当直医とともにすごし，24 時間医療を体験する
こともある．英文教科書に触れる目的で，新生児疾患と関連をもった内容の 1 節ずつを各自翻訳し，一同に会して
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の発表を行い評価，アドバイスを行っている．
＊初期研修医：
医療チームの一員かつ，副主治医として上級医とともに診療を負い，毎日の回診，週 1 回の入院患者プレゼンテー
ションで，簡潔な症例提示法の修得に努める．抄読会や NICU カンファランス，周産期カンファレンスなどを通じて
周産期医療の概要，新生児の適応生理の基礎的理解と，日常採血，緊急帝王切開，分娩などへの立会，初期処置，新
生児蘇生法についてその基本的知識，技術の修得に専念できる研修内容とする．
＊後期研修医：
小児科専門医を目指すために，1 年間の総合周産期母子医療センターでの研修を行う．新生児医療の専門性を理解
し，病的新生児，未熟児の適応生理，病態への理解を深め，日本版新生児蘇生法講習会による標準化された治療，技
術の修得に努め，小児科学会埼玉地方会，日本周産期・新生児医学会，日本未熟児新生児学会等への演題発表が研修
中に 1 題以上できるよう課題を与え指導を行う．日常では，BSL 医学生，初期研修医との対話にも努め，専門医取得
への基礎を固める．
＊専門医取得：
＊小児科専門医制度
卒後 5 年以上の小児科研修（初期研修を含む）実績をもとに書類を作成し，専門医試験受験資格が得られる．新
生児症例経験も必須である．
＊日本周産期・新生児医学会による周産期（新生児）専門医制度：
受験資格には，小児科専門医取得後で，基幹病院（当院は該当）研修 6 か月以上を含む 3 年以上の所定研修を行う．
日本周産期・新生児医学会専門医制度規則に則り，指導医のもとで専門医試験受験資格を満足するための条件として
医学論文作成，必要症例経験数を重ね，その臨床像のまとめなどに取りくみ，年 1 回の専門医試験に備える．2008
年度は 10 月 18・19 日の 2 日にわたって，第一回周産期（新生児）専門医制度試験が行われた．当施設からは，江
崎勝一助教が合格し，
我が国での新生児専門医の第一回生となった．今後続いて第二回の試験が行われる予定であり，
高度医療推進計画等にも該当する内容である．
2-2．教育内容
1）卒前教育
医学生，看護短大生
田村正徳教授，側島久典教授が医学部 4 年生および 6 年生に対する臨床講義および，医療短期大学母子看護学科
学生に新生児の系統講義を担当した．側島久典教授，鈴木啓二講師，國方徹也講師，江崎勝一助教，高山千雅子助
教，石黒秋生助教が，5 年生 BSL，クリニカルクラークシップでの教育活動に積極的に関わり，新生児診察法，新
生児医療での医療機器，新しい治療概念などを実地とともに教えた．
とくに 5 学年に対しては，新生児医療，診療全般に対するオリエンテーション，正常新生児診察での新生児診察
法を修得する（側島久典教授）
．新生児心肺蘇生法，新生児代表的疾患の臨床経過を日々の入院から朝夕の回診を
通して現場で説明し，実習をともに行った．（田村正徳教授，側島久典教授，鈴木啓二講師，國方徹哉講師，江崎
勝一助教，高山千雅子助教，星

礼一助教）
．

2）卒後教育
初期研修医，後期研修医，専門医取得専修医
重症新生児回診（朝と夕方の 2 回）では常にポイントを押さえた症例提示が常に出来るよう体制を組み，患児の
問題点，
治療方針を簡潔に提示する能力を身につける指導を行って．ベッドサイドモニタを用いたプレゼンテーショ
ンを行うことで，時間経過と治療効果の判定を行う技術を修得する．回診ではこれら医師の病態把握，方針に対し
て形成的評価を加える．
毎週金曜日，1 週間の新規入院症例提示を初期研修医が行う．患者提示とともに，鑑別診断とその根拠を臨床症状
から時間経過とともに，簡潔にプレゼンテーションし，その内容，考え方のプロセスを形成的評価で行う．
2-3．達成度
医学生，看護学生：
試験による評価では，講義に対する理解は良好で，とくに新生児蘇生法に興味を示す学生が多かった．
5 学年 BSL では，正常新生児室における入院時と退院時の診察，分娩立ち会い，新生児蘇生法講習会を適宜行った．
また，新生児の代表的疾患患児を 1 名受け持ちとし，入院から現在までの臨床経過を主治医の指導のもとに集約
して，週末の回診に際し 1 分間のショートプレゼンテーションを行い，規定の時間内に正確に情報をまとめ上げ
る作業と考え方の重要性を体験修得させた．
初期研修医：
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月単位での研修では，母子センターの産科，小児外科，周産期麻酔科と NICU の位置づけを理解した後，3 つある
新生児グループのいずれかに所属して，後期研修医，上級医とともにハイリスク分娩に立ち会い，新生児蘇生法の
修得とともに，低出生体重児の分娩後の初期治療，その後の NICU での治療について研修した．
周産期医療では，出生前からの情報が大切であるとともに，母性への理解，家族へのかかわりも極めて大切であり，
出生前の各科合同のカンファレンスを通して，胎児診断を含めた出生後への対応を研修した．
NICU 入院総括と，地域保健所，保健センターへの情報提供は，これらにもとづいておこなわれう新生児訪問と，
退院後のフォローアップにとってきわめて重要である．受け持ち患者の入院サマリー作成と内容チェックを行った．
退院後のフォローアップ外来，近年注目されている RSV 感染症の予防的治療に関して外来ではどのような準備と
診察がなされているかをパリビズマブ投与を行う専用外来補助経験をとおして学習した．
後期研修医：
上級医とともに 1 年の研修期間中に，NICU 入院患者の主治医となり，入院時の初期診察，処置，採血がどのよう
になされるかを実習経験し，新生児蘇生の重要性とポイントを，新生児蘇生法講習会参加とともに繰り返し経験を
積む研修を行っている．
母体妊娠経過を詳細に検討し，病態への理解と治療にいかに結びつけるかの考え方を修得した．1 年研修の終了近
くには，ひとりで分娩立ち会い，蘇生法の遂行，初期研修医への指導の補助ができるまでに研修レベルをあげるこ
とができ，次年の研修へと移行した．
2-4．自己評価と次年度計画
医学部の講義での授業評価アンケートから判断すると，国家試験に直結した内容の講義への期待が大きい．すなわ
ち，倫理・社会面やアップデートな話題に関する講義内容に対しては極めて関心が薄いという結果である．
今後は，国家試験問題をより考慮した講義資料の充実を図りつつ，新生児医療への理解が深められるような授業の
必要があると考えられる．
BSL では，実践可能な診療手技が限られているものの，じかに新生児に触れての診療手技と，その反応を刻銘にと
らえられるような実習へと変えつつあり，学生の興味対象も著しく変化し，新生児への興味は高まっている．見学に
終わらない BSL プログラムの実行に移行しつつある．一緒に診療計画を立案し，検査所見解釈を聞きコメントする
など，可能な限り診療参加型の研修内容に年度ごと変化している．

3．研究
3-1．目標・目的
研究を通じて診療に対する理解を深め，医療の質を向上させる．このため，前方視的臨床研究を中心に，臨床経験
の発表，症例検討など臨床に役立つ研究を計画する．前方視的臨床研究を実施するために必要な研究計画作成，倫理
委員会提出書類や家族への説明同意書などの作成を行いながら，研究実施に必要な手順を学習する．また，全員参加
型の研究体制を確立する．
3-2．研究プロジェクト
＊新生児仮死と新生児心肺蘇生法に関する研究
・動物実験グループ：鈴木啓二講師を中心
・臨床研究（前方視的無差別振り分け試験）グループ
新生児仮死蘇生時における酸素投与の酸化ストレス，抗酸化力に及ぼす影響
カテコラミン不応性低血圧におけるバゾプレッシンの動態解析
皮膚加温と経皮炭酸ガス分圧モニター較正係数との関係
・ハイリスク新生児フォローアップ研究：側島久典教授

江崎勝一

江崎勝一

高山千雅子
高田栄子助教を中心

＊慢性肺障害の防止に関する研究
・動物実験グループ：鈴木啓二講師を中心
・臨床研究（前方視的無差別振り分け試験）グループ
超低出生体重児の慢性肺疾患発症予防のためのフルチカゾン吸入に関する臨床研究
＊新生児脳適応障害に関する多面的研究
＊重症新生児への脳モニタリングの重要性と普及に関する研究

側島久典，國方徹也

3-3．研究内容と達成度
＊委託研究，厚生労働省精神・神経疾患委託研究
・
「生労働省国立精神神経ｾﾝﾀｰ委託研究：発達期に発生する外因性脳障害の診断・治療・予防のための実証的研究
とガイドライン作成に関する研究：30% 達成，今後更に 2 年間継続研究
420

総合周産期母子医療センター

新生児部門

・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：Consensus2005 に則った新生児心肺蘇生法ガイドラインの開発と全国の
周産期医療関係者に習得させるための研修体制と登録ｼｽﾃﾑの構築とその効果に関する研究：30% 達成，今後更
に 2 年間継続研究予定
・厚生労働省国際医療協力研究委託研究：国際医療協力必要な人材育成に関する研究：50% 達成，今後更に 1 年
間継続研究予定
・厚生労働省科学研究費補助金小児疾患臨床研究：超低出生体重児の慢性肺疾患発症予防のためのフルチカゾン吸
入に関する臨床研究：50% 達成，今後更に 1 年間継続研究予定
＊海外との多施設共同研究
「the lessMAS trial -lavage with exogenous surfactant suspension in Meconium Aspiration Syndrome」は作年度か
らの継続中である．
＊臨床研究
「新生児仮死蘇生時における酸素投与の酸化ストレス，抗酸化力に及ぼす影響」は，第 24 回日本周産期・新生児
医学会周産期シンポジウムで発表した研究成果は，論文としてメジカルビュー社）2006.8.（24）に掲載された（江
崎勝一）
．さらに英文論文としても投稿予定である．「皮膚加温と経皮炭酸ガス分圧モニター較正係数との関係」
は，第 50 回日本児未熟児新生児学会での発表をもとに，更にデータと分析を進めている（高山千雅子）
．
「カテ
コラミン不応性低血圧におけるバゾプレッシンの動態解析」は研究のためのデータ集積を続け，極低出生体重児
の生後と利尿期の血管作動因子（ドーパミンを使用症例と正常児の比較）として，その成果を第 42 回日本周産期・
新生児医学会学術集会

宮崎市で発表した．

3-4．自己評価と次年度計画
新生児部門として多くの研究プロジェクトに関わり，また，各研究グループがそれぞれの研究成果を達成すること
ができた．特に，新生児仮死の蘇生時における酸素投与に関する前方視的臨床研究では，臨床的に有用な成果を挙げ
ることができ，
英論文として投稿予定である．新生児の蘇生に関しては米国のガイドライン Consensus2005 を受けて，
日本独自の新生児蘇生法（N-CPR）を日本周産期新生児医学会の事業として推進するための準備活動と，我が国での
新生児施設，産科施設での実態調査を進めた．この結果を基礎に新生児蘇生に関しての日本での標準化に向けてさら
に研究と意識の普及への努力を重ねてゆく計画である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
総合周産期母子医療センターとして，地域における周産期医療の中核としてのみならず，周産期ネットワークの維
持，管理，医師，看護師の研修教育，地域データベースの作成などの任を負っている．NICU 病棟は総合周産期母子
医療センターの 4 階に位置し，
24 床の社保認可新生児集中治療病床と 22 床の強化・回復期治療室の計 46 床からなっ
ている．母児同室用の母子室 4 床を含み，その他に正常新生児室がある．新生児部門の主たる業務は，NICU 入院患
者の診療の他，院内における全てのハイリスク分娩（帝王切開や早産児，多胎など）への立ち会い，全院内出生の出
生時診察，退院前診察，院外での分娩立ち会い，出生した新生児の当院や他院への搬送などである．NICU 入院患者
総数は 406 名と前年同様だが，超低出生体重児入院数の絶対的増加および極低出生体重児の増加とともに不妊治療
による多胎増加，呼吸管理を必要とする長期入院児の増加する中，総合周産期センターとしての地域のニーズの増加
が NICU 満床の主因となっており，公的任務の完了にむけ更なる分析とマネージメントが必要である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
田村正徳
・ 国 際 蘇 生 法 連 絡 委 員 会（International Liaison Committee on Resuscitation :ILCOR）Neonatal Delegation Task
Force（新生児部問委員）
・日本蘇生協議会（Japan Resuscitation Council: ＪＲＣ） 新生児蘇生法担当委員
・日本学術振興会の科学研究費委員会専門委員
・医薬品医療機器総合機構生物系審査部専門委員
・日本医用機器工業会乳幼児用放射式保育器 JIS 原案・認証基準作成委員会委員
・財団法人日本救急医療財団日本版救急蘇生ガイドライン策定小委員会小児科学会代表委員
・国立保健医療科学院

医療システム分析による小児医療将来像探求プロジェクト委員

・国立保健医療科学院「医師臨床研修指導医ガイドラインに関する研究班（主任研究者曽根智史）」小児科及び産
婦人科研修指導ガイドライン作業班専門委員
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・日本医療機能評価機構「産科医療補償制度調査専門委員会」委員
田村正徳（埼玉県関係）
・埼玉県児童福祉審議会委員，
・埼玉県母子保健運営協議会委員，
・埼玉県周産期医療対策協議会委員，
・埼玉県新生児救急搬送受入施設協議会委員，
・埼玉県小児保健協会理事，埼玉県医師会母子保健委員会委員 ,
・埼玉県県立小児医療センター医療情報システム総合評価委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
田村正徳

Pediatric Critical Care Medicine（Editor）

田村正徳

Pediatric International（Editor）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
田村正徳；
＊小児科学会
教育委員会：新生児蘇生法に関する代表委員として日本版新生児蘇生法ガイドライン作成を主導した．
倫理委員会委員として，小児の人権を守るための活動に従事した．
新生児専門委員として正常新生児取り扱いガイドラインの作成に従事した．
日本救急医療財団の日本版救急蘇生ガイドライン策定小委員会小児科学会代表委員として，Consensus2005 に則っ
た日本版新生児蘇生法ガイドライン作成を作成した．
＊日本蘇生協議会の新生児蘇生法担当委員として，国際蘇生法連絡委員会（ILCOR）の Consensus2010 にむけた
協議に定期参加している．
＊厚生労働省子ども家庭総合研究事業「Consensus2005 に則った新生児心肺蘇生法ガイドラインの開発と全国の
周産期医療関係者に習得させる」の分担研究者として国際蘇生法連絡委員会が発表した Consensus2005 の新生
児蘇生法の基本的な考え方に則った講習会教材（受講生テキスト，インストラクター用マニュアル，シナリオ集，
評価用のテスト，講義用スライド・ＣＤ，アルゴリズム図など）を作成し，関連機関に無料配布した．
＊日本周産期・新生児医学会の教育研修委員会委員長ならびに担当理事として，
1）新生児蘇生法（NCPR）普及事業を 19 年度から開始した．講習会のインストラクターを養成するための新生児
蘇生法「専門」コースインストラクター養成講習会を 19 年度に 6 回実施し約 240 名のインストラクターが養
成した．
2）専門医制度指導医講習会（A コース：一日間の講義形式，Ｂコース：一泊二日のワークショップ形式）を企画し，
2007 年度中に 2 回実施した．
＊日本未熟児新生児学会の教育研修委員会委員長ならびに担当理事として
若手新生児科医師の登竜門である未熟児新生児学会教育セミナーを企画立案し，長野県にて 2 泊 3 日で実施し
た（2008 年 8 月 23-25 日）
．
＊新生児呼吸療法・モニタリングフォーラム in Sinshu の COO として
新生児分野での呼吸療法とモニタリングに関する 2 泊 3 日の研究会を開催し全国から約 800 人の新生児医療関
係者が参加した（2008 年 2 月 20-22 日）
．
側島久典
・全国自治体病院協会主催・および杏林大学主催，臨床研修指導医養成講習会講師として以下の 3 回に参加．
第 67 回臨床研修指導医養成講習会講師

2009.1.9-11

第 69 回臨床研修指導医養成講習会講師

2009.2.27-3.1

第 8 回杏林大学臨床指導医養成講習会講師

東京都市センターホテル
東京都市センターホテル

2008.5.30-31 クロスウェーブ府中

6．新生児部門業績
6-1：業績・論文（代表的なもの 10 編）
①森川昭廣

内山聖

原寿郎

高橋孝雄編集

田村正徳 , 新生児の異常徴候 . 標準小児科学第 7 版（医学書院）.

2009, 80-99
②木原秀樹

廣間武彦

中村友彦

宮川哲夫

田村正徳 ,NICU における呼吸理学療法の有効性と安全性に関する全

国調査―第 2 報― . 日本未熟児新生児学会雑誌 . 2009, 21（1）:57-64
③斎藤滋
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生児学会雑誌 . 2008, 44（4）:829
④側島久典

荒川ゆうき

國方徹也

鈴木啓二

長田浩平

川崎秀徳

浅野祥孝

星礼一

伊藤智朗

本田梨恵

高山千雅子

江崎勝一

田村正徳

小高明雄

馬場一憲

照井克生 , シンポジウム 2「早産―予防・出生児の管

理・手術の限界」胎児診断早産児小児外科症例への新生児科医としての管理への考察 . 日本周産期・新生児学会
雑誌 . 2008, 44（4）:840-844
⑤田村正徳

山口文佳 , 予後不良とされる疾患への新生児科医師の対応と「重篤な疾患を持つ新生児の家族と医療

スタッフの話し合いのガイドライン」の活用 . 日本周産期・新生児医学会雑誌 . 2008, 44（4）:925-929
⑥馬場一憲

田村正徳 , 先天性横隔膜ヘルニア . 周産期医学 . 2008, 38（11）:1409-1412

⑦櫻井淑男

田村正徳 , 小児救急―救命救急 ,PICU. 小児科診療（診断と治療社）. 2008, 71（11）:1856-1858

⑧國方徹也，田村正徳 , 重症染色体異常を伴った小児の治療方針（2）. 小児外科（東京医学社）. 2008, 40
（10）:1138-1141
⑨側島久典
⑩田村

田村正徳 , 国際協力の倫理・研修医教育 . 小児科 . 2008, 49（9）:1217-1222

正徳 , 出生前診断された高度な肺低形成を伴う横隔膜ヘルニアの出生前後ノプロトコールとその問題点 .

日本小児外科学会雑誌 . 2008, 44（4）:646-647
6-2．獲得研究費

計 6,129 万円

1）田村正徳（主任研究者）
：厚生労働省科学研究費補助金小児疾患臨床研究「超低出生体重児の慢性肺疾患発症
予防のためのフルチカゾン吸入に関する臨床研究」2999 万円
2）田村正徳（主任研究者）
：厚生労働科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業）「重症新生児に対する療養・
療育環境の拡充に関する総合研究」450 万円
3）田村正徳（主任研究者）
：精神・神経疾患研究委託費「発達期に発症する外因性脳障害の診断・治療ガイドラ
インに関する臨床的実証研究」
，1,700 万円．
4）田村正徳（分担研究者）
：厚生労働省子ども家庭総合研究事業「Consensus2005 に則った新生児心肺蘇生法ガ
イドラインの開発と全国の周産期医療関係者に習得させるための研修体制と登録システムの構築とその効果に関
する研究」
，600 万円
5）田村正徳（研究協力者）
：国際医療協力研究委託費（主任研究者：中村安秀）「国際医療協力に携わる人材養成
および登録システムの構築に関する研究」
，250 万円
6）田村正徳（研究協力者）
：国立保健医療科学院（主任研究者：曽根智史）「医師臨床研修指導医ガイドラインに
関する研究・小児科及び産婦人科研修指導ガイドライン作業班専門委員
7）江崎勝一（研究代表者）
：文部科学省科学研究補助金若手研究 B「カテコールアミン不応性低血圧におけるバソ
プレシンの動態解析」
，課題番号；
（16790614），130 万円．
6-3．受賞：
6-4．特許・実用新案：該当なし
6-5．学会・研究会，セミナーなどのの開催実績：
・第 11 回新生児呼吸モニタリングフォーラム：戸苅
2009 年 2 月 18 日〜 20 日

創（CEO），田村正徳（COO）中村智彦（事務局長，実行委員長）

長野県大町市

・第 6 回国際小児保健医療国際協力入門セミナー主催（教室事業）若手医師・医学生を対象とした国際小児保健
医療協力入門セミナー
2008 年 6 月 7 〜 8 日：埼玉県民活動総合センター
・第 25 回川越小児臨床検討会：会長
2008 年 9 月 3 日

田村正徳

於：埼玉医科大学総合医療センター 5 階講堂

特別講演：
「成人教育としてのワークショップ法
講

師：安藤恒三郎先生（日本赤十字社

・第 26 回川越小児臨床検討会：会長
2009 年 2 月 10 日

さいたま市

―臨床研修指導医養成からリスクマネージャー養成まで―」

技監）

田村正徳

於：埼玉医科大学総合医療センター 5 階講堂

特別講演：
「日常診療で見逃してはいけない先天性代謝異常症」
講

師：大竹

明先生（埼玉医科大学病院

小児科教授）

・第 9 回埼玉県新生児・小児クリティカルケア研究会：会長
2009 年 1 月 24 日

於：大宮ソニックシティ 6 階

側島久典

602 会議室

特別講演：
「新生児・小児気道病変の診断と治療」
講

師：長谷川久弥先生（松戸市立病院新生児科）
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＜総合周産期母子医療センター事業＞
・新生児蘇生法実技講習会（Ａコース）
2008 年 10 月 16 日
講

於：埼玉医科大学総合医療センター 2 階会議室

師：田村 正徳教授，側島

久典教授

・新生児蘇生法実技講習会（Ａコース）
2008 年 11 月 27 日
講

於：埼玉医科大学総合医療センター 2 階会議室

師：田村 正徳教授，側島

久典教授，関

博之教授

・新生児蘇生法実技講習会（B コース）
2009 年 2 月 21 日
講

於：埼玉医科大学総合医療センター 2 階会議室

師：田村 正徳教授，側島

久典教授，國方徹也講師

・第 15 回新生児部門臨床検討会：特別講演「人はなぜ感動するか」
2009 年 3 月 10 日
講

師：仁志田博司

於：埼玉医科大学総合医療センター 5 階大講堂
戸今日女子医科大学名誉教授

＜総合周産期母子医療センター相談事業＞
・NICU 卒業生

親子の会「ハッピースマイル」

平成 20 年 9 月 21 日（午前 10 時 ?16 時） 於：農業ふれあいセンター
対

象：当センター NICU を退院した出生体重 1500 ｇ未満の児と家族

参加者：40 組家族

計 127 名（協力スタッフ人数：当センター職員，学生ボランティア，合計 88 名）

＜総合周産期母子医療センター周産期医療研修事業＞
・保健師研修会
平成 20 年 12 月 18-19 日於：総合周産期母子医療センター第 2 会議室
田村教授，側島教授，高田医長，奈倉助教，齋藤准教授，松本看護師長，岡本看護主任，烏山理学療法士，伊藤
言語聴覚士
対

象：県内の公的機関に勤務する保健師・助産師

参加者：17 名
・保健師研修会
平成 21 年 1 月 22-23 日 於：総合周産期母子医療センター第 2 会議室
田村教授，側島教授，高田医長，奈倉助教，齋藤准教授，松本看護師長，岡本看護主任，烏山理学療法士，伊藤
言語聴覚士
対

象：県内の公的機関に勤務する保健師・助産師

参加者：35 名

7．自己点検・評価
＊診療内容と周産期医療関係者の研修・教育面：総合周産期母子医療センター NICU の充実に向けて，前年度
NICU ベッド増床により 24 床の NICU，回復期病床 22 床の計 46 床で，より重症度の高い在胎の短い母体搬送
を新生児科と母体胎児部門がタイアップして積極的に受け入れることによって，超低出生体重児の積極的受け入
れに繋がったと考えられる．このような医療者間の意志疎通が今後も更に必要と考えられる．
＊しかしながら，圧倒的な母体搬送依頼の需要に応えきれてはおらず，埼玉県全体を見渡しつつ，さらに周辺地区
の人口増加から総合周産期母子医療センター NICU の機能の向上と，専門医制度による周産期新生児専門医の養
成に向けて望む必要がある．県ごとによる対応ではなく，関東平野全域の人口動態を考慮した，周産期医療ネッ
トワークの構築と，このためのコーディネーションが行政の十分な理解と積極的な運営に繋がれば，極めて劣悪
な事情が解決に向かえるかもしれない．
＊医学部 5 年生への BSL プログラムの整備，より学生が新生児に興味を示し，新生児の出生への適応の素晴らし
さと神秘を体験させ，成長への理解を促すことが，将来の新生児，小児救急医療の裾野を広げることに寄与する
ものと期待を寄せている．
＊初期研修医への小児科・新生児科プログラムの充実を目指す．周産期部門に従事する医師の不足がマスコミ，行
政の大きな話題に引き続きなっており，次年度に向けて初期研修医には，新生児の魅力を体験させられるような
指導を行いたい．研究では，新生児ケアでの臨床面に重点をおき，aEEG の NICU でのモニタリング意識の普及
とセミナーを通じて，脳をいかに守り評価するかを全国に呼び掛ける．
＊動物実験では，妊娠ラットを用いた LPS 負荷モデルの研究を胎児肺への影響と脳への影響も研究の基礎がため
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が着実にできており，更なる成果が期待される．
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2．19）皮膚科
1．構成員
伊崎誠一

（IZAKI, Seiichi）

：教授：炎症学 , 皮膚病態生理学 , 生化学

北村啓次郎 （KITAMURA, Keijiro） ：名誉教授：皮膚内科学 , 皮膚病理学
寺木祐一

（TERAKI, Yuichi）

：准教授：皮膚免疫学 , アレルギー学

佐藤良博

（SATO, Yoshihiro）

：助教：医局長

人見勝博

（HITOMI, Katsuhiro） ：助教：病棟医長

佐藤政子

（SATO, Masako）

：助教

澁谷真貴子 （SHIBUYA, Makiko） ：助教
中村かおり （NAKAMURA, Kaori） ：助教
大野美咲

（ONO, Misaki）

：助教

田中純江

（TANAKA, Sumie）

：助教

鈴木悠子

（SUZUKI, Yuko）

：助教

櫻井愛香

（SAKURAI, Aika）

：助教

吉田沙知子 （YOSHIDA, Sachiko） ：助教
平井昭男 , 四宮

茂 , 大熊真治 , 松原多汪 各非常勤講師計 4 名 , その他非常勤医員（含関連病院出張中）4 名 .

2．教育
2-1．目的･目標
埼玉医科大学における医学教育を担う総合医療センターとして , 医学生講義 , 医学生臨床実習に積極的に貢献し ,
同時にセンター設立の目的であった埼玉医科大学における卒後教育の充実を担う . 医学教育環境が近年変容している
が , 教育環境の変化に的確に対応できるよう臨床を充実し , 個々の医療人としての実力を涵養し , 柔軟な準備を怠ら
ない .
2-2．教育内容（担当者）
医学部 3 年生講義 内分泌･代謝ユニット 皮膚の代謝異常･皮膚の形成異常 （担当 伊崎）
医学部 4 年生講義 皮膚･運動器分野 ウィルス性疾患

（担当 寺木）

医学部 4 年生講義 皮膚･運動器分野 水疱症･脳胞症

（担当 伊崎）

医学部 6 年生講義 皮膚･運動器分野 光･メラミン･代謝異常

（担当 伊崎）

医学部 6 年生講義 皮膚･運動器分野 皮疹･基礎必須対策

（担当 伊崎）

医学部 6 年生講義 皮膚･運動器分野 中毒疹･薬疹

（担当 寺木）

医学部 6 年生講義 皮膚疾患の肉眼的所見･組織的所見

（担当 寺木）

医学部 5 年生臨床実習（BSL）年間合計 16 週間 , 合計 32 名 （担当 伊崎 , 寺木 , 佐藤 , 人見 , ほか含非常勤講師）
医学部 5 年生臨床実習（CC） 年間合計 8 週間 , 合計 6 名

（担当 伊崎 , 寺木 , 佐藤 , 人見 , ほか含非常勤講師）

卒後研修医教育 全員担当
2-3．達成度
講義については全く問題ない .
平成 12 年度から BSL を全日受け入れ , 平成 20 年度から CC も受け入れ，それぞれに適した臨床実習ガイドを作製し ,
充実した臨床実習を行い , 学生からの評価も良い . 学生からの建設的提言を受け入れ臨床実習ガイドも年々改良を続
けている . 学生からの要望としてクルズスの充実をあげられている . 教育スタッフの充実とともに定期的クルズスを
充実してきた . したがって平成 20 年度の達成度は約 75%. 平成 21 年度にはさらに達成度が上がることが期待される .
2-4．自己評価と次年度計画
当科の学生臨床実習ならびに卒後研修では , アトピー性皮膚炎や尋常性乾癬など皮膚病変を主体とする疾患 , 全身
性エリテマトーデスや皮膚筋炎などの内臓病変を伴う疾患 , 薬剤アレルギー･重症型薬疹などの他臓器との関係の深
い疾患 , あるいは悪性黒色腫や有棘細胞癌などの皮膚外科手技を要する悪性腫瘍など広範囲な領域にわたって責任あ
る診療を行いながら , 広い視野を持つ実力のある皮膚科専門医を世に送り出すことを教育の主眼としている . 並びに
「病態のメカニズムを考えて治療する実力」また安易に臨床検査や病理検査に頼ることなく ,「皮疹を正確に観察する
眼」の育成に力を注いでいる . 平成 20 年度は概ね達成できたと考える . 平成 21 年度はさらに教室全体の人的資源は
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今後向上すると思われる . 引き続き教育体制と教育内容の充実に努める .

3．研究
3-1．目的･目標
主要なテーマは , 皮膚疾患と全身との関係を明らかにすること , すなわち内臓諸臓器の異常を反映する皮膚病変を
主題として選択し , これに関係する臨床研究を主たる目標とする . 薬疹・中毒疹 , 血管･血流系の関与する疾患 , ある
いは皮膚の炎症と感染防御に関する研究を行なっている . 平成 17 年度から寺木准教授が教室に加わり , リンパ球サ
ブセット , 表面マーカ - に関する免疫学的研究を行なう基盤が飛躍的に充実し , 各種皮膚疾患における免疫学的･アレ
ルギー学的研究が一段と進歩してきた . 今後はさらにこの方面の充実を図る .
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
少人数の体制であるので研究グループは常に変更され , 流動的であるが , 責任者とテーマを示す
a 薬疹

（担当 寺木）

b 各種皮膚疾患の免疫･アレルギー学的研究 （担当 寺木）
c 表皮の角化とアポトーシスの制御

（担当 伊崎）

d 肉芽腫性炎症

（担当 伊崎）

e 血管血流病変 , 糖尿病合併症

（担当 伊崎）

3-3．研究内容と達成度
臨床に関わる時間に比し研究のための時間が不足であり , そのため研究の達成度は充分とは言えない . しかしなが
ら

a. 薬疹の研究については臨床研究報告が増えた . b. 各種皮膚疾患から採取した血中あるいは組織に浸潤したリ

ンパ球表面マーカーを解析することによる免疫･アレルギー学的研究を精力的に行っている . その他についても現在
進行中である . 全体として達成度は 60% 程度である .
3-4．自己評価と次年度計画
研究についての自己評価は決して充分とは言えない . 計画の 60% 程度である .

人員不足であっても診療･教育業

務が減ることはないため , 人員を充実させることが最も重要である . 最近は新たな若手の人材を教室員にむかえてい
るので , 今後に期す .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
4-1 〜 4-6 の要約（大学年報様）

5．その他
5-1．自治体 , 政府関連委員の有無
厚生労働省健康被害救済部調査科審査委員（伊崎 担当）
5-2．学術誌 , 編集委員 , 査読委員の有無
雑誌編集長 : 日本ハンセン病学会雑誌編集幹事（伊崎）
査読 : 日本皮膚科学会雑誌 , J Dermatol, その他多数（伊崎 , 寺木）
5-3．その他社会あるいは医学貢献に関わる業務
年 4 回の予定で院外講師による公開講演会（川越 Dermatology Club）を開催し , 卒後教育ならびに近隣の皮膚科医
の勉強と交流に役立て , 合わせて病診連携の一助としている .

6．業績
6-1．論文･学会発表（論文総数 , 学会発表総数と代表的な物 10 篇以内）
論文発表（19 篇）
① Teraki Y, Ono S, and Izaki S.
Sweet's syndrome associated with Mycobacterium avium infection.
Journal Clinical and Experimental Dermatology, 33,599-601,2008.
②澁谷 真貴子 , 寺木 祐一 , 伊崎 誠一 , 大槻 祐可子（形成外科）, 原科 孝雄（形成外科）.
性同一性障害患者の乳房切除後に生じたトキシックショック症候群の 1 例 .
皮膚科の臨床 50（4）: 525-528, 2008.
③寺木 祐一 , 中村 かおり , 三谷 麗子 , 伊崎 誠一 .
イトラコナゾールによる血管浮腫の 1 例 .
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皮膚科の臨床 50（6）: 796-797, 2008.
④室田 東彦 , 澁谷 真貴子 , 佐藤 良博 , 寺木 祐一 , 伊崎 誠一 .
極端な偏食により生じたペラグラの 1 例 .
臨床皮膚科 62（10）: 700-703, 2008.
⑤伊崎 誠一 .
高齢者のデルマドローム .
皮膚病診療 30（増）Suppl : 24-31, 2008.
⑥中村 かおり , 寺木 祐一 , 伊崎 誠一 .
入浴時に使用したタオル・スポンジによって発症した緑膿菌性毛包炎 3 例 .
皮膚科の臨床 50（10）: 1247-1250, 2008.
⑦小野 沙知子 , 寺木 祐一 , 伊崎 誠一 .
皮下膿瘍が縦隔まで及んだ掌蹠膿疱症 .
皮膚科の臨床 51（1）: 108-109, 2009.
⑧寺木祐一 , 澁谷真貴子 , 伊崎誠一 .
多剤に DLST が陽性となった中毒性表皮壊死症 .
皮膚科の臨床 50（13）: 1723-1726, 2008.
⑨小野 沙知子 , 寺木 祐一 , 伊崎 誠一 .
皮下膿瘍が縦隔まで及んだ掌蹠膿疱症 .
皮膚科の臨床 51（1）: 108-109, 2009.
⑩中村 かおり , 佐藤 良博 , 寺木 祐一 , 伊崎 誠一 .
自己免疫性好中球減少症に伴った壊疽性膿瘡の 1 例 .
臨床皮膚科 63（2）: 96-98, 2009.
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許 , 実用新案：該当なし
6-5．学会 , 研究会 , セミナー当の開催実績
2008 年 7 月 10 日

第 25 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催 .

2008 年 9 月 25 日

第 26 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催 .

2008 年 11 月 27 日 第 27 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催 .

2009 年 3 月 7 日 第 28 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催 .

7．自己点検・評価
平成 20 年度の当教室は，診療に関し充実の度合いを深め，患者数が増加し，手術件数も増加した . 教育にも力を入
れ , BSL からの反応も良く，平成 21 年度以降に教育スタッフが充実し，若手医局員が増加すれば更に好成績につな
がることが期待される．人材の充実を計った後には，これまで蓄積してきた教室の活動が一層活発に展開し，教育に
関しても，診療についても，研究についても一段と活性化することが見込まれる .
この現状を打破するべく引き続き人員の確保に全力をあげる .
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2．20）泌尿器科
1．構成員
山田拓己（YAMADA, Takumi）
：教授：運営責任者：科長：腫瘍学，化学療法，排尿障害
諸角誠人（MOROZUMI, Makoto）
：准教授：教育主任：尿路結石，精巣腫瘍
永松秀樹（NAGAMATSU, Hideki）
：講師：研究主任：排尿障害
寺尾俊哉（TERAO, Toshiya）
：講師：排尿障害
一柳暢孝（ICHIYANAGI, Nobutaka）
：講師：排尿障害
松田隆晴（MATSUDA, Takaharu）
：助教
石井信行（ISHII, Noboyuki）
：助教
吉永敦史（YOSHINAGA, Atsushi）
：助教
山下高久（YAMASHITA, Takahisa）
：助教
高木大輔（TAKAGI, Daisuke）
：助教

2．教育
2-1．目的・目標
学生に対する講義・おもに BSL に対する指導をさらに充実させ，国家試験の合格率を上げるとともに，個々の学
生に自己解決能力が身につくように指導する．また，若手の医師に対して独立した医師としての診療技術の向上のた
めの現場教育および科学者としての研究の立案・実行に至る過程の実践教育を充実させる．
2-2．教育内容
2-2-1．卒前教育（山田拓己，諸角誠人，寺尾俊哉）
医師として医療を行うには正確な診断と効果の確実な治療法の選択が基礎になる．尿路は尿が滞りなく流れ，膀胱
に貯まり，その貯留尿を意志排尿できればその役割を果たす臓器である．その流れを阻害する原因があるとそれに伴
ういろいろな症状や，変化を招く．その症状や器質的変化から阻害原因を判定し，取り除くことが治療の基本になる．
このように病態生理が明確な臓器の疾病を中心に扱うのが泌尿器科であるので，症状や兆候の病態生理を考えて理論
的に疾病の診断と治療を決める修練をするのに適した診療科であるといえる．したがって，講義および BSL ととも
に卒前教育の目標を以下において EBM の実践できる医師の修練に努力している．
1．正確な医学用語を用いて病態を説明し記載できる．
2．患者およびコメディカルと意思疎通できる．
3．必要な診療ができ，必要な検査を計画でき，それらの所見を理解し記載できる．
4．得られた診療情報を統合し，診断に到達できる．
2-2-2．卒後教育（山田拓己，諸角誠人，寺尾俊哉，松田隆晴）
臨床教育の必修化に伴い，研修医は初期研修プログラムの選択必修期間中に希望選択科目として泌尿器科を選択す
ることができるのみとなった．その間，
研修医 1 名につき指導医 1 名で man to man の教育が行われる．プライマリー
ケアにおいて必要な泌尿器科領域の疾患病態を重点的に経験する．初期臨床研修終了後に，泌尿器科専門医になるた
めの後期研修プログラムがある．
泌尿器科は外科と内科の両面からのアプローチを統合して診療にかかわる科である．
また，少子化により急速な高齢化が進行しつつある現在では，排尿障害，悪性腫瘍，不妊症など泌尿器科専門医の関
与する場面は増大している．臨床面では指導医のもとに泌尿器科専門医として必要な基本的知識・手技の習得をめざ
す．また，日本泌尿器科学会を中心に各種関連学会に出席参加・発表を行うとともに，論文作成の基本を学び，学位
取得へ向け研究を行い，特に排尿障害の分野で成果が出ている．
2-3．達成度
2-3-1．卒前教育
講義は質問が多く学生の関心の高さがうかがわれ，欠席者もほとんどいなかった．BSL は少人数（2 人）でおこな
われ，上記目標達成のため臨床現場を多く体験させることができた．
2-3-2．卒後教育
平成 20 年 1 月から後期研修医が在籍し，泌尿器科専門医になるため後期研修プログラムを受けている．
2-4．自己評価と次年度計画
2-4-1．卒前教育
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学生からの声に耳を傾け内容に改善を加えながら講義をおこなっているため，学生の関心の度合いが毎年高くなっ
ているのを感じている．次年度のこの良い傾向を持続させたい．
2-4-2．卒後教育
泌尿器科専門医として必要な基本的知識・手技の教育さらに各種学会発表および論文の作成法の指導は効率的に行
われた．手技面ではミニマム創内視鏡手術の教育・技術の習得に特に力を入れている．

3．研究
3-1．目的・目標
排尿障害，尿路結石および泌尿器科悪性腫瘍に関わるこれまでの研究をさらに発展させる．
3-2．研究グループ
当教室における研究プロジェクトは大きくわけて排尿障害関連，尿路結石関連，尿路悪性腫瘍関連に分けられる．
3-3．研究内容と到達度
3-3-1．排尿障害
排尿障害の基礎的研究を電気生理学的側面から研究している．蓄排尿の感覚と神経系の関連に関する基礎データが
蓄積されているが，今後はこのデータを踏まえた臨床に密着した応用実験を計画中である．
3-3-2．尿路結石
メタボリックシンドロームがさまざまな疾患を引き起こすとの報告があるが，結石患者でのメタボリックシンド
ロームとの関連について臨床的データをもとにして解析を行っている．
3-3-3．悪性腫瘍
臨床的研究としては QOL を中心とした手術および低侵襲手術（ミニマム創内視鏡下手術）の開発を行い，泌尿器
科悪性腫瘍に対する新しい治療法を開発している．手術方法は確立しており，ミニマム創内視鏡下手術は平成 20 年
度より腹腔鏡下小切開手術として保険適応となった．先進医療の時期からの実績をもとに施設承認を得ており，着実
に症例を増やしつつある．また，平成 19 年度より放射線科と協力して前立腺癌に対して高線量率組織内照射（HDR）
を行っている．前立腺全摘術では術後再発の危険性が高い高リスク症例の予後の改善につながることが期待される．
臨床的研究としては腎癌，進行性腎癌，腎盂尿管癌，進行性膀胱癌の臨床的解析をおこない，その予後因子など，
当科の成績を明らかにしている．ミニマム創内視鏡手術・HDR とあわせ悪性腫瘍のよりよい治療を精力的におこなっ
ている．
3-4．自己評価と次年度計画
各関連分野において，国内雑誌および国内学会はもとより国際雑誌および国際学会でも発表されている．現在基礎
データが集まりつつある排尿障害の基礎的研究を臨床方面に応用する予定である．臨床的な面では先進医療として当
科でほぼ確立されているミニマム創内視鏡手術の技術的発展とその成績の集計などを計画している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
一般泌尿器科として，尿路感染症，尿路結石症，泌尿器科悪性腫瘍，閉塞性尿路疾患，前立腺肥大症を網羅し，専
門領域として排尿障害，アンドロロジー・男性不妊症，を含んだ総合泌尿器科または広範囲泌尿器科を目的とする．
現在当教室で推進している QOL を考慮した手術および低侵襲手術（ミニマム創内視鏡手術），筋膜小切片を用いた新
しい尿失禁の手術方法は安定した成績が得られている．次年度も若手医師の手術などの診療能力を向上させることに
より泌尿器科全体の診療能力を向上させることを目的とする．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
山田拓己
1．同人：泌尿器科ケアー
5-3．その他
山田拓己
1．日本泌尿器科学会教育委員
2．日本排尿機能学会理事
3．ミニマム創内視鏡手術研究会監事
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6．業績
6-1．論文・学会発表（論文 3，学会発表 19）
6-1-1.

論文

①諸角誠人，山田拓己；尿路結石診療の最近の動向．尿路結石症のすべて，医学書院，2008 ，16-19 ．
②名城文雄，新里博，大山朝弘，仲地研吾，諸角誠人，小川由英；腎結石を合併した腎臓異物（腎臓伏針）の 1 例．
西日本泌尿器科，2008，70：316 − 318．
③永松秀樹；排尿障害における保存的治療法（薬物療法・医療器具の利用）．MB Med Reha，2008，94：11-16．
6-1-2.

学会発表（主なもの）

④ Freel RW, Morozumi M, Hatch M; siRNA knockdown of SLC26A6 reveals contribution and some properties of
PAT-1 to transepithelial anion transport, particularly oxalate, across caco-2 monolayers. Anion transporters and
oxalalate homeostasis from genes to disease（NIH meeting）, 2008.12
⑤諸角誠人，山田拓己，小川由英；過シュウ酸尿症による実験的シュウ酸カルシウム結石症

モデルから知り得た

こと．第 96 回日本泌尿器科学会総会，2008.4
⑥寺尾俊哉，山下高久，吉永敦史，石井信行，松田隆晴，諸角誠人，山田拓己；埼玉医科大学総合医療センターに
おける腎盂尿管腫瘍 55 例の臨床的検討．第 96 回日本泌尿器科学会総会，2008.04.
⑦吉永敦史，山下高久，石井信行，松田隆晴，寺尾俊哉，諸角誠人，山田拓己；成人停留精巣の病理学的検討．第
96 回日本泌尿器科学会総会，2008.04.
⑧石井信行，戸田一雄，山下高久，吉永敦史，松田隆晴，寺尾俊哉，諸角誠人，山田拓己；ラットにおける膀胱内
機械受容体の支配に関する検討．第 96 回日本泌尿器科学会総会，2008.04.
⑨山下高久，吉永敦史，石井信行，松田隆晴，寺尾俊哉，諸角誠人，山田拓己；当院での経尿道的前立腺切除術患
者の傾向．第 96 回日本泌尿器科学会総会，2008.04.
⑩山田拓己；特別講演

尿失禁の手術療法．第 10 回埼玉老年・泌尿器科研究会 , 2008.7.

6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許・実用新案
該当なし
6-5．学会・研究会・セミナーなどの開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
教育面では学生からの声に耳を傾け内容に改善を加えながら講義をおこなっているため学生の関心の度合いが毎年
高くなっているのを感じている．さらに，研修医に対しても泌尿器科専門医として必要な基本的知識・手技の教育さ
らに各種学会発表および論文作成の指導が効率的におこなわれたと確信している．
研究面では日本泌尿器科学会総会を主として，主要な泌尿器科関連の学会に演題を出しているほか，国際学会での
発表もおこなわれている．
また臨床面でもミニマム創内視鏡下手術を中心とした手術手技がほぼ確立している．全国的にみてもまだこの手術
をおこないうる施設は少ないと考えられる．保険医療の施設認可を得ているとともに，患者にも高い評価や満足度を
得ている．
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2．21）眼
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1．構成員
櫻井真彦（SAKURAI, Masahiko）
：教授：緑内障，網膜硝子体
河井信一郎（KAWAI, Shin-ichiro）
：講師
野入聡睦（NOIRI, Akichika）
：助教
星

太（HOSHI, Futoshi）
：助教

広瀬育隆（HIROSE, Ikutaka）
：助教
佐谷

充（SATANI, Mitsuru）
：助教

栗田尚幸（KURITA, Naoyuki）
：助教
渡辺

久（WATANABE, Hisashi）
：助教

大原

瞳（OHARA, Hitomi）
：助教

2．教育
2-1．目的・目標
〈卒前教育〉5 年生に対して，1 週間づつ BSL を行っている．1 週間の内，
「診る」（眼科診察，眼科諸検査実習）
，
「考
える」
（眼科クルズス）
，
「する」
（手術前後診察，手術見学）の三つにわけ，「自ら実感し，学ぶという意識のもとに
実習に参加する」ということを目標にしたプログラムを組んでいる．
〈卒後教育〉研修医においては眼科の基礎を覚えることを目標とし，後期研修医は眼科専門医志向者のためのカリキュ
ラムに従い，外来，病棟診察，手術に関わり，学会発表，研究をおこない及び専門医試験を受験することを目標とし
ている．
2-2．教育内容
〈卒前教育〉BSL：BSL 評価項目に沿い，前項の内容で教育をしている．担当者：河井
〈卒後教育〉研修医プログラムに沿い，1 ヶ月もしくは 2 ヶ月ローテーションで回る研修医に対し，眼科診察，眼科
検査と可能な限り眼科疾患を覚えられるよう教育している．
後期研修医に対し，眼科専門医として必要な知識を覚えることと，外来での手術，白内障手術を中心とした手技に慣
れることを目標として教育がなされている．担当者：野入
2-3．達成度
〈卒前〉BSL の自己評価表，実習レポート内容，クルズスへの参加態度などを参考に達成度が考えられている．
〈卒後〉後期研修医のみの為，達成度は各自の人事考課の目標に沿って評価している．
2-4．自己評価と次年度計画
BSL については，プログラム 1 コマずつ担当がつき教育しているが，休日が入った時や学会の時などは，時間が
足りずにすべてを教育できない場合もある．卒後は，教授，講師が一人ずつと指導員の少なさを，外来，病棟，手術
とともに眼科専門医による指導でまかなっている．

3．研究
3-1．目的・目標
手術方法・内容について，患者それぞれの病態にあった治療がスムーズに行えることを目的として研究している．
また，整容性を求めて外来に来られ義眼を装用する患者様に，生活の Quality を上げて頂くことを目的としている
義眼台の研究も行っている．
3-2．研究グループ
櫻井グループ

網膜硝子体手術，白内障

河井グループ

義眼台，網膜神経保護，緑内障薬物療法など

3-3．研究内容と達成度
網膜硝子体手術：網膜硝子体疾患に対する内境界膜剥離の併用硝子体手術の検討．
Bevacizumab(Avastin®) の適応疾患眼への使用についての検討 .
白内障手術：術中低灌流・低吸引圧法の有用性の検討．
義眼台：可動性義眼台の開発，可動性の検討．
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網膜神経保護：各種細胞ストレスに対する網膜神経節細胞の応答の研究とその保護．
緑内障薬物療法：ラットの緑内障モデルを作成，使用した緑内障薬物の検討．
どちらも，各学会，研究会などに発表することで，評価を得ている．
Bevacizumab(Avastin®) の眼疾患への使用は今回開始したばかりである .
3-4．自己評価と次年度計画
手術の研究が進み，
術後の経過がよくなり，
再手術件数も減少．ひいては全ての手術時間についても短縮されている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
以前に比較して，総手術件数は減少しているが，その中で櫻井の専門分野である網膜硝子体手術や緑内障手術の件
数が目立って増加している．また，教授の交代のより一時的に低下していた紹介率は増加傾向にある．外来患者数も
全体的に増加傾向にある．

5．その他
5-1．該当なし
5-2．該当なし
5-3．医学貢献に関わる業務
埼玉県眼科医会全体で，年数回行われる埼玉県集談会，手術談話会などで症例検討を行ない，他病医院との連携を
図っている．

6．業績
6-1．論文・学会発表
【論文】
6-2．
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実施

7．自己点検・評価
研修医プログラムにより，人員確保はなお困難である．ブースの増設，視能訓練士の増員により検査等による外来
待ち時間は短縮されているが，どの曜日も外来患者の人数は増加しており，患者数に対して検査，診察が追いつかな
い状態は依然として変わらず，紹介患者が増加する一方で予約外患者も多く，尚一層の病診連携の効率化と，他科と
の関連で，予約がスムーズに行くように検討中である．また，内分泌糖尿病内科より依頼の糖尿病患者において，患
者には糖尿病眼手帳を持ち合わせて受診するよう勧めている．外来の混雑度が増す中で，待ち時間を有効に使用して
いただく為に，受付前のパンフレットもしくは，掲示板により各疾患の特徴を簡単に説明している．
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2．22）耳鼻咽喉科
1．構成員
菊地

茂（KIKUCHI, Shigeru）
：教授：耳科学，鼻科学，頭頸部外科 , 耳鼻咽喉科領域の画像診断，聴覚医学

大畑

敦（OHHATA, Atsushi）
：講師：頭頸部外科学，鼻科学，深頸部感染症

嶋崎雄一（SHIMAZAKI, Yuichi）
，
：講師：鼻科学，鼻アレルギー
重田恵一（SHIGETA, Keiichi）
：講師：鼻腔形態学
田中

：助教：耳鼻咽喉科一般
是（TANAKA, Sunao）

西嶌

渡（NISHIJIMA, Wataru）
：非常勤講師

：非常勤講師
久保田修（KUBOTA, Osamu）
青木大輔（AOKI, Daisuke）
：非常勤講師：急性感音難聴，聴覚医学

2．教育
2-1．目的・目標
日常診療に追われる毎日であるが，本来，優れた臨床教育は豊富な症例から得られるものであり，卒前教育におい
ても，卒後教育においても懇切丁寧に指導し，耳鼻咽喉科の重要性と魅力を伝えるように努めている．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育においては，
平成 20 年度は BSL および系統講義再開から 7 年目になり，系統講義を菊地，大畑が担当した．
また，当センターの高等看護学校においては，耳鼻咽喉科の講義を嶋崎が担当した．新臨床研修制度も 5 年目を迎え，
数名のローテーターが初期研修における選択科目として耳鼻咽喉科を選択し，研修した．卒後 6 年目までの教育は
日本耳鼻咽喉科学会の認定専門医制度に従って行い，学会認定専門医の資格習得を目的とし，科長以下医局全体でこ
れをサポートした．さらに，手術報告会，症例検討会などを頻回に行い，耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の優れたオー
ルラウンドプレーヤーとなるための教育を日々行っている．
2-3．達成度
卒前教育においては，講義・BSL ともにカラーアトラスを付けた資料（プリント）を配布し，好評であった．BSL
においては指導者と学生がグループとなって診療にあたり，手術，外来，病棟の各実習，画像診断のクルズスなど，
日常の講義や学習では学べないことを十分に指導できたかと思う．
2-4．自己評価と次年度計画
耳鼻咽喉科領域は各種の機器を使用しないと病変を可視できない部分が多く，特に学生教育においては，機能外科
としての耳鼻咽喉科を理解してもらうため，オリジナルなアトラスや動画などを作成し供覧したい．また，助教以下
の教員にも積極的に教育に寄与してもうように指導したい．さらに，卒後教育では多数の症例に触れてもらい，丁寧
にかつ熱心に指導したい．

3．研究
3-1．目的・目標
豊富な臨床例を背景とした臨床研究を中心に研究を行っている．
3-2．研究グループ
鼻腔生理学：菊地
鼻腔形態学：重田，菊地
耳鼻咽喉科領域の感染症の研究：大畑，菊地，田中
3-3．研究内容と達成度
レーザー治療，副鼻腔内視鏡治療，神経耳科疾患（顔面神経麻痺，急性感音難聴）の解析，鼻腔生理学，鼻出血，
深頸部感染症，前庭誘発筋電位などの臨床研究を中心に研究を進めた．本年度は重田恵一が骨性鼻涙管の形態に関す
る研究にて学位を取得した．
3-4．自己評価と次年度目標
平成 21 年度もこれまで通り臨床研究に力を注ぎたい．平成 20 年度につづき，平成 20 年度から 21 年度にかけて，
学位取得者を輩出できるように指導したい．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
菊地

茂：JOHNS（Editor）

菊地

茂：日本耳鼻咽喉科学会会報（査読委員）

菊地

茂：日本鼻科学会誌（査読委員）

菊地

茂：頭頚部外科学会誌（査読委員）

菊地

茂：Auris ･ Nasus ･ Larynx（査読委員）

5-3．その他，社会的あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉感染症アレルギー研究会の主催，埼玉県耳鼻咽喉科医会，川越市医師会，東入間医師会との病診連携，学術講
演会共催など．

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数：11 編
学会発表：4 回
（代表的論文 10 編）
①菊地

茂，嶋崎雄一，大畑

療ジャーナル

敦，重田恵一，田中

是：大学病院における耳鼻咽喉科救急の現状と課題．救急医

92：18-21，2008.

②菊地

茂：耳鼻咽喉科夜間・休日救急診療の実態．医学のあゆみ

③菊地

茂：短期滞在手術と社会的背景．JOHNS 24：1123-1125，2008．

226：503-504，2008．

④菊地

茂，重田恵一，林

聡子，竹腰英樹：両側性顔面神経麻痺と取り扱いは？

JOHNS 24：1828-1830，2008．
⑤友田幸一，菊地

茂：眼窩への経鼻アプローチ．日鼻誌

⑥外間尚子 , 宮崎達也 , 久保憲生，天野邦彦，石畝
三橋敏武，大畑

敦，菊地

47：33-34，2008.

亨，傍島

潤，崎元雄彦，岡田典倫，

茂，石田秀行：当科における消化管異物の検討―食道義

歯異物に対する全身麻酔下摘出の有用性について―．日気食 59：200-207，2008．
⑦大畑

敦，菊地

茂：耳鼻咽喉科救急．Medical Practice 25：1021-1026，2008.

⑧田中

是，大野俊哉，大畑

敦，重田恵一，谷

康寛，菊地

茂，竹腰英樹：

摘出に苦慮した歯ブラシによる咽頭異物症例．JOHNS 24：969-972，2008.
⑨大畑

敦，菊地

茂：がま腫の治療法の選択はどう考えるか？

開窓の立場から

JOHNS 24：1529-1530，2008.
⑩菊地

茂：花粉症の薬物療法について教えてください

JOHNS 25：375-378，2009．
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：
研究会開催：第 4 回埼玉耳鼻咽喉科感染症･アレルギー研究会，2008 年 9 月 18 日，さいたま市

7．自己点検・自己評価
平成 20 年度も，医療安全の面から，耳鼻咽喉科内におけるチーム医療と責任体制を高め，毎朝 8 時より科長以下
医局員全員と看護師による病棟回診を行っている．学部学生に対する講義や BSL の再開から 7 年経過し，引き続き
卒前教育にも精力的に取り組んだ．本年度も医局員が一丸となって，診療・教育・研究にあたってきたが，増加の一
途をたどる時間外診療による医局員の消耗は限界に達しているため，医療安全を担保しつつ，抜本的な改革が必要で
あると考えられる．
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2．23）
（1）産婦人科
1．構成員
関

博之（SEKI, Hiroyuki）
：運営責任者：研究主任：日本産科婦人科学会産婦人科専門医：日本周産期新生児学会
周産期暫定指導医：周産期学，妊娠高血圧症候群，プロスタグランディン代謝，産婦
人科手術学

石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：教授：埼玉医科大学産婦人科学教室教授兼任：日本産科婦人科学会産婦人科専門医：
日本生殖医学会生殖医療指導医：脱落膜の COX 発生機序，生殖内分泌学，不妊 症
治療等

竹田

省（TAKEDA, Satoru）
：客員教授：日本産科婦人科学会産婦人科専門医：日本婦人科腫瘍学会暫定指導医：
日本癌治療学会臨床試験登録医：産科救急医学 , 婦人科腫瘍治療学 , 周産期医学

林

直樹（HAYASHI, Naoki）
：准教授：診療科長：日本産科婦人科学会産婦人科専門医：日本産婦人科内視鏡学会
技術認定医：日本生殖医学会生殖医療指導医：顕微受精と卵の発育分化機構 , 不妊
症治療学 , 内視鏡手術

高井

泰（TAKAI, Yasushi）
：講師：日本産科婦人科学会産婦人科専門医：日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医：日
本生殖医学会生殖医療指導医：臨床遺伝学 , 生殖内分泌 , 不妊症治療学 , 内視鏡手術

長井智則（NAGAI, Tomonori）
：助教
松永茂剛（MATSUNAGA, Shigetaka）
：助教
江良澄子（ERA, Sumiko）
：助教
大原

健（Ohara, Ken）
：助教

赤堀太一（AKAHORI, Taichi）
：助教
古川敦子（FURUKAWA, Atsuko）
：大学院生
板谷雪子（ITAYA, Yukiko）
：助教
神谷恵理（KAMIYA, Eri）
：助教
柴田優子（SHIBATA, Yuko）
：助教
中村優美（NAKAMURA, Yumi）
：助教
成田達哉（NARITA, Tatsuya）
：大学院生
一瀬俊一郎（ICHINOSE, Syunitiro）
：助教
花岡立也（HANAOKA, Tatsuya）: 助教
五味陽亮（GOMI, Yosuke）: 助教
新坂真美子（SHINSAKA, Mamiko）: 助教
稲田仁美（INADA, Hitomi）: 助教
山田祐士（YAMADA, Yuji）
：非常勤講師
高木章美（TAKAGI, Akiyoshi）
：非常勤講師
山本智子（YAMAMOTO, Tomoko）
：非常勤講師
斎藤麻紀（SAITO, maki）
：非常勤講師
保母るつ子（HOBO, Rutsuko）
：非常勤講師

2．教育
2-1．目的・目標
M3 〜 M5 学生に対する講義，また M5 学生の各グループに対して 2 週間の BSL および 4 週間のクリニカルクラー
クシップを行う．BSL では，産婦人科医療の将来と最前線をはじめ，現在の問題点を提示し，医学・医療における産
婦人科の位置づけに関し，理解を深めることを中心に教育する．
2-2．教育内容
M3 〜 M5 学生に対する講義，また M5 学生の各グループに対して 2 週間の BSL および 4 週間のクリニカルクラー
クシップを行っている．また夏期休暇期間中には本学，他大学より希望者に対する臨床実習を行っている．
BSL では，産婦人科医療の将来と最前線をはじめ，現在の問題点を提示し，医学・医療における産婦人科の位置づ
けに関し，理解を深めることを中心に教育している．積極的に外来診療・病棟診療に参加させ，手術では助手として
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手術に参加し，骨盤解剖，その疾患やその術式の問題点を話し合うことを心がけた．またクルズスとして産婦人科画
像診断，内分泌学等の講義を行った．病棟の受け持ち症例についてのレポートや課題発表を行い，その問題点につい
てディスカッションした．クリニカルクラークシップではさらに患者との接点を増やし，チームの一員として病棟診
療や手術に参加させた．
前期研修医に対して臨床現場での実施教育のみならず，他科医師としての必要な産婦人科知識習得を目的にクルズ
スやカンファレンスなどを開催した．また日本産婦人科学会埼玉地方部会などで発表した．
2-3．達成度
教授以下医局員一同積極的に学生教育に参加し，特にクリニカルクラークシップは充実した．今年度教育目標は十
分達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
教育スタッフ不足，臨床激務の中，優良な教育効果を達成した．よりきめの細かい学生教育を行う．

3．研究
3-1．目的・目標
腫瘍学部門では，子宮頚癌に対する Neoadjuvant cheMotherapy，卵巣癌に対する末梢血幹細胞移植を用いた抗癌
剤の大量療法及び免疫応答を用いた未梢血幹細胞移植併用化学療法を補充する細胞治療，子宮頚癌とパピローマウイ
ルスのワクチン療法，子宮体癌におけるエストロゲン応答遺伝子の機能調整制御機構の解明などを主な研究課題とし
学会発表，論文化，学位取得へと導く．
3-2．研究グループ
・婦人科腫瘍部門，不妊・内分泌部門の臨床研究
・基礎研究
HaMMersMith Hospital（London）
，大阪バイオサイエンス研究所，東京医科歯科大学分子細胞機能学教室，慶応
義塾大学腎臓内分泌代謝内科学教室，埼玉医科大学ゲノム医学センター遺伝子情報制御部門，当センター輸血細胞治
療部との共同研究．
3-3．研究内容と達成度
婦人科腫瘍学部門では，子宮頚癌に対する Neoadjuvant cheMotherapy，卵巣癌に対する末梢血幹細胞移植を用い
た抗癌剤の周期的大量療法の成績を論文化した．また免疫応答を用いた末梢血幹細胞移植併用化学療法を補充する細
胞治療の基礎実験に成功，来年度臨床応用を目指す．達成度 100％．
不妊・内分泌部門では，体外受精・顕微授精症例を対象として，従来の注射製剤に替わるプロゲステロン腟坐薬を
薬剤部と共同で作製・臨床応用し，良好な妊娠率を達成した．その他，内分泌攪乱物質の女性生殖機能への影響を解
明するために，ヒト卵胞液中や羊水中の内分泌攪乱物質の濃度を測定する一方で動物実験による卵細胞への影響を解
析し，発表した．更に，性同一性障害患者を対象とした卵巣凍結保存技術の確立とその臨床応用に向けた研究を学内
倫理委員会へ申請・認可を受け，卵巣組織の凍結保存を開始した．
3-4．自己評価と年次目標
臨床研究は着実に成果を挙げ，各学会にて成果を発表し，論文化した．基礎研究も充実し，学位取得をはたした．
来年度も継続して進める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
婦人科，腫瘍部内および不妊・内分泌部内の症例数は着実に増加し，治療成績の充実により全国に評価されるよう
になっている．婦人科腹腔鏡手術件数は埼玉県一である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
1．日本母性衛生学会理事
2．日本妊娠中毒症学会理事
3．日本産婦人科学会代議員
4．日本内分泌学会評議員
5．日本新生児学会評議員
6．日本不妊学会評議員
7．PSI-Japan 研究会顧問
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8．日本産科婦人科学会教育委員会委員
9．日本産科婦人科学会教育委員会用語小委員会委員
10．日本産科婦人科学会埼玉認定医委員会委員
11．日本産科婦人科学会埼玉地方部会長
12．日本母性衛生学会埼玉県支部長
13．埼玉県母性衛生学会会長
14．埼玉県産婦人科医会理事，副会長
15．埼玉県産婦人科医会周産期研究会代表幹事
16．埼玉県産婦人科医会学術企画委員
17．埼玉県産婦人科医会医療事故安全対策委員
18．埼玉県医師会周産期医療運営委員会委員
19．埼玉県医師会母体保護法指定医審査委員会委員
20．埼玉県医師会母子保健委員会委員
21．埼玉県医師会子育て相談窓口運営委員会委員
22．埼玉県周産期医療対策協議会委員
23．埼玉県成人病検診管理指導協議会委員
24．埼玉県医学会運営委員
25．埼玉県消防学校救急科教育訓練講師
26．埼玉産婦人科研修学院講師
27．埼玉医科大学短期大学非常勤講師
該当なし

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
5-3．その他

1．PSI-Japan（周産期メンタルヘルス研究会）を通して産後うつ病支援を積極的に行っている．

6．業績
6-1．論文・学会発表
①高井

泰，林

直樹，関

博之，竹田

省，石原

理

ヒト卵巣組織のガラス化凍結保存とマウスへの異種移植
第 60 回日本産科婦人科学会学術講演会

2008 年 4 月 13 日（横浜）

②一瀬俊一郎，藤村正樹，江良澄子，市川美和，伊東宗毅，林

直樹，関

博之，豊住康夫，田丸淳一，糸山進次

子宮内膜および右卵巣に認められた diﬀuse large B-cell lyMphoMa の一例
第 115 回日本産婦人科学会関東連合地方部会
③神谷恵理，高井

泰，大原

2008 年 6 月 15 日（東京）

健，松永茂剛，伊東宗毅，林

直樹，齋藤正博，関

博之

不妊症診療における周産期医療との連携の重要性
第 53 回日本生殖医学会総会・学術講演会
④鈴木元晴，高井

泰，大原

2008 年 10 月 23 日（神戸）

健，伊東宗毅，齋藤正博，林

直樹，関

博之

石原

理

FSH 療法を施行後妊娠成立した人工透析患者の一例
第 53 回日本生殖医学会総会・学術講演会
⑤松永茂剛，高井

泰，大原

2008 年 10 月 23 日（神戸）

健，伊東宗毅，齋藤正博，林

直樹，関

博之，宇津木希栄，小笹尚子，松本香子

Poor responder 症例に対する手術療法における戦略−受精卵凍結を先行させる意義について
第 53 回日本生殖医学会総会・学術講演会

2008 年 10 月 23 日（神戸）

⑥市川美和，藤村正樹，成田達哉，花岡立也，長井智則，林

直樹，馬場一憲，関

博之，糸山進次

子宮腺肉腫の一例
第 46 回日本癌治療学会総会

2008 年 10 月 31 日（名古屋）

⑦市川美和，小野義久，長井智則，高井

泰，林

直樹，関

博之

婦人科悪性腫瘍の消化管閉塞患者における酢酸オクトレオチド（サンドスタチン）の使用経験
第 46 回日本癌治療学会総会
⑧板谷雪子，高井

2008 年 10 月 31 日（名古屋）

泰，市川美和，齋藤正博，林

直樹，高木健次郎，馬場一憲，関

診断に苦慮した嚢胞性子宮腺筋症の 1 例
日本産婦人科学会関東連合地方部会
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他
6-2．該当なし
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．研究会，セミナーの開催実績
1．埼玉県周産期研究会
2．埼玉県超音波研究会
3．総合周産期センター研究会
4．埼玉県産後うつ病研究会
5．助産師の救急対応強化のための研修会

7．自己点検・評価
診療面，研究面，教育面いずれも充実しており，少ない人員の中教室員一同の犠牲的貢献の賜である．最も active
な教室の一つと自己評価している．

439

臨床医学部門（川越キャンパス）

2．23）
（2）総合周産期母子医療センター母体・胎児部門
1．構成員
関

博之（SEKI, Hiroyuki）
：副センター長：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：日本産科婦人科学会産婦人
科専門医：日本周産期新生児学会周産期暫定指導医：周産期学，妊娠高血圧症候群，
プロスタグランディン代謝，産婦人科手術学

馬場一憲（BABA, Kazunori）
：教授：教育主任：日本産科婦人科学会産婦人科専門医：日本超音波医学会超音波指
導医：日本超音波医学会超音波専門医：胎児医学，周産期医学，超音波診断，医用
電子工学
高木健次郎（TAKAGI, Kenjiro）
：准教授：日本産科婦人科学会産婦人科専門医：周産期医学，婦人科一般
斎藤正博（SAITO, Masahiro）
：准教授：教育副主任：日本産科婦人科学会産婦人科専門医：日本産婦人科内視鏡学
会技術認定医：不育症 , 不妊症治療学 ,ART, 内視鏡手術
村山敬彦（MURAYAMA, Yoshihiko）
：講師：日本産科婦人科学会産婦人科専門医：周産期医学，母体救急，合併症
妊娠 , 流早産，性器脱
小野義久（ONO, Yoshihisa）
：助教
市川美和（ICHIKAWA, Miwa）
：助教

2．教育
2-1．目的・目標
M3 〜 M5 学生に対する講義，また M5 学生の各グループに対して 2 週間の BSL および 4 週間のクリニカルクラー
クシップを行う．BSL では，産婦人科医療の将来と最前線をはじめ，現在の問題点を提示し，医学・医療における産
婦人科の位置づけに関し，理解を深めることを中心に教育する．
2-2．教育内容
M3 〜 M5 学生に対する講義，また M5 学生の各グループに対して 2 週間の BSL および 4 週間のクリニカルクラー
クシップを行っている．また夏期休暇期間中には本学，他大学より希望者に対する臨床実習を行っている．
BSL では，産婦人科医療の将来と最前線をはじめ，現在の問題点を提示し，医学・医療における産婦人科の位置づ
けに関し，理解を深めることを中心に教育している．積極的に外来診療・病棟診療に参加させ，手術では助手として
手術に参加し，骨盤解剖，その疾患やその術式の問題点を話し合うことを心がけた．またクルズスとして産婦人科画
像診断，内分泌学等の講義を行った．病棟の受け持ち症例についてのレポートや課題発表を行い，その問題点につい
てディスカッションした．クリニカルクラークシップではさらに患者との接点を増やし，チームの一員として病棟診
療や手術に参加させた．
前期研修医に対して臨床現場での実施教育のみならず，他科医師としての必要な産婦人科知識習得を目的にクルズ
スやカンファレンスなどを開催した．また日本産婦人科学会埼玉地方部会などで発表した．
2-3．達成度
教授以下医局員一同積極的に学生教育に参加し，特にクリニカルクラークシップは充実した．今年度教育目標は十
分達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
教育スタッフ不足，臨床激務の中，優良な教育効果を達成した．よりきめの細かい学生教育を行う．

3．研究
3-1．目的・目標
妊娠高血圧症候群に関する研究と前置胎盤で癒着胎盤である症例の安全な分娩方法（帝王切開）の確立，吸収糸を
用いた頚管縫縮術の確立などを主な研究課題とし学会発表，論文化，学位取得へと導く．また，大学院生や海外留学
の医師による基礎研究も行い，研究マインドを持った臨床医の養成を行う．
3-2．研究グループ
妊娠高血圧症候群に関する研究，着床期における脱落膜の PGE2 産生低下メカニズムの研究，吸収糸を用いた頚管
縫縮術の確立などの臨床研究は，総合周産期母子医療センターで行う．
一方，基礎的研究は HaMMersMith Hospital（University of London），東京医科歯科大学分子細胞機能学教室，慶
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応義塾大学腎臓内分泌代謝内科学教室，埼玉医科大学ゲノム医学センター遺伝子情報制御部門，当センター輸血細胞
治療部との共同研究として行われている．
3-3．研究内容と達成度
（1）妊娠高血圧症候群に関する研究は臨床的研究としては降圧治療における至適降圧レベルの研究，基礎的には
妊娠高血圧症候群における胎盤に含有される COX-2 の量の検討について行っている．降圧治療における至適降
圧レベルに関する報告はほとんどみられず，我々と大阪市立医療センターのみが成績を報告している．15 〜
20％下降させても母児双方に adverse eﬀect は発症しないことを報告した．一方，妊娠高血圧症候群における胎
盤に含有される COX-2 の量の検討では，重症妊娠高血圧症候群では正常妊娠と比較して重症妊娠高血圧症候群
の COX-2 の含有量は正常妊娠のそれと比較して有意に低下していることを明らかにした．日本妊娠高血圧学会
で発表し，平成 18 年度の学術奨励賞を受賞した．
（2）着床期における脱落膜の PGE2 産生低下メカニズムの研究においては，絨毛細胞が産生する cytokines が脱落
膜での PGE2 の産生を抑制していることを不死化絨毛細胞，不死化脱落膜細胞の cell line（我々の教室のオリジ
ナル）を用いて明らかにした．国際胎盤学会において，travel award を受賞した．
（3）吸収糸を用いた頚管縫縮術の確立に関する研究では，その有用性を明らかにし，学会で発表し，現在論文作
成中である．
それぞれの研究の達成度は 100％と評価できる．
3-4．自己評価と年次目標
臨床研究は着実に成果を挙げ，各学会にて成果を発表し，論文化した．基礎研究も充実し，1 名が学位取得をはた
した．来年度も継続して進める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
総合周産期母子医療センターが開設されて 8 年目となり，地域医療の役割としての重要性と日々の臨床における
実績が埼玉県内外の病院から評価され，患者紹介や搬送依頼例が増加している．また，産科救急センターとしての役
割として，産褥大量出血・DIC 例や肺塞栓，妊娠高血圧症候群といった重症例を多く受け入れている．多胎分娩は年
間 120 例を越し，また透析妊娠や DM，自己免疫疾患合併症などハイリスク妊娠が増加している．この結果帝王切
開率は 50％を越えている．胎児診断額においても，日本超音波医学会超音波指導医（馬場教授）の指導のもと胎児
診断，胎児治療に関しても，新生児科と協力して積極的に取り組んでいる．
さらに，高次周産期施設としても機能だけでなく，ローリスク妊娠に関しては，アメニティーを重視した自然分娩
にも力を入れている．また，母児との早期の関わり合いを重視し，経膣分娩同様に，帝王切開中に手術台にて直接哺
乳を施行する試みなども積極的に取り組んできた．その結果，総分娩数も増加している．産科麻酔部門と協同した重
症妊産婦の管理や無痛分娩や試験分娩，
超緊急帝王切開術は全国のモデルシステムとして注目されている．そのうち，
紹介症例は半数以上を占めており，緊急搬送も約 25％を占めている．スタッフ一同，妊婦および産褥の満足度を上
げるため，日々切磋琢磨している．
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
1．日本母性衛生学会常務理事
2．日本妊娠中毒症学会幹事
3．日本産婦人科学会代議員
4．日本新生児学会評議員
5．日本不妊学会評議員
6．PSI-Japan 研究会顧問
7．埼玉県産婦人科医会理事，幹事
8．埼玉県産婦人科医会周産期研究会代表幹事
9．埼玉県産婦人科医会学術企画委員
10．県医師会母体保護法指定医審査委員会委員
11．国家試験（保健師助産師看護師）委員

6．業績目録
6-1．論文・学会発表
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①村山敬彦，岩田 睦，江良澄子，上山明美，齋藤正博，高木健次郎，板倉敦夫，馬場一憲，関 博之，竹田 省
前置癒着胎盤における cesarean hysterectoMy 術中出血量低減に関する手術手技の検討

─従来法と総腸骨動脈

balloon occlusion 法─
産婦人科手術

Vol.19 p.111-116,2008

②高木健次郎，大原

健，松村英祥，関

博之

妊娠 34 週以降の早産（Late PreterM）をめぐって多胎児と Late PreterM：最適な分娩時期とは？
周産期医学 Vol.38 No.8 p.995-998,2008
③江良澄子，村山敬彦，上山明美，大原 健，小野義久，松村英祥，齋藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関 博之
原発性アルドステロン症合併妊娠の 1 例
第 45 回埼玉県医学会総会

2008 年 1 月 27 日（さいたま）

④松永茂剛，村山敬彦，市川美和，小野義久，松村英祥，齋藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関

博之

嵌頓子宮及び子宮頚管延長症例における帝王切開術の留意点に関する検討
第 30 回日本産婦人科手術学会
⑤高井

2008 年 2 月 16 日（京都）

泰，松永茂剛，伊東宗毅，齋藤正博，林

直樹，関

博之

腹腔鏡下に修復し得た帝王切開瘢痕部月経瘻の 1 例
第 9 回埼玉県産婦人科内視鏡研究会

2008 年 3 月 29 日（さいたま）

⑥板谷雪子，小野義久，松村英祥，高木健次郎，馬場一憲，関

博之

胎児腹壁破裂における児娩出時の工夫（二重バック法）
第 44 回日本周産期・新生児医学会学術集会

2008 年 7 月 14 日（横浜）

⑦神谷恵理，村山敬彦，小野義久，江良澄子，松村英祥，齋藤正博，高木健次郎

馬場一憲

関

博之

2 次性高血圧合併妊娠 3 症例の検討
第 29 回日本妊娠高血圧学会

2008 年 10 月 12 日（福島）

他
6-2．該当なし
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．研究会，セミナーの開催実績
1．埼玉県周産期研究会
2．埼玉県超音波研究会
3．総合周産期センター研究会
4．埼玉県産後うつ病研究会
5．助産師の救急対応強化のための研修会

7．自己点検・評価
埼玉県唯一の総合周産期母子医療センターとして，県内の医療機関から期待や依頼が年々急速に増加してきた．少
ないスタッフにも関わらず，これらのニーズに応えうることができているのは，医師としての良心のもと，ひとりひ
とりの献身的な努力にほかならない．
教育に関しては，特に，BSL の学生教育にスタッフ一人ひとりが，熱心に参加している．
研究面では，当センターならではの，豊富かつ多彩な症例経験から臨床研究を積極的に行ない，学会発表，論文発
表など義務づけ，多くの実績を重ね挙げてきている．全国でも，多彩な症例の報告や先進的な治療を行なう施設と注
目されている．
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2．24）歯科・口腔外科
1．構成員
下山哲夫（SHIMOYAMA, Tetsuo）
：教授：顎顔面外傷，頭頸部腫瘍
堀江憲夫（HORIE, Norio）
：准教授：医局長：囊胞，口腔粘膜疾患
金子貴広（KANEKO, Takahiro）
：講師：インプラント科長：顎顔面外傷，顎関節，口腔インプラント
那須大介（NASU, Daisuke）
：助教：小児口腔外科
加藤崇雄（KATOH, Takao）
：助教：漢方，免疫，一般歯科治療
沼

健博（NUMA, Takehiro）
：助教：一般歯科治療

川野竜太郎（KAWANO, Ryutaro）
：助教：口腔病理，歯科麻酔
深井俊一（FUKAI, Shun-ichi）
：助教：歯科麻酔
増田一生（MASUDA, Issei）
：助教：口腔インプラント，スポーツ歯科
小村国大（KOMURA, Kunihiro）
：助教：一般歯科治療
小川真樹（OGAWA, Masaki）
：研修医
近藤圭祐（KONDOH, Keisuke）
：研修医
堀

稔（HORI, Minoru）
：非常勤講師：顎変形症，口腔インプラント

井出文雄（IDE, Fumio）
：非常勤講師：囊胞，一般歯科治療
山岸

清（YAMAGISHI, Kiyoshi）
：歯科技工士長

埴田浩史（HANITA, Hiroshi）
：歯科技工士
大沼昭彦（OHNUMA, Akihiko）
：歯科技工士
石川朋美（ISHIKAWA, Tomomi）
：歯科衛生士

2．教育
2-1．目的
顎口腔機能と疾患を理解させ，その治療方法を習得させる．
2-2．教育内容
顎口腔機能である咀嚼，嚥下，発音，審美性について説明し，顎口腔疾患である炎症，奇形，変形症，外傷，囊胞，
腫瘍などの各疾患と顎口腔機能障害について理解させ，臨床における治療法を教育する．
基礎研修後の一年目研修医による，埼玉医科大学歯科口腔外科学講座と当科の相互ローテーションが開始となり，
幅広い知識修得が可能となった．
お互いの医局の専門分野を学習することで専門的かつ総合的な治療法を習得できる．
担当者：堀江憲夫准教授
2-3．達成度
研修医が臨床に直結した顎口腔機能と疾患の理解を深め，治療法を習得出来たか．生涯教育として，各疾患に対し
高度先進医療が理解され，習得出来たか．
研修医のローテート期間は 3 ヶ月の短期間であったが，外来診療と病棟業務を全般的に体験できたと認識している．
2-4．自己評価と次年度計画
研修医に必要とされる病棟および外来での基本的な手技を習得させ，口腔外科医としての能力が試される難抜歯が
研修医主導で行えるように指導してきた．
次年度以降も，研修期間の 2 年間で口腔外科に必要な知識・手技を一通り網羅し，さらには医療人として優れた
人格形成がなされるように教育していく．

3．研究
3-1．目的・目標
顎口腔領域における疾患（特に粘膜疾患）の病因，病態の解明を目標とする．
3-2．研究グループ
該当なし
3-3．研究内容と達成度
内科的疾患で口腔内に症状をもたらす全身的疾患や口腔疾患におけるサイトカイン，癌関連遺伝子の発現の関連，
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漢方薬の薬理効果の研究を継続している．
3-4．自己評価と次年度計画
上記研究について，研究発表，論文化を継続して行っている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科では，顎顔面部の外傷を救急救命科との連携のもとに，迅速な処置がなされるように努めている．
また，歯・顎欠損患者に対しては口腔インプラントを積極的に治療に取り入れ，サイナスリフト等のボーングラフ
トを併用することで，より多岐にわたる症例にも対応している．さらに，即時負荷について臨床的検討を進めており，
今後，治療期間の短縮を図る予定である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
学会発表総数 8
論文総数 9
【論文】
① Fumio Ide, Kenji Mishima, Ichiro Saito, Norio Horie, Tetsuo Shimoyama, Kaoru Kusama: Perivascular myoid
tumors of the oral region: a clinicopathologic re-evaluation of 35 cases. J Oral Pathol Med 37（1）: 43-49 2008.
② Ide F, Mishima K, Yamada H, Horie N, Saito I, Shimoyama T, Kusama K: Unsuspected small ameloblastoma in the
alveolar bone: a collaborative study of 14 cases with discussion of their cellular sources. J Oral Pathol Med 37
（4）
:
221-227 2008.
③ Fumio Ide, Akio Tanaka, Norio Horie, Tetsuo Shimoyama, Kaoru Kusama: CD34-positive Oral Submucosal
Dendrocytes: From Normal through Hyperplasia to Neoplasm. 明海歯科医学 37（1）: 20-30 2008.
④深井俊一，小村国大，加藤崇雄，那須大介，酒井貫充，金子貴広，堀江憲夫，工藤逸郎，下山哲夫：下唇ピアス
が迷入した 1 例．日大歯学 82（1）
，7-9，2008.
⑤加藤崇雄，金子貴広，堀江憲夫，下山哲夫：立効散の使用が摂食時の疼痛緩和に有効であったヘルペス性口内炎
の 1 例．漢方医学 32（2）
，97，2008．
⑥ Norio Horie, Ryutaro Kawano, Junichi Inaba, Takehiro Numa, Takao Kato, Daisuke Nasu, Takahiro Kaneko, Itsuro
Kudo, Tetsuo Shimoyama: Angina bullosa hemorrhagica of the soft palate: a clinical study of 16 cases. J Oral
Science 50（1）: 33-36 2008.
⑦ Norio Horie, Ken Hashimoto, Takao Kato, Tetsuo Shimoyama, Tadayoshi Kaneko, Kaoru Kusama, Hiroshi
Sakagami: COX-2 as possible target for the inhibition of PGE2 production by Rikko-san in activated macrophage.
In Vivo 22（3）: 333-336 2008.
⑧ Tadayoshi Kaneko, Hiroshige Chiba, Norio Horie, Takao Kato, Ken Hashimoto, Kaoru Kusama, Hiroshi Sakagami:
Eﬀect of Sairei-to and its ingredients on prostaglandin E2 production by mouse macrophage-like cells. In Vivo 22
（5）: 571-575 2008.
⑨ Takao Kato, Norio Horie, Ken Hashimoto, Kazue Satoh, Tetsuo Shimoyama, Tadayoshi Kaneko, Kaoru Kusama,
Hiroshi Sakagami: Bimodal eﬀect of glycyrrhizin on macrophage nitric oxide and prostaglandin E2 production. In
Vivo 22（5）: 583-586 2008.
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
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6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
基礎的研究面では，漢方薬の薬理作用としての PGE2 産生に及ぼす影響について検索中である．臨床的には顎顔面
外傷の合併損傷の臨床的検討，時間外受診患者の動向の調査研究を継続中である．診療面においては口腔インプラン
ト治療患者が増加傾向にあり，各種病態におけるインプラントを用いた咬合改善に取り組んでいる．
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2．25）リハビリテーション科
1．構成員
【医師】
陶山哲夫（Suyama Tetsuo）
：教授：運営責任者：診療科長：脊髄損傷，末梢神経，脳性麻痺，骨関節患など肢
体不自由のリハビリテーション
山本

満（Yamamoto Mitsuru）
：准教授：教育主任：中枢神経，呼吸器・心臓・腎臓などの内部疾患のリハビリ
テーション

山田睦雄（Yamada Mutsuo）
：講師：研究主任：スポーツ障害のリハビリテーション
松井彩乃（Matsui Ayano）
：助教：骨関節疾患のリハビリテーション
飯田

裕（Ida Yutaka）
：非常勤講師：手の損傷のリハビリテーション

井出

睦（Ide Makoto）
：非常勤講師：脊髄損傷，泌尿器疾患のリハビリテーション

古澤一成（Furusawa Kazunari）
：非常勤講師：肢体不自由，脊髄損傷の生理学とリハビリテーション
平田聖一（Hirata Seiichi）
：非常勤助教；内部障害のリハビリテーション
【看護師】
鍋田洋子，石嶋雅代
【セラピスト】
：高橋佳恵（統括責任者）
：係長
＜理学療法士＞
國澤

洋介（主任）
，長島

崎

紋子，酒井

絵美子，石村
高野

史明（主任）
，烏山

美園，丸山

多絵，高山

敬士，新井

薫，藪崎

祐子，松本

健一，石川

亜紀，大武

純，一氏
孝彦，石川

秀登，師岡

聖，古山

幸輔，源島
奈緒美，森本

祐輔，横田

つや子，小関

有希，塚本

貴之，野々垣

有香，浦野

要作，武井

奈々子，小野塚
政志，奥田

沙弥子，小林

圭一，薮

直子，関口

拓也，白岡岳人，

沙希，鈴木

苑香

＜作業療法士＞
國友

淳子（主任）
，新川

平井

良太

育実，増田

聡美，平田

樹伸，石塚

友里，西澤

志帆，栗原

香緒里，東

謙一，

＜言語聴覚士＞
伊藤

智彰，伊藤

淳子，清水

智子，杉本

真美

＜臨床心理士＞
熊本

圭吾

2．教育
2-1．目的・目標：WHO / ICF に基づき，リハ医学の理念と実際，および急性期から社会復帰・社会生活に至る一連
の流れを理解する．
2-2．教育内容（担当者）
＊医学生への教育
陶山哲夫；リハビリテーションの概論，骨・関節のリハ医学
山本

満；循環器・呼吸器系・切断のリハ医学，

山田睦雄；関節リウマチ・免疫疾患・装具療法のリハ医学
松井彩乃；関節疾患・運動器疾患のリハ医学，および社会福祉学
＊看護学生への教育；陶山哲夫，山本

満，松井彩乃，山田睦雄の 4 名が高齢者のリハビリテーション医学につ

いての教育を行った．
2-3．達成度
医学生，看護学生共にリハ医学の理念は理解できたと思われる．しかしリハ医学に関しては授業時間数が少ないた
め，リハ医学の重要性を理解するように努めた．
2-4．自己評価と年次計画
自己評価；良くできたと思う．
年次計画；医学生の BSL,
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3．研究
3-1．目的・目標：
リハビリテーション医学の運動学の基礎と臨床に分け，医師とセラピストが一緒に研究チームを編成し，各専門分
野からみた研究を行い，各々評価と今後の検討課題をまとめる．
3-2．研究グループ
1．障害者アスリートにおけるストレスと心理的変化：陶山
子，小野塚

直子，西中須

哲夫，高橋

佳恵，國澤

洋介，大熊

克信，塚本奈々

淳子．

2．被殻出血例の基本動作能力の回復形態：山本

満，高橋

佳恵，國澤

洋介，一氏

幸輔，源島

有希，塚本

奈々

子，
3．急性期脳損傷例の日本昏睡尺度と反応時間の検討：山本

満，高橋

佳恵，高倉

保幸，国澤

洋介，野々垣

政志
4．Amputee Mobility Predictor（ AMP ）による歩行能力の予測：国澤洋介，高倉保幸，高橋佳恵，陶山哲夫．
5．体重免荷装置を用いた歩行練習の有効性の研究―脊髄不全麻痺例において―：国澤洋介，高倉保幸，河村つや子，
中村紋子，藪崎純，塚本奈々子，石村多絵，山本満，
6．障害者のスポーツにおける障害別運動機能：山本
野

敬士，新井

健一，石川

秀登，師岡

満，陶山哲夫，小林

崇邦，奥田

拓也，白岡

岳人，高

祐輔

7．頭部外傷に伴う見当識障害・記憶障害に対する ADL チェックリストの活用法：山本満，山田睦雄，伊藤
伊藤

淳子，清水

智子，杉本

智彰，

真美

3-3．研究内容と達成度
以下の内容に集約される
①

リハ医学に必要な基礎運動学の研究

②

頭部外傷に伴う認知・高次脳機能障害

③

脳血管障害の機能回復度と予測可能因子

④

切断者の義足歩行能力

⑤

体重免荷装置を用いた免荷の生理的効果と歩行の有効性

⑥

障害者のスポーツと運動生理学的機能

3-4．自己評価と年次計画
当科で研究すべきテーマは上記以外にも多数あるが，特にその中から選択して研究を行い，得られた評価は「良
（＋）
」
と判定した．
自己評価は《良（＋）
》
．
年次計画；実行できるものから行った．

4．診療内容（詳細は病院要覧に記載）
当科は，骨・関節・体幹などの肢体不自由，および心臓・腎臓・腸管・呼吸などの内部障害を対象としている．治
療数は前年比 20% の増加があり，入院症例は延べ約 80,000 人，外来症例は約 9,000 人であった．今後も診療内容
の拡大および充実，運動機能評価の開発，高次脳機能・認知能の評価，大腿義足の開発，体重免荷下の歩行機能，免
疫能からみた障害者スポーツの検討などの先進医療への取り組みを継続していきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
1）全国障害者スポーツ大会・内部障害者の参加検討委員会：厚生労働省・日本障害者スポーツ協会（山本

満）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
1）Japan Orthopaedic Association・査読；陶山哲夫
2）日本脊髄障害医学会・編集委員長：陶山哲夫
3）日本運動器リハビリテーション学会・編集委員；陶山哲夫
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
≪陶山哲夫≫
1）日本障害者スポーツ学会・理事長
2）日本脊髄障害学会・理事（編集委員長）
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3）日本臨床スポーツ医学会・理事
4）日本生活支援工学学会・理事
5）日本リハビリテーションネットワーク研究会・常任理事
6）日本義肢装具学会・理事
7）日本リハビリテーション医学会・評議員
8）日本運動器リハビリテーション学会・評議員
9）埼玉圏央リハビリテーション研究会・筆頭幹事
10）埼玉県リハビリテーション医会・会長
11）埼玉アスレチックリハビリテーション研究会・理事長
12）埼玉県脊髄脊椎研究会・幹事
13）日本障害者スポーツ協会；理事・医学委員長
14）Japan Paralympic Committee：医学委員長
13）Asia Paralympic Committee（APC）
：医科学委員長
15）International Paralympic Committee, Anti-Doping・TUE Committee
16）日本アンチ・ドーピング機構：理事
17）日本アンチ・ドーピング・メデイカルオフィサー
18）国際障害者アーチェリー競技の International Classiﬁer
≪山本満≫
1）日本リハビリテーションネットワーク研究会・理事
2）日本障害者スポーツ協会・医学委員
3）国際障害者バドミントン協会・International Classiﬁer
≪山田睦雄≫
1）日本ラグビー協会・医学啓発委員

6．業績
6-1．論文・学会発表
① TETSUO SUYAMA, Mitsuru YAMAMOTO, Ayano MATSUI,Mutsuo YAMADA,

Yoshie TAKAHASHI, Yosuke

KUNISAWA, Junko KUNITOMO, Ikumi SHINKAWA, Keigo KUMAMOTO, Takeshi KOBAYASHI：Independent Rate
by ADL scoring in Paraplegia with Spanal cord injury. The 3rd Beijing International Rehabilitation Forum. 24 〜
25, 2008.
② Yoshie TAKAHASHI, Yasuyuki TAKAKURA, Tsuyako KOYAMA, Keiichi TAKEI, Ayako NAKAMURA, Jun YABISAKI,
Naoko ONOZUKA, Takahiko MATSUMOTO, Gohei KATO, Mitsuru YAMAMOTO, Ayano MATSUI, Tetsuo
SUYAMA：Mean Reaction Time and Other factors of Inﬂuence for Sitting Ability in Patients with brain Damage.
The 3rd Beijing International Rehabilitation Forum. 389 〜 390, 2008.
③ Keigo KUMAOTO, Tetsuo SUYAMA, Mitsuru YAMAMOTO：Self-Efficacy of Regular Exercise and Physical
Activities in Type 2 Diabetic Patients During Their Educational Hospitalisation.The 3rd Beijing International
Rehabilitation Forum. 3390 〜 391, 2008.
④ Tetsuo Suyama ,Mitsuru Yamamoto, Keigo Kumamoto, Takeshi Kobayashi : Basic Evaluation Method of Physical
Function in Classiﬁcation ― especially on Spinal Cord Paralysis. CDSTC :2008, 16-17.
⑤ Mitsuru Yamamoto, Tetsuo Suyama, Mutsuo Yamada, Yoshie Takahashi, Yosuke Kunisawa : A Preliminary Survey
for the Medical Check of Internally-Disabled Persons in the National Sports Games for the Disabled to be held in
Oita in 2008. The Journal of Saitama Comprehensive Rehabilitation Vol. 8 : 50-53, 2008
⑥ Takeshi KOBAYASHI, Kazunori TAKASHIMA, Kazuhiko TANAKA, Toshihide SEINO, Motoko SUGIHARA, Tetsuo
SUYAMA : Draft of Data Base of Cases with the Application of Occupational Therapy in Cerebral and Cardiac
Rehabilitations at the Acute Stgae. Actual Situation and Problems of Occupational Therapy in Registered Cases.
The Journal of Saitama Comprehensive Rehabilitation Vol. 8 : 54-57, 2008
⑦国澤洋介，高倉保之，陶山哲夫，柳沢

健：頸髄不全麻痺患者の機能障害と歩行能力との関係―独立歩行獲得お

よび最大歩行速度に影響する要因抽出の統計学的分析―．日保学誌 ,11：51-61
⑧塚本奈々子，国澤洋介，一氏幸輔，高山祐子，森本貴之，高野敬士，高倉保之，山本満：当院における頚髄損傷
者の理学療法実施単位数の変化．埼玉県包括的リハビリテーション研究会誌，第 8 巻：19-22, 2008
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⑨石川奈緒美，高橋佳恵，古山つや子，中村紋子，武井圭一，藪崎純，小野塚直子，松本孝彦，高倉保幸，山本
満：当院の脳損傷例における理学療法実施単位数の推移．埼玉県包括的リハビリテーション研究会誌，第 8 巻：
23-25, 2008
⑩高倉保幸，高橋佳恵，石川奈緒美，古山つや子，中村紋子，武井圭一，藪崎純，小野塚直子，山本満：急性期脳
損傷例に対する PT 実施単位数増加の効果．埼玉県包括的リハビリテーション研究会誌，第 8 巻：26-28, 2008
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナーの開催実績
1）埼玉県包括的リハビリテーション研究会

第 1 回研修会（平成 20 年 11 月 16 日）

2）第 9 回埼玉県包括的リハビリテーション研究会（平成 21 年 2 月 7 日）
3）日本理学療法士協会

第 964 回現職者講習会「高次脳機能と理学療法」（平成 20 年 7 月 10 日〜 12 日）

7．自己点検・評価
1）診療：各科のご協力により治療患者数が着実に増加しており，ほぼ満足すべき結果である．
2）教育：学生のリハビリテーション医学に対する理解が不十分であり，今後教育の方法を検討する必要がある．
3）研究：研究課題が数多くあり未だ充分ではないが，可能な時間内で研究できたと思われる．
4）その他（学会，社会貢献）
：充分行っている．
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2．26）
（1）麻酔科（麻酔科）
1．構成員
宮尾秀樹（MIYAO, Hideki）
：教授（副科長，教育主任，研究員）：麻酔，集中治療，疼痛管理
川崎

潤（KAWASAKI, Jun）
：教授（副科長，教育員，研究主任）：麻酔，血小板機能

小山

薫（KOYAMA, Kaoru）
：准教授（麻酔科科長，教育員，研究副主任）：麻酔，集中治療，心臓麻酔

助教：前山昭彦（MAEYAMA, Akihiko，専門医員，研修医長，研究員），前島和美（MAESHIMA, Kazumi，専門
医員，教育副主任，研究員）
，福山達也（FUKUYAMA, Tatsuya，医長，教育員，研究員），鈴木俊成（SUZUKI,
Toshinari，専門医員，教育員，研究員）
，齋藤利恵（SAITOU, Toshie，専門医員，教育員，研究員），武井秀樹（TAKEI,
Hideki，外来医長，教育員，研究員）
，丸尾俊彦（MARUO, Toshihiko，病棟医長，教育員，研究員）早瀬裕子（HAYASE,
Yuko，専門医員，教育員，研究員）
，清水昌宏（SHIMIZU, Masahiro，専門医員，教育員，研究員），佐藤麻美子（SATO,
Mamiko，専門医員，教育員，研究員）
，山家陽児（YANBE, Yoji 専門医員，教育員，研究員），町田貴正（MACHIDA,
Takamasa，医員，教育員，研究員）
，奥富優子（OKUTOMI, Yuko，医員，教育員，研究員），田澤和雅（TAZAWA,
Kazumasa，医員，教育員，研究員）
，相原大和（AIHARA, Hirokazu，医員，教育員，研究員），秋山さやか（AKIYAMA,
Sayaka，医員，教育員，研究員）
，大浦由香子（OURA, Yukako，医員，教育員，研究員），野本華子（NOMOTO,
Hanako，医員，教育員，研究員）
，北岡良樹（KITAOKA, Yoshiki，医員，教育員，研究員），綿引奈苗（WATABIKI,
Nanae，5-9 月
Yoko, 6-3 月

医員，教育員，研究員）
，大橋夕樹（OHASHI, Yuuki，医員，教育員，研究員），佐伯陽子（SAEKI,
医員，教育員，研究員）
，宮下佳子（MIYASHITA, Keiko，医員，教育員，研究員），清水健次（かわ

ごえクリニック担当医長，教育員，研究員）
客員教授：重松俊之（SHIGEMATSU, Toshiyuki）
客員准教授：小高光晴（KODAKA, Mitsuharu）
非常勤講師 : 官川

響（HIROKAWA, Toru）
，吉川由美（YOSHIKAWA, Yumi），源田

正（GENDA, Tadashi）
，林田

真吾（HAYASHIDA, Shingo）
，高田稔和（TAKADA, Toshikazu），会田由紀男（AIDA, Yukio），正務秀彦（MASATSUKA,
Hidehiko）
，加藤里絵（KATO, Rie）
，萩原大士（HAGIWARA, Daishi），冨田研（TOMITA, Ken）

2．教育
2-1．目的・目標：4 年生 6 年生の講義は麻酔科の基本的な知識を得させる．BSL は医療センター麻酔科 4 部門（手
術室麻酔管理，ICU，ペインクリニック，周産期麻酔）の診療内容の理解．研修医は主に手術室麻酔研修，ICU・周産期・
ペイン外来の内容理解，ACLS の人形実習，人工呼吸器の構造理解．スタッフ教育は最新の知識の取得と専門医に必
要な項目の理解を目的とした．
2-2．教育内容：4 年生，6 年生の系統講義を宮尾，川崎，照井，小山が担当した．BSL は宮尾，川崎，小山，照井，清水，
川添が担当した．手術室は実習を主体とし，薬液注入，気道確保，静脈確保等を行った．ICU，周産期，ペインは緩
和ケアチーム回診，かわごえクリニックのペイン外来見学とした．到達目標に関する小テストを行った．夏期学生プ
ログラムは 5 プログラムを提示した．初期研修医教育は日々の臨床麻酔を通して呼吸循環管理や急性期の輸液管理
を教育した．ACLS の基礎もシミュレータ，講習会を通して教育した．救命救急士の挿管実習を継続した．手術室看
護師の教育プログラムは停滞している．後期研修医が 3 名入局した．スタッフ教育は朝のカンファ後の抄読会を継
続し，最新の知識から，研修医向けの知識まで幅広く活動した．週 1 回の教育カンファレンスを継続し，教育シス
テムの充実を図った．
2-3．達成度：BSL は 4 部門の役割を充分理解した．小テストはおおむね成績良好で，講義，見学の満足度も高かった．
夏期学生プログラムは学生の評判は良好であった．初期研修 1 年目は 1.5 ヶ月である．スタッフ教育は連日朝の短
時間の抄読会を続けた．後期研修医教育は浅野教育副主任を中心に系統講義を充実させた．
2-4．自己評価と次年度計画：BSL の教育は成果をあげた．研修医教育は 1 年目研修期間は，より充実した教育を行えた．
2 年目麻酔科を選択した研修医にはアンケートにより 4 部門のうちの希望部門の研修を行った．スタッフ教育は毎朝
の抄読会が十分成果をあげている．教育主任宮尾教授，教育副主任浅野助教，後期研修担当浅野助教，初期研修担当
前山助教を中心に BSL, 研修医教育，
救急救命士教育の充実を図った．4 年生，6 年生の講義は学生からのフィードバッ
ク結果を基に内容をブラッシュアップしていく．入局した後期研修医の教育カリキュラムは最初の 1 年間はオペ室
主体とした．
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3．研究
3-1．目的・目標：大学院の学位論文作成，臨床での臨床研究を車の両輪として，学会発表のみならず，なるべく多
くの研究を論文化することに努める．研究カンファを定期的に開催し，研究の方向性を探る．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
麻酔：膠質輸液（宮尾，鈴木，福山）
，トロンボエラストグラム（川崎），脊髄くも膜下麻酔時の音楽セデーション
と BIS（前山）
，FLURBIPROFEN（ロピオン）がプロポフォール＋麻薬麻酔において執刀時体動の ED50,95 に与える
影響（近藤）
．プロポフォール処理したアストロサイトのプロテオーム解析（丸尾），
周産期：帝王切開術におけるヒドロキシエチルデンプン輸液の胎児移行評価（前島，照井），帝王切開周術期管理
におけるパルス式色素希釈法 DDG アナライザの有用性（田村，照井），セボフルラン麻酔の胎児への影響（里元）
，
採卵の麻酔，帝王切開の麻酔，硬膜外無痛分娩，合併症妊婦の全身管理
ICU：人工呼吸中の加温加湿，集中治療室患者における血糖測定器の精度検討
ペイン：神経ブロック後の重心動揺（清水け），ペインビジョン（町田），プロポフォールで刺激されたヒトアスト
ロサイトのプロテオーム解析（丸尾）
3-3．研究内容と達成度
膠質輸液：HES70/0.55/4 を用いた大量出血に対する輸液療法を「麻酔」に鈴木が投稿した．達成度

90％

トロンボエラストグラム：抗血栓薬内服中の患者の TEG を調べる．達成度 95％
血小板の凝固促進作用の保持の解明と tPA を用いた線溶系の研究．達成度 10％
脊髄くも膜下麻酔時の音楽セデーションと BIS：脊髄くも膜下麻酔時に音楽によるセデーション効果の BIS による
評価を前山が麻酔に投稿した．達成度

100%

帝王切開術におけるヒドロキシエチルデンプン輸液の胎児移行評価：帝王切開術でルーチンに行っている HES が
どの程度胎児に移行するかを調査．達成度

80％

FLURBPROFEN（ロピオン）がプロポフォール＋麻薬麻酔において執刀時体動の ED50,95 に与える影響：ロピオ
ンが手術中使用する麻薬削減効果にどの程度効果があるかを近藤が THESIS 論文を埼玉医科大学雑誌に投稿した．
達成度

100％

人工呼吸中の加温加湿：加温加湿器の世界基準が低すぎる事を実験的に証明し，合わせて，最近急速に普及してい
る人工鼻の危険性を指摘する．達成度

5％

プロポフォールで刺激されたヒトアストロサイトのプロテオーム解析：丸尾が THESIS 論文を埼玉医科大学雑誌に
投稿した．

達成度

100％

3-4．自己評価と次年度目標
近藤，丸尾の学位論文を埼玉医科大学雑誌に Thesis 学位論文で提出し，学位審査委員会，研究科委員会で合格した．
麻酔誌に掲載された前山の論文を学位論文として，審査にかける．宮尾，川崎，小山，照井で隔週 1 回の研究カンファ
を継続し，研究環境の充実を図った．次年度は研修医の学会発表の論文化を研究カンファレンスが主体となって推進
したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
手術室麻酔科管理は 5104 例（前年比 299 増），ICU 管理は 517 例（前年比 17 増）外来初診患者は 676 例（前年
比 159 増）
，入院延人数は 342（前年比 299 増），産科麻酔科管理症例は 1063 例（前年比 73 増）であった．

5．その他：
5-1．自治体，政府関連委員の有無：宮尾教授は ISO-Technical Comittee121-Subcomittee3 の日本メンバーとして活
躍した．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
日本臨床麻酔学会誌査読委員（宮尾）
，日本麻酔科学会機関誌 Journal of Anesthesia，editorial board（照井）
，査
読委員（宮尾，小山）
，日本集中治療医学会雑誌査読委員（小山），International Journal of Obstetric Anesthesia,
occasional editor（照井）
，International Anesthesiology Clinic, contributing editor（照井）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
宮尾教授は日本麻酔科学会代議員として活躍した．
川崎教授は日本麻酔科学会の代議員として活躍した．
小山准教授は Basic Life Support（BLS）
，Advanced Cardiac Life Support（ACLS），Pediatric Advance Life Support
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（PALS）のインストラクターとして，多方面で活躍した．米国心臓学会の BLS リードインストラクターおよびイン
ストラクタートレーナー，ACLS リードインストラクターおよびインストラクタートレーナー，PALS ファカルティ，
川越 ACLS トレーニングサイトサイト長，日本救急医学学会 ICLS コースディレクター，JPTEC インストラクターと
して活躍した．日本心臓麻酔学会評議員，日本集中治療医学会の評議員として活躍した．
照井准教授は日本麻酔科学会の代議員，Obstetric Anesthesia subcommittee member．World Federation of the
Societies of Anesthesiologists の active member として活躍した．

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）
6-1-1．
【論文】総数 13（著書 2，論文 11）
（19,24,27）【学会発表】発表総数 46（47,41,39）（ ）は前年度，前前
年度実績
① Maiko Satomoto, Yasushi Satoh., Katsuo Terui, Hideki Miyao, Kunio Takishima,

Masataka Ito, , Junko Imaki:

Neonatal Exposure to Sevoﬂurane Induces Abnormal Social Behaviors and Deﬁcits in Fear Conditioning in Mice.
Anesthesiology 2009 110（3）:628-37
②宮尾秀樹，熊谷雄治，北村

晶，奥富俊之，菊地博達，十時忠秀，西村欣也，小川

龍

: 重炭酸リンゲル液 BR-99S の臨床第 II 相試験（探索的試験）新薬と臨床 57（7）:1009-1035,2008
③宮尾秀樹，熊谷雄治，並木昭義，多賀紀一郎，前原康宏，小竹良文，加藤啓一，蕨

謙吾，北村

晶，奥富

俊之，西濱雅充，菊地博達，小久保荘太郎，上山博史，宇野洋史，濱田宏，高松純，長澤一郎，中島幹夫，小
川

龍 : 開腹手術患者を対象とした重炭酸リンゲル液 BR-99S の検証的試験（第 III 相試験）. 新薬と臨床 57

（7）:1036-1071,2008
④菊池

元，長谷川

閑堂，佐藤

周術期管理．臨床麻酔

宣江，西川

幸，小山

薫，宮尾

秀樹：慢性肺血栓塞栓症を合併した患者の

32（4）:791-792,2008

⑤宮尾秀樹，浅野和美：モニタリングをめぐるトラブルとその対処法 - 集中治療室で気道温をモニターしている．
加温時何℃まで許容できるか．LiSA 15（5）:498-500,2008
⑥宮尾秀樹，小山

薫：人工膠質液の上手な使い方 . LiSA.VOL16:116-119,2009

⑦宮尾秀樹，鈴木俊成 : 術中の体液管理 . Anet 12（2）:41-43.2008
⑧宮尾秀樹，浅野和美 : 酸塩基平衡 . Anet vol12（3）:33-36,2008
⑨加温加湿器か人工鼻か？：人工呼吸療法における 30 の謎 . 安本和正，小谷

透編 : p104-110. 克誠堂出版，東京，

2008
⑩宮尾秀樹 : アルブミンの血管外輸送と血液粘度 .「周術期の輸液」飯島毅彦編

Column4 p245-249,2008

克誠

堂出版，東京
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：抗血栓薬薬効試験法：特許第 4267592 号（平成 21 年 2 月 27 日）
ヨーロッパ特許第 1884778 号（平成 21 年 9 月 2 日）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：
院内緩和ケア研究会代表世話人（宮尾）
：毎月 1 回の研究会を開催
臨床研修医オリエンテーションで，初期研修医対象の ICLS コースを開催（小山）
AHA 認定 BLS コース開催（小山）
体液代謝管理研究会事務局：平成 21 年 2 月より（宮尾，鈴木，丸尾）

7．自己点検・評価：
教育は 4 年生，5 年生の講義を担当した．夏期プロも充実した．初期研修医の教育体制も整ってきた．後期研修医
は 3 名が入局した．学生，初期研修医，後期研修医の教育体制がしっかり稼働している．BLS，ACLS の教育では小
山助教授が，学生，研修医，看護士の教育に力を発揮し，学外活動で地域の活動も活発に行っている．診療は手術件
数は増加．深夜の緊急手術が急増した．ICU 管理はほぼ安定している．ペインはスタッフの出入りが多く，診療も教
育も安定的な状況では無い．かわごえクリニックの診療は軌道に乗っている．緩和ケアチームが発足し，麻酔科もチー
ムとして活躍している．産科麻酔科は杏林大学，慶応大学から教育出向を受け入れた．研究の実績は 2 名の甲種学
位論文が完成し学位を取得したが，全体の論文数は減った．学会発表は変わらないが，外国での発表が減った．
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2．26）
（2）麻酔科（産科麻酔科）
1．構成員
照井克生（TERUI, Katsuo）
：准教授（産科麻酔科科長，教育員，研究員）：麻酔，産科麻酔，小児麻酔
助教：田村和美（TAMURA, Kazumi，産科麻酔科副科長，教育員，研究員）大橋夕樹（OHASHI, Yuuki，医員，教育員，
研究員）
，佐伯陽子（SAEKI, Yoko, 6-3 月

医員，教育員，研究員），宮下佳子（MIYASHITA, Keiko，医員，教育員，

研究員）
非常勤講師：加藤里絵（KATO, Rie）

2．教育
2-1．目的・目標：4 年生 6 年生の講義は麻酔科の基本的な知識を得させる．BSL は医療センター麻酔科 4 部門（手
術室麻酔管理，ICU，ペインクリニック，周産期麻酔）の診療内容の理解．研修医は主に手術室麻酔研修，ICU・周産期・
ペイン外来の内容理解，ACLS の人形実習，人工呼吸器の構造理解．スタッフ教育は最新の知識の取得と専門医に必
要な項目の理解を目的とした．
2-2．教育内容：4 年生，6 年生の系統講義を宮尾，川崎，照井，小山が担当した．BSL は宮尾，川崎，小山，照井，清水，
川添が担当した．手術室は実習を主体とし，薬液注入，気道確保，静脈確保等を行った．ICU，周産期，ペインは緩
和ケアチーム回診，かわごえクリニックのペイン外来見学とした．到達目標に関する小テストを行った．夏期学生プ
ログラムは 5 プログラムを提示した．初期研修医教育は日々の臨床麻酔を通して呼吸循環管理や急性期の輸液管理
を教育した．ACLS の基礎もシミュレータ，講習会を通して教育した．救命救急士の挿管実習を継続した．手術室看
護師の教育プログラムは停滞している．後期研修医が 3 名入局した．スタッフ教育は朝のカンファ後の抄読会を継
続し，最新の知識から，研修医向けの知識まで幅広く活動した．週 1 回の教育カンファレンスを継続し，教育シス
テムの充実を図った．
2-3．達成度：ＢＳＬは 4 部門の役割を充分理解した．小テストはおおむね成績良好で，講義，見学の満足度も高かっ
た．夏期学生プログラムは学生の評判は良好であった．初期研修 1 年目は 1.5 ヶ月である．スタッフ教育は連日朝
の短時間の抄読会を続けた．後期研修医教育は浅野教育副主任を中心に系統講義を充実させた．
2-4．自己評価と次年度計画：BSL の教育は成果をあげた．研修医教育は 1 年目研修期間は，より充実した教育を行えた．
2 年目麻酔科を選択した研修医にはアンケートにより 4 部門のうちの希望部門の研修を行った．スタッフ教育は毎朝
の抄読会が十分成果をあげている．教育主任宮尾教授，教育副主任浅野助教，後期研修担当浅野助教，初期研修担当
前山助教を中心に BSL, 研修医教育，
救急救命士教育の充実を図った．4 年生，6 年生の講義は学生からのフィードバッ
ク結果を基に内容をブラッシュアップしていく．入局した後期研修医の教育カリキュラムは最初の 1 年間はオペ室
主体とした．

3．研究
3-1．目的・目標：大学院の学位論文作成，臨床での臨床研究を車の両輪として，学会発表のみならず，なるべく多
くの研究を論文化することに努める．研究カンファを定期的に開催し，研究の方向性を探る．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
麻酔：膠質輸液（宮尾，
鈴木，
福山）
，
トロンボエラストグラム（川崎），脊髄くも膜下麻酔時の音楽セデーションと BIS（前
山）
，
FLURBIPROFEN（ロピオン）がプロポフォール＋麻薬麻酔において執刀時体動の ED50,95 に与える影響（近藤）
．
プロポフォール処理したアストロサイトのプロテオーム解析（丸尾），
周産期：帝王切開術におけるヒドロキシエチルデンプン輸液の胎児移行評価（前島，照井），帝王切開周術期管理に
おけるパルス式色素希釈法 DDG アナライザの有用性（田村，照井），セボフルラン麻酔の胎児への影響（里元）
，採
卵の麻酔，帝王切開の麻酔，硬膜外無痛分娩，合併症妊婦の全身管理
ICU：人工呼吸中の加温加湿，集中治療室患者における血糖測定器の精度検討
ペイン：神経ブロック後の重心動揺（清水け）
，ペインビジョン（町田），プロポフォールで刺激されたヒトアストロ
サイトのプロテオーム解析（丸尾）
3-3．研究内容と達成度
膠質輸液：HES70/0.55/4 を用いた大量出血に対する輸液療法を「麻酔」に鈴木が投稿した．達成度

90％

トロンボエラストグラム：抗血栓薬内服中の患者の TEG を調べる．達成度 95％
453

麻酔科（産科麻酔科）

血小板の凝固促進作用の保持の解明と tPA を用いた線溶系の研究．達成度 10％
脊髄くも膜下麻酔時の音楽セデーションと BIS：脊髄くも膜下麻酔時に音楽によるセデーション効果の BIS による評
価を前山が麻酔に投稿した．達成度

100%

帝王切開術におけるヒドロキシエチルデンプン輸液の胎児移行評価：帝王切開術でルーチンに行っている HES がど
の程度胎児に移行するかを調査．達成度

80％

FLURBPROFEN（ロピオン）がプロポフォール＋麻薬麻酔において執刀時体動の ED50,95 に与える影響：ロピオン
が手術中使用する麻薬削減効果にどの程度効果があるかを近藤が THESIS 論文を埼玉医科大学雑誌に投稿した．
成度

達

100％

人工呼吸中の加温加湿：加温加湿器の世界基準が低すぎる事を実験的に証明し，合わせて，最近急速に普及している
人工鼻の危険性を指摘する．達成度

5％

プロポフォールで刺激されたヒトアストロサイトのプロテオーム解析：丸尾が THESIS 論文を埼玉医科大学雑誌に投
稿した．

達成度

100％

3-4．自己評価と次年度目標
近藤，丸尾の学位論文を埼玉医科大学雑誌に Thesis 学位論文で提出し，学位審査委員会，研究科委員会で合格した．
麻酔誌に掲載された前山の論文を学位論文として，審査にかける．宮尾，川崎，小山，照井で隔週 1 回の研究カンファ
を継続し，研究環境の充実を図った．次年度は研修医の学会発表の論文化を研究カンファレンスが主体となって推進
したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
産科麻酔科は帝王切開麻酔管理，無痛分娩管理とも減少した．東京医療センター，杏林大学，慶応大学からの教育
出向を迎えた．

5．その他：
5-1．自治体，政府関連委員の有無：宮尾教授は ISO-Technical Comittee121-Subcomittee3 の日本メンバーとして活
躍した．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
日本臨床麻酔学会誌査読委員（宮尾）
，日本麻酔科学会機関誌 Journal of Anesthesia，editorial board（照井）
，査
読委員（宮尾，小山）
，日本集中治療医学会雑誌査読委員（小山），International Journal of Obstetric Anesthesia,
occasional editor（照井）
，International Anesthesiology Clinic, contributing editor（照井）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
宮尾教授は日本麻酔科学会代議員として活躍した．
川崎教授は日本麻酔科学会の代議員として活躍した．
小山准教授は Basic Life Support（BLS）
，Advanced Cardiac Life Support（ACLS），Pediatric Advance Life Support
（PALS）のインストラクターとして，多方面で活躍した．米国心臓学会の BLS リードインストラクターおよびイン
ストラクタートレーナー，ACLS リードインストラクターおよびインストラクタートレーナー，PALS ファカルティ，
川越 ACLS トレーニングサイトサイト長，日本救急医学学会 ICLS コースディレクター，JPTEC インストラクターと
して活躍した．日本心臓麻酔学会評議員，日本集中治療医学会の評議員として活躍した．
照井准教授は日本麻酔科学会の代議員，Obstetric Anesthesia subcommittee member．World Federation of the
Societies of Anesthesiologists の active member として活躍した．

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）
6-1-1．
【論文】総数 13（著書 2，論文 11）
【学会発表 】発表総数 46
① Maiko Satomoto, Yasushi Satoh., Katsuo Terui, Hideki Miyao, Kunio Takishima,

Masataka Ito, , Junko Imaki:

Neonatal Exposure to Sevoﬂurane Induces Abnormal Social Behaviors and Deﬁcits in Fear Conditioning in Mice.
Anesthesiology 2009 110（3）:628-37
②照井克生 : 産科麻酔 . 日本麻酔科学会

関東甲信越地方会教育講演

③照井克生：世界の麻酔スタンダード：日本とアジアの現状．第 55 回日本麻酔科学会学術集会パネルディスカッ
ション
④照井克生：産科麻酔では何が問題で，どう解決しようとしているか
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第 55 回日本麻酔科学会学術集会
⑤照井克生：
「麻酔科の保険診療報酬を考える 2008．第 55 回日本麻酔科学会学術集会
⑥ Yoshio Sakurai, Masanori Tamura, Hideki Miyao :The application of oral dexmedetomidinefor the premedication
of children. 2008

ASA anual meeting

6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：抗血栓薬薬効試験法：特許第 4267592 号（平成 21 年 2 月 27 日）
ヨーロッパ特許第 1884778 号（平成 21 年 9 月 2 日）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：
院内緩和ケア研究会代表世話人（宮尾）
：毎月 1 回の研究会を開催
臨床研修医オリエンテーションで，初期研修医対象の ICLS コースを開催（小山）
AHA 認定 BLS コース開催（小山）
体液代謝管理研究会事務局：平成 21 年 2 月より（宮尾，鈴木，丸尾）

7．自己点検・評価：
教育は 4 年生，5 年生の講義を担当した．夏期プロも充実した．初期研修医の教育体制も整ってきた．後期研修医
は 3 名が入局した．学生，初期研修医，後期研修医の教育体制がしっかり稼働している．BLS,ACLS の教育では小山
助教授が，学生，研修医，看護士の教育に力を発揮し，学外活動で地域の活動も活発に行っている．診療は手術件数
は増加．深夜の緊急手術が急増した．ICU 管理はほぼ安定している．ペインはスタッフの出入りが多く，診療も教育
も安定的な状況では無い．かわごえクリニックの診療は軌道に乗っている．緩和ケアチームが発足し，麻酔科もチー
ムとして活躍している．産科麻酔科は杏林大学，慶応大学から教育出向を受け入れた．研究の実績は 2 名の甲種学
位論文が完成し学位を取得したが，全体の論文数は減った．学会発表は変わらないが，外国での発表が減った．
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2．27）救急科（ER）
1．構成員
輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）
：准教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：蘇生学
安藤陽児（ANDO, Yoji）
：助教：教育副主任：医局長
高本勝博（TAKAMOTO, Katsuhiro）
：助教：研究副主任

2．教育
2-1．目的・目標
① BSL および CC における学生教育では，ER 型救急医療での総合診断能力の必要性が認識できるような指導を実施
する．また，CC では一次救命処置，気道確保，静脈路確保など，参加型実習を指導していく．
②初期臨床研修医 1 年目での研修では，救命対応患者の気道確保，静脈路確保が適切にできること，一次・二次救
急患者の初期評価および診療計画立案が実施できることを目標に指導する．
③初期臨床研修医 2 年目での研修では，救命対応患者に対する緊急処置が実施できること，一次・二次救急患者に
対する初期診療が完結できること，ICU での呼吸・循環管理の基礎を習得することを目標に指導する．
④後期研修は，初期研修医の指導・助言ができること，救命対応患者の初期から ICU での急性期治療計画の立案・
実行ができるよう指導する．
2-2．教育内容（担当者：全スタッフ）
①シミュレーション教育
静脈路確保，中心静脈穿刺，気道管理など基本手技を始め，バイタルサイン変化にも対応可能な高度シミュレーター
を用い，侵襲的処置の実習を行なう．
②救急搬送患者の診療
BSL では，軽症患者に対して医療面接と身体所見観察を行い，その後の必要な検査計画を述べることができるよう
指導する．
CC では，BLS 指導に加え，採血，創処置などが実施できるよう指導する．
初期臨床研修 1 年目では，重症患者の生理学的評価を行い，身体所見を観察し，必要な検査および緊急処置が考
察できるよう指導する．
初期臨床研修 2 年目では，緊急処置が実施できるように指導する．ICU での全身管理が理解できるように指導する．
後期臨床研修では，初期臨床研修医を指導するとともに，あらゆる重症度の患者の初期診療全体を指揮する．ICU で
の全身管理を立案し，指導医の下に実施する．
③ BLS, ACLS, ICLS, JATEC など標準的なコースを研修する．
2-3．達成度
学生教育に関しては，目標を達成できた．
研修医教育では，
2 年目の研修医が 12 名選択したことにより，初期研修の目標を達成できた．後期研修医は，
小児科，
内科からの 6 ヶ月ローテーションであったが，その中では十分な研修指導ができた．
シミュレーション教育に関しては，その効果を客観的に評価するに至らなかった．
2-4．自己評価と次年度計画
創立 3 年目になり，2 年目の研修医が 12 名選択でローテーションし，初期研修に関しては十分目標を達成できた．
後期研修医は各科からのローテーションだけなので，次年度は専任の後期研修医の育成を手がけて行きたい．スキル
スラボを利用したシミュレーション教育をさらに充実させ，安全を担保した参加型の学生，研修医教育を心がけてい
きたい．

3．研究
3-1．目的・目標
救急医療という緊急性の高い診療に置いて，安全な教育のためにシミュレーション教育が果たす役割について，そ
の有効性を検討する．
3-2．研究プロジェクト
シミュレーション教育
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3-3．研究内容と達成度
学生，初期臨床研修医を対象にシミュレーション教育を実施しているが，客観的評価の指標設定には至らず，教育
効果の評価ができなかった．
3-4．自己評価と次年度目標
客観的評価ができず，指標を何にするかが今後の課題となった．今後もこの課題に取り組んでいく．また，次年度
は小児頭部外傷の疫学的調査を実施し，CT 検査の必要性を検討していきたい．

4．診療
外因性患者に関しては，24 時間対応できるようになり，各科との連携も機能してきた．今後の課題として，内因
性患者に関しても各科との連携を構築し，あらゆる重症度・緊急度の患者に 24 時間対応できるシステムとしたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉県消防学校救急救命士養成所

運営検討委員会委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
臨床スポーツ医学会誌

査読

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
①埼玉県消防学校救急救命士養成所専任教員
②埼玉県消防学校救急救命士養成所講師
③ JOC 医科学強化スタッフ
④日本ソフトボール協会理事・医事委員長
⑤日本臨床スポーツ医学会評議員
⑥日本救急医学会関東地方会評議員
⑦「心臓震盪から子どもを救う会」代表幹事

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文 13, 学会発表 7（特別講演を含む） 代表的なものを揚げる．
①輿水健治：抗痙攣薬：重積発作を何としても止める方法は？ . 救急医学 Vol. 32 No. 7 825-829, 2008
②輿水健治：心臓震盪 . 臨床スポーツ医学 Vol. 25 臨時増刊号 358-364, 2008
③輿水健治：脳神経症状への対応 ②めまい . EMERGENCY CARE Vol. 21 No. 6 38-43, 2008
④輿水健治：心臓震盪 . 第 27 回日本蘇生学会

招請講演

6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
なし
6-4．特許，実用新案
なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
埼玉救急研究会

4回/年

開催 （救急隊員対象の研究会）

7．自己点検・評価
教育面では初期臨床研修医の 2 年目研修を希望した者が大幅に増加し，1 年目の必修とともに充実した指導が実施
できた．内容的にもシミュレーション教育を取り入れ，安全に救命処置実施指導を行なうことができた．初期臨床研
修指導を充実させることにより，後期臨床研修医獲得に繋がり，将来的には救急医療を担う若手の育成へと発展する
と思われる．診療実績では，担当した患者数は増加し，外傷の初期診療体制は充実してきた．今後，さらに能力向上
を目指し標準コースなどの受講を含め，自己研鑽に努めることが必要である．また，内因性救急の充実も今後の課題
である．研究に関しては，今後疫学的調査を中心とした臨床研究に着手していきたい．
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2．28）放射線科
1．構成員
（医局員）
本田憲業（HONDA, Norinari）教授：放射線画像診断，核医学
高橋健夫（TAKAHASHI, Takeo）准教授：放射線治療
奥

真也（OKU, Shinya）准教授：核医学，医療情報学

新保宗史（SHINBO, Munefumi）准教授：放射線治療品質管理
長田久人（OSADA, Hisato）講師：放射線画像診断，IVR
阿部

敦（ABE, Astushi）講師：核医学

清水裕次（SHIMIZU, Yuji）助教：核医学
渡部

渉 （WATANABE, Wataru）助教：放射線画像診断

本戸幹人（HONDO, Mikito）助教：放射線治療，緩和ケア
岡田武倫（OKADA, Takemichi）助教：放射線画像診断
西村敬一郎（NISHIMURA, Keiichiro）助教：放射線治療
木谷

哲（KITANI, Akira）助教：放射線治療

大野仁司（OHNO, Hitoshi）助教：放射線画像診断
山野貴史（YAMANO, Takahumi）助教：放射線治療
中田

桂（NAKADA, Kei）助教：放射線画像診断

栁田ひさみ（YANAGITA, Hisami）助教
（非常勤講師）
阿部良行（ABE, Yoshiyuki）
：BSL 学生講義
綾部善治（AYABE, Yoshiharu）
：BSL 学生講義
鹿島田明夫（KASHIMADA, Akio）
：エコー・検査レポート
釜野

剛（KAMANO, Tsuyoshi）
：IVR

佐貫栄一（SANUKI, Eiichi）
：エコー・検査レポート
瀧島輝雄（TAKISHIMA, Teruo）
：BSL 学生講義， エコー・検査レポート
土屋一洋（TSUCHIYA, Kazuhiro）
：脳画像診断指導
村田

修（MURATA, Osamu）
：放射線治療診断

宇野公一（UNO, Kimiichi）
：PET 現場教育
木谷

哲（KITANI, Akira）
：放射線治療

2．教育
2-1．目的・目標
放射線科としての一般的な広知識に加え各自の専門領域での高度な知識と技術を備える医師を養成する．
2-2．教育内容（担当者）
放射線診断学（長田）
胸部領域（本田）
腹部領域（長田）
IVR（長田，岡田，釜野）
学会発表の症例，学会出席の症例（日本医学放射線学会，同地方会，専門医会 セミナー．
画像医学会，断層映像研究会）
放射線治療の QA 及び QC（新保）
3DSRT（高橋，西村）
小線源治療（高橋，木谷）
緩和医療（高橋，本戸，山野）
外照射（山野）
IMRT の準備（新保，高橋，西村）
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学会発表の症例，学会出席の症例
脳シンチグラフィー（阿部）
肺シンチグラフィー（本田）
心筋シンチグラフィー（清水，本田）
医療情報学（奥）
木曜日については各領域，診断，治療，核医学の専門分野を学習する．
2-3．達成度
達成度は 80％である
2-4．自己評価と次年度計画
従来の目標をより上昇させる．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床診療に即した実用性の高い研究を目指す．国際一流誌への掲載を目標とする．
3-2．研究グループ，プロジェクト
特になし
3-3．研究内容と達成度
達成度は 80％である

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
5．その他
5-1．自治体，政府関連の有無
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Annals of Nuclear Medicine 査読 （本田）
Journal of Nuclear Medicine
イメージング企画化

査読 （本田）

委員長 （本田）

日本アイソトープ協会

医学薬学部常任委員 （本田）

日本放射線科専門医会

理事，広報委員，専門医委員（本田）

画像コンソーシアム

委員長（本田）

5-3．その他社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本核医学会関東甲信越地方会事務局，断層映像研究会事務局を放射線科内に置き，
最新の症例を集め定期的に学会を開催し，医療進歩の為の貢献をしている．

6．業績
6-1．論文，学会発表
論文
① Hisato Osada，Hitoshi Ohno，Wataru Watanabe，Kei Nakata，Takemichi Okada，Hisami Yanagita，Keiichiro
Nishimura，Mikito Hondo，Takeo Takahashi，Norinari Honda．Multidetector computed tomography diagnosis
of primary and secondary epiploic appendagitis．Radiation Medicine；2008;26:582-586
② Takeo Takahashi，Mikito Hondo，Keiichiro Nishimura，Akira Kitani，Takafumi Yamano，Hisami Yanagita，
Hisato Osada，Munefumi Shinbo，Norinari Honda．Evaluation of quality of life and psychological response in
cancer patients treated with radiotherapy.Radiat Med;2008;26:396-401
③ Nobuhisa Akamatsu，Yasuhiko Sugawara，Hisato Osada，Takenori Okada，Shinji Itoyama，Masahiko
Komagome，Nobuhiro Shin，Takashi Ishida，Fumiaki Ozawa，Daijo Hashimoto．Preoperative evaluation of the
longitudinal spread of extrahepatic bile duct cancer using multidetector computed tomography.J Hepatobiliary
Pancreat Surg;2009;16:216-222
学会発表
④ Atsushi Abe，Toru Matsui，Kansyu Cho，Tamiki Taniguchi，Tatsuya Saito，Koji Kamijyo．Usefulness of 201TI
SPECT in diﬀerential diagnosis of intracranial masses．12th Asian Oceanian Congress of Radiology，October
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24-28,2008，COEX,Seoul,Korea
シンポジウム
⑤新保宗史 . 放射線治療品質管理士の必要性と品質管理の実情 . 第 67 回日本医学放射線学会，2008 年 4 月 4 日，
横浜パシフィコ
⑥高橋健夫．小線源治療の現在地「子宮頸癌 IBRT」プロトコール．日本放射線腫瘍学会小線源治療部会第 10 回
研究会，2008 年 6 月 20 〜 21 日，倉敷市芸文館アイシアター
⑦本田憲業．SPECT・CT シンポジウム．シーメンス社主催「SPECT・CT シンポジウム」，2008 年 7 月 12 日，品
川プリンスホテル
⑧奥真也．CD による施設間連携のアンケート調査．第 21 回電子情報研究会，2008 年 10 月 22 日，ビックパレッ
トふくしま（第 4 会場）
6-2．取得研究費
厚生労働科学研究費補助金

がん臨床研究事業

課題名：高精度治療技術による低リスク高線量放射線治療に関する臨床研究．新保宗史
6-3．受賞
6-4．学会，研究会等の開催
第 48 回日本核医学会学術総会，幕張メッセ，2008 年 10 月 24 日〜 26 日
第 32 回埼玉核医学研究会，埼玉医大国際医療センター , 2008 年 4 月 19 日
第 33 回埼玉核医学研究会，北里大学北里研究所メディカルセンター病院，2008 年 9 月 6 日
第 69 回日本核医学会関東甲信越地方会，富士フィルム㈱西麻布講堂，2008 年 7 月 5 日
第 70 回日本核医学会関東甲信越地方会，冨士フィルムホールディングス本社会議室，2009 年 1 月 31 日
第 15 回埼玉画像フォーラム .2008/08/30. ラフレさいたま
第 4 回川越画像診断フロンティア . 2008/9/19. 埼玉医科大学総合医療センター 5 階大講堂
第 5 回川越新世紀画像研究会 .2009/2/13. 埼玉医科大学総合医療センター 5 階大講堂

７．自己点検・評価
マンパワー解消にむけて IT 技術による業務効率化を進めており，一定の進歩があったがまだ不十分である．業務
の分業化によるマンパワーの有効活用を要望中である．新入医局員や医師の増員に努力しており，若干の増員をみた．
次年度以降はかかげられた目標を上げる事である．
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2．29）神経精神科
1．構成員
深津

亮（FUKATSU,Ryo）
：教授：運営責任者：診療科長：老年期精神医学，神経神経病理学，分子生物学，神経
心理学

堀川直史（HORIKAWA,Naoshi）
：教授：教育主任：研究主任：コンサルテーション−リエゾン精神医学，産業精神
医学，精神病理学
仙波純一（SENBA,Junichi）
：客員教授
松木秀幸（MATSUKI,Hideyuki）
：講師（留学中）：リエゾン精神医学，精神薬理学
安田貴昭（YASUDA,Takaaki）
：助教：外来医長
内田貴光（UCHIDA,Takamitsu）
：助教
國保圭介（KOKUBO,Keisuke）
：助教
大村裕紀子（OHMURA,Yukiko）
：助教（後期研修医）
樋渡豊彦（HIWATASHI,Toyohiko）
：助教（後期研修医）
三浦宗克（MIURA,Munekatsu）
：非常勤講師
黒澤亜希子（KUROSASWA,Akiko）
：非常勤医師
岩原千絵（IWAHARA,Chie）
：非常勤医師
川瀬英理（KAWASE,Eri）
：助教（臨床心理士）：認知行動療法
藤井良隆（FUJII,Yoshitaka）
：
（臨床心理士）
小林清香（KOBAYASHI,Sayaka）
：非常勤（臨床心理士）
五十嵐友里（IGARASHI,Yuri）
：非常勤（臨床心理士）
河西正枝（KASAI, Ｍ ase）
：
（臨床心理士）
：厚生労働科学研究流動研究員
松木麻妃（MATSUKI,Maki）
：助教：H21 年 1 月

退職

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育の目標は，わかりやすく精神医学の知識と経験の提供，および現在の精神医学が広い範囲の役割を持ち，
医学・医療全体において重要な役割を果たし得ることを明確に伝えることである．
初期研修では，上記に加え，プライマリケア場面で頻繁に出会ういくつかの精神障害について，診断と初期治療を
行うための知識と経験を提供することが目標である．
後期研修では，
現在の精神医学がもつ広い範囲の役割に適切に対応することのできる精神科医の育成が目標である．
2-2．教育内容
卒前教育では，4 年生，5 年生，6 年生の精神医学の講義を行っている．分担は，意識障害，認知症その他の身体
因性精神障害（以上，深津）
，精神症性障害，精神科救急医療，リエゾン精神医学，物質関連精神障害（以上，堀川）
である．また，5 年生の BSL の一部（主にリエゾン精神医学）も担当している（堀川）．
初期研修は，研修協力病院と連携して，
「ソフト」な精神医学（外来精神医学，リエゾン精神医学 , 地域・職域の
メンタルヘルスケアなど）から，精神科救急医療や措置入院患者の診療を含む「ハード」な精神医学まで，広い範囲
の研修を行っている．その際，研修医が将来どの診療科に進んだとしても実際の臨床に役立つ知識と経験を提供する
ことを重視している．
後期研修は，比較的豊富な指導医によるていねいな指導を行い，研修協力病院と連携して，現在の精神科医に求め
られている広い範囲の問題とその対応に関する研修を行っている．
2-3．達成度
卒前教育のうち講義については，おおむね達成されている．
BSL，初期および後期研修については，研修協力病院との連携をより密接にすることなど，検討しなければならな
い課題が残されている．
2-4．自己評価と次年度計画
前項の評価に基づき，研修協力病院との連携について，時間をかけて検討，相談してきた，その結果，次年度から
は，指導医の配置の工夫，プログラムの明確化などにより，さらに充実した初期および後期研修を行うことが可能に
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なったと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
高齢化社会の到来，自殺の増加などは現在の日本における最も重要な医学的，社会的問題の 1 つである．また，
地域連携，特にプライマリケア医との連携に基づく精神医療が求められるようになり，緩和ケアをはじめとする身体
疾患患者の心理的ケアも重視されるようになった．これらを踏まえ，総合病院精神科として先進的な医療を展開する
ために必要な臨床研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
「自殺企図の実態と自殺予防のための地域介入に関する研究」（この一部は，多施設共同の厚生労働科学研究として
行われている）
「不安障害に対する認知行動療法の効果に関する研究」
「がん患者の不安と抑うつに関する研究」
「透析患者・腎移植患者の不安と抑うつに関する研究」
「身体疾患患者の精神医学的問題の新しいスクリーニング法の開発」
「医療者のメンタルヘルスの維持，向上に関する研究」
「老年期認知症，特に Alzheimer 病の臨床的研究」
「幻の同居人のわが国における症候学的特徴に関する研究」
3-3．研究内容と達成度
いずれも臨床的に重要な意味をもつ研究である．すでに一部を発表しているが，達成度は不十分であり，結果を蓄
積し，さらに明確な所見を提示していきたい．
3-4．自己評価と次年度計画
いずれの研究も開始から時間が短く，まだ十分な結果が得られていない，しかし，テーマと方法は明確で，有意義
な結果が得られると予測している．現在の研究を継続していきたい．各種の不安障害，特にがん患者の不安抑うつに
対して治療的視点から分析して実践的に成果が得られている．さらに，日本ではまだ評価の定まっていない特殊精神
療法である対人関係療法の遷延性うつ病に対する効果の研究も行うことにしたい．老年期の精神障害に関しては，
「幻
の同居人」のわが国における症候学的特徴が明らかにされた．これらを礎にさらに発展させたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
入院病床をもたない総合病院精神科として，専門的外来診療の重視，リエゾン診療を活発に行うことなどが当科の
診療の特色である．外来患者としては，不安障害，抑うつなどのいわゆる都市型の疾患患者と人口動態を反映して老
人患者が増加している．その際，合理的な薬物療法の徹底，基本に忠実な精神療法と新しい特殊精神療法である認知
行動療法の重視，地域連携に基づく診療の推進などに特に配慮している．そのため診療件数は著しく増加している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員会の有無
埼玉県労災委員会精神部会委員：深津

亮

精神医療観察法精神保健判定医：深津

亮

日本損害保険料率算出機構中央審査委員：堀川直史
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本総合病院精神医学会学会誌「総合病院精神医学」編集委員長：堀川直史
「精神科治療学」編集委員：堀川直史
日本老年精神医学会学会誌「老年精神医学雑誌」編集委員：深津
「Dementia

and Cognition」編集アドバイザー：深津

「Academy

of

亮

亮

Psychosomatic Medicine」Program Committee：KISHI，Yasuhiro

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉県，
川越市，
その他の地方自治体，
県医師会，市医師会，県看護協会などからの依頼により，地域の研究会，
研修会，
市民講座などでの講演や症例提示を積極的に行っている．
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6．業績
6-1．論文・学会発表
①堀川直史：一般身体疾患による気分障害．今日の治療指針（2008 年版）（山口徹，北原光夫，福井次矢総編集）
．
医学書院，724-725，2008
②堀川直史：コンサルテーション・リエゾン精神医学．気分障害（上島国利，樋口輝彦，野村総一郎，大野裕，神
庭重信，尾崎紀夫編）
．医学書院，602-610，2008
③松木秀幸，松木麻妃，小林清香，堀川直史：日本の透析患者の「うつ」．臨床透析 34：1385-1391，2008/9
④岸泰宏，堀川直史：指定医・専門医資格申請用の症例レポート，日本総合病院精神医学会症例報告．臨床精神医
学 2008 年増刊：269-273，2008
⑤堀川直史：認知症・せん妄と睡眠障害．精神科 12：191-195，2008
⑥ Mechanisms of neurodegeneration in mucopolysaccharidoses Ⅱ and Ⅲ B:analysis of human brain tissue.
Hamano K, Hayashi M, Shioda K, Fukatsu R, Mizutani S.
Acta Neuropathol.2008

;115（5）:547-59.

⑦深津亮．高齢者虐待とは．老年精神医学雑誌 19 巻（12）：1295-1300 （2008.12）
⑧深津亮，中野倫仁．アルツハイマー病の治療；アルツハイマー病に対する非薬物療法
診断と治療

96 巻 11 号：2351-2356，2008

⑨深津亮．高齢者の心気的訴え．老年精神医学雑誌

20 巻（2）：141-148，2009

⑩深津亮，藤井充，中野倫仁，戸塚貴雄．
「幻の同居人」を呈した遅発性パラフレニアに関する臨床的検討

認

知症と遅発性パラフレニアにおける「幻の同居人」の症候学比較，老年精神医学雑誌 19 巻（増刊Ⅱ）
：162，
2008
6-2．獲得研究費
「自殺対策戦略研究救急介入」
（厚生労働科学研究．2005 年− 2009 年
6-3．受賞
該当なし．
6-4．特許，実用新案
該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等開催実施
地域における外来精神医療を考える会（第 6 回）
救急リエゾンと地域精神医療研究会
埼玉サイコオンコロジー研究会（第 4 回，第 5 回）
埼玉サイコネフロロジー研究会（第 2 回，第 3 回）
さいたま認知症懇話会（第 34 回，第 35 回）

7．自己点検・評価
精神医学へのニーズの拡大と現在の新しい精神医学の役割を踏まえた精神医学の臨床，教育，研究を進めていきた
い．当科内部でこの方向がようやく定着したところであり，現在はまだ不十分な点が多いが，今後これらが有効に機
能するように努力していきたい．
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2．30）中央検査部
1．構成員
池田

斉（IKEDA，Hitoshi）
：教授：部長：臨床検査医学，内分泌学，甲状腺学

三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）
：准教授：副部長：臨床検査医学，内分泌学
原島典子（HARASHIMA，Noriko）
：技師長
［分析検査 -I］田口隆由，庄司和春，岩野美由紀，関根和江，井上彩子，波木井裕之
［分析検査 -II］室谷孝志，伊藤浩治，廣瀬久美，高田千浩，田代理佳，[ 形態検査 -I]
寺井弘明，笛木知子，島田崇史，鈴木美子，高田雅代，［形態検査 -II］奈良
賀子，石川久美子，
［微生物検査］関根

進，藤宮

豊，加納 美紀，金澤めぐみ，松尾千

敏，江端英祐，松坂彩佳，渡辺敬依子，鈴木

勤，［生理機能

検査］吉元美知子，広瀬ヒロ子，吉田和広，金島奈津子，中島千晶，伊藤友彦，大村清夏，森亜梨紗，山下美奈子，
黒田正徳，田中文子，瀬戸山昌宏，西牧

悦，三村弘司，［中央採血室］大野優子，田口香織，久保井由紀子，
［出

向（かわごえクリニック）
］惣滑谷真寿美，
［非常勤］吉野恵美：臨床検査技師

2．教育
2-1．目的・目標：中央検査部は，医学部 5 年生の BSL，看護学生に対する講義，臨床検査技師をめざす学生の病院
実習などの教育を担当している．また，skill-up，新たな知識・技術の導入のために部内および他科と共同で定期的
勉強会を開催している．中央検査部としての医学部 5 年生の BSL の目的・目標は検査のオーダーから結果が出るま
での一連の過程の理解，各検査の方法・機器等の概略理解，基本的検査手技の実習などを通じて各種臨床検査を適確
にかつ効率良く使いこなす技量を身に付けることである．第一内科と共同で行っている内分泌の BSL では内分泌全
般および甲状腺疾患の基礎と臨床の理解を目指している．
2-2．教育内容：池田教授は外来において甲状腺疾患の基礎と臨床の指導，木曜日午前は内分泌疾患全般にわたる講
義を行っており，また，埼玉医科大学総合医療センター看護学校において，1 年生の授業「医療概論」を担当した．
中央検査部の BSL は大学病院中央検査部と分担し，三橋准教授が中央検査部における検査オーダーの受け取り・採血・
検体処理・検査機器への投入・検査結果の確認・検査結果の臨床端末への送信までの各工程について実習を担当した．
技師長以下臨床検査技師が中心となって，学生の臨地実習教育（病院実習）を行った．
2-3．達成度：中央検査部の BSL は実習終了後にディスカッションを行い理解度を確認した．内分泌の BSL は内分泌
全般についての国家試験過去問題によって，達成度の確認を行った．
2-4．自己評価と次年度計画：BSL，看護学生教育，臨地実習，自己啓発のそれぞれにおいて年度目標をほぼ達成できた．
平成 21 年度はこれらの教育活動の一層の充実を目指す．

3．研究
3-1．目的・目標：新しい臨床検査法の開発および既存検査法の改良
3-2．研究プロジェクト：プロテオーム解析による新規病態・疾患マーカーの探索とその臨床検査への応用．甲状腺
ホルモン検査に干渉する物質の検討．
3-3．研究内容と達成度：潜在性甲状腺機能低下症における新しい病態・疾患マーカーを血清のプロテオーム解析に
より探索し，これらの病態生理との関連を解析し，病態・疾患の早期診断・治療効果判定・予後予測などへの臨床応
用を探る．蛍光標識試薬・二次元電気泳動装置・高精度蛍光スキャナーおよび専用ソフトウエアによるプロテオーム
解析装置により基礎的検討結果の評価を行った．甲状腺ホルモン検査で異常乖離を示した検体について，その原因を
追求し，甲状腺ホルモンに対する自己抗体であることを明らかにした．
3-4．自己評価と次年度計画：平成 20 年度は二次元ディファレンスプロテオーム解析の基礎的検討を行い，予備的
成果をあげられた．次年度は，健常者・甲状腺疾患患者サンプルの解析を開始する予定である．甲状腺ホルモン検査
に干渉する自己抗体はかなりの頻度で存在することが推定されている．現在，その存在を簡単に検出する方法を開発
中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
中央検査部は臨床各科からの検査オーダーに対し正確かつ迅速に結果を報告することを第一の使命としており，特
に診療前検査・時間外検査などで最大限の努力を行っている．また，NST，SMBG，ICT などにおいてチーム医療の
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一端を担っている．さらに先進医療を支える新規検査の積極的導入をはかっている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：
池田斉：日本臨床検査自動化学会誌編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
池田斉：東京医科歯科大学非常勤講師
（臨床検査医学），学位授与機構検査技術委員会，日本臨床検査同学院副理事長，
日本アイソトープ協会インビトロ専門委員会，埼玉県医学検査学会学術顧問
三橋知明：日本甲状腺学会バセドウ病薬物治療ガイドライン作成委員

6．業績
6-1．論文・学会発表：論文総数 4，学会発表総数 6，
①田代理佳 , 室谷孝志 , 関根和江 , 廣瀬久美 , 高田千浩 , 庄司和春 , 伊藤浩治 , 原島典子 , 池田斉：埼玉医科大学総合
医療センターでの NST 活動における臨床検査技師の活動状況．
埼玉県臨床検査技師会雑誌

55 巻 3 号 Page239-243．2008.

②中島千晶 , 伊藤友彦 , 金島奈津子 , 島田崇史 , 大野優子 , 原島典子 , 池田斉：採血業務で経験した事例とその対応
策．埼玉県臨床検査技師会雑誌

55 巻 2 号 Page150．2008.

③三村弘司 , 山下美奈子 , 黒田正徳 , 田中文子 , 原島典子 , 池田斉：術中経食道心エコーにより左房内血栓の急速
消失が確認され心臓外科手術を開胸直前に回避することができた一例．埼玉県臨床検査技師会雑誌

55 巻 2 号

Page133．2008.
④笛木知子 ( 埼玉医科大学総合医療センター 中央検査部 ), 原島典子 , 寺井弘明 , 元井美子 , 高田雅代 , 伊藤友彦 , 池
田斉：単球増加を呈した悪性リンパ腫の一症例 ( 会議録 / 症例報告 ) 医学検査

57 巻 4 号

Page458，2008.

⑤伊藤浩治，原島典子，三橋知明，池田斉：血糖測定における POCT 機と SMBG 機の比較検討その 1．第 40 回日
本臨床検査自動化学会．横浜，2008 年 10 月 10 日．
⑥伊藤浩治，原島典子，三橋知明，池田斉：血糖測定における POCT 機と SMBG 機の比較検討その 2．第 40 回日
本臨床検査自動化学会．横浜，2008 年 10 月 10 日．
⑦笛木知子，加納美紀，原島典子，池田斉：グルテスト Neo スーパーとニプロケアファストメーターの基礎的検討．
第 40 回日本臨床検査自動化学会．横浜，2008 年 10 月 10 日．
⑧室谷孝志，原島典子，三橋知明，池田斉：TRAb 自動分析法の比較検討．第 40 回日本臨床検査自動化学会．横浜，
2008 年 10 月 10 日．
⑨田口隆由，伊藤浩治，原島典子，池田斉：在庫管理システムを利用した主要原価計算の試み．第 40 回日本臨床
検査自動化学会．横浜，2008 年 10 月 10 日．
⑩加納美紀，奈良豊，松尾千賀子．金澤めぐみ，石川久美子，原島典子，池田斉：当検査室における UF-1000i の
ロジックの検討．第 40 回日本臨床検査自動化学会．横浜，2008 年 10 月 11 日．
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：
池田

斉：日本臨床化学会関東支部総会会長，2008 年 6 月，東京

池田

斉：関東臨床免疫化学研究会会長，2008 年 4 月，東京

三橋

知明：関東臨床免疫化学研究会会長，2008 年 10 月，東京

7．自己点検・評価
日常の検査業務については，各臨床科の要望に十分応えるよう努力が続けられた．一方，教育・研究に関しても従
来どおり全力で遂行している．医学部 5 年生のＢＳＬに関しては，診療指導と講義および実習を通じて成果を挙げ
ている．研究業績に関しては，今年度も継続的に努力が続けられた．今後はさらに検査部としてオリジナリティの高
い研究を目指す．
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2．31）病理部
1．構成員
糸山進次（ITOYAMA, Shinji）
：教授：人体病理学，造血器の病理学
田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi ）
：教授：人体病理学，血液分子病理学
豊住康夫（TOYOZUMI, Yasuo）
：助教
百瀬修二（MOMOSE, Shuji）
：助教
岡

輝明（OKA, Teruaki）
：非常勤講師

安達章子（ADACHI, Akiko）
：非常勤講師
岸

宏久（KISHI, Hirohisa）
：非常勤講師

元井紀子（MOTOI, Noriko）
：非常勤講師
池村雅子（IKEMURA, Masako）
：非常勤医師
森田茂樹（MORITA, Shigeki）
：非常勤医師
斎賀一歩（SAIGA, Kazuho）
：専攻生
扇田智彦（OUGIDA, Tomohiko）
，阿部倫子（ABE, Michiko），木内恭子（KIUCHI, Kyouko），大澤久美子（OHSAWA,
Kumiko）
，
松野和子（MATSUNO, Kazuko）
，
大野優子（OHNO, Yuko），花見恭太（HANAMI, Kyouta），青木智章（AOKI,
Tomoaki）
，中條智子（NAKAJO, Tomoko）以上臨床検査技師

2．教育
2-1．目的
埼玉医科大学は医学系の総合大学となり，医学部学生のほか，技術系学生，看護学生などへも条件の許す範囲内で
講義，実習に協力している．卒後研修にも大きく関わっており，細胞学的，組織学的な理解は，学生が将来どのよう
な医療現場に立っても必ず役に立ち，重要な鍵となる場面があると考えている．
2-2．2-3．教育内容と達成度
卒前教育として，医学部 3 年生の講義，5 年生の BSL，埼玉医科大学総合医療センター看護学校 1 年生の病理学講
義，埼玉医科大学保健医療学部，女子栄養大学，東部医療技術専門学校，西部医療技術専門学校，東京電子専門学院
などの病院実習，独協医科大学医学部 3 年生のリンパ血液病理学講義 3 時間，卒後教育として，CPC，CC（年 11 回）
，
臨床とのカンファランス（婦人科，乳腺外科，血液内科）などを行っている．
2-4．自己評価と次年度目標
一応無事に行ってきたが，医員の移動があるので，人的に極めてきびしく，未定部分が多いが現在やっていること
は基本的に継続しなければならない．臨床とのカンファランスは更に広がり，泌尿器科とのカンファランス，消化器
がんキャンサーボードが予定されている．

3．研究
3-1．目的・目標
当センターにおけるすべての症例に対し，適切で質の高い分析と報告をすることが全ての前提条件としてあり，研
究の大半もそれに沿ったものである．特にリンパ血液系疾患に関しては過去の実績から症例が集まることは既定の事
実であり，そのことに多くのエネルギーを使っている．乳がん，肺がん，卵巣がん，子宮がんなどに関しても積極的
な手術が行われており，これらについても詳しく分析を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
悪性リンパ腫，造血器腫瘍を中心とした研究，結節性硬化症原因遺伝子 Tsc2 の解析など．
3-3．研究内容と達成度
1．乳癌，Basal-like carcinoma について臨床病理学的検討
2．トランスジェニック Eker ラットを用いた固体レベルでの結節性硬化症原因遺伝子 TSC2 の機能解析
3．DNA 組替え因子 dbpA のリンパ腫における機能解析
4．Anaplastic lymphoma kinase（ALK）のリンパ腫における分子遺伝学ならびに臨床病理学的解析
5．その他
3-4．自己評価と次年度目標
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リンパ造血器疾患，乳癌関連の研究で論文が数編発表された．悪性リンパ腫関連で国内の研究者との共同作業による
論文が数編発表された．
今後も悪性リンパ腫の症例が当院に集まる傾向はとどまることは考えにくいので，それに沿っ
た研究に大きな比重が置かれることは必然的と思われる．研究の軸を持つことは重要なことであり，これによって培
われた技術，経験をさまざまな研究に応用して行きたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当センターの日常業務の内容は，病床数から推測されるものと思われる．実際の病理日常診断業務内容として，生
検・手術検体の診断，細胞診断，術中診断，剖検診断を行っているが，年々，これらの絶対数は右肩上がりであるこ
とに加えて，臨床各科の要望もより詳細になってきている．これらを的確に，完全に遂行することを目標として日常
業務に当たっている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員
厚生労働省 :「小児造血器腫瘍の標準的治療法の確立に関する研究」班 : 病理委員会委員 :

田丸淳一

厚生労働省 :「分子基盤に基づく難治性リンパ系腫瘍の診断及び治療法の開発に関する研究」班 : 協力班員 : 田丸淳一
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
糸山進次 : Editorial Board in Journal of Clinical and Experimental Hematopathology.
田 丸 淳 一 : Reviewers Board in Japanese Journal of Clinical Oncology. Editorial Board in Pathology International.
Editorial Board in Journal of Clinical and Experimental Hematopathology. 日本臨床細胞学会編集査読委員 . 日本病
理学会，臨床病理 編集委員会査読委員 .
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本病理学会コンサルテーションメンバー（日本病理学会）: 田丸淳一
日本病理学会サマーフェスト委員 : 田丸淳一
成人悪性リンパ腫治療研究会（ALTSG）病理中央診断委員 : 田丸淳一
A member of European Intergroup Cooperation on Childhood Non-Hodgkin lymphoma（EICNHL）: Jun-ichi Tamaru

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数 : 12，学会発表総数 : 14）
＜学会発表＞
①百瀬修二 , 田丸淳一 , 梶野一徳 , 樋野興夫 , 岸宏久 , 三方一澤 , 黒田一 , 豊住康夫 , 糸山進次 : リンパ腫における
dbpA の発現とその意義 : 第 97 回日本病理学会総会
②豊住康夫 , 百瀬修二 , 田丸淳一 , 糸山進次 : 著明な全身性アミロイドーシスを伴った，若年発症多発性骨髄腫の 1
剖検例 : 第 97 回日本病理学会総会
③花見恭太 , 阿部倫子 , 扇田智彦 , 岡輝明 , 田丸淳一 , 糸山進次 : 粘液産生性肺腺癌の細胞像の検討 : 第 47 回日本臨
床細胞学会秋期大会
④阿部倫子 , 青木智章 , 大野優子 , 大澤久美子 , 木内恭子 , 花見恭太 , 扇田智彦 , 黒田一 , 田丸淳一 , 糸山進次 : 子宮
体部に発生した腺肉腫の 1 例 : 第 47 回日本臨床細胞学会秋期大会
⑤百瀬修二 , 田丸淳一 , 松野和子 , 升田智子 , 梶野一徳 , 樋野興夫 , 得平道英 , 木崎昌弘 , 岸宏久 , 三方一澤 , 糸山進次 :
dbpA は CD30 陽性リンパ腫において高発現する（dbpA, DNA-binding protein A is highly expressed in CD30positive lymphoma）: 第 67 回日本癌学会学術総会
＜原著論文＞
⑥ Kuroda H, Ohnisi K, Sakamoto G, Itoyama S: Clinicopathological study of breast tissue in female-to-male
transsexuals.: Surg Today. 2008;38（12）:1067-71.
⑦ Momose S, Tamaru J, Kishi H, Mikata I, Mori M, Toyozumi Y, Itoyama S:
Hyperactivated STAT3 in ALK-positive diffuse large B-cell lymphoma with clathrin-ALK fusion.: Hum Pathol.
2009 Jan;40（1）:75-82.
⑧ Asano N, Yamamoto K, Tamaru J, Oyama T, Ishida F, Ohshima K, Yoshino T, Nakamura N, Mori S, Yoshie O,
Shimoyama Y, Morishima Y, Kinoshita T, Nakamura S. : Age-related Epstein-Barr virus（EBV）-associated B-cell
lymphoproliferative disorders: comparison with EBV-positive classic Hodgkin lymphoma in elderly patients.:
Blood. 2009 Mar 19; 113（12）:2629-36.
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⑨ Tokuhira M, Iizuka A, Watanabe R, Sekiguchi N, Sato N, Chien CK, Sekiguchi Y, Nemoto T, Hanzawa K, Tamaru J,
Itoyama S, Suzuki H, Takeuchi T, Mori S, Kizaki M.: Severe degenerative change of multiple organs mediated by
chronic active EpsteBasal cytokeratin expression in relation to biological factors in breast cancer.: Hum Pathol.
2008 D in-Barr virus infection with infected T-cell expansion. : Int J Hematol. 2008 Jun;87（5）:520-6.
⑩ Niitsu N, Nakamine H, Okamoto M, Tamaru JI, Hirano M. : A clinicopathological study of nm23-H1 expression in
classical Hodgkin's lymphoma.: Ann Oncol. 2008 Nov; 19（11）:1941-6
6-2．研究費
平成 17-21 年度

文部科学省特定領域研究（発がん）
「疾患モデル動物を用いた多段階発がん研究 : 腎発がんの遺

伝情報システム」 分担

百瀬修二（代表者 : 樋野興夫）

R-CycloBEPA の悪性リンパ腫治療研究 2004- 継続 : 分担

田丸淳一（代表者 : 新津望）

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
LEP-J（若手臨床血液内科医のための教育セミナー）幹事 : 田丸淳一
JINML 幹事 : 田丸淳一

7．自己点検・評価
病理解剖の報告などどうしても遅れがちのものもあるが，現在の人的資源とそこにかかっている負担の重さからど
うしてもやむをえない面があり，その中ではよくやっているとしか言えない．
埼玉医科大学の 3 医療施設は，リンパ造血器系疾患において，大きな存在となりつつあり，当病理部もその中で
の重要な役割を担っている．そのことを更に追求して行くと同時に，それ以外の症例にも一例として比重の軽いもの
はない，ということを肝に銘じ，教育，研究，診療において，病理部が果たしている役割について正しい評価が得ら
れるように努力する．消化器がんキャンサーボードや他大学を含む広域 CPC などが予定されており，これらも積極
的に参加するつもりで準備している．
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2．32）輸血・細胞治療部
1．構成員
前田平生（MAEDA, Hiroo）
：副院長：教授：運営責任者：診療部長：教育主任：研究副主任：輸血学，免疫血液学，
免疫遺伝学（HLA）．
大久保光夫（OKUBO, Mitsuo）
：准教授：診療副部長：教育副主任：研究主任：臨床免疫学，細胞療法．
平田蘭子（HIRATA, Ranko）
：実験助手，
大木浩子（OHKI, Hiroko）主任，今井厚子（IMAI, Atsuko），野呂光恵（NORO,
Mitsue）
，森絵里子（MORI，Eriko）
，藤井あさみ（FUJII Asami），関

佐織（SEKI, Saori）：臨床検査技師，阿南昌

弘（ANAN, Masahiro）
，鈴木康文（SUZUKI Yasufumi）（兼）： 薬剤師．遠山

博（TOHYAMA, Hiroshi）：名誉所長，

輸血学，臨床病理学．

2．教育
2-1．目的：輸血に関する知識はすべての医師に必須のものである．輸血・細胞治療部では，講義と血液型検査と交
差適合試験の実習を通じて，輸血に必要な手技と輸血過誤防止のための知識を習得させる．
2-2．教育内容：輸血医学に関する講義，
実習は輸血学（BSL 各班）1 日間 9:00-17:00 が割り当てられている．講義内容は，
輸血の歴史，本邦の血液事業，血液製剤の種類・製法・特性・適応，適正な輸血療法，血液型検査・不規則抗体検査・
交差適合試験など赤血球輸血に関する免疫血液学，血小板輸血と大量血小板採取法，白血球型（HLA）・血小板型と
同種免疫，輸血後 GVH 病，輸血感染症等の輸血副作用・合併症，自己血輸血法の講義を前田教授が行い，自己血輸
血，血液型，交差適合試験等の実習を大久保准教授が担当した．また，前田教授は 3，6 年生に輸血学の講義を行った．
当基本学科では，埼玉医大学生のために作成された教科書「よくわかる輸血学；羊土社」を使用している．
2-3．達成度：1）学生側の達成度：BSL 筆記試験により確認する．2）指導者側の達成度：講義・実習終了時に回収
する学生の感想・考察の内容から確認する．
2-4．自己評価と次年度計画：BSL では実習を充実させ，教育方法の改善に努めている．例えば，埼玉医大学生専用
の教科書と実習内容を教官が実演する DVD を作成して利用している．実習に対する学生からの評価は高く，教育に
関する評価は優良であると判断される．次年度も，本年度と同様に学生の知識整理と技術習得の手助けとなるように，
わかりやすい教育に努める．特に，医師国家試験に出題された輸血に関する問題は学生に口頭試問を行い，指導する．
本年からは過去に学生から質問のあった事項を網羅した自己学習用のプリントを配布している．

3．研究
3-1．目的：輸血と細胞治療の両部門の研究を行っている．HLA と疾患，細胞治療など，複数の研究を継続して行っ
ている．その目的は，最先端の研究成果を臨床に応用して，患者に還元することである．
3-2．研究グループ
1）進行卵巣癌を対象とした末梢血幹細胞移植併用化学療法は婦人科との共同研究．2）活性化 T 細胞による進行
卵巣癌の治療に関する基礎研究は婦人科と順天堂大学との共同研究．3）HLA と子宮病変のプロスペクティブスタ
ディーは筑波大学吉川教授との共同研究．4）子宮病変異形度と HLA の関連に関する研究は婦人科，斉藤（麻）医師
との共同研究 .5）輸血副作用のプロスペクティブスタディーは厚生労働省研究班への協力．その他各科での HLA と
疾患の関連に関する研究への協力等が行われている．
3-3．研究内容と達成度
1）進行卵巣癌を対象とした末梢血幹細胞移植併用化学療法は論文が出版され，診療体制の変更によりいったん終
了となった．2）活性化 T 細胞による進行卵巣癌の治療に関する研究は T 細胞を活性化する準備が整い，倫理委員会
の審査も済み，慎重に適応患者を選択している．3）HLA と子宮病変のプロスペクティブスタディーは主任研究者が
成果をまとめ，
継続されている．4）
子宮病変異型度と HLA の関連に関する研究は解析が完了し，論文が発表された．5）
輸血副作用のプロスペクティブスタディーが継続されている．6）その他各科での HLA と疾患の関連に関する研究へ
の協力等は引き続き行われている．
3-4．自己評価と次年度計画
共同研究者として参画している全ての研究において，HLA 遺伝子解析を中心とする部分で十分な役割を果たして
おり，評価に値する研究成果をあげていると判断される．活性化 T 細胞による進行卵巣癌の研究は T 細胞を活性化
するアナログペプチドの T 細胞エピトープをもとにした細胞治療法の臨床応用が進んでいる．競争的研究費を獲得
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している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
輸血・細胞治療部は診療科に協力して血液製剤の安全で適正な使用の推進と末梢血幹細胞移植等の先進的な治療に
おいて重要な役割を果たすことを目標としている．本年度の診療実績は，血液型検査：時間内 6,500 件＋時間外 603 件，
交差適合試験：時間内 14,186 単位 + 時間外 5,505 単位，感染症検査：15,002 件（於抗 HCV 抗体の検査），HLA 検
査は 384 件である．自己血輸血：のべ 269 バッグの貯血，末梢血幹細胞 11 回採取，移植 9 回．血液センターへの
返品なしを達成．O 型 MAP 血の緊急輸血に対応．中央検査部の協力により 24 時間態勢の交差適合試験を実施．薬
剤部の協力によりアルブミン製剤の一元管理．輸血管理料 I 取得．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員会
「該当なし」
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
日本輸血細胞治療学会誌：編集長（前田）
，査読者（大久保）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
「該当なし」

6．業績
6-1．論文・学会発表
①松永茂剛 , 阿南昌弘 , 大久保光夫 , 大木浩子 , 今井厚子 , 久保居由紀子 , 野呂光恵 , 森絵理子 , 鈴木康文 , 松村英祥 ,
斉藤正博 , 関博之 , 前田平生 . 当センター産科領域における輸血療法の実際 . 第 56 回日本輸血・細胞治療学会，
2008 年 5 月名古屋．
②大久保光夫 , 柳沢雅実 , 鈴木康文 , 阿南昌弘 , 平田蘭子 , 前田平生．腫瘍マーカー内にエピトープを持つ抗原特異
的 T 細胞による進行卵巣癌治療の研究．第 56 回日本輸血・細胞治療学会，2008 年 5 月名古屋．
③大木浩子 , 今井厚子 , 久保居由紀子 , 野呂光恵 , 森絵理子 , 阿南昌弘 , 鈴木康文 , 大久保光夫 , 前田平生 . 手術用赤
血球製剤使用の推移と T&S 運用．第 56 回日本輸血・細胞治療学会，2008 年 5 月名古屋．
④舘明子 , 阿南昌弘 , 鈴木康文 , 村山敬彦 , 斉藤正博 , 關博之 , 大久保光夫 , 前田平生．当院産科における貯血式自
己血輸血の現状．第 22 回自己血輸血学会総会，2009 年 3 月福島．
⑤大戸斉，大久保光夫編著．わかりやすい周産期・新生児の輸血治療．メジカルビュー社．東京．2009 年 1 月．
⑥ Abe K. Endo Y. Nakazawa N. Kanno K. Okubo M. Hoshino T. Fujita T. Unique phenotypes of C1s deficiency
and abnormality caused by two compound heterozygosities in a Japanese family. Journal of Immunology. 182
（3）:1681-8, 2009 Feb 1.
6-2．獲得研究費
1）文部科学省

科学研究費補助金

基盤研究（C）：前田（研究代表者）；3 分子解析における子宮がんワクチン

の研究（60 万円）
．
2）文部科学省

科学研究費補助金

挑戦的萌芽研究：大久保（研究代表者）；卵巣癌腫瘍マーカー CA125 を癌隔

絶抗原とする活性化 T 細胞治療法に関する研究（60 万円）．
6-3．受賞
「該当なし」
6-4．特許，実用新案
「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
「第 57 回日本輸血・細胞治療学会総会（H21 年 5 月開催）」を主催するための準備を行った．

7．自己点検・評価
1）輸血認定技師資格を二人の臨床検査技師（大木，今井）が有している．前田，大久保が輸血認定医を有しており，
日本輸血学会認定施設となっている．また，平田と今井 , 関が HLA 認定技術者の認定を受け HLA 研修施設となって
いる．大久保は内科学会認定医，日本リウマチ学会専門医等の資格を有している．さらに，遺伝子解析を行う場合の
患者の follow up に欠く事の出来ない遺伝子カウンセラー（人類遺伝学会：臨床遺伝専門医）のプログラムを受けて
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いる．2）教育に関して，
講義と実習に対して学生からの評価を実習終了後に感想形式で答えてもらい．これをフィー
ドバックさせている．尚，学生からは大変良好な評価を得ている．3）研究と業績に関しては，院内のみならず東京
大学 / 筑波大学と順天堂大学（婦人科）との共同研究による成果が得られている．また，公的研究費を継続して得て
いることは評価される．4）診療に関して，末梢血幹細胞採取は開始以来のべ 602 回であり，全国の施設と比較して
も施行症例は豊富で，かつ安全に施行されていること，また，日本臓器移植ネットワークにおける基幹移植検査セン
ターとして，24 時間態勢でドナー検査に対応していることは評価される．5）埼玉医大学生用に輸血の教科書「よ
くわかる輸血学」を作成した．さらに，
「わかりやすい周産期・新生児の輸血治療」を編集した．
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2．33）健康管理科
1．構成員
丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）
：准教授（心臓内科兼担）：内科学，循環器病，動脈硬化
山内

篤（YAMAUCHI, Atsushi）
：助教（兼担，消化器肝臓病内科）

平成 17 年 6 月より，前任の河津教授の後を引き継ぎ，現体制となっている．

2．教育
2-1．目的・目標
日本人間ドック学会は，その目的を「予防医学の普及に貢献し，もって国民全般の健康増進の充実に寄与すること」
としている．臓器別に専門科された今日の内科学のなかで，人間ドック学は全身的に人間を診る学問であり，有機的
に結合された各臓器による生命活動を総合的に評価する場といえる．
2-2．教育内容（担当者）
専任は丸山一人のため，健康管理科として独自の学生への指導は行っていない．心臓内科兼担として，同科の循環
器病学教育に協力している．
2-3．達成度
教育については，引き続き，心臓内科への協力体制を続けていく．
2-4．自己評価と次年度計画
当医療センター人間ドックのさらなる充実と，総合診断学としてのドック学の，心臓内科を介しての学生や研修医
への還元が次年度も目標である．

3．研究
3-1．目的・目標
ドックの主たる目的は，悪性腫瘍の早期発見と動脈硬化性疾患の予防にある．消化器系癌については山内が，その
他の癌についても関係各科との密接な協力の下に，その早期発見に努めている．健康管理科としては，主に加齢によ
る心血管系の変化を主な研究テーマとしている．また心臓内科の豊富な症例を基に，各種の虚血性心疾患，慢性心不
全等の研究プロジェクトにも参加している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト他）
・Pearl study：スタチンの慢性心不全改善効果についての多施設大規模臨床試験
・Colum study：高齢者高血圧患者の，降圧剤併用による心血管イベント抑制効果についての多施設大規模臨床試
験
・心筋梗塞患者の慢性期左室リモデリング：心臓内科や放射線科と共同で，各種 modality を用いた，慢性期心筋
梗塞患者の左室形態や機能についての研究．
・負荷による心血管系の変化：Micro T wave alternance 測定装置などを用いた，虚血性心疾患患者の心血管病変
や突然死の予測の研究．
3-3．研究内容と達成度
研究結果の途中経過については逐次学会報告を行い，論文にも投稿中である．
3-4．自己評価と次年度計画
次年度も癌の早期発見と動脈硬化の予防を主な研究テーマとして，学問としての人間ドックの充実を目指している．
また，予防医学，特に抗加齢医学の中の位置付けについて，当院ドックの将来像も見据えて検討中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当院人間ドックは精密検査型ドックであり，各診療科における精密検査レベルの検査を一泊二日の間に集約してお
こなっている．また，大学病院内ドックの特色として，専門科との密接な連携があげられる．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：AVD（Annuals of Vascular Disease）査読委員，
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日本循環器学会総会演題査読委員，日本動脈硬化学会総会演題査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：学会評議員（日本動脈硬化学会，日本脈管学会，日本循環器学
会

関東地方会，日本臨床生理学会（学会からの依頼により申請中））

6．業績
1）論文・学会発表：
（原著論文）
① Yoshiaki Maruyama, et al. Effect of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors and β -Blockers on Left
Ventricular Remodeling After Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Int. Heart J. 49（4）385-390 2008
② Yoshiaki Maruyama, et al. Relationships between Waist Circumference, and Cardiac Volume and Function in
Subjects of Health Screenings. Ningen Dock 23（6）29-35 2009
③ Yoshiaki Maruyama, et al. Accuracy of Three-Dimensional Echocardiography in Patients with Prior Anteroseptal
Myocardial Infarction. J Echocardiogr 7（1）9-15 2009
④ Yoshiaki MARUYAMA. Aging related arterial-cardiac interaction in Japanese men. Heart Vessels; 24 406-412
2009
⑤ Nobuyuki Masaki, Yoshiaki Maruyama, et al. The eﬀectiveness of risk stratiﬁcation according to CHADS2 score
in Japanese patients with non-valvular atrial ﬁbrillation. Int Heart J. 50（3）323-329 2009
⑥ Shunichi Sato, Yoshiaki Maruyama, et al. Effects of Metabolic Syndrome on Cardiovascular Structure and
Function in Hypertensive Patients. Jpn J Clin Physiol 39（3）143-148 2009
⑦ Yoshiaki Maruyama, et al. Dyssynchrony during acute phase determined by real-time three-dimensional
echocardiography predicts reverse cardiac remodeling and improved cardiac function after reperfusion therapy.
J Cardiol 54 432-440 2009
⑧ Yoshiaki Maruyama, et al. Correlation of left ventricular dyssynchrony with myocardial stunning using dual
single photon emission computed tomography of 123iodine- β -methyl iodophenyl pentadecanoic acid and
201thallium scintigraphy after reperfusion therapy. Ann Nucl Med 23（9）799-805 2009
（症例報告）
⑨外山堅太郎 , 丸山義明 , 他 . 肺水腫を伴う急性腹部大動脈閉塞症を来した発作性心房細動の一例
56 巻

10 号

1067 − 1070

呼吸と循環

2008 年

6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：心臓内科参照

7．自己点検・評価
各診療科，各検査部，病棟の協力により，平成 21 年度よりドック受診患者数が増え，さらなる臨床と研究部門の
発展が期待される．
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2．34）高度救命救急センター
1．構成員（平成 21 年 3 月 31 日現在）
堤

晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）
：教授：高度救命救急センター長：教育副主任：診療副科長：脳神経外科学（頭
部外傷，脳血管障害，一般），救急医学

杉山

聡（SUGIYAMA, Satoru）
：教授：診療科長：教育主任：脳神経外科学（頭部外傷，脳血管障害，一般）
，救
急医学

間藤

卓（MATOU, Takashi）
：准教授：研究主任：ICU 医長：内科学（免疫，一般），集中治療学，救急医学

澤野

誠（SAWANO, Makoto）
：准教授：研究副主任：外科学（消化器外科，血管外科，一般），救急医学

熊井戸邦佳（KUMAIDO, Kuniyoshi）
：講師：脳神経外科学（頭部外傷，脳血管障害，一般），救急医学
森脇龍太郎（MORIWAKI, Ryuutarou）
：講師：外来医長：内科学（循環器，脳血管障害，一般），集中治療学，救
急医学
井口浩一（INOKUCHI, Kouichi）
：講師：病棟医長：整形外科学（脊椎，外傷，一般），救急医医学
中田一之（NAKATA, Kazuyuki）
：講師：病棟医長：内科学（循環器，一般），救急医学
大河原健人（OOKAWARA, Kento）
：講師：総務担当医長：外科学（消化器外科，一般），救急医学
福島憲治（FUKUSHIMA, Kenji）
：講師：整形外科学（外傷，一般），災害医学，救急医学
安藤陽児（ANDOU, Youji）
：助教：救急科教育副主任
山口

充（YAMAGUCHI, Atsushi）
：助教：総務担当医長

高本勝博（TAKAMOTO, Katsuhiro）
：助教：救急科教育副主任
西田匡宏（NISHIDA, Masahiro）
：助教：診療専門員
吉澤貴弘（YOSHIZAWA, Takahiro）
：助教：診療専門員

2．教育
2-1．目的・目標：学生に対しては，クルズスによって救急医療に対する基礎知識を身につけてもらう一方，救急医
療の第一線の現場を自ら体験し，救急医療体制の現状と問題点についても十分な理解が得られることを目標とした．
研修医に対しては，上述した目標以外にも，さらに各種重症疾患に対する集中治療についての実践的な知識や技能の
習得にも重点を置いた．また救急隊が行ったプレホスピタルケアの質を検証・担保する地域のメディカルコントロー
ルも救急医に課せられた使命の１つと考え，各消防本部に出張して積極的にこれに参加した．
2-2．教育内容（担当者）
（1）卒後教育（臨床研修）
堤晴彦がプログラム責任者，澤野誠が研修指導責任者として担当したが，それ以外にもほとんどのスタッフが臨床
研修医に対する卒後教育に関与した．高度救命救急センター初期研修プログラムの理念は以下のとおりである．
●すべての医師が，救急部門（高度救命救急センター・救急科ＥＲ）の研修を通じて，救急患者の緊急性および重
症度の評価を行うことができ，そのための診断能力・知識・技術を身につけることを目標とする．
●外傷，熱傷，中毒，心臓大血管疾患，脳血管障害など多岐にわたる最重症の三次救急患者の，初期治療から手術，
集中治療，リハビリテーションそして退院まで含めた一貫した診療に，主治医の一人として参画することになる．
その中で一人の患者の救命から社会復帰，時には死亡までの全ての過程に関わり，緊急時の対応に必要な知識や
技術を身につけるとともに，地域の救急医療体制や，介護の体制，生命倫理などの問題についても理解を深め，
一人の医師として自分なりの医療観・生命観をはぐくむことも目標となる．
●救急科ＥＲにおける研修と，高度救命救急センターにおける研修とが，連携し，相互に補完することにより，一
次救急，二次救急，三次救急の全てをカバーする広範な救急部門研修を実践する．
このような理念を実現・実践する為に高度救命救急センター初期研修プログラムには以下の特色がある．
●重症救急患者の初療から退院まで一貫して高度救命救急センターの専従医師が診療にあたるシステムをとってい
るため，多くの救急医療施設における研修のように初療や急性期に限定されることなくなく，慢性期の手術，治
療，リハビリまで経験することができる .
●専従医師（指導医）は臨床経験 10 年以上，脳神経外科，外科，整形外科，集中治療，麻酔，内科，循環器，形
成外科，救急など各学会の専門医ないし指導医の資格を有し，高度救命救急センターに収容された患者の手術や
検査などは原則的に専従医師が施行する . また心臓外科や循環器内科など他の診療科と協同して診療にあたるこ
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とも多い . したがって，研修中は極めて多岐にわたる手技，手術，検査などを経験することができる .
●当高度救命救急センターは，地域救急医療，災害医療，ドクターヘリ事業，国際緊急医療援助などでも中心的な
役割を担っており，他の施設では機会の少ないこれらの分野の研修ができる．
研修医教育では，1 ケ月半（高度救命救急センター 3 週間，救急科 ER3 週間）という短期間のローテートではあっ
たが，積極的な研修医に対しては幅広い知識を習得できるよう指導できたと考えている．研修医に対しては，上述
したような個人差をなるべく解消させる意味からも，チェックシートを活用して厚生労働省の指導する必修項目が漏
れなく習得できるような体制をとった．徐々にではあるが，2 年目の選択研修期間に高度救命救急センターなかでも
ICU チーム研修を選択する研修医が増加してきているも成果と考えている．
（2）卒前教育
卒前教育は杉山聡が責任者として担当したが，それ以外にもほとんどのスタッフが関与した．学生に対しては，ク
ルズスによって救急医療に対する基礎知識を身につけてもらう一方，救急医療の第一線の現場を自ら体験し，救急医
療体制の現状と問題点についても十分な理解が得られることを目標とした．具体的には①救急医療現場への参加（昼
間のみならず，希望者には夜間も許可している），②人形を用いた心マッサージ，点滴ライン確保，気管挿菅などの
実技実習や外傷・ACLS などに対するシミュレーション実習の実施，③急性中毒，急性冠症候群，外傷などのクルズス，
などを中心に教育を行った．
学生に対する教育はほぼ BSL 実習としての 5 日間のみに限られたが，緊迫した救急医療現場の雰囲気を堪能して
もらい，それ以外の時間を利用して，臨床に即したクルズスや実践的な実習が行われ，おおむね好評であった．学生
教育は短期間に限定され，その結果救急搬送される症例に偏りが生じ，心肺蘇生法などの現場実習ができない学生も
存在したが，これを克服すべく，人形を用いた BSL・ACLS の実技実習を積極的に取り入れた．
（3）救急隊員・消防隊員教育
救急隊員・消防隊員教育は福島憲治が責任者として担当したが他のスタッフもほとんど全員関与した．救急隊員教
育では，地域のプレホスピタルケアの充実はまさに日進月歩の感があるが，われわれも側面から多少なりとも貢献し
ているものと考えている
県内の救急隊員の教育にも力を注いでおり，埼玉県の委託を受けて総合医療センター内で施行されている年 3 回
の救急標準課程の講義・教育の大半を当科のスタッフが担当しており，また埼玉県救急救命士養成所（さいたま市）
にも出張し，講義・教育を行っている．救急隊が行ったプレホスピタルケアの質を検証・担保する地域のメディカ
ルコントロールも救急医に課せられた使命の 1 つと考え，川越消防局，入間東部地区消防本部，坂戸・鶴ヶ島消防
本部において行われるメディカルコントロール検証会議や事後事例検討会にも毎回参加しており，現場の救急隊員
にもたいへん好評を博している．さらには救急救命士病院実習を定期的に受け入れており，救急救命士の当直実習
のない日は週末のみという日々が続いている．また BLS（Basic Life Support），ACLS（Advanced Cardiovascular Life
Support）
，JATEC（Japan Advanced Trauma Evaluation And Care）などをもとにした心肺蘇生法や外傷初期治療の普
及も，救急医に課せられた任務と考えており，適宜研修会を開催している．
2-4．自己評価と次年度計画：学生教育は短期間の BSL 実習に限定され，その結果救急搬送される症例に偏りが生じ，
心肺蘇生法などの現場実習ができない学生も存在したが，これを克服すべく，人形を用いた BSL・ACLS の実技実習
を積極的に取り入れた．研修医に対しては，上述したような個人差をなるべく解消させる意味からも，チェックシー
トを活用して厚生労働省の指導する必修項目が漏れなく習得できるような体制をとった．救急隊員教育では，地域の
プレホスピタルケアの充実はまさに日進月歩の感があるが，われわれも側面から多少なりとも貢献しているものと考
える．

3．研究
3-1．目的・目標：救急患者の予後を改善することを目的・目標として各種研究を行っているが，既存の科と違って
いるが，既存の科と違って診療分野が多岐にわたるため，研究分野が絞りきれていないのが現状である．
3-2．研究グループ（プロジェクト）
研究活動は間藤卓（研究主任）
，澤野誠（研究副主任）を中心として多くのスタッフが参画し，救急患者の予後を
改善することを目的・目標として，臨床研究のみならず基礎的研究も行っている．研究テーマのうち何らかの形で成
果が出ているものを以下に示す．
●各種病態下における好中球やマクロファージの形態・機能学的変化の検討
●ココアが間藤細胞の活性化に及ぼす影響に関する検討
●呼気分析を用いた極低侵襲循環血液量・心拍出量測定法の研究・開発
●心拍同期流量制御を用いた心肺補助装置の研究・開発
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●内因性一酸化炭素の体内動態に関する研究
●生体ガス分析を教材とした理科・環境教育に関する研究
●集中治療領域における新しい医療機器の開発
●院外心肺停止患者の予後に関連する因子の検討
●脊髄損傷患者の急性期血行動態についての検討
●重症患者管理におけるココアの有用性についての検討
●交通事故患者の病院前搬送における防災ヘリコプターのドクターヘリ的運用に関する研究
●アセトアミノフェン中毒，有機リン系殺虫剤の病態・予後の検討
●救命救急センターにおける循環器救急疾患の診療体制の検討
●外傷患者の転院搬送におけるリスクの評価とその解決に向けての研究
3-3．研究内容と達成度：救急医療分野の発展に貢献することを目的とし，上述した多方面の研究を行っている．呼
気分析を用いた内因性一酸化炭素の体内動態や循環血液量の測定法などは，すでに多数の論文や競争的資金の獲得に
つながっている．他方，学会発表のレベルに泊まっているものが多く，今後の課題と思われる．
3-4．自己評価と次年度計画：上述したように学会発表レベルで留まっているものが多いが，漸次原著論文にしてい
く予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
総症例数は順調に増加している．中でも外傷症例数，特に重症外傷症例の増加である．また ISS46 以上の最重症
外傷症例につては生存退院率 60％とレベル１外傷センターをも上回るもの治療成績を上げている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員：該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員：澤野が文部科学省・学術振興会科学研究費補助金の審査委員ならびに British
Journal of Anaesthesia, Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition の査読委員を務めている．
5-3．その他（社会あるいは医学貢献に関わる業務）：平成 18 年度から埼玉県防災ヘリコプターを使用した医師同乗
システム（いわゆるドクターヘリ的運用）が開始され，そのシステム作りから当救命救急センターが携わった．人口
あたりの医師数が全国でも最低レベルである埼玉県において，広い県域さらには北関東一帯から傷病者を迅速に搬送
可能であることだけではなく，救急現場から救急スタッフによって医療処置を開始できるという大きなメリットがあ
り，救急患者の救命に多大な利益をもたらす可能性があり，期待が大きい．現在は 365 日体制でその運営を総合医
療センター全体として行っており，各科の登録医師に支えられている．当救命救急センターからも６名が登録し，ま
たその運営に当たり中心的役割を担っている．さらに平成 20 年度からは埼玉県の推進するドクターヘリの運用が，
当センター内にヘリポートを設置して行われる予定であり，同様に当救命救急センターが深く関わることとなってい
る．近隣の救急隊員の教育にも力を注いでおり，埼玉県の委託を受けて総合医療センター内で施行されている年３回
の救急標準課程の講義・教育の大半を当科のスタッフが担当しており，また埼玉県救急救命士養成所（さいたま市）
にも出張し，講義・教育を行っている．また川越消防局，入間東部地区消防本部，坂戸・鶴ヶ島消防本部において行
われるメディカルコントロール検証会議や事後事例検討会にも毎回参加しており，現場の救急隊員にもたいへん好評
を博している．さらには救急救命士病院実習を定期的に受け入れており，救急救命士の当直実習のない日は週末のみ
という日々が続いている．また BLS
（Basic Life Support），ACLS（Advanced Cardiovascular Life Support），JATEC
（Japan
Advanced Trauma Evaluation And Care）などをもとにした心肺蘇生法や外傷初期治療の普及も，救急医に課せられ
た任務と考えており，適宜研修会を開催している．

6．業績
①単行本 ,8. 重症患者の管理

呼吸不全 / 酸素療法 / 気道確保と気管挿管 / 機械換気 / ショック / 血行動態モニタ

リングと肺動脈カテーテル法

p263-288, 森脇龍太郎 , ワシントンマニュアル

第 11 版：翻訳 , メディカル・

サイエンス・インターナショナル ,2008
②単行本 ,25. 内科的救急疾患

急性上気道閉塞 / 気胸 / 高温障害 / 寒冷障害 / 溺水 / 中毒（アセトアミノフェン

/ 抗うつ薬 / 心血管系薬 / 腐食性薬物 / エタノールとその他のアルコール類 / リチウム / メトヘモグロビン血症 :
後天性 / オピオイド / 有機リン剤 /phencyclidine/ 神経遮断薬 / 非定型神経遮断薬 / サリチル酸塩 / 鎮静・催眠
薬 / 精神刺激薬 / テオフィリン）/ 吸入毒物

p819-884., 森脇龍太郎 , ワシントンマニュアル

メディカル・サイエンス・インターナショナル ,2008
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③原著 , 呼気分析による極低侵襲心拍出量測定法の開発 , 澤野誠 , 呼気生化学の進歩 10,11-15.,,2008
④ 原 著 ,Beneﬁcial eﬀects of cocoa in perivascular Mato cells of cerebral arterioles in SHR-SP（Izm）rats,Takashi
Mato,Masanori kamei,Ryoichi Ito,Makoto Sawano,Koichi Inokuchi,Kazuyuki Nakata,Atsushi Yamaguchi,Tom
Kouki,Umehachi Mitsuhashi,masao Mato,J Clin.Biochem Nutr.,44,1-9,March,,2009
⑤ 総 説 , 救 急・ 応 急 処 置 を 必 要 と す る 病 態 と 処 置 法

頭 蓋 内 圧 亢 進 , 堤 晴 彦 ,Medical Practice Vo.25 臨 増

560-567.,,2008
⑥総説 , 高度救命救急センターからみた精神科救急の現状

救急医療システムの再構築のために , 堤晴彦 , 精神科

救急 Vol.11 3-9,,2008
⑦総説 , 開放骨折に対する感染予防対策− second-look operation と陰圧閉鎖療法− , 井口浩一，福島憲治，西田匡宏，
吉澤貴弘 , 整・災外 51:1665-1672.,,2008
⑧総説 , 循環動態モニタリングへの呼気分析の応用

新しい低侵襲測定技術の開発 , 澤野誠 , 安定同位体と生体ガス :

医学応用 1（1）,32-38.,,2008
⑨総説 , 救急医療

崩壊から再生への道のり：救急医療の現状と問題点，そして今後 , 堤晴彦 , 治療学 Vol.42

No.12 1297-1302.,,2008
⑩総説 , 増加する内科系救急患者への対応（座談会）, 堤晴彦，明石勝也，浅井康文，奥寺敬 , 治療学 Vol.42 No.12
1385-1392.,,2008
6-2．獲得研究費
●学術振興会

科学研究費補助金

発」
（研究代表者

基盤研究（C）19592097 「呼気分析を応用した極低侵襲心拍出量測定法の開

澤野誠）

●埼玉医科大学学内グラント

07-029 「呼気炭酸ガス分析による極低侵襲心拍出量測定法の開発」（研究代表者

澤野誠）
●日産下科学技術興財団
究代表者

理科・環境教育助成

07288 「おならが語る人体の不思議と地球や太陽系の歴史」
（研

澤野誠）

●全国共済農業協同組合連合会
の研究」
（研究代表者

医療研究助成 「外傷患者の転院搬送におけるリスクの評価とその解決に向けて

井口浩一）

●農業共済総合研究所研究助成 「交通事故傷病者の病院前搬送方法として使用した防災ヘリコプターのドクター
ヘリ的運用に対する評価について」
（研究代表者

福島憲治）

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 58 回日本救急医学関東地方会

2008.2.9（会長 堤晴彦）

7．自己点検・評価
教育・研究・診療いずれにおいても目標は達成されたが，今後診療面でのさらなる症例数の増加・重症化が予想さ
れることを鑑みると人員の拡充の急務であると考えられる．
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3．1）消化器内科
1．構成員
喜多宏人（KITA Hiroto）
：教授：運営責任者：診療科長：消化器疾患
新井

晋（ARAI Susumu）
：講師：副診療科長：病棟医長：教育主任：消化器疾患

石川恵子（ISHIKAWA Keiko）
：講師：外来医長：副研究主任：消化器疾患
中井陽介（NAKAI Yousuke）
：助教：教育副主任
中尾将光（NAKAO Masamitsu）
：助教：研修医長
野中康一（NONAKA Kouichi）
：助教

2．教育
消化器腫瘍の診断，治療に関する教育をおこなう

2-1．目的・目標

消化器腫瘍の内科的事項につき教育する

2-2．教育内容
2-3．達成度

目標はほぼ達成された
次年度も同様の目標を継続する

2-4．自己評価と次年度計画

3．研究
3-1．目的・目標

消化器腫瘍の診断，治療に関する研究をおこなう

3-2．研究グループ（研究プロジェクト） 内視鏡的画像解析

治療成績の解析

上記研究を徐々にすすめている

3-3．研究内容と達成度
3-4．自己評価と次年度計画

引き続き上記研究を継続する

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
消化管腫瘍の患者に対し安全で質の高い医療を提供することを目標とし，消化器がんの診断と内科・内視鏡的治療
を行った．早期消化管がんに対する内視鏡治療は技量が安定し，偶発症の少ない安全な治療を提供できた．閉塞性黄
疸に対して経皮的あるいは内視鏡に安全な減黄を行った．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

日本消化器内視鏡学会査読委員，Digestive endoscopy 査読委員，

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文 14，学会 21
代表論文
① Optimal band imaging system can facilitate detection of changes in depressed-type early gastric cancer
Hiroyuki Osawa, Mitsuyo Yoshizawa, Hironori Yamamoto, Hiroto Kita, Kiichi Satoh, Hirohide Ohnishi, Hidetoshi
Nakano, MASAHIRO Wada, Masayuki Arashiro, MAMIKO Tsukui, Kenichi Ido, Kentaro Sugano
Gastrointestinal Endoscopy 67: 226-234, 2008
② Reduced expression of sulfatides and galactosylceramide 3'-sulfotransferase in the gastric mucosa of chronic
gastritis
Hiroyuki Osawa, Hirohide Ohnishi, Hiroto Kita, Toru Igari, Yukiko Hayashi, Masao Iwamori, Masanobu Kawakami
and Kentaro Sugano
J of Clinical Gastroenterology 42: 23-28, 2008
③ Indian hedgehog promotes the migration of rat activated pancreatic stellate cells by increasing membrane
type-1 matrix metalloproteinase on the plasma membrane
Shinozaki S, Ohnishi H, Hama K, Kita H, Yamamoto H, Osawa H, Sato K, Tamada K, Mashima H, Sugano K
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J of cellular Physiology 216: 38-46, 2008
④ Endoscopic manipulation of gastric prolapse in morgagni hernia
Sunada F, Hanatsuka K, Yoshida T, Osawa H, Kita H, Sugano K
Digestive endoscopy 20: 90-91, 2008
⑤ Endoscopic Observation of the Meckel's Diverticulum by Double-Balloon Endoscopy: Report of the Five Cases
Satoshi Shinozaki, Hironori Yamamoto, Hiroto Kita, Tomonori Yano, Michiko Iwamoto, Tomohiko Miyata,1
Yoshikazu Hayashi, Keijiro Sunada, Kenichi Ido, Norio Takayashiki, Kentaro Sugano
J of Gastro and Hepatology, 23: 308-311, 2008
⑥ CD4 T-cell autoreactivity to the mitochondrial autoantigen PDC-E2 in AMA-negative primary biliary cirrhosis
Shimoda S, Miyakawa H, Nakamura, M, Ishibashi, H, Kikuchi, K, Kita, H, Niiro H,

Arinobu Y, Ono N, Mackay IR,

Gershwin ME, Akashi K,
J of Autoimmunity 31: 110-115, 2008
⑦ Double balloon endoscopy
Hiroto Kita

UP TO DATE

⑧日本消化器内視鏡雑誌

50: 1620-21, 2008 新しい手技，処置具，機器

食道表在癌の深達度診断における NBI 併用の有用性−ソフトバルーン装着 8 径プローブを用いて−野中康一，
角嶋直美，喜多宏人
⑨胃と腸

2008 年増刊号

小腸疾患の治療

513-519, 2008

内視鏡治療

喜多宏人，新井晋，石川恵子，中尾将光，角嶋直美，吉野廉子，麻生暁，野中康一
⑩消化器内視鏡
今や常識

vol 20: 1537-1540, 2008

小腸内視鏡 - カプセルとバルーン内視鏡の最新知識

小腸出血に対する内視鏡的アプローチ

治療の実際

喜多宏人，新井晋，石川恵子，中尾将光，野中康一，中井陽介
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

該当なし

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

該当なし

7．自己点検，評価
教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成された．次年度も教育，研究，診療のいずれにおいて目標
達成につとめたい．
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3．2）心臓内科
1．構成員
西村重敬（NISHIMURA Shigeyuki）
：教授：運営責任者：診療科長：循環器病学，虚血性心疾患，心臓核医学
松本万夫（MATSUMOTO Kazuo）
：教授：研究主任：循環器病学，不整脈
小宮山伸之（KOMIYAMA Nobuyuki）
：教授：教育主任：循環器病学，虚血性心疾患，カテーテルインターベンション
松村

誠（MATUMURA Makoto）
：准教授：循環器病学，心エコー検査

村松俊裕（MURAMATSU Toshihiro）
：准教授：外来医長：循環器病学，虚血性心疾患，心不全，心臓核医学
加藤律史（KATOU Ritsushi）
：講師：循環器病学，不整脈，カテーテルアブレーション
中島淑江（NAKAJIMA Yoshie）
：講師：循環器病学，心エコー検査
佐野剛一（SANO Kouichi）
：講師：循環器病学，虚血性心疾患，カテーテルインターベンーション
関

憲司（SEKI Kenji）
：講師：病棟医長：循環器病学，虚血性心疾患．カテーテルインターベンーション

小泉智三（KOIZUMI Tomomi）
：講師：循環器病学，虚血性心疾患．カテーテルインターベンーション
高木英爾（TAKAGI Eiji）
：講師：循環器病学，虚血性心疾患．カテーテルインターベンーション
飯田慎一郎（IIDA Shinichiro）
：講師：循環器病学，心不全
飛梅

威（TOBIMUE takeshi）
：助教：菊谷敏彦（KIKUTANI Toshihiko）：助教：茆原るり（Chihara Rui）：助教：

坂元

敦（SAKAMOTO Atsushi）
：助教：山崎

哲（YMAZAKI Tetsu）：助教：横田

元（YOKOTA Hajime）
，鴨井

祥郎（KAMOI Yoshiro）
：助教：上西正洋（UENISHI Masahiro）：助教：池田礼史（IKEDA Yoshifumi）：助教：石
田仁志（ISHIDA Hitoshi）
：助教：山口真結子（YAMAGUCHI Makiko）
：助教：玉置

徹（TMAKI Thoru）
：助教（平

成 19 年 5 月から）
，
小川晴美（OGAWA Harumi）
：助教：杉

佳紀（Keiki Sugi）大学院生

客員教授：河本修身（KOHOMOTO Osami）
，循環器病学，心機能・心不全
客員教授：清水
非常勤講師：元山

渉（SHIMIZU Wataru）
，循環器病学，不整脈，
猛（MOTOYAMA Takeshi），宮本直政（MIYAMOTO

Naomasa），浅野由起雄（ASNO Yukio）
，

森本義博（MORIMOTO Yoshihiro）
，並木隆雄（NAMIKI Takao），

2．教育
2-1．目的・目標
3 年生では循環器ユニットの中の，循環器病学の基本を，病態整理に基づき理解しやすい講義を目指している．5
年生の BSL および CC では，診療チームの一員となり，診断，治療について，能動的な経験ができることを目標とし
ている．循環器ユニットでは，心臓内科 1 週間，心臓血管外科 1 週間の新しいプログラムを実施した．6 年生への
講義では，国家試験合格に必要とされる内容に加えて，初期臨床研修で求められるレベルを含めて講義を行っている．
2-2．教育内容
3 年生は系統講義を，前期 24 時間，6 年生は 6 時間，6 年生は前期 14 時間，後期 8 時間おこなっている．5 年
生の BSL は学生自身のチェックリストによる自己評価及び新患紹介時のプレゼンテーション，教授回診時の病状の
説明，終了時の諮問を通して学ぶ．松本教授が，医学英語のユニットディレクターであり，2 年生の医学英語 32 時間，
3 年生医学英語 20 時間を当科で担当している．
2-3．達成度
BSL 時の，学生の理解度等は，1 年間の空白があるためか，臨床実習を，問題なく受けることができるレベルにあ
るとは言い難い．BSL での臨床経験は，量，質とも改善を要する．
2-4．自己評価と次年度計画
系統的講義は，病態生理に基づく内容で，かつ考え方を学べるように行いたい．今後の OSCE への対応として，胸
部の診察は，臨床入門の重要な部分であり，指導医が内容を十分に理解して，指導にあたりたい．内科の重要な領域
として，5 年生の CC では治療チームの一員となり，CC と卒後臨床研修をリンクさせた内容とするように検討して
いきたい．BSL では，心臓内科での実習は 1 週間と従来の半分となったため，受け持ち患者の疾患の疾患について
は，
深く学べたものの循環器内科全般の知識の復習までの時間的余裕がなかったと判断された．いくつかグループで，
CC を導入したが，4 週間の間に，内科診断および治療についての一般的知識の習得をめざした．知識の再確認と診
療の実際をどのようにプログラム内容としてバランスをとるかを再検討したい．
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3．研究
3-1．目的，目標
臨床的な問題で，その解決により，診療の質向上に貢献できるテーマを選択する．
3-2．研究グループ
虚血性心疾患グループ，不整脈グループ，心不全グループ，および心臓核医学グループ，心臓超音波検査，心臓
CT，心臓 MRI 画像診断グループに分けている．心不全グループでは，心筋細胞を用いた心筋内情報伝達機序に関す
る基礎研究もおこなっている．
3-3．研究内容と達成度
虚血性心疾患グループは，小宮山伸之教授を中心に，薬物溶出性ステント等を用いた経皮的冠動脈再建術の適応と
効果，冠動脈超音波検査による動脈硬化病変の組織性状診断に基づく危険なプラークの同定と治療に関する変化等を
研究を継続している．薬物治療によるプラーク性状の変化等の治療成績等の学会発表を行いつつある．また，多施設
臨床研究し，薬剤介入による動脈硬化病変の変化を検討する研究が進行中である．佐野講師を中心に，薬剤ステント
の治療成績や，IVUS を用いた至適挿入法等の研究と行っている．
不整脈グループは，松本万夫教授を中心にカテーテルアブレーションの技術を拡大し，心房細動の症例にも施行し，
その適応と効果を検討している．
心室性頻拍症へのカテーテルアブレーション施行とともに，心房細動に対するカテー
テルアブレーション治療の症例を多く積み重ね，その治療成績を発表してきた，心室細動等による心臓突然死のハイ
リスク群へ植え込み型除細動器の効果の研究，
心不全例へのデバイスを用いた再同期治療の適応と治療効果を研究し，
その成果を，論文および学会で発表している．
心不全グループでは重症心不全の診断と，至適薬物治療についての生化学的マーカーによる効果判定の有効性等の研
究を行っている．心臓核医学グループでは，新しく導入された，SPECT/CT を用いた冠動脈疾患の診断能についての
研究を続けている．また，画像を基にして，虚血性心疾患のリスク評価を行う多施設研究に参加し，その解析にも参
加している．画像診断グループでは，再同期療法の至適条件の心臓超音波的診断について研究をしている．
3-4．自己評価と次年度計画
それぞれの研究の主テーマは，数年前から研究してきたものであり，一部はその成果を，英語原著論文としてまと
めることができつつある．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
循環器疾患のすべてに対応できるように，それぞれの分野の最先端の診療を行っている専門医を中心にした診療グ
ループが，集約して高度な診療を提供できる体制をとっている．心臓カテーテル検査，冠動脈インターベンション，
不整脈アブレーション治療，心臓ペースメーカー治療，植え込み型徐細動器による治療，再同期治療等の実施し，症
例数も増加している．非観血的検査である心臓核医学検査，心臓超音波検査，運動負荷検査と，新たに心臓 CT 検査，
心臓 MRI 検査を多数例に行っている．心臓移植例の術後管理，他施設からのコンサルテーションに当たっている．
J-ACCESSII, J-RHYTHMII，PEARL, JAPAN-ACS, J-COMPASS，等の医師主導の全国的な治験にも参加している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
西村重敬が，労働省労働基準局中央労災医員，さいたま地方裁判所専門委員である．小宮山伸之が，埼玉県社会保
険診療報酬請求書審査専門医員を務めている．
5-2．学術誌．編集委員，査読の有無
西村重敬は日本冠疾患学会の編集委員を努め，西村重敬，松本万夫，小宮山伸之は，Circulation journal（日本循
環器学会機関誌）
，心臓，日本核医学学会誌，Internal

Medicine 等の査読者を務めた．

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

6．業績
6-1．論文，学会発表
論文総数 14，学会発表 31
論文等 10 編
① Yamada KP, Koizumi T, Yamaguchi H, Kaneda, Bonneau H, Honda Y, Fitzgerald PJ. Serial angiographic and
intravascular ultrasound analysis of late stent strut fracture of sirolimus-eluting stents in native coronary
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arteries. International Journal of Cardiology; 130: 255-259, 2008
② Suzuki Y, Ikeno F, Koizumi T, Tio F, Yeung AC,Yock PG, Fitzgerald PJ, Fearon WF. In Vivo Comparison Between
Optical Coherence Tomography and Intravascular Ultrasound for Detecting Small Degrees of In-Stent Neointima
After Stent Implantation. J. Am. Coll. Cardiol. Intv.;1;168-173, 2008
③ Nakajima K,Tamaki N, Kuwabara Y, Kawano M, Matsunari I, Taki J, Nishimura S, Yamashina
Tomoike H. Prediction of functional recovery after revascularization using quantitativ

A, Is

hida Y,

e gated myocardial

perfusion SPECT: a multi-center cohort study in Japan Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008;35:2038-48.
④ Bernheim AM, Nakajima Y, Pellikka PA. Left Ventricular Dyssynchrony in Patients with Normal Ventricular
Systolic Function Referred for Exercise Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2008;21:1145-9
⑤赤羽睦弘，松村 誠，許

俊鋭，田村清，望月 剛，尾本良三．メカニカル・電子スキャンハイブリッド型トラ

ンスジューサによる 3 次元心エコー図法の開発に関する研究：特に心腔 内カテーテル映像に関する基礎的検
討 . 日本画像医学雑誌
⑥小宮山伸之

26：159-171.2008.

Debulking PCI（DCA， ロ ー タ ブ レ ー タ ）． 堀

正 二， 永 井 良 三 編， 循 環 器 疾 患 最 新 の 治 療

2008-2009．南江堂，東京，109-112.2008．
⑦小宮山伸之 急性心筋梗塞．腹痛診療ナビ．神保勝一

編，日本医事新報社，東京，245-248.2008．

⑧小宮山伸之．大動脈解離．腹痛診療ナビ．神保勝一

編，日本医事新報社，東京，249-252,2008．

⑨加藤律史

松本万夫．β遮断薬．Medical practice 25，1035-40，2008．

⑩高木英爾．画像診断に必要な解剖，整理の知識 1．解剖・生理の一般的な知識

見て診て学ぶ虚血性心疾患の画

像診断木村文子，西村重敬：編，永井書店，東京，17-27，2009.
6-2．獲得研究費
小泉智三講師 ; 第 41 回

財団法人

三井厚生事業団医学研究助成

100 万円

6-3．受賞
該当無し
6-4．特許，実用新案
該当無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
鎌北湖セミナーを 3 回開催した．

7．自己点検・評価
学生には，3 年生への循環器ユニットの主たる部分の講義，4 年生の臨床入門，5 年生の BSL，6 年生の総まとめ
の講義をとおして，国家試験の合格レベルのみでなく，医師となった時に有用である考え方を習得できることをめざ
している．循環器病学は，その知識量が膨大であるため，6 年生への講義を，重要な点を強調する方針も取り入れた．
BSL から CC へ移行すれば，臨床実習の期間が延長するので，初期臨床研修とリンクした，卒前教育を行っていきたい．
心臓カテーテル検査，冠動脈インターベンション，不整脈アブレーション治療，心臓ペースメーカー治療に加えて，
植え込み型徐細動器による治療，再同期治療等の先進的治療，の中から，outcome で評価できる臨床研究を行って
いきたい．
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3．3）呼吸器内科
1．構成員
小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）
：教授：運営責任者：診療科長：肺癌
村山芳武（MURAYAMA, Yoshitake）
：准教授：研究主任：肺癌
大谷秀雄（OYA, Hideo）
：講師：医長：診療副科長：肺癌
小山信之（KOYAMA, Nobuyuki）
：講師：医長：肺癌
斉藤恵理香（SAITO, Erika）
：講師：教育主任：肺癌
長井良昭（NAGAI, Yoshiaki）
：助教：医員：呼吸器内科学
小宮山謙一郎（KOMIYAMA, Kenichiro）
：助教：医員：呼吸器内科学
西原冬実（NISHIHARA, Fuyumi）
：助教：医員：呼吸器内科学
内田義孝（UCHIDA, Yoshitaka）
：助教：医員：呼吸器内科学
前野有理（MAENO, Yuri）
：非常勤医員：呼吸器内科学

2．教育
2-1．目的・目標
医学生が呼吸器悪性疾患を系統的に，
より深く理解できることを目的とした．国家試験合格率向上に寄与すること，
臨床実習生のモチベーションを高揚することを目標とした．
2-2．教育内容
5 年生の BSL では，画像診断教育，実地臨床見学及び，可能なものについては鑑別診断，初期検査計画立案，クル
ズスと多面的な実地教育を行った．クリニカル・クラークシップにおいては，より実際の臨床に即した教育を行った．
2-3．達成度
5 年生の BSL の内容については，基本的画像診断のあり方を理解させるよう配慮した．クリニカル・クラークシッ
プにおいては，診断から治療への流れを実際の症例を通して体験させることができた．臨床講義については，学生か
らは高い評価を受けた．
2-4．自己評価と次年度計画
・BSL：実質，2 週間に 2 回のクルズスのみであり，その中で画像読影と肺癌の診断・治療を焦点をしぼって，十
分理解させることができたと考える．次年度も同様のシステムで教育を行う．
・クリニカル・クラークシップ：1 か月間の病棟実習で研修医の仕事をつかむことができたと認識している．次年
度は，カンファでのプレゼンテーションも含めたさらなるステップアップをはかりたい．
・講義：肺癌を中心に十分な理解が得られたと考える．次年度は，重要なポイントをピックアップし，めりはりの
ある講義を行いたい．

3．研究
3-1．目的・目標
肺癌に対する治療の前進をめざし，以下の臨床研究，ならびに基礎研究を進めている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
a．肺癌に対する分子標的治療薬である geﬁtinib の安全かつ有効なテーラーメード治療の開発
b．簡便な非小細胞肺癌術後化学療法の開発
c．患者 QOL を評価するツールの開発
3-3．研究内容と達成度
a．肺癌に対する分子標的治療薬である geﬁtinib の安全かつ有効なテーラーメード治療の開発
a．1．すでに報告済み（Cancer Sci. 2008 Mar; 99（3）: 595-600）の，肺癌細胞の EGFR 遺伝子変異を高感度
かつ迅速に検出するシステムを用いて，PS 不良な EGFR 遺伝子変異陽性肺癌への geﬁtinib の臨床的効果を
第Ⅱ相試験で証明した．→ J Clin Oncol 2009 Mar 20;27（9）:1394-400. Epub 2009 Feb 17.
a．2．PS 良好な EGFR 遺伝子変異陽性肺癌を対象とした，化学療法先行 vs. geﬁtinib 先行を比較する第Ⅲ相試験
を遂行した．→現在，症例集積中
b．簡便な非小細胞肺癌術後化学療法の開発
484

呼吸器内科

b．1．病期Ⅱ - Ⅲ期術後非小細胞肺癌に対する第Ⅰ相試験→現在，症例集積中
c．患者 QOL を評価するツールの開発
c．1．がん生存者の QOL と社会要因との関連を明らかにした→下記論文 Psychooncology. 2008 Jun; 17（6）
:606-611 に報告
c．2．EORTC-QLQ-SWB-38 の国際共同開発→翻訳・逆翻訳過程を経て日本語版を作成した．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
EBM に則った治療プロトコールで，系統だった化学療法を行うとともに，EGFR 遺伝子変異高感度迅速診断法によ
り他施設では実践できない先進医療を実践した．また，呼吸器外来・放射線腫瘍科・病理診断科とともに医療チーム
を結成し，集学的治療を行った．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
文部科学省助成「アジア原子力協力フォーラム・放射線治療運営グループ」委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
編集委員：
日本緩和医療学会（副編集長）
Annals Cancer Research and Therapy
日本肺癌学会
日本癌治療学会
査読委員：
BMJ Case Reports
Cancer Science
American Journal of Case Reports
Clinical Optometry
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本緩和医療学会（評議員）
日本癌病態治療研究会（世話人）
日本肺癌学会（評議員）
日本癌治療学会（評議員）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① K. Kobayashi, A. Inoue, K. Usui, M. Maemondo, S. Okinaga, I. Mikami, M. Ando, A. Gemma, S. Morita, K. Hagiwara
First-line geﬁtinib for poor PS patients with EGFR mutations. J Clin Oncol 26: 2008（May 20 suppl; abstr 8070）
② Miyazawa H, Tanaka T, Nagai Y, Matsuoka M; Huqun, Kobayashi K, et al. Peptide nucleic acid-locked nucleic acid
polymerase chain reaction clamp-based detection test for geﬁtinib-refractory T790M epidermal growth factor
receptor mutation. Cancer Sci. 2008 ;99（3）:595-600.
③ Kobayashi K, Morita S, Shimonagayoshi M, Kobayashi M, Fujiki Y, Uchida Y, Yamaguchi K. Effects of
socioeconomic factors and cancer survivors' worries on their quality of life（QOL）in Japan. Psychooncology.
2008;17（6）:606-11.
④ Koyama N, Nagata M, Hagiwara K, and Kanazawa M.A surviving case of Pulmonary Cunninghamella bertholletiae
infection without surgical intervention.

Respirology. 2008 ; 13: 309-11.

6-2．獲得研究費
大和証券ヘルス財団
武田科学振興財団

第 35 回調査研究助成
医学系研究奨励金

100 万円

200 万円

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成され，今後さらなる発展が期待される．
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3．4）内分泌内科・糖尿病内科
1．構成員
犬飼浩一（INUKAI, Kouichi）
：准教授（運営責任者，教育主任）：内分泌・糖尿病学
栗原

進（KURIHARA, Susumu）
：講師：内分泌・糖尿病学

2．教育
教育主任を主任が兼任しているものの，内分泌・糖尿病内科に関する学生教育に関しては，基本的には，毛呂の内
分泌・糖尿病科ですべて行われている．将来的には，当院で行われている特に周術期の血糖管理法などに関して学生
に対して BSL などを通じて教育していく方針である．

3．研究
3-1．目的・目標
内分泌疾患全般，ならびに糖尿病に関する臨床データを蓄積し，学会発表，論文発表などにおいて，当科をアピー
ルすることを目標とする．
3-2．研究プロジェクト
・インスリン療法（特に BOT 療法）のステップアップについて
・インスリン抵抗性因子 PEDF の脂肪細胞における発現調節機構の解明
・セイブルの体重減少効果における前向き研究
3-3．研究内容と達成度
インスリン療法（BOT）のステップアップ方法の検討に関する研究や，新規α GI 薬ミグリトールの臨床試験成績
に関して，糖尿病学会，肥満学会等における学会発表を行い，ほぼ，目標を達成できた．PEDF の発現調節は現在検
討中である．
3-4．自己評価と次年度計画
当院は周術期の血糖管理が多く，定期的な血糖管理をしている患者がいないため，今後は，心筋梗塞や脳梗塞患者
にテーマを絞って臨床研究を遂行していく方針である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
国際医療センターの入院患者における内分泌・代謝分野における疾患を有する患者さん（月延べ約 50 名前後）の
診療を行うことで，周術期や化学療法に伴う合併症を減らし，成績の向上に繋がるように努力することが診療の目標
である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
特にこのような活動は行っていない．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
査読；Endocrine J，Internal Med. などの査読は毎年 3 回程度
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
現在検討中．

6．業績・論文
6-1:
① Kojima K, Motoshima H, Tsutsumi A, Igata M, Matsumura T, Kondo T, Kawashima J, Ichinose K, Furukawa N,
Inukai K, Katayama S, Goldstein BJ, Nishikawa T, Tsurunose K, Araki E, Rottlerin activates AMPK possibly through
LKB1 in vascular cells and tissues. Biochem Biophys Res Commun. 376, 434-438, 2008
② Nakashima Y, Inukai K, Imai K, Ikegami Y, Awata T, Katayama S, Involvement of low adiponectin levels in
impaired glucose tolerance（IGT）. Metabolism 57, 1350-1354, 2008
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③ Ikegami Y, Inukai K, Imai K, Awata T, Asano T, Katayama S, SH3 domain of the phosphatidylinositol 3-kinase
regulatory subunit is responsible for the formation of a sequestration complex with insulin receptor substrate-1.
Biochem Biophys Res Commun. 365, 433-438, 2008
④ Hattori Y, Nakano Y, Hattori S, Tomizawa A, Inukai K, Kasai K, High molecular weight adiponectin activates
AMPK and suppresses cytokine-induced NF-kappaB activation in vascular endothelial cells. FEBS Lett. 182,
1719-1724, 2008
6-2 〜 5: 該当せず．

7．自己点検・評価
教育は，本学の教育主任に一任しているので，評価の対象外であるが，診療，研究に関しては，概ね目標は達成で
きた．今後は，さらなる業績が残せるように一層の精進に励みたい．
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3．5）血液内科
1．構成員
別所正美（BESSHO, Masami）
：教授：科長：臨床血液学，造血因子，貧血
陣内逸郎（JINNAI, Itsuro）
：教授：白血病部門長：臨床血液学，白血病
松田

晃（MATSUDA, Akira）
：教授：造血障害部門長：臨床血液学，貧血

新津

望（NIITSU, Nozomi）
：教授：副科長：悪性リンパ腫部門長：臨床血液学，悪性リンパ腫

川井信孝（KAWAI, Nobutaka）
：准教授：外来医長：造血幹細胞移植部門長：臨床血液学，造血幹細胞移植
矢ケ崎史治（YAGASAKI, Fumiharu）
：講師：専門医員：臨床血液学，白血病，細胞遺伝学
高橋直樹（TAKAHASHII, Naoki）
：講師：病棟医長：研修医長：臨床血液学
脇本直樹（WAKIMOTO, Naoki）
：講師：専門医員：臨床血液学
郡

美佳（KORI, Mika）
：助教：専門医員

関根理恵子（SEKINE, Rieko）
：助教：専門医員
前田智也（MAEDA, Tomoya）
：助教：専門医員
石川真穂（ISHIKAWA, Maho）
：助教：専門医員
岡村大輔（OKAMURA, Daisuke）
：助教：医員
田苗

健（TANAE, Ken）
：助教：医員

萩原由貴（HAGIWARA, Yuki）
：助教：医員
中村裕一（NAKAMURA, Yuichi）
：
（兼担）准教授：専門医員：臨床血液学，多発性骨髄腫

2．教育
2-1．目的・目標
3 年生では病態生理に基づいて代表的な血液疾患の診断と治療を理解する．4 年生では内科的診療技能の基本を身
につける．5 年生では血液疾患の診断と治療の知識を実例に則して深く理解する．6 年生では医師国家試験と初期臨
床研修に対応できる総合的な学力を形成する．初期臨床研修では，内科診療の全般と代表的な血液疾患の診断と治療
の基本を身につける．後期研修では，医学博士の取得，日本内科学会認定内科医，日本内科学会総合内科専門医，日
本血液学会認定血液専門医，日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医の資格取得を目指す．学会の主導する血液専門医
の養成企画にも積極的に協力する．
2-2．教育内容
PBL，臨床入門，OSCE の実施に協力した．3 年生では血液ユニット（総時限数 43，うち血液内科担当（大学病院
血液内科を含む）は 27）を担当した．松田は血液ユニットのディレクタ−（8 月 31 日まで）を努めた．4 年生の臨
床入門では頭頸部の診察の指導を担当した．5 年生のＢＳＬでは 1 グル−プにつき 1 週間を担当し，血液学を担当した．
6 年生には血液学の講義（25 時限）を臨床科目の総仕上げと国家試験への対応を主眼に実施した．各学年の教育には，
教授から助教まで全構成員が参加した．中村，脇本，松田は，ＯＳＣＥの外部および学内評価者として活動し，中村，
松田はＯＳＣＥの学内評価者講習の講師を務めた．松田は造血器領域代表教育主任（8 月 31 日まで），試験問題管
理責任者を努めた．別所は卒前教育委員会委員長を努めた．高橋は臨床研修指導医として，初期研修医の指導を担当
した．別所は血液学会教育委員会の一員として活動した．新津は，日本血液学会主催の第一回（前期，後期）のため
の血液学セミナーの講師を担当した．また，新津は日本リンパ網内系学会教育委員会委員長を務め，「第 1 回若手医
師のためのリンパ腫セミナー」の主宰および講師を担当した．新津は悪性リンパ腫の若手専門医の養成のための教育
プログラムを主宰した
2-3．達成度
3 年生血液ユニットでは不合格者はいなかった．5 年生でも BSL の不合格者はいなかった．6 年生では科目別の成
績が不明のため，血液学単独での評価は困難である．研修医の指導に関しても，診療上の問題は特に発生せず，研修
医から高い評価を得た
2-4．自己評価と次年度計画
平成 20 年度の 5 年生の臨床実習の血液学への割り当ては 1 週間であった．血液学では，今まで学んだ知識を整理
し，さらに深めることを主眼とした実習を行った．臨床実習の主旨を生かすためには，知識だけでなく，体験の機会
を十分に与えることが重要と思われたため，平成 20 年度には，顕微鏡実習を加えた．次年度は，さらにＢＳＬのあ
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り方に工夫を加えたい．研修医の指導に関しては，指導医の負担が大きいので，指導医の数を増やし，負担の分散を
はかりたい．学会等の企画にも引き続き積極的に協力したい．

3．研究
3-1．目的・目標
再生不良性貧血，骨髄異形成症候群，白血病，悪性リンパ腫等の血液疾患に関する多施設共同研究に積極的に参加
するとともに，これら疾患の病態を解明し，新規治療法を開発するための基礎的研究を行う．
3-2．研究グル−プ（研究プロジェクト）
1）特発性造血障害の病態と治療に関する研究
2）白血病の基礎的研究と多施設共同治療研究
3）悪性リンパ腫の基礎的研究と多施設共同治療研究
3-3．研究内容と達成度
1）特発性造血障害に関する研究：厚生労働省の研究班の一員として，主として再生不良性貧血，骨髄異形成症候
群を対象に，病態解明のための基礎研究を行った．松田が中心となり，セントラルレビュ−システムを構築し，
班員施設からの血液標本の評価を担当している．これは，研究班の中でも重要な研究と位置づけられる．このセ
ントラルレビュー結果を基に，
「骨髄異形成症候群（不応性貧血）の形態学的異形成に基づく診断確度区分と形
態診断アトラス」が作成され，海外にも公表した．陣内，松田は，長崎大学およびデュッセルドルフグループと
の骨髄異形成症候群の共同研究を継続し，その成果を既に英文学術誌および国際シンポジウムで発表している．
さらに，この研究は，中国を始めとしたアジアでの共同研究に発展している．顆粒リンパ球増多症に伴う赤芽
球癆についての臨床研究をおこない，その成果を公表した．松田，陣内は International Working Group on MDS
Morphology の委員として活動し，骨髄異形成症候群の形態学的研究の成果を公表した．矢ケ崎，前田，石川，
岡村は，急性白血病および骨髄異形成症候群の発症機序について細胞遺伝学的および分子生物学的手法を用いた
研究を継続し，その成果を学会等で発表した．
2）白血病の基礎的研究と多施設共同治療研究：全国規模の白血病治療共同研究グループの日本成人白血病治療研
究グループ（JALSG）に参加し，多数の患者を登録した．陣内，矢ケ崎は同グループの治療プロトコール作成，
治療結果の解析などに参加した．また，矢ケ崎，前田，石川，岡村が中心となり，基礎的研究を行った．その成
果は，新規治療薬剤の開発等に発展することが見込まれる
3）悪性リンパ腫の基礎的研究と治療に関する多施設共同研究：新津は悪性リンパ腫の全国的な共同研究グル−プ
である成人リンパ腫治療研究会（ALTSG）の運営に参加し，会の発展に貢献しているほか，「悪性リンパ腫臨床
試験研究会」の研究代表者をつとめている．ALTSG では病理セントラルレビュ−システムを日本ではじめて構
築し，2008 年度は第 13 回病理セントラルレビュ−が行われた．新津，郡が中心となり，厚生労働省科学研究
費補助金がん臨床研究事業に基づく「NK 細胞腫瘍に対する東アジア多国間治療研究」に参加している．また，
新津は厚生労働省がん研究助成金
「分子基盤に基づく難治性リンパ系腫瘍の診断及び治療法の開発に関する研究」
に参加し，血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫の後方視的研究に参加し，その成果を論文に公表した．また，新津，
郡が中心となり，厚生労働省科学研究費補助金がん臨床研究事業（肝炎等克服緊急対策研究事業）に基づく「リ
ツキシマブ＋ステロイド併用悪性リンパ腫治療中の B 型肝炎ウイルス再活性化への対策に関する研究」に参加
している．新津，田苗が中心となり造血器腫瘍研究会に参加し，「再発，難治性マントル細胞リンパ腫を対象と
したフルダラビン + リツキシマブ併用療法，多施設共同臨床第 II 相試験」に参加している．
また，新津は悪性リンパ腫の対する予後因子の研究を行い，平成 19-20 年度学内グラントを獲得し，その成果を
学会および論文で公表した．萩原は，埼玉県立がんセンター研究所との共同研究により，白血病の分化誘導療法の基
礎的検討を行ない，学会で公表した．
3-4．自己評価と次年度計画
特発性造血障害に関しては，わが国の再生不良性貧血と骨髄異形成症候群のセントラルレビューを担当し，研究班
の重要な役割を果たしている．次年度は，このシステムによる前方視的な予後調査等，さらに充実をはかりたい．長
崎大学，デュッセルドルフグル−プ，中国グループとの骨髄異形成症候群の共同研究を発展させたい．白血病に関し
ては，引き続き JALSG の一員として共同研究に参画するとともに，より良い治療ストラテジーの開発に取り組みたい．
悪性リンパ腫に関しては ALTSG に積極的に参加し，会の研究をさらに発展させた，また基礎的研究に関しても一定
の成果がでてきていることから，今後は臨床応用可能な成果を出していきたい．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科は血液疾患の中でも，特に再生不良性貧血，骨髄異形成症候群などの特発性造血器障害と，白血病，悪性リン
パ腫などの造血器腫瘍に力を入れている．厚生労働省研究班，JALSG，ALTSG などの共同研究グル−プの一員として，
また骨髄移植推進財団の認定施設として造血幹細胞移植や臨床治験を含む先端医療の実践を目指している．血液疾患
の診療は専門性が高く，また当院の置かれている地域の特殊性から近隣の医療施設からの紹介患者が多い．これら疾
患の当科における治療成績は，国際的に先端的な治療を行っている施設の治療成績と比べて遜色のないものである．
問題点としては，地域での血液疾患患者の当科への受け入れの要望は増加傾向にあるが，これに対応する病床および
専門医の確保が困難になっている点があげられる．今後は，人的資源の確保に努めるとともに，近隣の病院との連携
を深めて，病院機能に応じた診療体制を組むことが必要である．また，高齢の患者が増加しており，これらの患者に
対する最適な治療を開発していく必要がある．

5．その他
5-1．自治体，政府関連の委員
別所正美：厚生労働省医道審議会医師分科会委員
別所正美：厚生労働省薬事・食品衛生審議会委員
別所正美：文部科学省科学技術動向センタ - 専門調査員
新津

望：厚生労働省薬事・食品管理審議会薬事分科会委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員
新津

望：International Journal of Clinical Oncology（IJCO）, editorial board

新津

望：Journal of Clinical and Experimental Hematopathology, editorial Board

新津

望：Japanese Journal of Clinical Oncology, editorial Board

新津

望：International Journal of Hematology, editorial Board

新津

望：Leukemia, reviewer

新津

望 : Cancer science, reviewer

松田

晃：International Journal of Hematology, reviewer

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本内科学会評議員：別所正美
日本血液学会理事，財務委員長：別所正美
日本血液学会代議員：別所正美，陣内逸郎，松田
日本リンパ網内系学会評議員：新津

晃，新津

望，脇本直樹

望

日本リンパ網内系学会将来構想委員会副委員長：新津

望

日本リンパ網内系学会プログラム委員：新津 望
日本血液学会専門医試験問題作成委員 : 新津 望
日本臨床血液学会教育広報委員会委員：別所正美
日本血液学会疾患登録委員会委員：陣内逸郎
MDS center of Excellence（MDS Foundation）責任医師：松田

晃

特発性造血障害に関する調査研究（主任研究者：小澤敬也）研究協力者：松田 晃
特発性造血障害に関する調査研究班共同研究「再生不良性貧血／骨髄異形成症候群の前方視症例登録：セントラル
レビュー」セントラルレビュー実施責任医師：松田 晃
財団法人骨髄移植推進財団

調整医師：川井信孝，高橋直樹

日本成人白血病治療研究会（JALSG）幹事：陣内逸郎
日本成人白血病治療研究会（JALSG）運営委員：矢ヶ崎史冶
全国医学部長病院長会議医学教育委員会医師国家試験に関する専門委員会委員長：
別所正美
International Working Group on MDS Morphology 委員：陣内逸郎，松田
山形大学非常勤講師：新津

晃

望

6．業績
6-1．主要論文
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① Matsuda A, Jinnai I, Miyazaki Y, Tomonaga M: Proposals for a Grading System for Diagnostic Accuracy of
Myelodysplastic Syndromes. Clinical Leukemia 2008, 2: 102-106.
② Nakamura Y, Takahashi N, Kakegawa E, Yoshida K, Ito Y, Kayano H, Niitsu N, Jinnai I, Bessho M: The GAA5
（growth arrest-speciﬁc transcript 5）gene fuses to BCL6 as a result of t（1;3）（q25;127）in a patient with B-cell
lymphoma. Cancer Genetics and Cytogenetics 2008, 182: 144-149.
③ Ihara T, Okamura D, Takahashi N, Kohri M, Kayano H, Tamaru J, Niitsu N: Alveolar Rhabdomyosarcoma
Mimicking Nasal Lymphoma at The Initial Presentation. Journal of Clinical and Experimental Hematopathology
2008, 48: 61-64.
④ Niitsu N, Okamura D, Takahashi N, Tanae K, Hagiwara Y, Kayano H, Bessho M: Renal intravascular large B-cell
lymphoma with early diagnosis by renal biopsy: A case report and review of the literature. Leukemia Research
2008, 33: 728-30.
⑤ Niitsu N, Okamoto M, Nakamine H, Aoki S, Motomura S, Hirano M: Clinico-pathologic features and outcome of
Japanese patients with peripheral T-cell lymphomas. Hematological Oncology 2008, 26: 152-158.
⑥ Niitsu N, Nakamine H, Okamoto M, Tamaru J, Hirano M: A clinicopathological study of nm23-H1 expression in
classical Hodgkin's lymphoma. Annals of Oncology 2008, 19: 1941-1946.
⑦ Niitsu N, Okamoto M, Miura I, Hirano M: Clinical signiﬁcance of 8q24/c-MYC translocation in diﬀuse large B-cell
lymphoma. Cancer Sci. 2008 Nov 25. [Epub ahead of print]
⑧ Niitsu N, Okamoto M, Nakamine H, Hirano M: Clinicopathologic features and treatment outcome of primary
breast diﬀuse large B-cell lymphoma. Leukemia Research 2008, 32: 1837-1841.
⑨ Ghulam J. Mufti, John M. Bennett, Jean Goasguen, Barbara J. Bain, Irith Baumann, Richard Brunning, Mario
Cazzola, Pierre Fenaux, Ulrich Germing, Eva Hellst ｒ om-Lindberg, Itsuro Jinnai, Atsushi Manabe, Akira Matsuda,
Charlotte M. Niemeyer, Guillermo Sanz, Masao Tomonaga, Teresa Vallespi, and Ayami Yoshimi: Diagnosis and
classification of myelodysplastic syndrome: International Working Group on Morphology of Myelodysplastic
Syndrome（IWGM-MDS）consensus proposals for the definition and enumeration of myeloblasts and ring
sideroblasts. Haematologica 2008, 93: 1713-1718.
⑩ Tamai H, Yamaguchi H, Hamaguchi H, Yagasaki F, Bessho M, Kobayashi T, Akiyama H, Sakamaki H, Takahashi
S, Tojo A, Ohmine K, Ozawa K, Okumura H, Nakao S, Arai A, Miura O, Toyota S, Gomi S, Murai Y, Usui N,
Miyazawa K, Ohyashiki K, Takahashi N, Sawada K, Kato A, Oshimi K, Inokuchi K, Dan K: Clinical features of adult
acute leukemia with 11q23 abnormalities in Japan: a co-operative multicenter study. Int J Hematol. 2008, 87:
195-202.
論文総数：45
学会発表総数：61
6-2．獲得研究費
新津

望：分子基盤に基づく難治性リンパ系腫瘍の診断及び治療法の開発に関する研究（主任研究者：木下朝博）

研究協力者
新津

望：平成 19-20 年度学内グラント

新津

望；厚生労働省科学研究費補助金がん臨床研究事業（肝炎等克服緊急対策研究事業）「リツキシマブ＋ステ

悪性リンパ腫の新規予後因子 nm23 に対する分子標的治療法の開発

ロイド併用悪性リンパ腫治療中の B 型肝炎ウイルス再活性化への対策に関する研究」（主任研究者：楠本

茂）

研究協力者
新津

望：厚生労働省科学研究費補助金がん臨床研究事業「NK 細胞腫瘍に対する東アジア多国間治療研究」
（主

任研究者：鈴木律朗） 研究協力者
松田

晃：文部科学省．2007 年度

不応性貧血の臨床特性における民族差に関する日独中国際比較研究（主任研

究者：朝長万左男） 研究分担者
矢ヶ崎史治：厚労省研究補助金 2008 年度

多施設共同研究に登録された白血病の検体収集と検体保存システムの

確立に関する研究 （主任研究者：直江知樹）分担研究者
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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第7回

埼玉 CML 研究会

第3回

群馬・埼玉白血病治療研究会

2008 年 6 月

第2回

埼玉造血幹細胞移植連絡会

大宮

2008 年 6 月
2008 年 10 月

東京
大宮

第 6 回 JINML スライドカンファレンス．2008.4.26. 東京
Basic and advanced hematology seminar 2008. 2008.5.16 大宮
第 7 回 JINML スライドカンファレンス．2008.10.4. 東京
Lymphoma Update Meeting in Saitama 2008 2008 年 4 月大宮

7．自己点検・評価
教育面に関しては，平成 20 年度の 5 年生の臨床実習の血液学への割り当てが 1 週間であった．血液学では，今ま
で学んだ知識を整理し，さらに深めることを主眼とした実習を行った．臨床実習の主旨を生かすためには，体験の機
会を十分に与えることが重要と思われたため，平成 20 年度に顕微鏡実習を加え，血液学に対する理解が深まった．
次年度は，さらにＢＳＬのあり方に工夫を加えたい．また，研修医の指導，若手血液臨床医の養成にも積極的にかか
わっていきたい．
研究面に関しては，わが国の再生不良性貧血および骨髄異形成症候群のセントラルレビューを担当し，特発性造血
障害の班研究で重要な役割を果たしている．また，骨髄異形成症候群に対する新たな薬剤の開発が開始され，その診
断や効果判定においても重要な面となっており，研究はさらに発展すると思われる．また，骨髄異形成症候群に対す
る民族差の研究についても，今後さらに発展すると思われる．
白血病および悪性リンパ腫の治療は，昨年度に引き続き埼玉医科大学病院時代より参加していた全国的な多施設治
療研究グループで継続的に活動できた．また，造血幹細胞移植の症例数も増加しつつあり，それぞれの部門で成果を
あげることができた．今後も活動を広げていきたい．
基礎研究については設備も整い徐々に結果が出てきているが，これまでは診療や教育への配分が優先されてきたた
め十分な成果が発揮できたとは言えない．今後は研究における配分も増し，さらに臨床へ還元できるような成果を出
したい．
発表論文数は前年度と同等，学会発表数は前年度の実績を上回ることができた．今後，内容のレベル向上も含めて
なお一層の努力をしたい．
白血病および悪性リンパ腫の新患数は平成 19 年度よりも増加しているが，地域の医療施設からの要望にまだ十分
に対応はできているとはいえない．今後の課題として，人的資源の確保に努めるとともに近隣の病院との連携を深め
て，それぞれの病院機能に応じた診療体制を構築していきたい．
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3．6）神経内科・脳卒中内科
1．構成員
棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：教授：診療科長：脳卒中の診療，脳微小循環
古屋大典（FURUYA, Daisuke）
：准教授：副診療科長：脳卒中の診療
武田英孝（TAKEDA, Hidetaka）
：准教授：病棟医長：教育主任：脳卒中の診療
服部公彦（HATTORI, Kimihiko）
：助教：脳微小循環
名古屋春満（NAGOYA, Harumitsu）
：助教：脳卒中の診療，脳神経血管内治療
加藤裕司（KATO, Yuji）
：助教：脳卒中の診療，片頭痛の病態
出口一郎（DEGUCHI, Ichiro）
：助教：脳卒中の診療
福岡卓也（FUKUOKA, Takuya）
：助教：脳卒中の診療

2．教育
2-1．目的・目標
脳卒中をはじめとする神経救急疾患の専門的・多角的・効率的な診療経験を積むことが出来る体制を整える．また，
教室員は，各種専門医資格の最短での取得を目指す．
2-2．教育内容
卒前教育：4 年生の講義では，神経疾患について詳細に解説し深い理解を求めている．5 年生の BSL では，総回診
をしながら，患者さんへ接する態度，問診の取り方，神経学的所見の取り方，画像診断などについて詳細に指導して
いる．6 年生に対しては，国家試験に向けて知識の整理を行っている．
卒後教育：週 1 回（月曜夕方）の脳卒中センター全入院患者の症例プレゼンテーション，週 3 回（月・水・金曜の朝）
の新入院カンファレンス，週 1 回（火曜日の昼）の症例検討会，スタッフレクチャーを通じて，研修医および教室
員の神経疾患への理解を深めている．
2-3．達成度
病棟・外来では神経疾患の患者を研修医とともに診療し，診断や治療の考え方を直接指導できた．とくに，厚生労
働省の指定した経験目標および到達目標（下記）を，大学病院の神経内科と協力することでほとんどの研修医に修得
させることができた．
経験目標
1）頭痛，2）めまい，3）失神，4）けいれん発作，5）視力障害，視野狭窄，6）聴覚障害，7）四肢のしびれ，8）
排尿障害，9）意識障害，10）脳・脊髄血管障害（脳梗塞，脳内出血，くも膜下出血），11）認知症，12）脳・脊
髄外傷（頭部外傷，急性硬膜外・硬膜下出血），13）変性疾患，14）脳炎・髄膜炎
到達目標
1）神経学的診察ができ，記載できる
2）髄液検査
3）神経生理学的検査（脳波・筋電図など）
4）穿刺法（腰椎）を実施できる
2-4．自己評価と次年度計画
脳血管障害を中心に重要事項についてはベッドサイドのみでなく，カンファレンスを行い，最新の知見を共有し，
理解を深めることができた．また，教室員においては，各種専門医の合格者を輩出できた．こうしたよい流れを次年
度以降も継続していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
教室員全員が，研究に携わり新しい知見を世の中に発信することを目標とした．
3-2．研究グループ
1）脳血管障害の臨床的研究
2）脳微小循環に関する基礎的研究
3）片頭痛発作の病態に関する研究
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3-3．研究内容と達成度
1）脳血管障害の臨床的研究：超急性期脳梗塞における rt-PA 静注療法の適応判定・治療効果に関する検討，脳梗
塞の放射線学的・症候学的検討，抗血小板薬の血小板凝集能についての検討などを行っている．多施設共同研究
も積極的に行っている．
2）脳微小循環に関する基礎的研究：レーザー照射狭焦点電子顕微鏡も用いて，脳卒中急性期の病態の解明や薬物
の影響を検討している．
3）片頭痛発作の病態に関する研究：片頭痛発作時に Arterial spin labeled MRI を用いた脳血流解析を行っている．
いずれのグループも国内外の学会で研究成果を発表した．現在，並行して論文の作成を進めている．
3-4．自己評価と次年度計画
各研究グループとも精力的に国内外で学会発表を行った．次年度に publish される論文も複数作成することができ
た．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科の診療実績は，TIA, 脳梗塞といった虚血性脳卒中が年間 350 例，次いで神経救急疾患である，めまい症 66 例，
頭痛 14 例，髄膜炎・脳炎 11 例が次ぐ．虚血性脳卒中の症例数については，全国屈指の数で，昼夜を問わず，搬送
される急患に対して，教室員が協力し合い，安全かつ質の高い医療を提供している．診療実績をさらに積み上げ，地
域医療で信頼される脳卒中センターを目指している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉県脳卒中連携パス委員会（埼玉県医師会）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
編集委員：日本脳卒中学会，日本脳循環代謝学会，日本微小循環学会（MVRC）（棚橋）
査読委員：日本神経学会（棚橋）
．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業績
公開市民講座：一般市民への啓発活動として，脳卒中の予防や治療に関する講演会を日本脳卒中協会との共催によ
り行った．
PSLS: Prehospital Stroke Life Support; 地域の救急救命士に対する脳卒中患者の初期対応，意識レベルの診かた，ス
トロークスケールのとりかた，病院前診断の進め方などについて実演をまじえ講義した．
ISLS: Immediate Stroke Life Support; 医師・研修医・ナース・リハビリ療法士などの医療従事者を対象に，病院へ
到着後から専門医コンサルトテーションまでの初期診療でポイントとなる診察手技，検査値の読み方などを指導し
た．

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数 29，学会発表総数 23
代表論文
①棚橋紀夫：
【糖尿病マネージメント up-to-date】合併症の診断と治療

脳血管障害．内科 2008：101：58-63．

②棚橋紀夫 , 古屋大典：
【脳梗塞治療の現状と展望】脳梗塞急性期の治療

血栓溶解療法．神経治療 2008：25：

529-536．
③古屋大典 , 棚橋紀夫：
【心原性脳塞栓症を防ぐ】診る

rt-PA の適応症例を見極める．Heart View 2008：12：

353-359．
④武田英孝 , 棚橋紀夫：
【中年期〜高齢期にわたる長期降圧治療のポイント】降圧治療中に心血管病変を起こしたら
脳血管障害．血圧 2008：15：232-237．
⑤武田英孝 , 棚橋紀夫：
【新薬展望 2008】治療における最近の新薬の位置付け < 薬効別 >

新薬の広場

脳血管障

害治療薬．医薬ジャーナル 2008：44（増刊）：500-506．
⑥名古屋春満 , 棚橋紀夫：この症例から何を学ぶか

椎骨動脈解離．Medical Practice 2008：25：2286-2290．

⑦ Kato Y, Takeda H, Furuya D, Nagoya H, Deguchi I, Tanahashi N：Takotsubo cardiomyopathy associated with top
of the basilar artery syndrome.

J Neurol 2009：256：141-142．

⑧加藤裕司 , 棚橋紀夫：
【心房細動における脳卒中の発症予防】心原性脳塞栓の疫学・病態生理

神経内科の立場か
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ら．呼吸と循環

2008：56：773-778．

⑨出口一郎 , 荒木信夫 , 前島伸一郎 , 武田英孝 , 古屋大典 , 加藤裕司 , 棚橋紀夫：上小脳動脈灌流域の梗塞により
Cerebellar cognitive aﬀective syndrome を呈した 1 例．脳卒中
⑩福岡卓也 , 棚橋紀夫：
【脳梗塞
療学

2008：30：749-754．

病態変遷に即した診断・治療の進歩】血栓溶解療法のリスク・ベネフィット．治

2008：42：1122-1124．

6-2．獲得研究費
厚生労働省科学研究費補助金
H-20- 心筋 - 一般 -001
急性心筋梗塞，脳卒中の急性期医療におけるデータベースを用いた医療提供の在り方に関する研究．
H18- 公 -3
急性期脳梗塞の血圧動態と降圧療法に関する研究．
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれにおいても概ね目標は達成された．
教育面では，研修医に対して教授や准教授が直接的に指導し，カンファレンスやレクチャーを通じて，病巣診断，
病態の考え方を中心に脳血管障害について理解を深めさせるよう努力した．しかし，中堅クラスの指導医や医員が不
足しているために，研修医とマンツーマンで指導する時間がとりにくかった．研究面では，学会活動や論文投稿を通
じて，国内のみならず，世界に新しい知見を発信する下地ができつつあり，次年度以降さらなる飛躍が期待される．
診療面では，限られたベッドを最大限有効に使うことで，虚血性脳卒中の入院患者数が年間 350 例を超え，国内最
大級の症例数に到達しつつある．教育，研究，診療のいずれの面においても，国内屈指の脳卒中センターを目指し，
魅力ある教室を作ってゆきたい．
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3．7）腎臓内科
1．構成員
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：教授：腎臓病学，高血圧，内分泌，透析療法
高根裕史（TAKANE, Hiroshi）
：講師：急性血液浄化，腎臓病学（特に critical nephrology）
（以下，大学腎臓内科と兼担）
岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：准教授：腎臓病学，透析療法
竹中恒夫（TAKENAKA, Tsuneo）
：講師：腎臓病学，透析療法，高血圧
大野洋一（OHNO, Yoichi）
：講師：地域医学医療センター兼担：腎臓病学，高血圧
菅野義彦（KANNO, Yoshihiko）
：講師：医学教育センター兼担：腎臓病学，高血圧
＜助教＞
井上

勉，渡辺裕輔，加藤信孝，星

均，菊田知宏，佐藤貴彦，津田昌宏，新井鐘大

鈴木教授を大学腎臓内科との統合責任者，高根講師を部長とし，以下，大学専任講師以上で 24 時間常に専門的な
血液浄化療法を施行できる体制を整えている．

2．教育
2-1．目的・目標
目標は大学腎臓内科と同様であり，Total nephrology の実践である．その為には Generalist であり Specialist を目
指す必要がある．各種専門医資格取得の前提として，①総合内科 専門医資格の取得，② ACLS プロバイダー（もし
くは ICLS プロバイダー）に成る事を医局全員に課している．加えて，腎臓学・透析学に関しては，情報発信源とし
ての大学病院・医局を常に意識する事を求めている．
2-2．教育内容
医療センターであること，すべての構成員が大学腎臓内科と兼担であることから，4 年生までの卒前教育に関して
は主に大学病院で行っている．臨床実習が導入される 5 年生以降では，定期的なクルズス（少人数講義），臨床講義，
試験問題作成，クリニカルクラークシップ，交換留学生の受け入れ等，専門分野を生かして卒前教育の重要な一翼を
担っている．大学を挙げて取り組んでいる夏期プログラムにおいても，医学部生に限らず保健医療学部生，大学院生
にも臨床現場を体験して頂ける様に広く門戸を開き，実際に見学を希望する学生は多い．
卒後教育に関しては，現在，急性血液浄化施行件数は大学病院を大きく上回っており，腎臓内科の介入が必要な緊
急疾患である電解質・酸塩基平衡異常や，急性血液浄化法に関する分野の教育を担っている．他科と併診中の実症例
に関して各研修医・担当医と discussion する中で，実践的な教育を実行している．また，構成員が積極的に専門資
格を取得するだけでなく，急性血液浄化法に関する教育を希望する医師・臨床工学士・看護師を広く受け入れる準備
がある．加えて，患者の個人情報に配慮しながら「実臨床に役立つ臨床研究」のデザイン法，効率的なデータ収集，
周囲に理解されやすい研究発表の手法など，research-mind を持った役立つ医師・技師・看護師の育成を目指している．
2-3．達成度
卒前，卒後教育ともに 90％以上の達成率はあるものと考えられる．卒前教育では，実症例の呈示など，より実践
に近い教材を取り入れており，年々改善が図られている．卒後教育として，専門資格の習得や，医師の指導に関して
は大学病院腎臓内科と内容が共通する部分が多い．臨床工学技士の教育に関しては，慢性疾患を主体とする大学病院
とは異なる当血液浄化部の特徴を最大限に活用し，日本でもトップクラスの急性血液浄化件数を武器に，実践的な教
育を実施している．他施設で指導的立場にたてる人材を排出している．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：前述のごとく毎年改善を図っている．これまでのように大学に出向いて講義を行うだけではなく，腎臓
内科の実習一環として「維持血液透析を大学病院で，急性血液浄化を国際医療センターで」見学することで，広く血
液浄化の分野を理解して頂くだけではなく，双方の医療機関の有機的なつながりを体験して貰っている．今後も積極
的に学生・留学生を受け入れて行きたい．
卒後教育：多くの診療科の担当スタッフと有機的な連携をとることができる「総合透析医」の育成を目指して，構
成員自らそのあるべき姿を模索中である．
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3．研究
3-1．目的・目標
目標は大学腎臓内科と同様である．臨床医学教室が社会に果たすべき役割は，ここ 10 年で大きく変化した．これ
までより一層，臨床に直結する研究を目指す方針となり，培養細胞や実験動物を用いた基礎研究についても，常に臨
床応用を最終目標としている．
3-2．研究グループ
構成員は大学腎臓内科の研究グループに属しており，両病院の境界は無い．急性血液浄化に関する研究が，当血液
浄化部の主要課題であることはいうまでもないが，維持血液透析や他の腎疾患に関わる臨床研究にも寄与している．
3-3．研究内容と達成度
研究内容に関しては学会・研究会での演目に代表される．持続透析に関連する研究発表は，国内最大規模の症例数
に裏打ちされているため，非常に信頼度の高いデータとして，他院のみならずメーカー側からも注目を集めている．
日本は諸外国と比較しても血液浄化療法が盛んに施行されている事情もあり，国内外への影響を考慮し，十分に吟味
したデータを公表するように心がけている．達成度は 90％以上と自負している．
3-4．自己評価と次年度計画
小規模の研究体制ながら各自が興味を持って熱心に研究に取り組んでいる．大学腎臓内科，地域医学医療センター
とは研究室を共有しており，互いに綿密な協力体制をとっている．血液浄化部専任の臨床工学技師が多数おり，配属
直後から各自に研究テーマが与えられる．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
国際医療センターでは周術期急性腎障害と，入院中の透析患者の維持透析が主たる業務と成っている．持続的血液
濾過透析の延べ施行回数は年間 1000-1500 件，症例数は 150-200 件，その他，血漿交換やエンドトキシン吸着な
どのアフェレーシス施行回数が延べ 50-100 件である．同時に入院中の慢性腎不全患者に対する間歇液的・通常透析
も専用の透析室（最大同時透析施行件数 5 件）提供している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員等
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員等
Editorial board: American Journal of Nephrology, Kidney &Blood pressure Research, Hypertension Research,
Clinical and Experimental Nephrology, Clinical and Experimental Physiology & Pharmacology, Therapeutic Dialysis,
Internal Medicine,
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員，薬事食品衛生審議会専門委員

6．業績
6-1．論文・学会発表
大学病院分，地方規模の研究会，商業誌への総説は除く
①高橋良光 他 , D.L.C を用いた血液浄化療法施行中に発生するへばりつき現象に関する検討 . ICU と CCU, 2008.
32. p. s171-175.
②松田真太郎 他 , CHDF における血液流量が凝固系に与える影響 . 日本透析医学会雑誌 , 2008. 41: p. 477. ( 会議録 )
③松田真太郎 他 , 血液浄化用装置 TR-55X の精度評価 . 日本透析医学会雑誌 , 2008. 41: p. 365. ( 会議録 )
④ 村 杉 浩 他 , 臨 床 工 学 技 士 の 役 割・ そ の 他

血 液 浄 化 用 装 置 TR-55X の 使 用 評 価 . ICU と CCU, 2008. 32. p.

s310-314.
⑤塚本功 他 , 急性血液浄化に使用する浄化器の条件

各種ヘモフィルタの評価 CHDF 施行時における hemoﬁlter

の凝固系への影響 . ICU と CCU, 2008. 32. p. s128-132.
⑥土屋陽平 他 , 持続的血液浄化法の透析液および置換液条件が体外循環中温度に与える影響 . 日本透析医学会雑誌 ,
2008. 41: p. 479. ( 会議録 )
⑦土屋陽平 他 , 持続的血液浄化法における血液流量が温度に与える影響 . 日本透析医学会雑誌 , 2008. 41: p. 476.
( 会議録 )
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⑧土屋陽平 他 , 市販データベースソフトを用いた血液浄化管理システムの構築 . 日本透析医学会雑誌 , 2008. 41: p.
366. ( 会議録 )
6-3．受賞
（該当無し）
6-4．特許・実用新案
（該当無し）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
埼玉透析医学会など

7．自己点検・評価
教育分野では多くの学生，留学生を積極的に受け入れている．大学病院との特色の違いを生かして，血液浄化法の
多様性と可能性を印象深く学んで頂く事に成功している．卒後教育では 3 年目までの研修医に対する教育だけでは
なく，具体的目標として各種資格試験の受験を掲げることで生涯教育にも積極的に取り組んでいる．研究面でも充実
した結果が安定して得られているが，さらに基礎研究も継続していく必要がある．診療面で他科に無い特徴は，大学
病院，地域の透析クリニックや総合病院との治療の一貫性の担保である．周辺地域の腎不全患者は，保存期から長い
場合は 10 年以上に渡って我々が拝見する事になる．責任有る診療を心がけていきたい．近年，埼玉県でも腎疾患・
透析診療，特にそれらの救急医療に関わる医師・医療機関数が激減しており，以前とは比較無い成らないほど広範囲
から入院・転院の御相談を受ける様になっている印象がある．20 年度は医局員数・研修医数とも教室創設以来の少
人数であり，各スタッフも診療の質と安全の確保のために最大限の努力を惜しまなかった．今後も変わらず理想を追
求していく所存である．

499

臨床医学部門（日高キャンパス）

3．8）
（1）腫瘍内科（腫瘍内科）
1．構成員
佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）
：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：臨床腫瘍学
奈良林至（NARABAYASHI, Masaru）
：教授：診療科長：教育主任：臨床腫瘍学，緩和医療学
市川

度（ICHIKAWA Wataru）
：准教授：臨床腫瘍学，消化器内科学

宮

敏路（MIYA, Toshimichi）
：准教授：臨床腫瘍学，呼吸器内科学

長島文夫（NAGASHIMA, Humio）
：講師：臨床腫瘍学，消化器内科学
荒木和浩（ARAKI, Kazuhiro）
：助教
藤田健一（FUJITA, Kenichi）
：助教
伊東

洋（ITOH, Hiroshi）
：助教

砂川

優（SUNAKAWA, Yu）
：助教

山下啓史（YAMASHITA, Keishi）
：助教
石田博雄（ISHIDA, Hiroo）
：助教
水野圭子（MIZUNO, Keiko）
：助教
三輪啓介（MIWA, Keisuke）
：助教
鎌滝哲也（KAMATAKI, Tetsuya）
：客員教授
藤井博文（FUJII, Hirohumi）
：非常勤講師
藤原康弘（FUJIWARA, Yasuhiro）
：非常勤講師
南

博信（MINAMI, Hirohumi）
：非常勤講師

安藤雄一（ANDO, Yuichi）
：非常勤講師
山本

亘（YAMAMOTO, Wataru）
：非常勤講師

廣瀬

敬（HIROSE, Takashi）
：非常勤講師

2．教育
2-1．目的・目標
日本人の二人に一人が悪性腫瘍（がん）に罹患し，三人に一人ががんで死亡することが知られている．この意味で
がんは日本人にとって最も重要な疾患である．本学の学生が臨床医となった際，専門領域にかかわらず，何らかの形
でがん患者にかかわることが予測される．腫瘍内科では，がん診療，特に診断から薬物療法，緩和ケアまでの基本的
な考え方を学ばせることにより，がん患者に対して医師としての最低限対応が可能となることを教育の目的とする．
一方卒後教育としては，がん薬物療法の専門医である腫瘍内科医の育成を目標においている．
2-2．教育内容
医学部学生に対する教育について本年度以下の 2 点が特筆される．まず，本年から腫瘍学の教育が拡充され，2 年
生から 6 年生まで以下に示すように講義枠が拡大され，その内容も充実してきたことにある．次に，臨床実習も本
年度から開始され，1 週間と短い期間ではあるが，すべての学生が腫瘍内科の臨床実習を経験することになった．座
学での知識に加え直接がんで苦しむ患者に接することは，がん医療の本質に触れる絶好の機会であると共に終末期患
者への対応を学ぶ意味も含めて意義深いと思われる．
2 年生

疾病と障害（佐々木，富樫美佐子（院外講師））

3 年生

ターミナルケア，尊厳死（奈良林）

4 年生

がん薬物療法各論：消化器がん（長島）

薬理学（化学療法薬担当）
（佐々木）

オンコロジカル・エマージェンシー（宮）
疼痛対策と緩和医療 （奈良林）
腫瘍学総論（1）,（2）
（佐々木）
薬理遺伝学（1）,（2）
（藤田）
がん薬物療法の基礎 （佐々木）
がん薬物療法各論：肺がん・乳がんほか（佐々木）
抗がん剤の副作用
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6 年生

消化器癌の化学療法 （長島）
悪性腫瘍

（佐々木）

インフオームド・コンセントとがん治療 （奈良林）
乳がんの内科的治療 （佐々木）
一方，大学院養育の一環として，文部科学省が新たに策定した，がんプロフェッショナル養成プラン（がんプロ）
に，｢ 関東広域多職種がん専門家チーム養成拠点 ｣ として千葉大学および筑波大学と共に応募して採択された．本プ
ロジェクトは，大学院教育を通じてがん医療･研究の専門家を育成すると共に，専門医の受験資格を付与するもので
ある．腫瘍内科は，三大学の腫瘍内科医養成の中心グループとして本プロジェクトに貢献している．本年度は 3 名
の医師が本プロジェクトにおける社会人大学院生として入学した．
2-3．達成度
本年度は特に卒前教育の充実がほぼ達成された．卒後教育としてのがんプロフェッショナル養成プランは始まった
ばかりであり，カリキュラムおよび E-learning のコンテンツの充実が課題として残されている．
2-4．自己評価と次年度計画
本年度は，念願の腫瘍学教育のコア・カリキュラム化が実現され，本格的な腫瘍学教育が学部教育として開始され
たことは意義深い．また臨床実習にも腫瘍内科が組み込まれすべての学生ががん医療の実際に触れたことは特筆すべ
き事項であり，
満足すべき 1 年であった．次年度にはこれら講義と実習の充実に向けて努力したい．大学院教育では，
がんプロの採択を契機としてカリキュラムの整備が始まったことが高く評価される．次年度には数多くの大学院生の
入学を目指すと共に E-learning のコンテンツを完成する予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
当科の基本的な研究目標は，臨床薬理学・ゲノムや薬理学研究を通じて安全で効果的ながん薬物療法を確立するこ
とにある．そのために研究面では純粋な基礎医学研究は対象とせず，臨床医学研究もしくはトランスレーショナル・
リサーチに主眼をおいている．臨床研究は，治験および大規模研究に代表される多施設共同臨床試験と薬理学を基盤
とした ”In House Study” に大別されるが，いずれのタイプの研究もわれわれにとっては重要な位置づけにある．
3-2．研究プロジェクト
＊ S1 の薬理遺伝学的研究
＊ Irinotecan による薬物有害反応の遺伝薬理学的解析
＊ Tamoxifen の遺伝薬理学的研究
＊ Gemcitabine の proteome 研究
＊ Disease oriented in-house study
＊治験
3-3．研究内容と達成度
本年はこれまで積み重ねてきたＳ 1 および Irinotecan の研究の一部が論文化され，当初の目的が達成された．また，
来年度以降の研究の中心となるいくつかの ”In House Study” プロジェクトが開始された．
3-4．自己評価と次年度計画
本年度は，11 編の英文原著論文を発表することができたこと，それらの多くが ”In House Study” であり，Journal
of National Cancer Institute などがん関係で Impact Factor が高い雑誌に採択されたことは，当初よりわれわれが目指
していた方向性とも合致し極めて充実した 1 年であった．次年度もこれらの活動を維持すべく頑張るつもりである．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
本年度は，国際医療センターへ移動してから 2 年目にあたる．1 年目は，性急とも思われる慌ただしさの中での移
転であり，病院全体のシステムの不備もあり，患者さんには不便や迷惑をおかけしたと思われる．腫瘍内科は，教室
員の患者第一主義の意識も相まって確実に患者数が増加し，病院経営に対して貢献したか否かは別として少なくとも
診療上の実績は前年に比して上がったものと理解される．とりわけ通院治療センターでの外来化学療法の充実は目を
見張るものがありおそらくわが国の大学では最も多くの症例を外来で治療している施設の一つと思われる．また，大
学としての治験をはじめとする臨床研究もますます活性化し充実した一年であった．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員
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佐々木康綱

内閣府健康研究推進会議アドバイザリーボード

独立行政法人医薬品医療機器総合機構顧問
厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業事前評価委員
昭和大学医学部第一内科学教室客員教授
新潟大学大学院医学研究科非常勤講師
信州大学医学部非常勤講師
日本赤十字社看護大学非常勤講師
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
佐々木康綱（editorial board member）
Cancer Science（associate editor）
Japanese Journal of Clinical Oncology
Cancer Chemotherapy and Pharmacology
Asia-Paciﬁc Journal of Clinical Oncology
Investigational New Drug
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
佐々木康綱

埼玉県社会保険基金審査委員

6．業績
6-1．原著論文
原著論文

10 編

原著
① Ken-ichi Fujita, Fumio Nagashima, Wataru Yamamoto, Hisashi Eodo, Yu Sunakawa, Keishi Yamashita, Hiroo
Ishida, Keiko Mizuno, Mototsugu Matsunaga, Kazuhiro Araki, Ryuhei Tanaka, Wataru Ichikawa, Toshimichi
Miya, Masaru Narabayashi, Yuko Akiyama, Kaori Kawara, Yuichi Ando, Yasutsuna Sasaki: Association of ABCC2
genotype with pharmacokinetics of irinotecan in Japanese patients with metastatic colorectal cancer treated with
irinotecan plus infusional 5-ﬂuorouracil/leucovorin（FOLFIRI）. Biol. Pharm. Bull., 31:2137-2142, 2008
② Yuko Akiyama, Ken-ichi Fujita, Fumio Nagashima, Wataru Yamamoto, Hisashi Endo, Yu Sunakawa, Keishi
Yamashita, Hiroo Ishida, Keiko Mizuno, Kazuhiro Araki, Wataru Ichikawa, Toshimichi Miya, Masaru Narabayashi,
Kaori Kawara, Minako Sugiyama, Takashi Hirose, Yuichi Ando, Yasutsuna Sasaki: Genetic testing for UGT1A1*28
and *6 in Japanese patients who receive irinotecan chemotherapy. Ann Oncol, 19（12）: 2089-90,2008
③ Wataru Ichikawa, Kazuhiro Araki, Ken-ichi Fujita, Wataru Yamamoto, Hisashi Endo, Fumio Nagashima, Ryuhei
Tanaka, Toshimichi Miya, Keiji Kodama, Yu Sunakawa, Masaru Narabayashi, Yuichi Ando, Yuko Akiyama, Kaori
Kawara, Yasutsuna Sasaki UGT1A1*28 Genotype and Irinotecan-Induced Neutropenia: Dose Matters. J. Natl.
Cancer Inst. 100:224-225,2008
④ Ken-ichi Fujita, Wataru Yamamoto, Shoji Endo, Hisashi Endo, Fumio Nagashima, Wataru Ichikawa, Ryuhei
Tanaka, Toshimichi Miya, Kazuhiro Araki, Keiji Kodama, Yu Sunakawa , Masaru Narabayashi, Keisuke Miwa,
Yuichi Ando, Yuko Akiyama, Kaori Kawara, Tetsuya Kamataki and Yasutsuna Sasaki CYP2A6 genotype
and plasma level of 5-chloro-2,4-dihydroxypyridine are determinants of the respective variability of the
pharmacokinetics of tegafur and 5-fluorouracil in Japanese patients with cancer given S-1 Cancer Sci. 99:
1049-1054,2008
⑤ W Ichikawa, K Fujita and Y Sasaki

The Unanswered Question: What Is the Determinant of S-1

Pharmacokinetics? Clin. Pharmacol. Ther. 60:166, 2008
⑥ Y Yamada, M Tahara, T Miya, T Satoh, K SHirao, Y Shimada, A Ohtsu, Y Sasaki, Y Tanigawara. Phase I/II study of
oxaliplatin with oral S-1 as ﬁrst-line therapy for patients with metastatic colorectal cancer. Br. J. Cancer（2008）,
1-5
⑦ Yasuo Shima, Atsushi Ohtsu, Kuniaki Shirao and Yasutsuna Sasaki. Clinical eﬃcacy and safety of octoreotide
（SMS201-995）in terminally ill Japanese cancer patients with malignant bowel obstruction. Jpn. J. Clin. Oncol.
38（5）:354-359,2008
⑧ Hironobu Minami, Kenji Kawada, Yasutsuna Sasaki, Makoto Tahara, Tadahiko Igarashi, Kuniaki Itoh, Hirofumi
Fujii, Toshiaki Saeki, Kazuhiro Ozawa and Hitoshi Sato. Population pharmacokinetics of docetaxel in patients with
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hepatic dysfunction treated in an oncology practice. Cancer Science 2009,100（1）:144-9,2008
⑨ Ken-ichi Fujita, Wataru Ichikawa, Wataru Yamamoto, Hisashi Endo, Fumio Nagashima, Ryuhei Tanaka,
Toshimichi Miya, Kazuhiro Araki, Keiji Kodama, Yu Sunakawa, Masaru Narabayashi, Keisuke Miwa, Yuichi Ando,
Yuko Akiyama, Kaori Kawara and Yasutsuna Sasaki : Fixed dosing and pharmacokinetics of S-1 in Japanese
cancer patients with large body-surface areas. Ann. Oncol., 20: 946-949 ,2009
⑩ Wataru Ichikawa, Yasutsuna Sasaki: Prediction of clinical outcome of S-1-based chemotherapy for gastric cancer
patoents. Gastric Cancer, 12:16-22, 2009.2
6-2．獲得研究
藤田健一：文部科学省科学研究補助金「モルヒネの薬効・有害反応の個体差の原因となる因子の解明」 250 万円
長島

文夫：文部科学省科学研究補助金「薬物動態・遺伝子多型を指標とした抗がん剤投与量の新しい調節法の開発」

310 万円
佐々木康綱：

厚生労働省がん研究助成金 「抗悪性腫瘍薬治療を最適化するための臨床薬理学的研究」班

分担研

究者 120 万円
佐々木康綱：

厚生労働省科学研究補助金「臨床研究の実施・成果の高品質化に必須なデータマネジメント教育プロ

グラムの開発及び普及」班

分担研究者 40 万円

奈良林至：厚生労働省がん研究助成金「がん患者の支持療法・緩和療法の技術の向上及びその評価に関する研究」班
100 万円
奈良林

至：厚生労働科学研究補助金「全国のがん拠点病院において活用が可能な地域連携クリティカルパスモデル

の開発」班

分担研究者

宮敏路（三輪啓介）
：

100 万円

厚生労働省科学研究補助金「原発不明がんの診断・効果的治療の確立に関する研究」班

分

担研究者 70 万円
治験受託研究費
特増寄附金

10 件
3件

7,432,600 円
2,250,000 円

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会・研究会の主催
該当なし

7．自己点検・評価
教育・研究・診療の 3 領域において本年度は，それぞれの activity が，前年度までと比較して飛躍的に充実を遂げ
た一年であった．これまでの埼玉医科大学病院臨床腫瘍科としての基盤に加えて，国際医療センター発足の一年を経
てようやくシステムと人材の両者を基盤とした成果が実ったものと考えている．次年度もこの activity を維持すると
共に日々精進している教室員の努力が外部から正当に評価されるように願っている．
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3．8）
（2）腫瘍内科（緩和医療科）
1．構成員
奈良林至（NARABAYASHI, Masaru）
：教授：診療科長：教育主任：臨床腫瘍学，緩和医療学
伊東

洋（ITOH, Hiroshi）
：助教

2．教育
2-1．目的・目標
緩和医療の対象となる疾患は，ʻ 生命を脅かす疾患 ʼ（WHO: 国立がん研究センターがん情報サービス「緩和ケアと
は」より）とされ，がん（悪性腫瘍）に限定されているわけではない．しかし，年間死亡者数 110 万人の死因のう
ち 1/3 が悪性新生物である現状を考えると，がん患者の症状緩和に焦点が絞られてしまうのは止むを得ない．この
ことは，単に痛みや呼吸困難等の症状を捉え，それを和らげることができれば事足りる，ということではない．症状
が出る原因，がんの病態を正しく理解しておく必要があり，代表的ながんの標準的治療についても緩和医療を学ぶ前
提として理解しておくことが要求される．そうすることにより，合理的な症状緩和の考え方が身につくようになる．
今後，卒前教育においては，腫瘍学を学ぶときに緩和医療も学ぶことができるようなカリキュラムが望まれる．
卒後教育についても，緩和医療単独での研修は必ずしも合理的かつ効果的とはいえず，がん（悪性腫瘍）患者の診
療を行う医師は外科内科問わず，一定期間の緩和医療の研修ができるような体制を作っていくことが必要である．
2-2．教育内容（担当者）
本年度緩和医療科が担当した医学部学生への講義は以下の 3 コマであった．
3 年生「ターミナルケア・尊厳死」

（奈良林至）

4 年生「疼痛対策と緩和医療」

（奈良林至）

6 年生「インフォームド・コンセントと癌治療」 （奈良林至）
※ 5 年生に対しては，BSL で腫瘍内科をまわってきたときに一定時間関わるようにした（奈良林至，伊東洋）
．
2-3．達成度
限られた時間であり，それに見合うような内容に絞らざるを得ない．そう考えれば概ね達成できたと考えるが，緩
和医療が包含する幅広い内容を理解させるには十分とはいえない．
2-4．自己評価と次年度計画
与えられた時間の中で効果的に教育するにはどうしたらよいかを検討し，活かしてゆきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
マンパワー上の制約から，当科単独で研究を行うだけの余力がない．研究に関しては，腫瘍内科と協同して行って
いく．具体的には，腫瘍内科の当該部分を参照のこと．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
同上
3-3．達成度
同上
3-4．自己評価と次年度計画
同上

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
当科は平成 19 年 4 月の国際医療センター開院に合わせ，包括的がんセンター内に新設された診療科で，上記 2 名
のスタッフで外来，及び入院患者の診療を行っている．
緩和医療というと「がんの末期の患者が受けるもの」というイメージがまだまだ患者・家族に根強い．もちろん，
多くのがん末期の患者やその家族は緩和医療の重要な対象であるが，がんに対しての治療を受けている間でも患者，
家族の希望があれば速やかに緩和医療は提供されなければならない．その意味で，がん患者を治療する医師にも緩和
医療は正しく理解されていなければならず，がん診療が車の両輪―がん治療とがん緩和医療―にたとえられる所以で
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ある．
当科としては，がんに対しての治療を受けている，いないにかかわらず，患者の身体的症状を和らげることを通し
て，患者の療養と家族をサポートすることを目標に診療を行っているが，精神腫瘍科やがん相談支援センターと密接
な連携をとっていることも特徴である．
外来診療
初診，再診とも週 3 回，月水金の午前中に原則的には予約診療を行っている（月：伊東，水・金：奈良林）
．対象
はがんあるいは AIDS の患者とその家族とするが，非がん疾患であっても状態によっては対応可能な場合があるので，
ひとまずご相談いただきたい．
入院診療
当科では 2 通りの方法で入院診療を行っている．ひとつは，当科に割り当てられた 2 床を使って，当科外来通院
中の患者が外来での症状コントロールがとれなくなった場合に入院して症状緩和を図るものである．ただし，利用可
能病床が少ないため，入院後症状緩和が得られ，自宅退院が可能な患者では速やかに外来診療，あるいは在宅療養に
切り替え，自宅退院が困難な患者では自宅近くの病医院との連携を前提としての入院診療とせざるを得ない．終末期
となった患者が家族と最後の時間を落ち着いて過ごすといった，いわゆるホスピスとしての利用は困難であり，これ
が最大の問題である．
もうひとつの方法は，
もともとの診療科に入院中の患者に対して緩和ケアチームで診療するものである．すなわち，
患者は主治医の病棟に入院したままで，
身体症状および精神症状を緩和する医師，看護師，薬剤師，栄養士，心理士，
ソー
シャルワーカーなど関連する職種がチームを組んで往診する診療形態である．当院の緩和ケアチームは厚生労働省の
基準を満たしており，患者・家族，主治医の同意を必要とするが，1 日 400 点の緩和ケア診療加算の算定が可能である．
4-2．診療実績データ
外来患者数 519 人，うち新患 56 人（外来受付記録に残っているもののみ），延入院患者数 588 人，平均在院日数
19.8 日となっている．
4-3．診療内容，治療成績
外来，入院いずれも疼痛コントロールの依頼が最も多い．外来では，都内のがん専門病院からがん治療中の患者の
併診と依頼元病院に通院できなくなった場合の診療引継ぎを前提とした早めの依頼が比較的多い．入院理由として多
いのは，
入院可能病床が少ないため，
状態不良の患者でも外来で診療せざるを得ず，予定外受診からの緊急入院である．
4-4．先進医療の開発
該当なし
4-5．実施治験内容
当科単独で受けた治験はない．腫瘍内科で受けた治験に関しては，腫瘍内科の当該部分を参照のこと．
4-6．自己評価と次年度計画
病床数とマンパワーに限りがあることから，
開設 2 年目となったが，決して十分な診療活動ができたわけではなかっ
た．しかしながら，外来診療においては奈良林が腫瘍内科初診を 1 枠担当していること，入院診療においては腫瘍
内科と同じ病棟であることより，薬物療法施行中の患者の症状緩和に関してはスムーズな連携が図れている．
しかし，外来新患数が示している通り，当科が当院，あるいは地域のがん診療の中で十分な役割を果たしていると
は言い難い．外来患者数をいかに増やすかが課題である．
また，急性期病院を掲げる病院の緩和医療科として，限りある病床をいかに効率よく稼動させるか，言い換えれば，
地域の診療機関との医療連携をいかに進めていくかについても検討してゆきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
奈良林至：神奈川県立保健福祉大学実践教育センター非常勤講師
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
奈良林至：日本緩和医療学会オンラインジャーナル編集委員
日本補完代替医療学会編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし
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6．業績
6-1．論文・学会発表
① Narabayashi M, Saijo Y, Takenoshita S, Chida M, Shimoyama N, Miura T, Tani K, Nishimura K, Onozawa Y,
Hosokawa T, Kamoto T, Tsushima T; Advisory Committee for Oxycodone Study: Opioid rotation from oral
morphine to oral oxycodone in cancer patients with intolerable adverse eﬀects: an open-label trial. Jpn J Clin
Oncol. 2008; 38: 296-304
② Fujita K, Yamamoto W, Endo S, Endo H, Nagashima F, Ichikawa W, Tanaka R, Miya T, Araki K, Kodama K,
Sunakawa Y, Narabayashi M, Miwa K, Ando Y, Akiyama Y, Kawara K, Kamataki T, Sasaki Y: CYP2A6 and the
plasma level of 5-chloro-2, 4-dihydroxypyridine are determinants of the pharmacokinetic variability of tegafur
and 5-ﬂuorouracil, respectively, in Japanese patients with cancer given S-1. Cancer Sci. 2008; 99: 1049-54
③ Nishida T, Wada M, Wada M, Ito H, Narabayashi M, Onishi H: Activation syndrome caused by paroxetine in a
cancer patient. Palliat Support Care. 2008; 6: 183-5
④ Akiyama Y, Fujita K, Nagashima F, Yamamoto W, Endo H, Sunakawa Y, Yamashita K, Ishida H, Mizuno K, Araki
K, Ichikawa W, Miya T, Narabayashi M, Kawara K, Sugiyama M, Hirose T, Ando Y, Sasaki Y: Genetic testing for
UGT1A1*28 and *6 in Japanese patients who receive irinotecan chemotherapy. Ann Oncol. 2008; 19: 2089-90
⑤ Fujita K, Nagashima F, Yamamoto W, Endo H, Sunakawa Y, Yamashita K, Ishida H, Mizuno K, Matsunaga M, Araki
K, Tanaka R, Ichikawa W, Miya T, Narabayashi M, Akiyama Y, Kawara K, Ando Y, Sasaki Y: Association of ATPbinding cassette, sub-family C, number 2（ABCC2）genotype with pharmacokinetics of irinotecan in Japanese
patients with metastatic colorectal cancer treated with irinotecan plus infusional 5-fluorouracil/leucovorin
（FOLFIRI）. Biol Pharm Bull. 2008 ; 31: 2137-42
⑥奈良林至：緩和的化学療法 - 症状緩和の手段としての化学療法 -，第 13 回日本緩和医療学会学術大会ワークショッ
プ，静岡，2008.7.4 〜 5
⑦奈良林至：臨床腫瘍医に求められる緩和ケアの必須スキル，第 7 回日本臨床腫瘍学会学術集会シンポジウム，
名古屋，2009.3.20 〜 21
6-2．獲得研究費
奈良林至：厚生労働省がん研究助成金「がん患者の支持療法・緩和療法の技術の向上及びその評価に関する研究」
班

分担研究者

100 万円

奈良林至：厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業「全国のがん診療連携拠点病院において活用が可能な地域
連携クリティカルパスモデルの開発」班

分担研究者

100 万円

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
2 人のスタッフでいかに教育，研究，診療面において前年度を上回る実績を残していくかを考えて，それぞれのレ
ベルアップを望みたい．
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3．9）感染症科
1．構成員
光武耕太郎（MITSUTAKE, Kotaro）
：教授：運営責任者：感染症，感染制御
宮里明子（MIYAZATO, Akiko）
：講師：教育主任：感染症，呼吸器

2．教育（詳細は−感染症科・感染制御科／毛呂山キャンパス参照）
埼玉医科大学病院の感染症科・感染制御科が学生教育を担当しており，当科も一部の講義を受け持っている（4 年
生 7 時限，6 年生 2 時限）
．

3．研究
3-1．目的・目標
バンコマイシン耐性腸球菌，真菌の自然免疫
3-2．研究プロジェクト
①バンコマイシン耐性腸球菌サーベイランス
②真菌の自然免疫による認識機構
3-3．研究内容と達成度
①バンコマイシン耐性腸球菌サーベイランス
昨年度，国立感染症研究所の主導で埼玉県内の医療機関等におけるバンコマイシン耐性腸球菌（VRE）の多施設
共同疫学研究に参加した．対象の 1.1% に保菌者がみつかり，またスクリーニング法としては合計 3 回のスワブ
が効率的に保菌者を検出できることがわかった．それに引き続いて，院内でのハイリスク患者に対してスクリー
ニングを継続している．
②真菌の自然免疫による認識機構の解明
真菌感染症は主に日和見感染症として発症し，依然として治療に難渋することが多い．我々は宿主の真菌に対す
る感染防御機構として自然免疫を中心に検討を行っており，特に toll-like 受容体による真菌の核酸成分の認識と，
c-type lectin 受容体を介した多糖成分の認識およびそれらのクロストークについて検討を行っている．現在まで
の研究成果は論文として投稿した．
3-4．自己評価と次年度計画
上記①②については，引き続き関連する研究を行っていく予定である．次年度以降は，MRSA のアクティブサーベ
イランスについて計画を予定している．さらに，看護部が積極的に取り組んでいる感染対策，看護師教育については
今年度，シンポジウム 1 題を含む 3 題の学会発表を行った．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科は診療科としての入院患者（ベッド）を持たず，感染症科として専ら他の診療科からのコンサルト業務を行っ
ている．がん患者や術後患者，救急治療を要する患者（高度救命救急）を多く収容する当センターでは，とくに合併
症としてみられる難治な感染症の治療に当該科と協力してあたっている．感染症の診断と治療に関しては，来年度さ
らにコンサルト件数を増やし，各科と協力していきたいと考えている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
査読委員
Internal Medicine（光武，宮里）
Japanese Journal of Infectious Diseases（光武，宮里）
Microbiology and Immunology（宮里）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし
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6．業績
6-1．論文・学会発表
① Nakamura K, Miyazato A, et al: Toll-like receptor（TLR2）and dectin-1 contribute to the production of IL-12p40
by bone marrow-derived dendritic cells infected with Penicillium marneﬀei. Microbes Infect. 10; 1223-1227,
2008
② Inden K, Kaneko J, Miyazato A, et al. : Toll-like receptor 4-dependent activation of myeloid dendritic cells by
leukocidin of Staphylococcus aureus. Microbes Infect 11; 245-253, 2008
学会
③光武耕太郎

感染制御における薬剤耐性菌

VRE スクリーニング検査と検出後の対応（セミナー） 第 55 回日

本化学療法学会／第 59 回日本感染症学会合同学会
④光武耕太郎：アウトブレイクへの対応

病院感染におけるリスク・コミュニケーション（シンポジウム） 第 24

回環境感染学会
⑤宮里明子

他：Cryptococcus neoformans 由来核酸による樹状細胞活性化機構の検討

⑥宮里明子

他：Candida albicans 由来核酸による自然免疫活性化機構の検討

第 82 回日本感染症学会

第 82 回日本感染症学
⑦宮里明子

他：クリプトコックス肺感染防御と自然免疫機構

第 52 回日本医真菌学会（シンポジウム）

⑧鴨下文貴，中島秀敏 , 吉原みき子 , 宮里明子 , 光武耕太郎 他 : 感染対策における職員教育（シンポジウム） 第
24 回環境感染学会
⑨岩田昌子 , 塚田弘美 , 吉原みき子 , 宮里明子 , 光武耕太郎 他：手指衛生遵守の徹底を目指して
る取り組み

病棟教育に関す

第 24 回環境感染学会

⑩中島秀敏 , 吉原みき子 , 宮里明子 , 光武耕太郎 他 : マンツーマン指導による感染予防策の遵守率向上

第 24 回環

境感染学会
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
東北大学・埼玉医科大学国際医療センター

感染対策合同研究会平成 20 年 8 月

7．自己点検・評価
20 年 1 月に宮里講師が着任し，臨床からの相談が増えつつあり，年間 250 例程度となっている．感染症コンサル
トに関しては，主に集中治療病棟からの症例が多いが，さらに件数を増やし協力体制をとることが各科の診療に有益
と思われる．また，症例のコンサルトを受けるのみならず，現在行っている血液培養陽性症例の対応など積極的なア
プローチの機会を増やす必要がある．引き続き病院横断的な活動を行っていきたい．バンコマイシン耐性腸球菌に関
してはサーベイランスを継続しているが新たな検出例はなく，方法と継続に関して再評価すべきと思われる．
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3．10）消化器外科
1．構成員
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：教授：運営責任者：診療科長：消化器外科（消化器外科一般肝胆膵）・臓器移植

大谷吉秀（OTANI, Yoshihide）
：教授：診療科長：消化器外科（上部消化管外科）
山口茂樹（YAMAGUCHI, Shigeki）
：教授：診療科長：消化器外科（下部消化管外科）
宮澤光男（MIYAZAWA, Mitsuo）
：教授：消化器外科（肝胆膵）
小柳和夫（KOYANAGI, Kazuo）
：准教授：消化器外科（上部消化管外科）
竹田明彦（TAKEDA, Akihiko）
：准教授：消化器外科（下部消化管・腫瘍外科）
小澤修太郎（OZAWA, Shutaro）
：講師：消化器外科（下部消化管・腫瘍外科）
佐藤貴弘（SATO, Takahiro）
：講師：消化器外科（下部消化管）
岡本光順（OKAMOTO, Kojun）
：講師：消化器外科（肝胆膵）
俵

英之（TAWARA, Hideyuki）
：講師：消化器外科（上部消化管外科）

助教：利光靖子 , 合川公康 , 石井利昌 , 鳥井孝宏 , 田代 浄 , 岡田克也 , 田渕 悟 , 細沼知則
客員教授：丸山圭一

2．教育
2-1．目的・目標
消化器外科の年間手術件数は約 800 例であった．がん専門機関として数多くの症例を実際に経験することにより，
卒前教育では基礎的な知識の修得と疾患の多様性の存在の認識ができるようになる．また，卒後教育においては，消
化器外科分野における幅広い知識と同時に，専門性の高い治療法を修得し，優れた臨床医の育成を行うことが我々の
目標である．
2-2．教育内容
実際の臨床を一緒に経験することがすなわち臨床教育であると信じている．単なる授業やクルズスによる一方向の
知識教授ではなく，現場においてプロフェッショナルと考えや行動を共にし，考え，議論することが臨床教育である．
現場の中で，直接に担当医とお互いに質問・議論をしながらの教育を主体としている．国際医療センターでは，消化
器疾患は内科と外科の区別はなく，消化器病センターとして臨床を行っているのが大きな特徴である．
消化器外科では，
上部消化管，
下部消化管，
肝胆膵の各外科専門チームに分かれ，それぞれ 2-3 名の講師以上のスタッ
フが担当している．その指導の下で，後期研修および専門医取得前，あるいは取得直後の専門医が教育を受けている．
助教は，専門性を持った教授，准教授，および講師の意見や指導の下に臨床経験を積むことにより，最先端のがん治
療を実践できる．週 2 回に行われる消化器カンファレンスでは，術前症例の提示を行う．大学病院と協力し，外科
スキルアップの目的で，研修医を対象とした模型を使った皮膚縫合と腸管吻合を行っている．さらに，外科系希望医
師を対象として腹腔鏡下手術トレーニング施設でのブタによる腹腔鏡下手術の体験と開腹・閉腹や腸管吻合操作を実
体験し臨床においてのデモンストレーションを行っている．医学生の卒前教育としてはベッドサイドラーニングに重
点を置いている．毎朝行われる症例検討カンファレンスと朝晩の患者回診，そして多数の手術に助手として参加し実
際に行われる手術中に説明を受ける．実習中に研修医と同等の指導を受けることにより，臨床医として必要な姿勢を
養うことが出来る．学生講義では 3 〜 6 年生を対象に行っている．外科学総論の一部，消化器外科のがん治療を中
心に授業を担当している．各講義終了時の小テストを実施し，講義中の要点と自分自身の理解度を確認することがで
きる．
2-3．達成度
初期研修医に対しての教育は，大学病院と連携し，いきなり患者を相手にするのではなく，創傷治癒の仕組みや外
科において使用する器械の説明を講義した後に，皮膚や腸管の模型を用いた Dry training を計画した．次に，Wet
training として，全身麻酔下でのブタを用いた開腹・閉腹操作，腸管縫合，脾臓摘出や腹腔鏡下手術を実践すること
により，より安全な治療の導入が可能になった．胃癌，大腸癌，肝胆道系疾患などの数多くの症例を経験することに
より，定型的な症例だけでなく様々な合併症を持つ患者についても術前術後の適切な管理が行なわれ，外科専門医な
らびに消化器外科専門医育成に必要な手術経験を積むことは十分可能であった．学生教育においては講義の中に実践
的な内容を具体的に説明し臨床診療における注意点に重点を置いている．特に，BSL として行う実習は研修医やスタッ
フとともに患者回診や症例検討会にメンバーとして参加した．
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2-4．自己評価と次年度計画
自己評価としては，卒後教育では数多くの症例を経験させることはできたと思われる．また，研修医を対象とし
た講義と Dry training, Wet training は外科に対する興味と理解をより一層深くし安全な医療の取り組みの助けとなる
が，時間と費用などの問題で年に 2 − 3 回のみしか実施できず，何らかの形で常時できる体制づくりが必要である．
学生教育では，特に BSL の実習中に外科に興味持ってもらう事をモットーに一人一人の学生を指導している．手術
の助手として実際に手術介助を行いながら医師として必要な解剖学や癌病巣などの病変部を視覚的に確認するだけで
なく，直接触ることにより興味と理解を促すことができたと思われる．
次年度は，初期研修医に対しては，多くの症例を経験することを通して，外科学の全般的な知識の理解を促す．ま
た，外科後期研修医に対しては専門医師の指導の下に実際の手術経験を含め，患者治療の一旦を担う事で外科専門医
の育成をする予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床における問題点を解決するための研究テーマに焦点を絞って研究を行っている．外科研究は，外科治療の進歩
に貢献できる結果を出すことが目標である．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
ゲノムセンターのプロジェクトとして，竹田班を中心に癌研究を行い，その他は，大学病院の動物実験室を利用し
ながら，教員棟の研究室で研究を行った．
小山班：電気メス熱凝固法により無結紮手術の開発と臨床応用．消化器癌術後のドレーン管理についてのエビデン
スの証明．腎移植後の慢性拒絶反応の早期診断法の開発研究．
宮澤班：人工胆管・人工門脈および人工下大静脈の開発．
竹田班：消化器癌におけるセンチネルリンパ内皮細胞の分離と培養法の確立，大腸癌における新規腫瘍マーカー
Tenascin-C の有用性と術後モニタリングの確立．
小澤班：大腸癌肝転移モデルによる癌転移巣の治療．
3-3．研究内容と達成度
小山班：新たなデジタル電気メス熱凝固法により無結紮手術の開発と臨床応用を行っている．現在，消化管および
肝臓手術において手術時間の短縮と術中出血量の明らかな減少に寄与している．宮澤班：再生医療の分野では生体吸
収性ポリマーによる人工胆管，人工門脈および人工下大静脈の開発と動物実験による長期成績についても国内外に報
告している．
竹田班：消化器癌におけるセンチネルリンパ内皮細胞の分離と培養法の確立と生物学的特性の解析を行っている．
大腸癌における新規腫瘍マーカーとして，Tenascin-C の有用性と術後モニタリングの臨床的意義について研究して
いる．
小澤班：マウスの大腸癌肝転移モデルにおいて，肝虚血により転移が増加することを示し，血管新生抑制作用をも
つサイドマイドによる転移抑制の機序解明を行なった．
3-4．自己評価と次年度計画
各班における研究の成果は，国内外の学会にて報告し評価を受けている．小山班の電気メス熱凝固法による無結紮
手術により，術中出血量の減少と手術時間の短縮が得られた．また，宮澤班の人工胆管，人工血管は動物実験ではそ
の有用性が証明された．次年度は，長期の成績を評価する予定であり，臨床応用へ向かって着手したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
埼玉県西部をはじめとする近接する地域に対して地域医療に貢献するために，24 時間体制で患者を受け入れてい
る一方で，消化器系臓器の悪性疾患，あるいは悪性類似疾患については埼玉県全県や近県を対象に「手術」を中心に
した診療を行っています．特に，Center of Excellence として，合併症をもつ高難度な手術を積極的に受け入れると
ともに，低侵襲手術，腹腔鏡下手術を積極的に取り入れ，患者の QOL を重視した「体に優しい手術」を目指してきた．
手術件数は 935 件で，初診患者数は 1,231 名，入院患者数は 1,219 名といずれも昨年に比べ大幅に増加した．主
な消化器癌の手術症例として，胃癌 176 件で，食道癌 49 件，結腸癌は 218 件，直腸癌が 84 件（うち，腹腔鏡下
手術が 160 件）
，肝切除は 92 件，膵頭十二指腸切除 33 件であった．
食道癌に対しては文字通り，集学的治療体制を取り，腫瘍内科・放射線腫瘍科と合同カンファランスを行い，治療
方針を決定している．StageII/III では，術前放射線化学療法も積極的に行い，治療成績を向上させている．胃癌に対
しては，胃がん治療ガイドラインを基に早期胃癌で適応を限定して，内視鏡治療をはじめ，縮小手術，機能温存手術，
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腹腔鏡下手術を行っている．化学療法は腫瘍内科で行うのを原則としており，手術に特化することができた．腹腔鏡
下手術を結腸癌のみならず，直腸癌においても積極的に導入している．さらに，下部直腸癌では，Ｔ２までは肛門管
上縁まで，Ｔ３では肛門管上縁１cm までの症例は，積極的にＩＳＲ（内括約筋切除＋肛門吻合）を行っている．そ
の結果，人工肛門の症例の半数が肛門温存できた．肝胆膵外科では，日本肝胆膵外科学会から全国 100 施設のみ認
定された高度技術施設Ａに認められた．さらに，高度技能指導医は２名認定され，他施設では困難な高難度症例を積
極的に切除している．
また，各臓器の消化器癌において，積極的に臨床研究を行っており，今年度は８件を進行中である．今後，消化器
癌の手術療法より安全なものにするための，新たな手術法の工夫を含め，より低侵襲の機能温存手術を求め，成績の
向上とともに，患者のより良い QOL を目指したい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員

該当無し

5-2．学術誌，編集委員，査読委員
日本移植学会雑誌編集委員（小山）
，
日本外科系連合学会雑誌編集委員（小山）, 日本消化器外科学会雑誌編集委員（大
谷）
，
日本消化器病学会雑誌編集委員（大谷）
，
同試験問題作成委員会委員（大谷），
「胃と腸」（医学書院）編集幹事（大
谷）
，日本結合組織学会雑誌（Connective Tissue）編集委員（大谷），Wound Repair and Regeneration（ Blackwell）
Editorial Board（大谷），日本外科学会査読委員（小山），日本移植学会査読委員（小山），日本消化器内視鏡学会雑
誌査読委員（大谷）
，
Endoscopy 査読委員（大谷）,Surgery Today 査読委員（宮澤）,Hepatology Research 査読委員（宮
澤）,
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉県における献腎移植のＨＬＡ検査センターとして，また献腎摘出のメインセンターとして機能した．

6．業績
6-1．原著
①小山

勇

：Kugel パッチによるヘルニア修復術

②山口茂樹

他：大腸憩室炎に対する待機的手術

臨床外科

63（13）:1665-1671,2008

特に腹腔鏡下 S 状結腸切除術の現状について

日本大腸肛門病

会誌：61（10）:1026-1030,2008
③宮澤光男 他：Extended Left Hepatic Lobectomy for Hepatic Hilar Bile Duct Cancer : A Novel Surgical Procedure
in Which the Right Hepatic Duct Is Transected before the Hepatoduodenal Ligament Is Skeletonized
Surgery

Digestive

26:15-19,2009

④岡本光順

他：空腸・回腸切除に必要な局所解剖

手術

⑤合川公康

他：生体吸収性ポリマーによる胃壁の再生

62（6）:765-769,2008
日本消化器外科学会雑誌：42（1）:139,2009

講演 38 回
分担執筆 4 編
学会発表
⑥山口茂樹

他：腹腔鏡下直腸切除術の手技的問題点とその対策

第 108 回日本外科学会定期学術集会（ビデオ

ディスカッション）
⑦宮澤光男

他：Thermofusion Crushing Resection（TFCR）法による肝硬変合併肝細胞癌に対する肝部分切除術

第 108 回日本外科学会定期学術集会（ビデオテシンポジウム）
⑧小柳和夫

他：Circulating tumor cell の連続的モニタリングの予後予測における有用性

第 46 回日本癌治療学

会総会（シンポジウム）
⑨小澤修太郎

他：Pringle 法によるマウス大腸癌肝転移増加についての検討

第 63 回日本大腸肛門病学会学術

集会（パネルディスカッション）
⑩俵

英之

他：高度進行癌 GIST に対する術前イマチニブ投与の経験

第 70 回日本臨床外科学会総会（シンポ

ジウム）
他 107 編
6-2．公的研究費
（1）佐藤貴弘

財団法人内視鏡医学研究振興財団研究助成

低侵襲性 biliary diversion devices の開発―メタボリッ

ク症候群とバレット食道への応用
（2）伊関大敬

平成 20 年度文部省科学研究費

大腸癌におけるｄｅ

ｎｏｖｏメチル化形成とｃ−Ｍｙｃの転写
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抑制との関連
（3）合川公康

平成 20 年度学内グラント

生体吸収性ポリマーによる胃壁再生

6-3．受賞
宮澤光男

Digestive Disease Week 2008（San Diego） 優秀ポスター賞

佐藤貴弘

第 13 回 GERD 研究会 （東京）奨励賞

佐藤貴弘

11th World Congress of Endoscopic Surgery（横浜） 優秀ポスター賞

合川公康

Digestive Disease Week 2008（San Diego） 優秀ポスター賞

合川公康

第 44 回日本胆道学会（名古屋） 会長賞

田渕

悟

6th International Symposium of Cancer Research and Therapy

田代

浄

11th World Congress of Endoscopic Surgery（横浜） 優秀ポスター賞

6-4．特許，実用新案
小山

勇他：手術用具および手術システム（電気メスパドル電極）実用新案登録 3148843 号

6-5．学会研究会セミナー等の開催実績
第 33 回日本外科系連合学会学術集会 会長 小山 勇

2008.6.12-13（東京ベイホテル東急

浦安市）

（1）
（平成 年月日）

7．自己点検・評価
平成 19 年 4 月に国際医療センターが開設された．それまでの大学病院のメンバーに加え，新たに採用されたメ
ンバーで，内科医とともに消化器病センターを構成した．開設 2 年目で，病床もいまだ限られた中であったが，臨
床症例数は確実に増加し，研究活動，臨床教育のいずれも十分な成果が上げられたと評価している．今年度は，900
例近い手術を行い，いずれの部門でも手術症例数が増加傾向にある．また，学会活動では日本外科学総会や日本消化
器外科学会総会といったメインの学会に全員が発表し意欲的に活動している．研究面では，医局員全員が腫瘍外科班，
臓器移植班および再生医療班に別れて臨床業務終了後に意欲的に行っている．
平成 21 年 6 月には，
内科医も含めた消化器病センターの平成 20 年度の年次報告会を行い，各部門からの教育，
研究，
臨床の業績報告を行った．自ら 1 年の業績を振り返って，次年度の教育・研究・臨床の事業計画の参考にした．
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3．11）乳腺腫瘍科
1．構成員：
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：教授：乳癌の薬物療法，薬剤感受性
大崎昭彦（OSAKI, Akihiko）
：准教授：乳癌の予後因子と効果予測因子，手術手技
藤内伸子（FUJIUCHI, Nobuko）
：講師：乳癌の予後因子，リンパ節の画像診断
三角みその（MISUMI, Misono）
：助教：乳癌の発症リスク，治療効果の画像診断
竹内英樹（TAKEUCHI, Hideki）
：助教：乳癌のバイオマーカー，縮小手術
重川

崇（SHIGEKAWA, Takashi）
：助教：乳癌の術前化学療法，ホルモン療法耐性

松浦一生（MATSUURA, Kazuo）
：助教：乳癌の遺伝子学的効果予測因子
中宮紀子（NAKAMIYA, Noriko）
：乳癌の画像と病理診断，微小転移

2．教育
2-1．目的・目標：乳癌の疫学に始まり診断における一連の流れを理解し習得する．診断面では乳腺疾患に対する正
確な診断能力と診断技術を習得する．治療面では外科的基本手技の習得をするとともに特に乳癌の外科的治療につき
理解し技術を習得する．最終的に乳癌患者の治療戦略をひとりで構築できる能力を習得することが目標である
2-2．教育内容：乳腺疾患の診断に欠かせない視触診については，単独で乳癌検診に参画できる触診技術を習得させる．
画像診断は，まず存在診断と質的診断の違いを理解させたうえで乳癌診療の基本となるマンモグライフィ，エコーの
読影能を身につけ，CT，MRI など他の modality の読影も経験することでそれぞれの検査の長所・短所を理解させる．
毎週行われるカンファレンスで患者のプレゼンテーションを行うことで診療のポイントと問題点を把握し，要点を人
に伝える技術も習得でき，術後乳腺カンファレンスでは術後補助療法を決める課程や転移・再発乳癌の薬物療法の治
療アルゴリズムも理解できる．
医学部 3 年生には乳腺疾患一般と乳癌の基礎知識について講義し，6 年生を対象にした講義では，医師の一般常識
として身につけておくべき基本的な知識から乳癌に特徴的なホルモン依存性について理解させ，臨床に即した画像診
断，外科的療法，薬物療法についても言及する．5 年生を対象としたクリニカル・クラークシップではケース・プレ
ゼンテーションの習得や診断から治療への流れを実践で経験できるプログラムを組んでいる．
2-3．達成度：前期研修のローテーターには個別にマンモグラフィの読影の講義などを行い，基本的なマンモグラフィ
とエコーの読影を習得させることができた．手術の第 2 助手を務めさせ，基本的な外科手技である縫合，糸結びを
単独で施行可能になるまで指導できた．
2-4．自己評価と次年度計画
短期間の間に外科の基本的手技と術前・術後管理を身につけさせることができた．学生には限られた講義のなかで外
科の魅力と臨床腫瘍学の一端を担う乳癌の治療の重要性と将来性を伝え，少しでも興味を持たせたい．研修医，特に
後期研修のローテーターには手術を積極的に指導し，治療面での当科の魅力をさらにアピールしたい．

3．研究
3-1．目的・目標：研究の成果が実地臨床の場で反映されることを目標に，基礎と臨床を結びつける translational
research を中心に研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：
OncotypeDX を用いた乳癌関連遺伝子の発現と予後予測② MammaPrint を用いた術前予後予測の臨床的意義③乳
腺組織における局所エストロゲン産生と estrone sulfate の発現④アロマターゼ阻害剤投与時のバイオマーカー，骨量
および骨代謝マーカーの変化⑤ゾレドロン酸による BMD の変化および抗腫瘍効果⑥ ER 関連蛋白とホルモン耐性の
基礎的研修⑦乳癌発症リスクの疫学的研究⑧リンパ節転移とリンパ管の機能的な解析⑨ SPECT-CT を用いたセンチネ
ルリンパ節の同定と転移リンパ節同定のための体外診断システム⑩乳癌診療ガイドライン作成のためのデータベース
構築⑪家族集積性乳癌家系における BRCA1,2 の遺伝子変異⑫治療効果の画像診断および病理診断⑬ CTC の同定と臨
床的意義⑭ Triple negative 乳癌の生物学的特徴について
3-3．研究内容と達成度
欧米の研究者との共同研究として乳癌関連遺伝子の発現と抗腫瘍効果の予測について OncotypeDX，MammaPrint
を用いた研究のプロジェクトを模索中である．厚生労働省がん研究助成金による班研究（青儀班）として，ホルモン
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抵抗性乳癌に対する遺伝子学的解析をゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門との共同で行っている．また，診
療ガイドライン作成のためのデータベース構築も着々と進んでいる．
3-4．自己評価と次年度計画：臨床データを解析するためのデータベースの構築はほぼでき，日々更新している．
埼玉医科大学病院から引き継いだ患者の予後調査も進み治療成績のデータも作成可能となった．次年度はホルモ
ン療法耐性にかかわる ER 関連蛋白の研究をさらに推し進めたい．Mammotone によって得られた術前検体により
MammaPrint を行うことで術前に予後および化学療法の効果を予測することの臨床的意義について共同研究を進め論
文発表の準備を進めている．センチネルリンパ節に関連した画像診断，微小転移や転移とリンパ管の関連性，免疫学
的パラメーターの変化についても研究を進めていきたい．最近注目されている予後不良であるとされるホルモン抵抗
性かつ HER2 遺伝子陰性例（triple negative）の薬剤感受性，分子標的の探索などについても研究を推し進めたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
乳腺腫瘍科は外来診療を中心とした科であり，新患患者数，手術症例数ともに右肩上がりに増えている．手術は乳
房温存術，センチネルリンパ節生検に象徴されるように低侵襲な内容で入院日数短縮に大いに貢献している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：佐伯俊昭は菰池班，竹内班などの厚生労働省の班研究の委員として参加し，大
崎昭彦はがん研究助成金による青儀班の班員といて活動している．佐伯俊昭は埼玉県がん医療連携部会の委員を務め
ている．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：佐伯俊昭は International Journal Clinical Oncology, Breast Cancer の査読
委員を務めている．
5-3．その他社会あるいは医学貢献に関わる業務：地域の乳癌検診に一部参画．近隣の医師会や薬剤師会への学術的
講演の依頼もあり，社会的貢献も行っている．

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内）：
論文総数 32 編，学会発表総数 35 回
① Tokudome N, Ito Y, Hatake K, Toi , Sano M, Iwata H , Sato Y, Saeki T, Aogi K , Takashima S: Trastuzumab and
viorelbine as first-line therapy for HER2-overexpressing metastatic breast cancer; multicenter phase II and
pharmacokinetic study in Japan. Anticancer ]Drugs 2008. 19(7):753-759
②佐伯俊昭，大崎昭彦，藤内伸子，大久保雄彦：術後補助化学療法．外科治療
③佐伯俊昭，池田正：薬物療法．これからの乳癌診療 2008 〜 2009
④大崎昭彦，松浦一生，佐伯俊昭：MammaPrint． 腫瘍内科

98（6）:918-923
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2（5）:446-453

⑤佐伯俊昭：エビデンスに基づいた癌化学療法ハンドブック 2009
⑥ Takeuchi H, Shigekawa T, Sano H, Matsuura K, Nakamiy N, Misumi M, Okubo K Osaki A, Saeki T, Sakurai T：A
Comparison of Complications in Breast Surgery Using Biclamp Forceps and Conventional Suture Ligation：The
20the Annual Meetingof Asia-Paciﬁc Endocrine Conference
⑦三角みその，竹内英樹，佐野

弘，重川

昭，井上順子，平谷悠里，五十嵐利恵子，来住野

修，中島美智子：乳腺腫庸における 3D 超音波の有用性の検討：

第 33 回日本外科系連合学会学術集会 2008.06.12-13
⑧重川

崇，竹内英樹，三角みその，松浦一生，佐野

浦安
弘，中宮紀子，高橋孝郎，藤内伸子，大久保雄彦，大崎昭

彦，
（佐伯俊昭）
：乳がんに対する術前化学療法症例の検討
科系連合学会学術集会

2008.6.12-13

2009.1.10 − 11 Guam

崇，松浦一生，高橋孝郎，藤内伸子，大久保雄彦，大崎昭彦，佐伯俊

- 病理学的完全奏効症例を中心に -：第 33 回日本外

浦安

⑨藤内伸子，三角みその，松浦一生，竹内英樹，，重川

崇，佐野

弘，大久保雄彦，大崎昭彦，高橋孝郎，佐伯俊昭：

超音波検査による乳癌腋窩リンパ節転移の診断：第 16 回日本乳癌学会学術総会
⑩大崎昭彦，三角みその，中宮紀子，重川

2008.9-26-27

大阪

崇，竹内英樹，松浦一生，藤内伸子，佐伯俊昭：Triple negative 乳癌

と non-triple negative 乳癌の臨床病理学的相違について：第 46 回日本癌治療学会総会

200810.30-11.1

名古

屋
6-2．獲得研究費：
（1）厚生労働科学研究費補助金第 3 次対がん総合戦略研究事業「遺伝子不安定性の機能解析及び遺伝子変異推測
モデルの構築による乳癌卵巣癌ハイリスクキャリアーの同定と発症予防法の確立」課題番号 H19 −第 3 次対が
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ん総合戦略−一般− 016

主任研究者

田中憲一

分担研究者

佐伯俊昭

3,000 千円

（2）厚生労働省がん研究助成金「日本人女性の乳がん発症リスクに対する新しいロジスティック回帰モデルの臨
床への応用に関する研究」課題番号 19 − 16

主任研究者

菰池佳史

分担研究者

佐伯俊昭

1,100 千円

（3）厚生労働科学研究費補助金医薬品・医薬機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業「医薬品の使用成績
に基づく有効性，安全性の評価方法に関する研究」課題番号 H18 −医薬−一般− 004
分担研究者

佐伯俊昭

主任研究者

竹内正弘

200 千円

（4）厚生労働省がん研究助成金「ホルモン療法耐性機序の分子生物学的解明と治療効果予測に関する研究」課題
番号 19 − 24

主任研究者

青儀健二郎

分担研究者

大崎昭彦

1,800 千円

6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：
◎第 6 回乳腺腫瘍科セミナー

2008/06/20

大野真司先生：事例に学ぶ：心と身体，生活を支えるチーム医療
◎第 7 回乳腺腫瘍科セミナー

2008/09/22

Dr.Angelo DiLeo：Evaluation of predictive markers on circulationg tumor cells（CTC）
◎第 8 回乳腺腫瘍科セミナー

2008/10/27

Dr.Matthew J Ellis：Outcome Predictions for ER ＋ Breast Cancer Based on Post Neoadjuvant Endocrine Therapy
Tumor Proﬁling
◎第 9 回乳腺腫瘍科セミナー

2008/11/14

中村清吾：術前薬物療法の現状と今後の展望

7．自己点検・評価
診療面では，平成 16 年 7 月開設以来，紹介患者数も含めた新患患者数は着実に増え，セカンドオピニオンを求め
て当科を受診する患者も増加したことは評価できる．新たに平成 20 年 4 月 1 日より中宮紀子助教がスタッフに加わ
り患者にとってより充実した診療が可能となった．
研究面ではスタッフ数が少ないために臨床に時間を費やされることが多く，決して十分とはいえないが，学会発表
や論文の業績は昨年並みにできた．基礎と臨床の溝をうめ，橋渡しとなるべくユニークな立場をとり，この点におい
てさらに特色を鮮明にし，貢献したいと考えている．今後は，質のいい臨床研究をデザインし積極的に推し進めたい．
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3．12）呼吸器外科
1．構成員
金子公一（KANEKO, Koichi）
：教授：運営責任者：教育主任：研究主任：診療科長：呼吸器外科，肺癌拡大手術，
胸腔鏡手術
石田博徳（ISHIDA, Hironori）
：准教授：研究副主任：病棟医長：呼吸器外科，肺癌手術，気胸の治療
坂口浩三（SAKAGUCHI, Hirozo）
：講師：教育副主任：外来医長：呼吸器外科，縦隔郭清術，癌性胸膜炎の治療
二反田博之（NITANDA, Hiroyuki）
：助教
山﨑庸弘（YAMAZAKI, Nobuhiro）
：助教
呉屋朝幸（GOYA, Tomoyuki）
：客員教授：呼吸器外科
森田理一郎（MORITA, Riichiro）
：非常勤講師：呼吸器外科，肺癌手術，縦隔腫瘍手術
小中千守（KONAKA, Chimori）
：非常勤講師：呼吸器外科，光線力学療法
小檜山律（KOHIYAMA, Ritsu）
：非常勤講師：呼吸器外科，肺癌拡大手術

2．教育：
2-1．目的・目標
胸部臓器（肺，気管，気管支，縦隔，胸壁）における外科疾患の病態，診断，治療に関する基本的知識の取得と臨
床的手技を理解することにより外科学の理論と臨床について学ぶ．
2-2．教育内容（金子，石田，坂口，客員教授，非常勤講師 3 名

担当）

呼吸器外科学：呼吸器外科手術・呼吸器内視鏡（気管支鏡，胸腔鏡，縦隔鏡）
・肺癌・縦隔腫瘍・気胸・炎症性疾患・
先天性疾患・胸部外傷などを中心に，講義，臨床実習を担当している．講義は医学部 3 年生に対して系統講義，6 年
生に対して総合講義，実力養成講義を行っている．講義は講師以上の金子，石田，坂口の 3 名と非常勤講師 3 名が
担当している．5 年生に対する臨床実習（BSL）は診療チームの一員として活動することにより医師としての自覚，
責任感，態度を身につけるよう実習している．講師以上の 3 名が責任者となり，助教以上全員で学生の臨床実習を
担当している．
2-3．達成度
講義内容の充実を図り，他科との連絡を密にして講義の重複や欠落のないように努め，肺縦隔を中心とする胸部疾
患の理解を深める努力を行い，概ね目標は達成した．臨床実習に対しては学生が医療チームの一員として行動できる
よう，実習の充実を図った．しかし臨床実習期間が一週間と短いために指導が十分とは言えない面があった．
2-4．自己評価と次年度計画
呼吸器外科学の領域は日進月歩であり，講義内容も毎年新しい部分を取り入れて充実を図った．他科との連絡を密
にして内容の重複のないように心がけた．臨床実習は実習期間が一週間では短いと思われた．

3．研究
3-1．目的・目標
肺，縦隔疾患に対する基礎的研究とその臨床応用を目指している．特に肺癌，気胸と肺移植の基礎に関連する研究
を中心に行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①基礎研究
（1）肺癌組織における抗癌剤標的酵素活性と抗癌剤分解酵素活性の研究，特に酵素活性と治療および予後との関
連
（2）肺癌における血管新生，リンパ管新生の研究
肺癌組織におけるリンパ管新生と予後の関連についての研究，および血管新生因子を標的とした治療法の可能性
について
（3）肺癌における Geﬁtinib の感受性と EGFR 遺伝子変異（呼吸器内科と共同研究）
（4）肺移植における拒絶反応の研究
①移植後線維性気道閉塞に対する TGF- β受容体の研究
②抗 IL-12 抗体による肺移植後慢性拒絶の制御に関する研究
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②臨床研究
（1）肺癌拡大手術に関する研究，特に心臓大血管浸潤に対する手術
（2）肺癌縮小手術に関する研究，特に末梢部小型肺癌に対する縮小手術の可能性に関する研究
（3）肺癌に対するリンパ節郭清の意義に関する研究
①縦隔リンパ節転移経路の研究
②縦隔リンパ節郭清範囲についての研究
（4）癌性胸膜炎に対する胸腔内温熱化学灌流療法の有用性に関する研究
（5）肺癌手術における胸腔内洗浄細胞診に関する研究
（6）自然気胸手術における胸膜補強法としての自己血塗布の有用性についての研究
③他施設との共同研究
（1）肺癌抗癌剤感受性試験の研究
（2）肺癌に対する縮小手術に関する臨床研究
（3）悪性胸膜中皮腫に関する研究
（4）全国肺癌症例登録
3-3．研究内容と達成度
多くの研究は現在進行中である．小型肺癌に対する縮小手術（肺部分切除と区域切除），自然気胸に対する胸膜補
強療法，などの研究では中間報告と一部の結論が出ていて臨床に応用している．
3-4．自己評価と次年度計画
人員の問題から診療が中心となり研究に割く時間的余裕が少ないため研究は予定より進行が遅い傾向にあるが，着
実に進める努力をしており，いくつかの研究では成果を挙げていて臨床に応用しているものもある．次年度以降も基
礎的研究，臨床的研究ともに積極的に進めてゆく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
肺癌の手術治療（拡大手術･縮小手術）
，心臓･肺同時手術，胸腔鏡手術，縦隔腫瘍，胸壁腫瘍，胸膜腫瘍，転移性
腫瘍の診断と外科治療を中心に診療している．特に心臓血管外科と共同で人工心肺を用いた心臓，肺の同時手術や心
臓，大血管の合併切除を伴う拡大手術を施行できる本邦でも数少ない施設である．呼吸器内科，臨床腫瘍科，放射線
科，病理科と密に連携して手術，抗癌剤化学療法，放射線照射を併用した癌の集学的治療を積極的に行っている．関
連各科との連携を保ちつつ胸部疾患，呼吸器病全般に対する外科治療を担当している．他臓器癌の肺転移に対する切
除手術や自然気胸に対する胸腔鏡下手術も多数行っている．また検診で発見される肺の小陰影に対する診断も積極的
に行い早期肺癌の発見に努めている．患者さんの質的生活（QOL）と生命予後を充分考慮して手術治療，内科治療を
選択している．
年間手術症例は 235 例，うち胸腔鏡下手術は 125 例である．肺癌手術 108 例，縦隔腫瘍，胸膜腫瘍手術 29 例，
自然気胸手術 41 例などである．胸腔鏡手術は米国での研修を経て 1992 年から施行しており現在までに約 1000 例
以上が施行されている．自然気胸手術はほぼ全例が胸腔鏡下手術で施行され術後は平均 3 〜 4 日で退院している．
進行癌では他科と連携して全身抗癌剤投与や放射線照射してから手術を施行するなどの工夫をしている．
手術をはじめ，すべての検査，治療に際しては徹底した情報の説明を行い，インフォームド･コンセントを基本に患
者様の充分な納得の上で施行している．
先進医療については，肺癌に対する光線力学療法（PDT: 光感受性物質を使用した局所レーザー照射），肺腫瘍に対す
る CT 透視ガイド下生検，肺気腫に対するレーザー照射，容量減量手術，肺癌に対する抗癌剤感受性試験（他施設共同）
などを行っている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉県医師会がん集団検診委員会委員：金子公一
埼玉県医師会肺癌集検部会部会長：金子公一
厚生労働省医師国家試験委員：金子公一
中央肺移植適応検討委員会委員：金子公一
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本外科学会邦文雑誌編集委員：金子公一
日本臨床外科学会雑誌編集委員：金子公一
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日本呼吸器内視鏡学会雑誌『気管支学』常任編集委員：金子公一
日本呼吸器外科学会雑誌編集委員：坂口浩三
Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery; Editorial Board：金子公一
The Japanese Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery; 査読委員：金子公一
5-3．その他，社会貢献，医学貢献に関わる業務
日本呼吸器外科学会保険診療委員：金子公一
日本胸部外科学会診療問題委員会副委員長：金子公一
日本呼吸器外科学会手術教育部会長：金子公一
国内，国際学会の会員，評議員，理事として学会活動を積極的に行い，常に新しい知識と技術を身につけるよう心
がけているほか，地元地域医師会との交流の場として以下の勉強会を幹事として開催している．
埼玉胸部疾患懇話会（年 5 回）
埼玉西北部呼吸器疾患研究会（年 3 回）
埼玉呼吸器セミナー（年 6 回）
チェストカンファランス（年 2 回）など

6．業績
6-1．論文・学会発表
①論文・論説・分担執筆
①金子公一：肺切除の範囲を考える . 臨床外科：63（9）；1221-1225,

2008

② 金 子 公 一： 討 論： 原 発 性 肺 癌 手 術 時 に お け る 胸 腔 洗 浄 細 胞 診 陽 性 例 の 再 発 形 式 と 予 後 . 胸 部 外 科：61
（13）;1089-1090, 2008
など 4 編
②学会発表
③石田博徳 他：非小細胞肺癌における微小リンパ管密度と予後．第 25 回日本呼吸器外科学会総会 2008.5.29（栃
木）
④坂口浩三 他：胸膜中皮腫集学的治療における胸腔内温熱化学灌流療法の位置づけ．第 33 回日本外科系連合学会
学術集会 2008.6.13（千葉）
⑤二反田博之 他：気道出血を来たした転移性肺腫瘍の 1 切除例．第 125 回日本呼吸器内視鏡学会関東支部会
2008.7.19（東京）
⑥金子公一 他：気管支原性嚢胞について . 第 12 回日本気胸･嚢胞性肺疾患学会総会シンポジウム 2008.9.6（東京）
⑦山﨑庸弘 他：肺癌組織における TS，DPD，OPRT 活性と臨床病理学的，及び治療効果予測因子の検討
第 49 回日本肺癌学会総会 2008.11.13（福岡）
など 31 編．
③講演
⑧金子公一：肺動静脈瘻の臨床 .

第 392 回坂戸・鶴ヶ島医師会学術研究会

2008.7.17（坂戸）

⑨金子公一：術後 ARDS に対する最近の知見 ─呼吸器外科手術時の急性肺損傷─ .
学術研究会

第 396 回坂戸・鶴ヶ島医師会

2007.6.14（坂戸）

⑩金子公一：症例による呼吸管理の実際．3 学会合同呼吸療法認定士講習会：2009.2.23（東京）
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
教育面では講義の充実，他科との連絡を密にして，講義の重複や欠落のないように努め，肺，縦隔を中心とする胸
部疾患の理解を深める努力を行った．臨床実習に対しては学生が医師と同様に行動できるよう充実を図った．診療面
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では，進歩のめざましい呼吸器外科領域での手術手技，診断技術の修得のため施設での研修などの機会を設け，特に
胸腔鏡手術手技については動物での実習を重視し積極的に行った．地域に密着した診療の一方で，遠隔地からの紹介，
依頼などによる拡大手術も多く，内容としてレベルの高い診療が維持，遂行できた．インフォームド･コンセントに
より患者側に納得が得られるよう多くの時間を割いて，患者本人，ご家族に対する説明を十分に行うよう心がけた．
学会活動では，全国総会，地方会に対して積極的に発表する機会をつくり，当科医師全員が発表をすることができ意
欲的に取り組んできた．また地元の地域医師会との交流にも心がけ，多くの勉強会やレントゲン読影会の幹事として
活動した．こうした取り組みをさらに積極的に行ってゆく考えである．
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3．13）
（1）心臓血管外科（心臓血管外科）
1．構成員
新浪

博（NIINAMI, Hiroshi）
：教授：運営責任者：診療科長：虚血性心疾患 , 弁膜症 , 大血管

朝倉利久（ASAKURA, Toshihisa）
：准教授：副科長：血管内治療 , 成人心臓血管外科
上部一彦（UWABE, Kazuhiko）
：講師：教育主任：成人心臓血管外科
石川雅透（ISHIKAWA, Masayuki）
：講師：成人心臓血管外科
小池裕之（KOIKE, Hiroyuki）
：助教
田畑美弥子（TABATA, Mimiko）
：助教
住

瑞木（SUMI, Mizuki）
：助教

森田耕三（MORITA, Kouzou）
：助教
池田昌弘（IKEDA, Masahiro）
：助教
梅田悦嗣（UMEDA, Etuji）
：助教
岡田至弘（OKADA, Norihiro）
：助教
Gero Tenderich ：客員教授
西村元延（NISHIMURA, Motonobu）
：客員教授
福嶌教偉（FUKUSHIMA, Norihide）
：客員教授
加藤雅明（KATO, Masaaki）
：客員教授
田鎖

治（TAGUSARI, Osamu）
：客員教授

朝野晴彦（ASANO, Haruhiko）
：客員准教授
山嵜健二（YAMAZAKI, Kenji）
：非常勤講師
谷津尚吾（YATU, Shougo）
：非常勤講師
萩原正規（OGIWARA, Masanori）
：非常勤講師
尾本

正（OMOTO, Tadahi）
：非常勤講師

尾崎公彦（OZAKI, Masahiko）
：非常勤講師
三浦純男（MIURA, Sumio）
：非常勤講師
佐藤

渉（SATOU, Wataru）
：非常勤講師

島袋高志（SHIMABUKURO, Takashi）
：非常勤講師
伊橋健治（IHASHI, Kenji）
：非常勤講師

2．教育
2-1．目的・目標
卒後教育は心臓血管外科医及び，外科専門医の取得を最大の目標としている．代表的な循環器疾患の診断とその外
科的適応，
外科的治療の実践を学び，
基本的な臨床能力を身に付けさせた上で，豊かな教養を兼ね備えた医療人として，
社会に幅広く活躍できる素質を身に付けられる心臓血管外科医を養成できるよう研修プログラムを組んでいる．外科
専門医の資格は 5 年目終了時に，心臓血管外科専門医は最短で 7 年目終了時には取得することができる．
2-2．教育内容（上部一彦）
心臓血管外科医としての専門養成教育に徹している．
一般業務以外に心臓外科手術適応決定に必要な特殊検査に参加し，データの読み方や診断基準について学ぶことが
できる．また，積極的に手術に参加できるよう配慮し，手術手技では，グラフト採取法や簡単な末梢血管手術を術者
として経験させる．患者を術前検査から術後管理まで責任を持って担当させ，指導医や上級医師とも自由に討論でき
る体制を取ることで，上記目標を達成できるようスタッフ一同で教育にあたる．
2-3．達成度
本邦での専門医認定は手術症例数と論文業績に依拠しており，心臓血管外科専門医は 3 編以上の論文業績と 50 例
の手術実績を必要とする．その認定基準をクリアするよう手術スケジュールを作成する．
2-4．自己評価と次年度計画
今年度は専門医試験を 2 名が受験し，ともに合格した．次年度も更に科をあげて若手修練医師の修練指導に取り
組む予定である．
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3．研究
3-1．目的・目標
臨床科であることから，特に心臓血管外科手術症例の治療成績向上を目的とした研究を行っている．特に焦点を当
てている研究領域として，①重症心不全の外科治療，②大血管疾患に対するステントグラフト治療，などの研究．
3-2．研究グループ（重症心不全に対する次世代補助人工心臓治療法の開発）
①重症心不全の外科治療（補助人工心臓治療，心臓移植治療）
②大血管疾患に対するステントグラフト治療の研究
3-3．研究内容と達成度
①重症心不全の外科治療（補助人工心臓治療，心臓移植治療）の研究
平成 14 年に心臓移植実施施設に認定され，平成 16 年に埼玉県で 1 例目の心臓移植手術を実施した．また，補助
人工心臓治療症例の自己心機能の回復を目的とした薬物治療・心臓再同期治療・心臓再生医療も実施し，LVAS 離脱
成功症例も増加しつつある．
②大血管疾患に対するステントグラフト治療の研究
近年台頭してきているステントグラフトも，本邦では着実に症例数を伸ばし，国際医療センターとしては平成 19
年度にステントグラフト実施施設として認定を受けた．今後も血管内治療や手術治療におけるステントグラフトの臨
床応用は増加すると考えらる．
3-4．自己評価と次年度計画
今年度はステントグラフトの症例数も着実に増え，次年度は学会等を通じて積極的に臨床データを発表していきた
い．また，重症心不全の外科治療に関しても，更に研究に注力し，成果を出していきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科は Oﬀ-pump バイパスなど低侵襲治療に特化し，大血管疾患に関してはステントグラフトを用いた血管内治療
を，また従来の弁膜症の外科治療としては，生体弁や弁形成術を積極的に行っている．20 年度の手術件数は，緊急
にも積極的に対応した結果，534 件の手術症例を積むことができた．診療体制としては，心臓病センターで火曜日
以外の毎日の外来と A 棟 4 階の CICU で常に医師が常駐し，患者の術後管理を行っている．次年度は更なる手術症例
数の増加と，重症患者の成績向上を目標としていきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員会の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読の有無
査読
日本心臓血管外科学雑誌（新浪）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
講演会
1．高崎市日高病院地域医療支援病院講演会：腹部大動脈の治療：6 月 26 日，2008 年（新浪）
2．熊谷市医師会学術講演会：動脈硬化と心臓血管外科―大動脈弁狭窄症と腹部大動脈瘤：7 月 16 日，2008 年（新
浪）
3．第 56 回日本心臓病学会学術集会：外科医と話そうー大動脈弁狭窄症治療

内科医と外科医の連携―：9 月 8 日，

2008 年，東京国際フォーラム（新浪）
4．虚血性心疾患における治療戦略に関する座談会（：心臓血管外科―最近の動向―：12 月 11 日，2008 年，川
越プリンスホテル（新浪）

6．業績
6-1．論文・学会発表

論文総数（0 編） 学会発表総数（3）

学会発表
①石川雅透，朝倉利久，田畑美弥子，岡田至弘，住瑞木，岡潤一，石田徹，上部一彦，新浪博：非解剖学的バイパ
ス術が有効であった胸部下行大動脈狭窄症の 1 例：
第 209 回日本循環器学会関東甲信越地方会
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②朝倉利久，石川雅透，上部一彦，岡潤一，石田徹，田畑美弥子，住瑞木，岡田至弘，新浪博，加藤雅明，許俊鋭：
治療に難渋する心臓血管外科複合疾患に対する Bentall ＋全弓部置換＋ open stent-graft 移植術：第 33 回日本外
科学系連合学会学術集会総会：2008 年 6 月
③朝倉利久，石川雅透，上部一彦，岡潤一，石田徹，田畑美弥子，住瑞木，岡田至弘，新浪博，加藤雅明，許俊鋭：
open stent-graft 法を用いた全弓部置換術の手術成績― 連続 71 例の検討：第 61 回日本胸部外科学会定期学術
集会：2008 年 10 月
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
チーム体制もようやく整い，本年度は 534 例の手術件数を積むことができた．若手医師の育成を含め，チーム全
体で動けることを目標とし，更なる手術数増加，手術成績向上に繋げたい．来年度は，心不全外科治療・開心術・カ
テーテルインターベーションの 3 本柱で，高度専門医療を患者様に提供できる科として，本邦で独自の地位を築き
たいと考える．
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3．13）
（2）心臓血管外科（小児心臓外科）
1．構成員
加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）
：教授：科長：先天性心疾患の外科全般
鈴木孝明（SUZUKI, Takaaki）
：教授：新生児・ハイブリッド手術担当
枡岡

歩（MASUOKA, Ayumu）
：専任講師：病棟医長

岩﨑美佳（IWAZAKI, Mika）
：助教

2．教育
2-1．目的・目標
先天性心疾患の外科治療は，現在においてもまだ刻々と発展しつつある分野である．したがって，まず基礎となる
先天性心疾患の解剖と血行動態を系統講義において理解させるとともに，常に出来るだけ新しい治療学についても講
義している．BSL では，一例の手術症例について診断 , 術前術後管理 , 手術方法を含めた治療戦略について実際的に
学ぶように指導している．
2-2．教育内容
先天性心疾患の外科治療について，チアノーゼ性心疾患と非チアノーゼ性心疾患にわけて講義している．さらに体
外循環の基本的な知識と，複雑心奇形に対する最近の考え方を講義している．
2-3．達成度
担当時間が少ないこともあって多種の疾患について短時間につめこむ形になるが，講義内での小テストの結果を見
ると要点は十分に理解されていると思われる .
2-4．自己評価と次年度計画
系統講義については，UP-to-date に心がけて続けていく．BSL については，小児心臓科と協力して術前術後管理に
参加させ，手術への参加とともに統合された実習を充実させられると考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
先天性心疾患の外科治療はますます低年齢化し，いまでは新生児期の心内修復術が日常となった．この急激な手術
対象の低年齢化にともなって，体外循環の新生児に対する影響の分野でまだまだ多くの臨床研究課題がある．人員の
充実にともなって，この分野の臨床研究と基礎研究を充実させていきたい．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
近赤外線による脳内酸素濃度の測定を用いた , 脳分離体外循環や超低体温循環停止等特殊体外循環中の脳保護の研
究.
3-3．研究内容と達成度
近赤外線を用いた脳内酸素濃度の測定装置を用いて術中測定を全症例において行っている .
3-4．自己評価と次年度計画
データの解析作業に入る予定 . また基礎的研究の課題を策定したい .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
大学病院としては数少ない独立した診療科としての小児心臓外科である . 大学病院の特色を活かした高度先進医療
を , 先天性心疾患に対する外科治療に提供している . 手術症例数は年々増加傾向にあり , 今年度は体外循環下の手術
が 122 例で , 全手術が 182 例であった .

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
General Thoracic and Cardiovascular Surgery（日本胸部外科学会機関紙）査読委員（加藤木 , 鈴木）
Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery（日本小児循環器学会機関紙）査読委員（加藤木 , 鈴木）
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Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 査読委員（加藤木 , 鈴木）
日本心臓血管外科学会雑誌査読委員（加藤木）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本胸部外科学会卒後教育委員会常任委員（加藤木）

6．業績
6-1．論文・学会発表
学会発表
①枡岡

歩，鈴木孝明，岩崎美佳，加藤木利行

心房内異常隔壁を有した単心房心の一例第 146 回胸部外科関東甲信越地方会 2008/6/7
②岩﨑美佳，鈴木孝明，枡岡

歩，加藤木利行

Marfan 類縁疾患が疑われた AR/MR の症例に対し Ross 手術と僧帽弁形成術を施行した 1 例
第 148 回胸部外科関東甲信越地方会 2008/12/20
③枡岡

歩，鈴木孝明，岩崎美佳，加藤木利行

小児心臓原発腫瘍（Cardiac papillary ﬁbroelastoma）の 1 例
第 149 回胸部外科関東甲信越地方会 2009/3/14
④枡岡

歩，鈴木孝明，岩崎美佳，加藤木利行 , 先崎秀明，竹田津未生，石戸博隆，増谷

関

聡 , 葭葉茂樹，岩本洋一，

満，小林俊樹

動脈スイッチ手術・ROSS 手術における冠動脈再建術式の工夫 −新大動脈再建後の冠動脈移植−
第 44 回日本小児循環器学会学術総会 2008 年 7 月 3 日
⑤岩﨑 美佳，鈴木 孝明， 枡岡 歩，加藤木 利行，先崎
葭葉

茂樹，関

満，岡田

尚子，小林

秀明，竹田津

未生，石戸

博隆，増谷

聡，岩本

洋一，

俊樹

術前診断できなかった左冠動脈口閉鎖症に対し冠動脈再建術を施行した 1 例
第 44 回日本小児循環器学会学術総会 2008/7/3
著書
⑥ Ayumu Masuoka , Toshiyuki Katogi, Mika Iwazaki, Toshiki Kobayashi, Takashi Nishimura and Shunei Kyo
Bridge to transplantation with a Toyobo-NCVC left ventricular assist device in a 3-year-old girl
General Thoracic and Cardiovascular Surgery 2008;56（7）:357-60. Epub 2008 Jul 8
⑦ Suzukit T, Bove EL, Devaney EJ, Ishizaka T, Goldberg CS, Hirsch JC, Ohye RG
Results of deﬁnitive repair of complete atrioventricular septal defect in neonate and infants
The Annals of Thoracic Surgery 2008;86（2）:596-603
⑧岩崎美佳，枡岡

歩，許

俊鋭，加藤木

利行

筋緊張性ジストロフィーを合併した僧帽弁閉鎖不全症・心房中隔欠損症の手術例
日本心臓血管学会雑誌 38 巻 2 号 119-122 2009/3
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
卒前教育における講義については，与えられた時間内としては十分に出来たと思われる . 今後は卒後教育について
も力を入れていくつもりである .
手術成績は良好で満足している . 今後の症例数の増加のためには , 地域連携を密にし，母体搬送による新生児手術の
増加が重要と考える .
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3．14）整形外科（骨・軟部腫瘍科）
1．構成員
矢澤康男（YAZAWA,Yasuo）
：教授

2．教育
2-1．目的・目標
医学部学生講義では知識もさることながら興味を持って頂く事を主眼とし，また試験に出やすいところ，何科の医
師でも重要となる骨軟部腫瘍の知識を伝達した．医学部実習生には診療の実情がよくわかるように説明した．若い整
形外科医には画像カンファレンスを通して骨軟部腫瘍の知識を深めて頂いた．
2-2．教育内容（担当者）
医学部 4，5，6 年に対し矢澤が「骨軟部腫瘍の総論」「骨軟部腫瘍の各論」「骨軟部悪性腫瘍の臨床」を講義した．
計 3 時間．
2-3．達成度
フィードバックが無いので担当者側から察すると，まだ骨軟部腫瘍の認識は薄いように思う．
2-4．自己評価と次年度計画
自分の理想とはあまりにもかけ離れている．同様に活動を続けて行く．焦らずじっくり努力して行くのが肝心と思
う．

3．研究
3-1．骨軟部腫瘍について臨床，基礎の面から様々な問題について解析，対策を行い，更にその結果を評価して行く．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．転移性骨腫瘍の対処（責任者 : 矢澤）
2．骨原発腫瘍の診断，治療（責任者 : 矢澤）
3．軟部原発腫瘍の診断，治療（責任者 : 矢澤）
3-3．研究内容と達成度
疾患台帳，レントゲン読影台帳を作り，データ集積の基礎固めをした．
3-4．自己評価と達成度
台帳登録入力でせいいっぱいであった．データの更新，整理，解析にも力を注ぎたい．院内転移性骨腫瘍患者の把
握も必要．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
スタッフ一人であるが，年間 222 名の初診患者，39 名の入院，32 件の手術をこなしていったのは評価出来ると
考える．緊急時手術も出来る限り対応した．しかしながらこの体制は限界であり，次年度よりスタッフが増員される
ことを期待したい，また疾患登録，カンファレンスも徐々に充実され，骨軟部腫瘍カンファレンス，画像カンファレ
ンスを設立し，多科にわたる協議も行っている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
矢澤：第 41 回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会・抄録査読委員
矢澤：Japanese Journal of Clinical Oncology reviewer
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
なし

6．業績
6-1．論文総数：論文総数：2

学会発表総数：12
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代表的なものを以下に示す．
1）Yoshio Shimamura，Yasuo Yazawa, Kazuo Kaneko: Management of a large lesion of monostotic fibrous
dysplasia with possible malignant transformation. Eur J. Orthop Surg Traumatol. Vol.18. 467-470 2008
2）Yasuhiko Kano, Yasuo Yazawa, Masaru Tanaka, Miyuki Akutsu, Kyoshi Mori, Hiroyuki Mano: Scheduledependent synergism and antagonism between pemetrexed and docetaxel in human lung cancer cell line in vitro:
Cancer Chemother Phalmacol. Vol.64. 1129-1137 2009
6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
なし
6-4．特許，実用新案
なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
なし

7．自己点検・評価
赴任したばかりで，慣れないところに，更に一人体制であったため，何かと苦労と不自由が多く，内心忸怩たる思
いであった．あせらず粛々と診療の体制，近隣の施設との連絡，研究の基礎を固めているところである．実績は少し
ずく上がってきている．あまり焦らず広い視野を持って教室の基礎固めをして行くつもりである．
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3．15）脳神経外科
1．構成員
西川

亮（NISHIKAWA Ryo）
：教授：科長：教育主任：脳腫瘍

松谷雅生（MATSUTANI Masao）
：教授：専門医員：脳腫瘍
佐藤

章（SATOH Akira）
：教授（兼担：救急医学科）：脳血管障害，頭部外傷，生命倫理

森川栄治（MORIKAWA Eiharu）
：准教授：科長：脳血管障害
石原正一郎（ISHIHARA Shoichiro）
：准教授：科長：脳血管内治療，神経内視鏡治療
三島一彦（MISHIMA Kazuhiko）
：准教授：副科長：病棟医長：脳腫瘍
柳澤隆昭（YANAGISAWA Takaaki）
：准教授：小児脳脊髄腫瘍部門長：小児脳腫瘍
山根文孝（YAMANE Fumitaka）
：講師：副科長：外来医長：脳血管内治療，てんかん
神山信也（KOHYAMA Shinya）
：講師：病棟医長：脳血管内治療
安達淳一（ADACHI Jun'ichi）
：講師：外来医長：研修指導医長：研究主任：脳腫瘍
脇谷健司（WAKIYA Kenji）
：助教：専門医員：脳腫瘍
鈴木智成（SUZUKI Tomonari）
：助教：専門医員：脳腫瘍
杉山達也（SUGIYAMA

Tatsuya）
：助教：病棟医長，研修指導医長：脳血管障害，神経内視鏡，小児神経疾患

大井川秀聡（OHIGAWA Hidetoshi）
：助教：専門医員，外来医長：脳血管障害
石原秀章（ISHIHARA Hideaki）
：助教：専門医員：脳血管内治療
金澤隆三郎（KANAZAWA Ryuzaburo）
：助教：専門医員
中島弘之（NAKAJIMA
小倉丈司（OGURA

Hiroyuki）
：助教：専門医員：脳血管障害・頭部外傷

Takeshi）
：助教：専門医員：脳血管障害

大川原舞（OOKAWARA

Mai）
：助教：医員：脳神経外科一般

鈴木雅規（SUZUKI Masanori）
：助教：専門医員：能血管内治療
伏原豪司（FUSHIHARA Gouji）
：助教：医員：脳神経外科一般
根木宏明（NEGI Hiroaki）
：後期研修医
布施孝久（FUSE Takahisa）
：非常勤医員
小嶋篤浩（KOJIMA Atsuhiro）
：非常勤医員

2．教育
2-1．目的・目標
本学の教育目標は「すぐれた臨床医の育成」である．すぐれた臨床医とは，（1）医師としてのしっかりした専門
性を持つことであり，それは（2）豊かな人間性と社会的視野に裏打ちされたものでなくてはならない．そして，
（3）
生涯にわたって，
探求心と科学的思考能力を持った医師であることが求められる．脳神経外科の学生教育においては，
脳神経外科学について，医師として必要な，しっかりした知識を持つことを目標とし，同時に実習等によって探求心
と科学的思考能力，さらに患者への接し方について学んでもらうことを目的とする．
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2-2．教育内容（担当者）
講義：
松谷雅生

脳神経外科総論 4 年生

脳と脊髄にかかわる病気やけがは生活能力（歩く，見る，話す，考える，など）
に強くかかわり，かつ直接に生命をおびやかすことも少なくない．脳神経外科臨
床は生と死のぎりぎりの境界にあると言っても過言ではない．脳神経外科疾患は，
脳と生命，脳と身体機能の基本的な関係の上に存在する．総論は脳神経外科疾患
理解の第一歩である．
1．脳神経外科の歴史（魏の曹操，源頼朝の死は脳神経外科医がいれば防げた）
2．脳神経外科で扱う疾患の概要
3．どの臓器でも疾病は，腫瘍，血管障害，外傷，炎症，奇形の５種に分類できる．
4．脳神経外科疾患で重要な順は？

西川 亮

5．脳実質内病変と脳実質外病変の重要性（脳神経外科疾患理解の最大のポイント）
脳神経外科における画像診断 1．画像を見た時に，CT か MRI か，MRI だとすれば T1 強調か T2 強調か，造影
剤投与後の画像かを述べることが出来る．
4 年生
2．CT で高吸収域あるいは低吸収域を示す代表的な病変を挙げる事が出来る．
3．MRI で高信号域あるいは低信号域を示す代表的な病変を挙げる事が出来る．
4．脳梗塞の CT・MRI 画像について述べることが出来る．
5．脳出血の CT・MRI 画像について述べることが出来る．

西川 亮

西川 亮

柳澤 隆昭

西川 亮

西川 亮

西川 亮

西川 亮

脳腫瘍（１）総論 4 年生

6．リング状増強を示す疾患を挙げる事が出来る．
7．脳実質外腫瘍の画像上の特徴を述べることが出来る．
1．脳腫瘍とは何か

2．脳実質内発生と実質外発生腫瘍の重要性（脳腫瘍分類理解のポイント）
3．神経膠腫総論― Neuro-Oncology 分野の最重要腫瘍
脳腫瘍（２）悪性脳腫瘍（１）1．神経膠腫の診断と治療
4 年生
2．中枢神経系悪性リンパ腫の発生，頻度，画像，治療について述べることが出来る
3．転移性脳腫瘍の画像，原発巣別頻度，治療方針について述べることが出来る
脳腫瘍（３）悪性脳腫瘍（２）1．小児脳腫瘍はどのように発症し診断にいたるか？
4 年生
2．小児脳腫瘍にはどのようなものがあるか？
3．小児脳腫瘍の診断・治療上の特徴について：成人とどのような違いがあるか？
4．低悪性度神経膠腫の治療について
5．髄芽腫の治療について
救急・中毒 < 初期救急の実際 1．頭蓋内圧亢進状態を説明できる．
> 激しい頭痛 4 年生
2．突然の頭痛で発症する脳神経外科疾患を挙げられる．
3．疾患別の頭痛発生機序を説明できる．
脳・神経系疾患（9）脳腫瘍（1）1．神経膠腫の診断と治療方針
悪性脳腫瘍の治療 6 年生
2．髄芽腫の診断と治療方針
3．頭蓋内胚細胞腫瘍の診断と治療方針
脳・神経系疾患（10）
脳腫瘍（2）

4．中枢神経悪性リンパ腫の診断と治療方針
1．髄膜腫の診断と治療方針
2．脳下垂体腺腫の診断と治療方針

良性脳腫瘍の治療 6 年生
3．神経鞘腫の診断と治療方針
臨床実習の再チェック（13）1．画像を見た時に，CT か MRI か，MRI だとすれば T1 強調か T2 強調か，造影
剤投与後の画像かを述べることが出来る．
脳神経疾患（2）6 年生
2．CT で高吸収域あるいは低吸収域を示す代表的な病変を挙げる事が出来る．
3．MRI で高信号域あるいは低信号域を示す代表的な病変を挙げる事が出来る．
4．脳梗塞の MRI 画像について述べることが出来る．

西川 亮

5．脳出血の MRI 画像について述べることが出来る．
6．リング状増強を示す疾患を挙げる事が出来る．
7．脳実質外腫瘍を挙げ，MRI の特徴的な所見を述べることが出来る．
8．腫瘍マーカーが診断上重要な役割を果たす脳腫瘍を挙げる事が出来る．
内分泌・代謝（5）
〈間脳・下 1．下垂体腺腫の画像診断̶下垂体腺腫の MRI 所見について述べることが出来る．
垂体〉下垂体前葉（2）下垂 2．下垂体腺腫の治療̶手術の適応と手術法について述べることが出来る．
体腫瘍・頭蓋咽頭腫 3 年生
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3．頭蓋咽頭腫の病態と治療̶頭蓋咽頭腫の起源，症状，画像所見，治療法につい
て述べることが出来る．

脳神経外科

佐藤 章

脳・神経系疾患
1．救急治療を要する疾患
＜必須の症候と疾患＞（6） 2．救急治療を要する頭蓋内病態
6 年生
頭部外傷（1）4 年生

3．救急治療を要する神経症状
4．頭蓋内疾患救急治療の原則
5．頭部外傷の特殊性（解剖，特に頭蓋内という環境）

森川 栄治
森川 栄治

頭部外傷（２）4 年生
頭部外傷（3）4 年生

6．脳実質損傷と実質外損傷
7．脳損傷発生の機序と病態
8．頭部外傷における頭蓋内圧管理の意義
緊急手術を要する頭部外傷，脳挫傷の治療，急性頭蓋内血腫の分類とその治療
頭部外傷と全身合併外傷，頭蓋骨骨折の分類と治療，慢性硬膜下血腫の治療，外

杉山 達也

脳・脊髄の先天奇形 4 年生

森川 栄治

頭部外傷 6 年生

佐藤 章

脳血管障害（2）6 年生

佐藤 章

佐藤 章

佐藤 章

脳血管障害（4）4 年生

脳血管障害（5）4 年生

傷後てんかん
1．先天性疾患の診断と治療．
2．中枢神経系発生異常を理解する
外傷による脳損傷発生機序，緊急手術を要する病態，外傷性急性頭蓋内出血，頭
蓋内圧とその管理，頭部外傷と全身管理
1．くも膜下出血の疫学
2．動脈瘤破裂によるくも膜下出血の診断（画像，腰椎穿刺など）
3．脳動脈瘤の急性期治療
4．脳血管攣縮の病態と治療
5．ミ破裂脳動脈瘤の治療
1．脳血管障害の疫学
2．脳血管障害の分類（出血性および虚血性）と外科治療
3．出血性脳血管障害の画像；クモ膜下出血，脳出血，脳動脈瘤，脳動静脈奇形
4．虚血性脳血管障害の画像；ラクナ梗塞，皮質梗塞，塞栓症，動脈狭窄
5．特殊な脳血管障害；もやもや病，静脈洞血栓症など
1．くも膜下出血疫学
2．脳動脈瘤破裂とクモ膜下出血
3．クモ膜下出血の病態（頭蓋内，全身）
4．脳動脈瘤治療の原則
5．脳血管攣縮とその対策
1．脳梗塞の原因となる病態とその外科治療

石原正一郎

脳血管障害（6）4 年生

佐藤 章

2．脳梗塞と血管内治療
3．モヤモヤ病の外科治療
医療概論（4）死の概念・臓 1．医学的死の定義
器移植 6 年生

佐藤 章

佐藤 章

2．頭蓋内圧亢進が脳幹機能障害を起こす機構

3．脳死はヒとの死であるか？
4．法的脳死判定規準
終末期医療としての脳死と生 1．死の概念（三徴候死と脳死，死亡宣告の相対性と社会性）
命倫理４年生
2．終末期ケアの歴史
3．終末期医療としての脳死とは
4．脳死患者家族への倫理的対応
脳死・臓器移植における生命 1．医学的な脳死の病態と定義
倫理２年生
2．生命倫理からみた脳死・臓器移植
3．脳死はヒトの死か？
4．終末期医療としての脳死患者への倫理的対応

PBL：担当した．
BSL：全教員がクルズス，実技指導，レポート指導，カンファランスなどを分担して指導した．研修担当責任者：安
達淳一，杉山達也
脳血管内治療科における卒後教育：日本脳神経血管内治療学会認定指導医あるいは専門医が指導教官となり，血管
内手術の基礎となる知識・技術の指導をし，研修者はその経験を得る．それぞれ研修医の，技能習熟度に応じて，各
段階にて指導医による「見極め試験」がなされ，その実践能力を検討した上で次ぎの段階に進ませる「階層的徒弟制
度」を採用している．特に各人の技量に応じて，それぞれの段階で適切な先輩を配置する．こうした体制は，医療安
全上も非常に安全な環境で修練を経験することができるようになっている．さらに，上席医への細かな報告や連絡の
徹底など診療に臨む基本的態度を特に重視している．
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2-3．達成度
講義，PBL，BSL 全てにおいて責任を全うすることが出来た．
2-4．自己評価と次年度計画
講義内容については学生の関心と理解を深めるために改善の余地がある．特に国際医療センターの立ち上げ，小児
脳脊髄腫瘍部門の設立や人事異動等に伴って，更に講義担当者の入れ替えが必要であり，埼玉医科大学病院ならびに
総合医療センターとの連携も深めたい．
BSL については，脳神経外科を希望する研修医の減少傾向を打開するために，学生の興味と意欲をかき立てるよう
な内容に brush up する必要が切実である．平成 20 年度において徐々に改善を行ったが，平成 21 年度においては更
により密なスケジュールを構築する必要がある．顕微鏡下血管吻合の実技指導は学生に好評で，今後も継続したい．
脳血管内治療科における卒後教育：他院からの研修生（非常勤）2 名が研修中である．今年度は当科助教 1 名，非
常勤医員 1 名が日本脳血管内治療学会の専門医試験を受験し，筆記，面接，実技とも合格した．

3．研究
3-1．目的・目標
脳神経外科学に関係する基礎科学，診断，治療の全てにわたって新規知見を探求することを目的とする．
3-2．研究プロジェクト
脳腫瘍研究グループ
西川亮
1．頭蓋内胚細胞腫瘍の新規腫瘍マーカーの探索と発生機序・治療感受性に関する解析
2．希少がん（悪性脳腫瘍）の個別適正化治療のための TRI（Translational Research Informatics）システムの構築
3．希少悪性腫瘍に対する標準的治療確立のための多施設共同研究
4．高次脳機能を温存する転移性脳腫瘍の治療法確立に関する研究
5．悪性神経膠腫に対する Temozolomide の治療効果を増強した標準治療確立に関する研究
三島一彦
1．高齢者初発膠芽腫に対する治療の研究
2．中枢神経系悪性リンパ腫に対する新たな治療法の開発
柳澤隆昭
1．小児脳脊髄腫瘍に対する新しい集学的治療法の開発
2．小児脳脊髄腫瘍患者および家族の Quality of Life 向上を目的とした包括的診療チーム（multidisciplinary team）
による診療体制の確立
3．眼部悪性腫瘍に対する新しい集学的治療法の開発
安達淳一
1．乏突起膠腫の診断と治療反応性予測に有用な分子マーカーの探索
脳血管障害研究グループ
石原秀章，石原正一郎
1．脳血管内治療における生体侵襲・感染症の影響
2．脳・頭頚部・眼腫瘍性病変に対する薬物選択的動注療法
山根文孝
1．脳血管内治療における脳循環動態・病態生理モニタリング
2．頚動脈ステント留置後の高次脳機能と脳循環動態
神山信也，石原正一郎
1．Brain OR における開頭術と脳血管内治療との併用手術の開発
2．脳血管造影術後管理についての看護研究
鈴木雅規，石原正一郎
1．脳血管内治療における患者満足度の調査
神山信也
1．脳血管内治療からみた脳血管解剖の解明
2．硬膜動静脈瘻の病態と治療
3．被曝線量の減少を目的とした脳血管内治療
大川原舞，石原正一郎
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1．脳卒中治療における呼吸器感染症
石原正一郎
1．脳動脈瘤の塞栓術を目的とした流体力学に関する研究
佐藤

章

1．くも膜下出血急性期の重症度および出血程度の評価法に関する研究
2．内頚動脈前壁動脈瘤の病態・治療法に関する研究
3．外傷性脳血管障害の病態・治療法に関する研究
杉山達也，佐藤章
1．くも膜下出血急性期術後の血管攣縮予防におけるアスコルビン酸，マグネシウムによる脳槽洗浄の効果に関す
る研究
2．脳動脈解離の病態・治療に関する研究
小倉丈司，佐藤章
1．くも膜下出血超急性期における交感神経緊張状態に対する Ca チャンネルブロッカーの効果に関する研究
小倉丈司，森川栄治
1．遺伝性出血性毛細血管拡張症の遺伝子解析研究
3-3．研究内容と達成度
脳腫瘍研究グループ
西川亮
1．頭蓋内胚細胞腫瘍の新規腫瘍マーカーの探索と発生機序・治療感受性に関する解析
【研究内容】
頭蓋内胚細胞腫瘍の凍結標本を用いた cDNA array による遺伝子発現解析を行いった．Germinoma に比べて nongreminomatous germ cell tumor において有意に発現の高い遺伝子として Bone Morphogenetic Protein-4，SOX-11，
Frizzled 7 をピックアップした．免疫組織化学染色による蛋白質発現の解析を行って，新規腫瘍マーカーとしての可
能性を検討した．文科省科学研究費補助金報告書を提出した．
【達成度】
70%
2．希少がん（悪性脳腫瘍）の個別適正化治療のための TRI（Translational Research Informatics）システムの構築
【研究内容】
分担研究として神経膠腫における Podoplanin 発現の意義について解析した．神経膠腫において悪性度の進展に相
関して podoplanin の発現の頻度と発現量が高くなっていることが示された．Podoplanin が悪性神経膠腫における悪
性化機構に関わっている可能性が示唆された．
【達成度】
30%
3．希少悪性腫瘍に対する標準的治療確立のための多施設共同研究
【研究内容】
分担研究として中枢神経原発悪性リンパ腫における新規治療として（1）再発症例に対する血液脳関門破壊による
リツキサンの投与に併用する化学療法の手法を考案し実施するとともに，（2）初発症例に対する新規治療法として
テモゾロミドによる consolidation を考案し，臨床試験プロトコールコンセプトを作成し，高度医療評価制度の事前
相談を行った．
【達成度】
20%
4．高次脳機能を温存する転移性脳腫瘍の治療法確立に関する研究
【研究内容】
JCOG 臨床試験 0504 に参加し，症例の登録を行った．
【達成度】
10%
5．悪性神経膠腫に対する Temozolomide の治療効果を増強した標準治療確立に関する研究
【研究内容】
JCOG 臨床試験 0305 に参加し，症例の登録を行った．また次期 JCOG 臨床試験の前試験である INTEGRA 試験に
参加した．
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【達成度】
80%
三島一彦
1．高齢者初発膠芽腫に対する治療の研究
【研究内容】
初発膠芽腫に対する標準的治療は，テモゾロミド（TMZ）併用放射線照射と TMZ による維持化学療法である．し
かし高齢者に対しても若年者と同様の治療法が安全かつ有効かはいまだ結論が得られていない．そこで 65 歳以上の
高齢者に対し TMZ 併用放射線照射に TMZ 維持化学療法を行った治療成績を検討した．2006 年 4 月以降 TMZ を併
用し初期治療を行った 65 歳以上の膠芽腫 25 例を対象とした．照射線量は 60Gy で，70 歳以上は 2008 年 3 月以降
40Gy とし，照射中 TMZ を 75mg/m2 で投与した．照射後は重篤な有害事象が出現しない限り TMZ を 150-200mg/
m2 で 5 日間，4 週おきに投与した．25 例の年齢中央値は 72 歳（65-87），KPS 中央値は 60（50-90）であった．全
生存期間中央値は 13.7 ヵ月，6 ヵ月生存割合 78.8%，12 ヵ月生存割合 60.7%，無増悪生存期間中央値 8.3 ヵ月，6 ヵ
月無増悪生存割合 53.7%，12 ヵ月無増悪生存割合 40.2% であった．MGMT のメチル化が検索できたものは 23 例で，
メチル化のある症例 12 例の全生存期間中央値は 25.8 ヵ月，MGMT メチル化のない症例 11 例の全生存期間中央値
は 9.0 ヵ月であった（p=0.05）
．照射中骨髄抑制のためテモゾロミドを中止したものが 1 例あった．テモゾロミドの
維持療法は計 181 サイクル投与され，3 サイクル以上投与できたのは 15 例であった．有害事象としては，Gr. 3 の
白血球減少 4 例，Gr. 3 の感染症 2 例，Gr. 3 の血小板減少 1 例，Gr. 3 以上のリンパ球減少 11 例，Gr.
Gr.

3 の痙攣 2 例，

3 の低ナトリウム血症 1 例でみられた．高齢者に対しても TMZ 併用放射線照射と TMZ による維持化学療法は

比較的安全に行うことが可能で有効な治療法である．MGMT のメチル化のある症例はないものに比べ予後がよい傾
向にあった．
【達成度】
60%
2．中枢神経系悪性リンパ腫に対する新たな治療法の開発
【研究内容】
PCNSL に対して temozolomide（TMZ）の単独あるいは rituximab との併用投与による有効性が示され注目されて
いる．しかし 抗体薬である rituximab は血液脳関門（BBB）を通過せず脳内病変に対する効果は疑問である．一方
BBB disruption（BBBD）法は薬剤の BBB 通過を促進する方法として有用である．そこで再発 PCNSL に対し，BBBD
下 rituximab 投与と temozolomide を併用する治療（R-TMZ 療法）の効果を昨年度に引き続き検討した．4 例（年齢
35-76 歳）の再発 PCNSL に対し BBBD 下に Rituximab を静脈投与，翌日より TMZ 200mg/m2 を 5 日間投与する
R-TMZ 療法を施行した．CR 例は TMZ による維持療法を継続した R-TMZ 療法を計 10 サイクル施行した．MRI によ
る効果判定は，CR;2 例，PR;2 例であった．PR 例は 3.8 ヵ月と 4.5 ヵ月で，CR 例 1 例は 9 ヶ月で再発を来したが，
他の CR 例 1 例は TMZ による維持療法を行い 24 ヵ月再発なく経過している．R-TMZ 療法により 1 例で BBBD によ
り grade2 の小脳梗塞をきたしたが，grade 3 以上の有害事象は認めなかった．本治療法は骨髄抑制も軽度であり，
再発 PCNSL に対し有効な治療法である．
【達成度】
60%
柳澤隆昭
1．小児脳脊髄腫瘍に対する新しい集学的治療法の開発
【研究内容】
予後不良な小児脳脊髄腫瘍に対して，世界レベルで最も優れた治療成績を上げている主修学的治療レジメンを調査
し，
必要に応じて我が国において施行可能である方法に modify して実行した．対象患者数は，昨年と比較して倍増し，
対象疾患も増加した．
【達成度】
50%
2．小児脳脊髄腫瘍患者および家族の Quality of Life 向上を目的とした包括的診療チーム（multidisciplinary team）
による診療体制の確立
【研究内容】
小児脳脊髄腫瘍は，小児がんによる死亡・後遺症の最大の原因であり，救命と QOL の向上は世界共通の急務である．
小児脳脊髄腫瘍は，多様な腫瘍からなり，その management はしばしば複雑であり，問題の解決のためには治療の
センター化，専門化は不可欠である．我々は平成 19 年 4 月，小児脳脊髄腫瘍を専門とするわが国初の診療部門とし
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て出発した．
1）疾患および治療よる合併症は患児受診時より，脳腫瘍を専門とする小児腫瘍科医・脳外科医が同じ科の中にあっ
て，神経放射線診断医・放射線治療医と共に診療にあたる集学的医療体制を確立した．
2）小児脳脊髄腫瘍の患児および家族のあらゆる身体的・心理社会学的問題に治癒後も含め長期的に対応するた
めに上記の医師のほか，小児腫瘍科・精神腫瘍科・緩和医療科・リハビリテーション科の医師，病棟・外来・
通院治療センター看護師，臨床心理士，ソーシャルワーカー，薬剤師，理学療法士からなる包括的診療チーム
multidisciplinary team を形成し，
月 2 回の定期的なカンファランスを基盤として，必要に応じて多種の医療スタッ
フが連携して問題に対応する体制を確立し，これを本年度はさらに展開させた．
3）このような形で，小児脳脊髄腫瘍を対象として集学的治療，多職種チーム診療体制を実践している施設は国内
でもほとんどない．

こうした診療実践すると同時に，その成果を，国内さまざまな国内学会で発表し，チーム

体制の確立によるさまざまな成果を公表した．これにより小児脳脊髄腫瘍の日本における代表的治療施設として
公的にも認知されるようになった．
【達成度】
50%
3．眼部悪性腫瘍に対する新しい集学的治療法の開発
【研究内容】
眼部悪性腫瘍に対する厚生労働省がん助成金研究の 4 年間の主任研究者として最後の年度であった．日本独自の
局所化学療法（選択的眼動脈注入，硝子体注入）と全身化学療法併用による眼球保存的治療について，これまでの
成果をまとめ，国際学会で発表した．2 次癌誘発のリスクから放射線治療に代わる初期治療として導入された全身化
学療法とわが国独自の局所化学療法（メルファランの眼動脈注入・硝子体注入）併用による眼球保存的治療が現在
行われている．全身化学療法による 2 次癌誘発も報告させるようになっていることから，局所化学療法の併用によ
り全身化学療法を軽減することを目的とした．全身化学療法のサイクル数を従来の 6 サクルから原則 2 回に減らし，
2007 年までに治療された 86 例（両側性 60 例，片側性 26 例），125 眼球を対象に，有効性と安全性を検討した．
対象は殆どが 1 歳未満の幼若な患児であったが，Grade3, 4 の治療関連毒性を認めず，全例で計画された治療が可能
であった．化学療法施行サイクル数は中央値 2 サイクル，全眼で良好な腫瘍縮小を認め，局所療法が可能となった．
放射線外照射を回避しての眼球の温存率は 75% であり，Reese-Ellsworth 分類別では，Group I 86 %, Group II 68 %,
Group III 78%, Group IV82%, Group V 52% であった．国際分類別では，Group A 100%, Group B 81%, Group C 72%,
Group 50 % であった．放射線治療・局所療法併用に匹敵する温存率であり，本治療法が標準的治療となる可能性が
高い．局所化学療法の存在により，ほとんどの例で全身化学療法を 2 サイクルに軽減して，放射線外照射を用いず
に眼球の温存を達成できることが明らかになった．進行例での温存率は欧米を上回り，わが国独自の局所化学療法が
寄与している可能性が示唆される．眼球摘出・放射線治療に至る主な因子として，硝子体播種・網膜下播種および視
神経乳頭上の再発があげられ，これらに対して新薬の導入など新たな治療戦略の開発の必要がある．上述のごとく，
一部の例では，局所化学療法のみで温存を試みる価値がある．
【達成度】
50%
安達淳一
1．乏突起膠腫の診断と治療反応性の予測に有用な分子マーカーの探索
【研究内容】
乏突起膠腫（oligodendroglioma）及び退形成性乏突起膠腫（anaplastic oligodendroglioma）の原発性脳腫瘍の中に
おける頻度は 1.2 % で，神経膠腫（glioma）に占める頻度は 4.7% と少ないものの，最近の遺伝子解析技術は本腫瘍
の分子病理学に画期的な知見をもたらした．すなわち，oligodendroglioma では astrocytic tumor と異なり TP53 遺
伝子異常の頻度が少ない（＜ 10%）こと，染色体 1p, 19q の欠失が約 40?80% に見られるということである．そし
て，この染色体 1p と 19q が同時に欠失している oligodendroglioma は予後が良いと言われている．しかしながら，
1p と 19q の共欠失している oligodendroglioma の中には早期に再発をきたすものもある．そのような腫瘍に特徴的
な染色体・遺伝子異常を見い出すため本研究を行った．対象は当科で治療を行った染色体 1p 及び 19q loss を認める
oligodendroglioma（OL）6 例，anaplastic oligodendroglioma（AO）8 例である．OL2 例と AO2 例が初期治療中ない
し終了直後に再発を来した．これらの腫瘍に対して，FISH（Fluorescence in situ hybridization）法と CGH（Comparative
genomic hybridization）-Array を用いて遺伝子異常の解析を施行した．FISH の probe としては，1p（1p36.3）, 19q
（19q13.3）, EGFR（7p12）, 10q（10q23.3）上の probe を使用し，CGH-Array 法については GenoSensor Array 300
（Vysis）を用い，再発 4 例中 3 例と，非再発では OL3 例と AO2 例に施行した．また，EGFR タンパク質の発現に関
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しては免疫組織染色も行った．結果として，再発 OL,AO とも全例で EGFR 遺伝子の増幅が見られた．しかし，この
内で EGFR の免疫染色で明らかに陽性を呈した例は 2 例であった．また，再発 AO の 2 例とも染色体 10q の loss を
認めた．これらの異常は非再発 OL や AO では見られなかった．
【達成度】
80%
2．メチル化感受性高解像能融解曲線分析法に基づく MGMT 遺伝子プロモーターメチル化の定量的解析
【研究内容】
悪 性 グ リ オ ー マ に お い て テ モ ゾ ロ ミ ド 投 与 の 効 果 が 期 待 で き る 重 要 な フ ァ ク タ ー と し て MGMT（O6methylguanine-DNA methyltransferase）遺伝子プロモーターのメチル化の程度が重要とされている．メチル化の検
出に一般に用いられる方法はメチル化特異的 PCR 法であるが，定性的解析法でありメチル化の定量的評価はできな
い．そこで，我々は以下に述べる方法で MGMT 遺伝子メチル化の定量法を確立した．まず，抽出した腫瘍 DNA を
bisulﬁte 処理する．これにより，非メチル化シトシンはウラシルへ変換（変異型）されるが，メチル化シトシンは変
換されない（野生型）
．その後，飽和型インターカレート色素の存在下で目的の MGMT 遺伝子プロモーター領域を
PCR で増幅する．この色素は 2 本鎖 DNA に特異的に結合し，励起されることで蛍光を発生する．増幅後，高解像度
融解曲線の分析を行う．変異型ではより低い温度で融解が始まり，蛍光が減弱する．融解曲線の波形の解析で非メチ
ル化とメチル化のバリアントの比率が決定できる．PCR 開始から融解曲線が得られるまでに要する時間は約 1 時間
30 分である．本実験で得られる融解曲線には変異型，野生型由来の 2 つのピークが見られる．既知の非メチル化と
メチル化テンプレートを混合したスタンダードの融解曲線データとの相似性から，未知サンプル DNA の MGMT メ
チル化レベルを評価できる．SYBR Green（不飽和型）を用いた Real-time PCR 法では解像度が低く本実験が目的とす
る MGMT 遺伝子メチルの定量化は困難であったが，飽和型色素を用いる本法は温度正確性，再現性が高く，かつ短
時間で解析が完了する点で有用であった．
【達成度】
90%
鈴木智成
【研究内容】
神経膠芽腫を代表とした悪性脳腫瘍は手術での摘出率が予後に関与すると言われているが，MRI にて境界明瞭に
造影される腫瘍であっても，実際の手術においては脳腫瘍と正常脳との境界は判然とせず，術者の主観と経験に基づ
いて摘出術が行われてきた．そこで，腫瘍組織をできるだけ選択的に摘出する方法の一つとして，光感受性物質を用
いた術中蛍光診断による腫瘍摘出法が注目されている．5-ALA を手術に先立ち経口摂取させることで，体内に吸収さ
れた 5-ALA が腫瘍細胞に取り込まれ，細胞内でヘム合成系酵素により protoporphyrin IX（PpIX）に生合成される．
これに青紫色のレーザー光を照射し励起させることで赤色蛍光を発光させ，正常脳と腫瘍の判別をし腫瘍の摘出を
行っている．
PpIX の合成・蓄積の機序としては，悪性脳腫瘍細胞では正常細胞に比べてヘム合成酵素系の異常，例えば
ferrochelatase の活性低下，prophobilinogen deaminse の活性上昇，ミトコンドリアへの移送に関係する peripheral
benzodiazepin receptor の発現上昇などによる，PpIX の産生上昇，分解抑制が考えられている．しかし，それ以上の
詳細な検討はされていない．我々はこれまで 100 例以上の脳腫瘍手術に対し，5-ALA による蛍光診断を施行してき
たが，同じ組織型の腫瘍でも蛍光に陽性，陰性があったり，良性腫瘍である髄膜腫でも 65％の陽性率が得られたり
と疑問な点が多く存在する．
本研究は，ヘム合成系酵素をはじめ P ｐ IX 産生に関わる可能性のある分子の遺伝子発現レベルにつき DNA マイ
クロアレイ法を用いることで網羅的かつ系統的に解析し，なぜ組織型によって PpIX 発現の差が生じるのか，また組
織型が同じでも症例によって P ｐ IX 発現の差が生じるのは何故かを解析することを目的とした．
【達成度】
50%
脳血管障害研究グループ
石原秀章，石原正一郎
1．脳血管内治療における生体侵襲・感染症の影響
【研究内容と達成度】
データ収集もほぼ終了し，現在論文準備中．
2．脳・頭頚部・眼腫瘍性病変に対する薬物選択的動注療法
【研究内容と達成度】
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各方面との調整中．
山根文孝
3．脳血管内治療における脳循環動態・病態生理モニタリング
【研究内容と達成度】
現在データ収集中．
4．頚動脈ステント留置後の高次脳機能と脳循環動態
【研究内容と達成度】
現在データ収集中．
神山信也，石原正一郎
2．Brain OR における開頭術と脳血管内治療との併用手術の開発
【研究内容と達成度】
学会発表あり．論文発表あり．
3．脳血管造影術後管理についての看護研究
【研究内容と達成度】
現在データ収集中．看護師との共同研究．
鈴木雅規，石原正一郎
1．脳血管内治療における患者満足度の調査
【研究内容と達成度】
現在データ収集中．
神山信也
4．脳血管内治療からみた脳血管解剖の解明
【研究内容と達成度】
現在データ収集中．
5．硬膜動静脈瘻の病態と治療
【研究内容と達成度】
現在データ収集中．
6．被曝線量の減少を目的とした脳血管内治療
【研究内容と達成度】
現在データ収集中．中央放射線部放射線技師との共同研究．
大川原舞，石原正一郎
3．脳卒中治療における呼吸器感染症
【研究内容と達成度】
現在データ収集中．
石原正一郎
2．脳動脈瘤の塞栓術を目的とした流体力学に関する研究
【研究内容と達成度】
現在データ収集中．
佐藤

章

1．くも膜下出血急性期の重症度および出血程度の評価法に関する研究
【研究内容と達成度】
過去の症例データを後方視的に検索して検討する．データベースの作成中である．また，前方視的研究の準備を検
討している．達成度 50％．
2．内頚動脈前壁動脈瘤の病態・治療法に関する研究
【研究内容と達成度】
2004 年に信州大学と共同で行った全国調査の結果を集積・解析し，脳卒中学会，脳卒中外科学会，脳神経外
科学会等で発表し英文を含む論文として纏めた．今後は，本動脈瘤の形成過程の流体力学的検討を computer
simulation により行う準備中．また，手術治療法に関する全国調査も予定している．達成度 90％．
3．外傷性脳血管障害の病態・治療法に関する研究
【研究内容と達成度】
過去の症例データベース作成が進行している．データ解析の一部は学会報告，論文報告済みであり，その成果に基
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づき神経外傷学会「重症頭部外傷治療のガイドライン」の外傷性脳血管障害の項目の作成委員として執筆を担当す
る評価を得ている．また，同学会主催の頭部外傷教育セミナー講師として当該項目を担当するなど，研究成果を生
かした学会活動が出来た．達成度 90％．
杉山達也，佐藤章
1．くも膜下出血急性期術後の血管攣縮予防におけるアスコルビン酸，マグネシウムによる脳槽洗浄の効果に関す
る研究
【研究内容と達成度】
急性期術後患者の脳槽洗浄液を用いて，髄液中の OxyHemoglobin 濃度および free Mg++ 濃度の継日的な測定を行
い，アスコルビン酸による OxyHemoglobin の抑制および Mg++ 濃度の増加を確認した．前者の測定は，脳槽洗浄
の必要日数の指標としても日常臨床で有効に利用している．測定データの分析を進め，脳血管攣縮発生率の著しい
低下を得られた理由として，本治療法の有効性の確認もでき，学会報告も開始している．論文化も進めており英文
発表も準備中である．達成度 80％．
2．脳動脈解離の病態・治療に関する研究
【研究内容と達成度】
脳動脈瘤解離の多施設共同研究の研究協力者として，症例登録を行っている．後方視的研データ集積は終了し，
デー
タ解析の担当分野である内頚動脈解離につき既に学会報告も始めている．達成度 90％．
小倉丈司，佐藤章
1．くも膜下出血超急性期における交感神経緊張状態に対する Ca チャンネルブロッカーの効果に関する研究
【研究内容と達成度】
症例登録につき院内 IRB を認可を得た．2008 年 10 月からデータ集積を開始した．達成度 50％．
小倉丈司，森川栄治
1．遺伝性出血性毛細血管拡張症の遺伝子解析研究
【研究内容と達成度】
脳動静脈奇形・動静脈瘻の病因を解析するもので国際医療センタートランスレーショナルセンターとの共同プロ
ジェクトである．但し計画段階である．
3-4．自己評価と次年度計画
西川亮
1．頭蓋内胚細胞腫瘍の新規腫瘍マーカーの探索と発生機序・治療感受性に関する解析
本研究は文科省科学研究費の補助を頂いている研究の 2 年目である．報告書を完成させ提出するとともに，平
成 21 年度からの継続課題の申請を行い採択された．
2．希少がん（悪性脳腫瘍）の個別適正化治療のための TRI（Translational Research Informatics）システムの構築
本研究は厚労省科学研究費の補助を頂いているものだが，分担研究としての責任は果たすことが出来た．
3．希少悪性腫瘍に対する標準的治療確立のための多施設共同研究
本研究は厚労省がん研究助成金の補助を頂いているものであるが，初年度は中枢神経原発悪性リンパ腫に関する
新規臨床試験プロトコールコンセプトの意思統一にほぼ費やされた．次年度は引き続き中枢神経原発悪性リンパ
腫の初期治療としてのテモゾロマイド併用療法の臨床試験のプロトコールコンセプトを完成し，JCOG 試験とし
ての実施に向けての準備を行う．
4．高次脳機能を温存する転移性脳腫瘍の治療法確立に関する研究
本研究は厚労省科学研究費の補助を頂いているものである．次年度も引き続き JCOG 試験への症例登録を行う．
5．悪性神経膠腫に対する Temozolomide の治療効果を増強した標準治療確立に関する研究
本研究は厚労省科学研究費の補助を頂いているものであるが，JCOG0305 試験の完遂に寄与することができた．
次年度は次期 JCOG 試験である膠芽腫に対する Interferon + temozolomide 治療の第二相試験の実施に向けての
準備に関わる．
三島一彦
1．高齢者初発膠芽腫に対する治療の研究
さらに解析する症例数を増やすとともに，TMZ 併用照射と維持 TMZ 療法の予後に関わる因子について，検討を
していく予定である．
2．中枢神経系悪性リンパ腫に対する新たな治療法の開発
症例数を増やし，治療効果を検討するとともに，大量メトトレキサート療法などの化学療法によく反応する
PCNSL とそうでないもの，再発までの期間が短いもの，そうでないものについて悪性リンパ腫表面に発現する
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マーカーを指標に分類できないかを検討し，治療効果予測分子マーカーを探索する．また TMZ の抗腫瘍効果と
MGMT promoter methylation の関係を検討する．
柳澤隆昭
1．小児脳脊髄腫瘍に対する新しい集学的治療法の開発
少しずつではあるが症例は確実に増加傾向にあった．さらに症例を積み重ねてゆく予定である．
2．小児脳脊髄腫瘍患者および家族の Quality of Life 向上を目的とした包括的診療チーム（multidisciplinary team）
による診療体制の確立
こうした診療体制の確立による具体的な成果を公表していく．
3．眼部悪性腫瘍に対する新しい集学的治療法の開発
厚生労働省がん助成金研究指定研究として新らしく発足した眼部腫瘍の研究班の分担研究者として，対象を網膜
芽細胞腫からさらに視神経膠腫を含めた小児視神経腫瘍全般に広げて救命および機能温存を目標とした集学的治
療法の開発と診療体制の整備に努める．
安達淳一
1．乏突起膠腫のの診断と治療反応性の予測に有用な分子マーカーの探索
本研究は平成 19?20 年度の学内グラントで採用された研究である．形態的に典型的な 1p 及び 19q loss を有す
る oligodendroglioma であっても，EGFR 遺伝子増幅や 10q loss などの Glioblastoma で多く見られる遺伝子異常
を持つ症例が早期に再発する傾向があるとの一応の結論が得られたが，さらに症例を集積し統計学的解析を行う
予定である．
2．メチル化感受性高解像能融解曲線分析法に基づく MGMT 遺伝子プロモーターメチル化の定量的解析
本研究は「血中分子マーカー定量による悪性グリオーマの抗腫瘍剤感受性のモニタリング」という平成 20?22
年度文科省科学研究費を頂いている研究の方法論の骨格を成すものであり，MGMT 遺伝子メチル化の定量法が
確立できたことで研究目標にほぼ到達できた．今後は症例数を増やしつつ，得られた MGMT 遺伝子メチル化の
データと臨床データ（生存期間，無再発期間，治療反応性など）の解析を行う．
鈴木智成
1．グリオーマの分子生物学的マーカーの解析
マイクロアレイ解析により候補遺伝子の絞り込みを行っており，確実に研究は進行している．次年度には RTPCR にて定量的発現解析し候補遺伝子の検証を行う予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
脳・脊髄腫瘍科は我が国では初めて脳脊髄腫瘍の研究，診断，治療に特化した診療科である．特に小児科医の参加
により小児脳脊髄腫瘍の治療においては我が国のトップに立ったといっても過言ではない．脳脊髄腫瘍全般について
診断，治療に努めるとともに新規治療法の開発や臨床試験の提案なども行っていくことことができた．次年度は更に
症例数，手術件数の増加と先進医療の開発に努めていく．
脳血管内治療科は，平成 19 年 4 月にスタートした診療科であるが，脳血管造影検査，脳血管内治療ともに多くの
件数をこなし，外来診療，病棟診療ともに充実した内容となった．特に救急疾患に対応する治療室とより高度な治療
を可能とする統合型手術室（Brain OR）での治療では今までに不可能であった内容の治療も行われ，今後この領域で
の当院の活動が注目されている．また近隣施設との病診連携にも力を入れ，多くの患者の紹介を受けることが出来た．
教育，研究面においても充実した内容であったと判断しているが，次年度にはさらなる向上をめざす．
脳卒中外科は，国内トップクラスの脳動脈瘤手術数となっているが，施設の能力としては更に症例数が増えても対
応出来ると思われるので，未破裂動脈瘤も含め症例数の増加をはかりたい．若い医師が多い科であるため，外科のト
レーニングにも力を注ぐ必要性を感じている．虚血性疾患の外科治療についても，内科との連携体制をさらに強化す
ることで，症例増加が望める．脳血管内治療科との連携は，全国的にも注目される程に円滑に行えており，この面で
も両科の症例数増加にとって望ましい関係といえる．今後も現在の協力関係を続けていきたい．スタッフ不足が続い
ており，日常的な医師の疲労が心配されるが，人員補充も含めて診療科としての力を向上させていきたい．臨床研究
についても，次年度から更に 2 件程度分野を増やして進めていく予定である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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Neuro-Oncology（西川亮，Executive Editor）
Japanese Journal of Clinical Oncology（西川亮，Reviewer）
Neurologia medico-chirurgica（西川亮，三島一彦，石原正一郎．Reviewer）
Stroke（森川栄治，Reviewer）
Neuro-Image（石原正一郎，Reviewer）
International Brain Mapping and Intraoperative Surgical Planning Society（石原正一郎，Board of Directors）
脳卒中の外科（佐藤章，Reviewer）
日本神経救急学会雑誌（佐藤章，Reviewer）
Neurosurgical Emergency（佐藤章，編集委員）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本がん治療認定医機構関連学会連絡委員会委員（西川亮）
日本癌治療学会臨床腫瘍データベース委員会委員（西川亮）
日本癌治療学会抗がん剤適正使用ガイドライン作成 WG 委員（西川亮）
日本神経外傷学会重症頭部外傷治療ガイドライン作成医院（佐藤章）
労働政策研究・研修機構（JILPT）労働大学校講師（三島一彦）
特定非営利活動法人日本脳腫瘍学会（理事長：松谷雅生，事務局長：西川亮）

6．業績
6-1．論文・学会発表
Ⅰ．論文発表
① A. Satoh, T. Sugiyama, K.. Hongo, Y. Kakizawa, M. Matsutani . Nationwide surveillance of IC anterior（or dorsal）
wall aneurysm: with special reference to its dissecting nature.

Acta Neurochir Suppl 2008, 103: 51-55

② Kanazawa R, Ishihara S, Okawara M, Ishihara H, Kohyama S, Yamane F . A successful treatment with carotid
arterial stenting for symptomatic internal carotid artery severe stenosis with ipsilateral persistent primitive
hypoglossal artery: case report and review of the literature. Minim Invasive Neurosurg 51（5）:298-302, 2008
③ Hayatsu N, Kaneko MK, Mishima K, Nishikawa R, Matsutani M, Price JE, Kato Y.

Podocalyxin expression in

malignant astrocytic tumors. Biochem Biophys Res Commun.374（2）:394-8.2008
④ Iwakawa R, Kohno T, Anami Y, Noguchi M, Suzuki K, Matsuno Y, Mishima K, Nishikawa R, Tashiro F, Yokota J.
Association of p16 homozygous deletions with clinicopathologic characteristics and EGFR/KRAS/p53 mutations
in lung adenocarcinoma. Clin Cancer Res. 14（12）:3746-53.2008
⑤ Nakazawa Y, Sato S, Naito M, Kato Y, Mishima K, Arai H, Tsuruo T, Fujita N Tetraspanin family member CD9
inhibits Aggrus/podoplanin-induced platelet aggregation and suppresses pulmonary metastasis Blood

112

（5）:1730-1739.2008
⑥ Kato Y, Hayatsu N, Kaneko MK, Ogasawara S, Hamano T, Takahashi S, Nishikawa R, Matsutani M, Mishima K,
Narimatsu H Increased expression of highly sulfated keratan sulfate synthesized in malignant astrocytic tumors
Biochem Biophys Res Commun.369（4）:1041-6.2008
⑦ Akiyama M, Yamada O, Agawa M, Yuza Y, Yanagisawa T, Eto Y, Yamada H.:Eﬀects of prednisolone on speciﬁcally
expressed genes in pediatric acute B-lymphoblastic leukemia. J Pediatr Hematol Oncol. 30（4）:313-6,2008
⑧ Mikami-Terao Y, Akiyama M, Yuza Y, Yanagisawa T, Yamada O, Yamada H.:Antitumor activity of G-quadruplexinteractive agent TMPyP4 in K562 leukemic cells. Cancer Lett. 261（2）:226-34. 2008
⑨ Yanagisawa T, Bartels U, Bouﬀet E:Role of prognostic factors in the management of pediatric solid tumors. Ann
N Y Acad Sci. 1138:32-42 2008
⑩ Wakabayashi T, Kayama T, Nishikawa R, Takahashi H, Yoshimine T, Hashimoto N, Aoki T, Kurisu K, Natsume
A, Ogura M, Yoshida J. A multicenter phase I trial of interferon- β and temozolomide combination therapy for
high-grade gliomas（INTEGRA study）. Jpn J Clin Oncology 38:715-718, 2008
6-2．獲得研究費
1．平成 18-20 年度文部科学省科学研究費補助金，基盤研究（C）「頭蓋内胚細胞腫瘍の新規腫瘍マーカーの探索と
発生機序・治療感受性に関する解析」
（松谷雅生，西川亮）
2．厚生労働科学研究費補助金（効果的医療技術の確立推進臨床研究事業）「悪性神経膠腫に対する Temozolomide
の治療効果を増強した標準治療確立に関する研究」（渋井班 H20- がん臨床 - 一般 -019），（西川亮）
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3．厚生労働科学研究費補助金・効果的医療技術の確立推進臨床研究事業・がんの治療法を確立するための臨床研
究「高次脳機能を温存する転移性脳腫瘍の治療法確立に関する研究」（嘉山班 H18- がん臨床 -009）（西川亮）
4．
厚生労働省がん研究助成金
（20 指 -4）
「希少悪性腫瘍に対する標準的治療確立のための多施設共同研究」
（
，西川亮）
5．厚生労働科学研究費補助金．第 3 次対がん総合戦略研究事業．希少がん（悪性脳腫瘍）の個別適正化治療のた
めの TRI（Translational Research Informatics）システムの構築．（西川亮）
6．重粒子線がん治療臨床研究班，
中枢神経腫瘍臨床研究班．
（重粒子医科学センター研究補助費）
（松谷雅生，
西川亮）
7．厚生労働省がん助成金研究計画研究 17-3「良好な視機能温存を目標とした眼部悪性腫瘍の新しい集学的治療法
の開発」 主任研究者（柳澤隆昭）
8．埼玉医科大学
木

学内グラント「
「マイクロアレイ解析を用いた脳腫瘍におけるポルフィリン代謝経路の解析」
（鈴

智成，脇谷

健司，安達

淳一，
三島

一彦，松谷

雅生，西川

亮）

9．埼玉医科大学学内グラント「乏突起膠腫の診断と治療反応性の予測に有用な分子マーカーの探索」
（安達
西川

亮，松谷

淳一，

雅生）

10．平成 20-22 年度文部科学省科学研究費補助金，基盤研究（C）「血中分子マーカー定量による悪性グリオーマの
抗腫瘍剤感受性のモニタリング」
（安達淳一，西川亮，松谷雅生）
11．厚生労働省がん研究助成金

18-14「小児がん克服者の QOL と予後の把握およびその追跡システムの確立に関

する研究」
（西川亮）
6-3．受賞
ベストポスター賞

第 24 回日本脳神経血管内治療学会総会．河原大悦ら：Siemens 装置を用いた脳血管内治療に

おける被曝線量低減の検討
ベストポスター賞

第 24 回日本脳神経血管内治療学会総会．神山信也ら：前頭蓋窩硬膜動静脈瘻に対する脳血管

内治療 ?3DDSA に基づいた治療戦略
優秀ポスター賞

第 32 回日本高次脳機能障害学会．山根文孝ら：頸動脈ステント留置術（CAS）が高次脳機能に

与える影響
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 26-28 回西関東 NIVR セミナー

7．自己点検・評価
脳・脊髄腫瘍科：教育，研究，診療の各分野において一応満足すべき成果を上げることができたが，国際医療セン
ターの立ち上げに伴って，脳・脊髄腫瘍科はさらに飛躍しなければならない．教育においては学生教育，特に実習を
強化し，脳神経外科に興味を持ってもらい，全国的にいわゆる救急たらい回しなどから社会問題ともなっている脳神
経外科医の減少傾向に少しでも歯止めをかけるべく努力したい．研究においては，研究プロジェクトの進行状況，獲
得研究費，また発表論文数においても，十分な成果が挙げられていると考えている．しかし，人員，予算，また特に
臨床に従事しながら研究時間を見つけていることには限界があるので，今後はさらに productive な国内外の他施設
との共同研究を展開していきたい．診療においては，手術件数の増加や新しい医療の開発へ向けての試みを施行する
ことができた．国際医療センター立ち上げに伴って，完全に脳脊髄腫瘍診療に特化した診療科に生まれ変わり，次年
度は「軌道に乗った」と内外から認められるように，更なる症例数の増加と治療成績の向上を目指したい．
脳卒中外科：教育，診療の各分野においては一応満足すべき成果を上げることができたが，研究の分野はこれから
始動させていかないといけないと感じた．国際医療センターの立ち上げに伴って，脳神経外科は専門分化し，脳卒中
外科は，脳血管障害に関しては脳卒中内科（神経内科）と脳血管内治療科，さらには救命救急センターとの協力が不
可欠となった．教育においては学生教育，特に実習を強化し，脳神経外科に興味を持ってもらい，脳神経外科医の減
少傾向に少しでも歯止めをかけるべく努力したい．
脳血管内治療科：まず，教育面では，学生教育については主に虚血性脳血管障害の外科治療を担当その講義を行い，
BSL では毎週のクルズス，手術見学をしている．また，OSCE でもその評価医を勤めている．初期研修医は一人を受
け入れ，脳血管造影の基礎事項の研修を行った．当科の性格上，冒頭にも記載した通り，脳血管内治療専門医の育成
を目的として卒後教育に力点をおいている．冒頭にも示したように，今年度は外から 2 名の非常勤としての研修を
受け入れ，常勤医 1 名，非常勤医 1 名の合計 2 名が脳血管内治療専門医を修得した．診療実績，診療成績は質量と
も増加している．平成 21 年 1 月より診療スタッフは一名減少し，増加した症例に対応するべく日常診療に追われて
いるため，血管造影レポートや手術記録の確認などが出来ておらず今年度の目標であったが，改善途上である．これ
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は次年度の目標である．コメディカルのスタッフとの協力，共同活動は診療面においては確実に改善進歩している．
また，研究面でもコメディカルに具体的にテーマを設定し，現在いくつかの研究プロジェクトが進行している．来年
はいっそうの発展が期待されるところである．研究面においても医療器機メーカ，外部の研究機関などとの連携を模
索し，一部でその連携が成立，例えば脳血管内治療の世界的第一人者であるフランス Rothschild 病院神経放射線科
教授 J. Moret 先生との共同研究の準備をし，次年度には具体的に進めていく予定．
脳神経外科としてはまず診療実績の向上が果たせたと考える．3 科それぞれが我が国におけるトップクラスの内容
の治療を行っているものと自負している．しかし研究と教育面では 3 科の間にややバランスを欠く面があることは
否定できない．脳卒中外科の研究面の充実，脳血管内治療科の教育面の貢献を期待したい．
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3．16）形成外科
1．構成員
中塚貴志（NAKATSUKA, Takashi）
：教授：運営責任者：診療科長：組織移植，頭頚部再建，微小血管外科
横川秀樹（YOKOGAWA, Hideki）
：助教：研究主任
佐藤智也（SATO, Tomoya）
：助教：教育主任

2．教育
2-1．目的・目標：形成外科一般の教育は埼玉医大病院で行っており，当科単独では行っていない．当科は頭頸部外
科と診療をともにしているため，頭頸部外科を学ぶ学生に，頭頸部再建について一通り理解してもらう．また，乳腺
外科との合同手術も多く，乳腺外科を学ぶ学生に手術を見学，理解してもらう．
2-2．教育内容（担当者）
：頭頸部再建（佐藤智也）
乳房再建（佐藤智也）
2-3．達成度：頭頸部再建，乳房再建についておおむね理解された．
2-4．自己評価と次年度計画：頭頸部再建，乳房再建に興味のある学生には，腫瘍切除のみならず再建まで手術見学
を行い，理解を深めてもらうことができた．次年度も，引き続き頭頸部再建，乳房再建について興味を持ってもらえ
るよう，指導内容等を工夫する．

3．研究
3-1．目的・目標：臨床に直結した形で微小循環・創傷治癒の研究を推進する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：横川（振動による血行促進効果および血栓形成抑制に関する研究）
3-3．研究内容と達成度：振動による血流増加のメカニズムを解析するため，ヘアレスマウスの耳介に振動を与え，
血流を生体顕微鏡下に観察する．実験は順調に進んでいる．
3-4．自己評価と次年度計画：現在鋭意実験中である．次年度には実験を終了させ，論文発表する予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科の診療は，包括的がんセンターの各診療科と連携した悪性腫瘍切除後の再建手術を中心に，難治性潰瘍，外傷，
熱傷，慢性創傷，先天奇形の治療に至るまで多岐に及ぶ．平成 19 年度の新患数は 295 名，入院患者数 9 名，入院
手術数 125 件，外来手術数 148 件，総手術数 273 件であった．現在は主に頭頸部腫瘍科，乳腺腫瘍科の症例を中
心に，遊離組織移植，有茎組織移植による再建を行っている．40 例以上遊離組織移植を行ったが，皮弁壊死等の合
併症は非常に少なかった．現在，シリコンインプラントによる乳房再建は埼玉医科大学付属病院で施行しているが，
次年度からは当院で施行できるよう準備中である．悪性腫瘍以外にも心臓病センターと連携し末梢動脈疾患，糖尿
病性壊疽等による難治性潰瘍の治療，また先天性心疾患の患児に対する各種先天奇形の治療も行っている．さらに
救命救急センターと連携し外傷，重症熱傷の治療も広く行っている．今後も他科と良好な連携をとりながら再建手
術を中心に診療内容をさらに充実させてゆきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当せず
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本マイクロサージャリー学会理事

中塚貴志

日本学術会議連携会員

中塚貴志

日本癌治療学会代議員

中塚貴志

日本形成外科学会評議員

中塚貴志

日本頭頸部癌学会評議員

中塚貴志

日本頭蓋顎顔面外科学会評議員

中塚貴志

International Journal of Clinical Oncology, Associate Editor

中塚貴志

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：該当せず
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6．業績
6-1．論文・学会発表：論文総数

4 篇，学会発表

4回

論文
① Yasumura T, Sakuraba M, Kimata Y, Nakatsuka T, Hayashi R, Ebihara S, Hata Y.: Functional outcomes and
reevaluation of esophageal speech after free jejunal transfer in two hundred thirty-six cases. Ann Plast Surg,
62:54-58, 2009.
②中塚貴志，横川秀樹，佐藤智也：頭頸部癌切除後の再建における移植床血管選択のポイント

形成外科

52:135-141, 2009.
③横川秀樹，市岡滋，辻晋作，中塚貴志：Gluteal island ﬂap を用いた坐骨部褥瘡の再建

形成外科

51:699-705,

2008
④長谷川義道，西條英人，米原啓之，中塚貴志，高戸毅：クリアーソフトティッシュ画像を用いた片側口唇口蓋裂
患者における鼻軟骨形態の評価

日本形成外科学会会誌

28:231-239, 2008

学会発表
⑤横川秀樹，市岡滋，南村愛，岡部勝行，中塚貴志：腱切りによる褥瘡術後の再発予防
平成 20 年 8 月 30 日

⑥田中友香里，市岡滋，横川秀樹，中塚貴志：皮弁障害と血清 C 反応性蛋白濃度の関係
平成 20 年 8 月 30 日

第 10 回日本褥瘡学会

神戸
第 10 回日本褥瘡学会

神戸

⑦市岡滋，南村愛，関谷直美，中塚貴志：骨髄細胞，多血小板血漿を用いた血管新生療法の開発および褥瘡への臨
床応用

第 10 回日本褥瘡学会

平成 20 年 8 月 29 日

神戸

⑧高橋範夫，中塚貴志：埼玉医科大学形成外科における眼瞼形成術の長期結果と合併症
学会学術集会シンポジウム

平成 20 年 10 月 11 日

第 103 回日本美容外科

広島

6-2．獲得研究費：
A：科研費
文部科学省科学研究費補助金

基盤（C）

課題名：p53 欠損マウスを用いた再生軟骨周囲の軟骨膜様組織における再生誘導機構の解明
研究代表者：中塚貴志
期間：H20 − 22（3 年間）
研究経費：2,210 千円（H20）
厚生労働省科学研究費補助金
課題名：生存率と QOL の向上をめざしたがん切除後の形成再建手技の標準化
主任研究者：中塚貴志
研究経費：19,672 千円
科研費
文部科学省科学研究費補助金

若手（B）

課題名：振動による血行促進効果および血栓形成抑制に関する研究
研究代表者：横川秀樹
期間：H20-21（2 年間）
研究経費：1,430 千円（H20）

7．自己点検・評価
国際医療センターが開設 2 年目となり，昨年度以上に他科と良好な連携体制を確立している．そのため再建手術
などもスムーズに行うことができ，また症例数も増加してきた．教育においては，頭頸部外科，乳腺腫瘍科を学ぶ学
生に積極的に頭頸部再建，乳房再建を理解してもらえるよう取り組んできた．研究においては，振動による血流増加
のメカニズムに対して研究をすすめており，いずれ臨床応用を目指している．以上より，教育，研究，診療のいずれ
においても概ねの目標は達成されたと考えている．
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3．17）
（1）小児科（小児心臓科）
1．構成員
小林俊樹（KOBAYASHI, Toshiki）
：教授：運営責任者：カテーテル治療
先崎秀明（SENZAKI Hideaki）
：教授：研究主任：心機能
竹田津未生（TAKETAZU Mio）
：講師：教育主任：画像診断
増谷

聡（MASUTANI Aatoshi）
：講師：病棟医長：心機能

石戸博隆（ISHIDO Hirotaka）
：助教：葭葉茂樹（YOSHIBA Shigeki）助教（留学中）
：河野一樹（KOUNO Kazuki）助教：
岩本洋一（IWAMOTO Youichi）
：助教，関
（KAWASAKI Hidenori）
：助教，松永
非常勤講師，高橋

満（SEKI Mitsuru）助教：玉井明子（TAMAI Akiko）助教：川崎秀徳

保（MATSUNAGA Tamotsu）：非常勤講師，井原正博（IHARA Masahiro）
：

努（TAKAHASHI Tsutomu）：非常勤医師，小島拓朗（KOJIMA Takurou）：非常勤医師

2．教育
2-1．目的・目標
小児科医として小児の全身管理や発育発達の評価治療が可能な上で，小児心臓病学・先天性心臓病学の診断や治療
を独自で行える事を目標とする．
2-2．教育内容（増谷聡）
心解剖や心機能の評価が可能となるように検査法やその評価に対する指導を行う．またその評価を反映して，集中
治療および外来を主とした慢性期治療が可能となるように，症例を通して指導を行う．
2-3．達成度
小児科学会専門医の取得，および小児循環器学会専門医の取得を目指し研修を行い，所定の目標を達成している．
2-4．自己評価・次年度計画
当初の目的は達成，小児循環器学会専門医取得に必要な年数に達し次第，専門医試験の達成を目指す．

3．研究
3-1．目的・目標
先天性心疾患症例の術前術後の心機能評価
3-2．研究プロジェクト
A．先天性心疾患症例における拡張能の非侵襲的評価
B．心房中隔欠損経皮的閉鎖術後の運動能改善に対する評価
C．心房中隔欠損経皮的閉鎖術後の拡張能評価
D．単心室 Fontan 術後の心機能評価
E．非侵襲的中心静脈圧の推定と心不全治療に対する反映
F．出世以前心疾患診断術と産科施設におけるスクリーニング法
G．左心低形成を中心とした複雑心奇形に対する Hybrid 治療
3-3．研究内容・達成度
達成度

70-95%

3-4．自己評価・次年度目標
各研究ともにオリジナルの結果が出てきており，学位テーマである研究は担当者は論文の作成及び学位申請を行う．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
東日本の大学病院としては最も数多い症例数の治療を行っており，認定施設しかできない高度な医療や，先進的で
独創的な治療を行っている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連機関委員
独立行政法人医薬品医療機器総合機構外部専門委員：小林
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5-2．査読員
日本小児科学会雑誌：小林・先崎・竹田津，日本小児循環器学会雑誌小林・先崎・竹田津，Circulation Journal，
Journal of Cardiology：小林・先崎，Catheterization and Cardiovascular Interventions：小林
5-3．医学貢献に関する業務
JPIC 研究会教育委員会委員長（厚労省より委託の経皮的心房中隔欠損閉鎖栓の施設認定及び術者認定）：小林
日本小児循環器学会
学術委員会：先崎，
心血管疾患の遺伝子疫学委員会・心奇形形態登録委員会・臓器移植委員会：小林

6．業績
6-1．論文・学会発表
学会発表：45，原著：8（英文 8）
，総論：3
① Masutani S. Senzaki H,
Analysis of isovolumic relaxation in failing hearts by monoexponential time constants overestimates lusitropic
change and load dependence: mechanisms and advantages of alternative logistic ﬁt
Circ Heart Fail. 2010 Mar;3（2）:268-76
② Masutani S, Taketazu M, Mihara C, Mimura Y, Ishido H, Matsunaga T, Kobayashi T, Senzaki H
Usefulness of early diastolic mitral annular velocity to predict plasma levels of brain natriuretic peptide and
transient heart failure development after device closure of atrial septal defect.
Am J Cardiol. 2009 Dec 15;104（12）:1732-6
③ Sugimoto M, Masutani S, Seki M, Kajino H, Fujieda K, Senzaki H.
High serum levels of procollagen type III N-terminal amino peptide in patients with congenital heart disease.
Heart. 2009 Dec;95（24）:2023-8. Epub 2009 Aug 6.
④ Masutani S, Seki M, Taketazu M, Senzaki H.
Successful management of the persistent pulmonary hypertension of the newborn with transposition of the great
arteries by restricted patency of the ductus arteriosus: a simple and rational novel strategy.
Pediatr Cardiol. 2009 Oct;30（7）:1003-5.
⑤ Senzaki H, Kumakura R, Ishido H, Masutani S, Seki M, Yoshiba S
Left atrial systolic force in children: reference values for normal children and changes in cardiovascular disease
with left ventricular volume overload or pressure overload.
J Am Soc Echocardiogr. 2009 Aug;22（8）:939-46.
⑥ Ishido H, Masutani S, Senzaki H.
Impaired pulmonary perfusion associated with thymus hyperplasia in an infant candidate for Fontan operation.
Circ J. 2009 Dec;73（12）:2348-51.
⑦ Seki M, Kato T, Masutani S, Matsunaga T, Senzaki H.
Pulmonary arterial hypertension associated with gastroesophageal reflux in a 2-month-old boy with Down
syndrome.
Circ J. 2009 Dec;73（12）:2352-4.
⑧ Masutani S, Iwamoto Y, Ishido H, Senzaki H.
Relationship of maximum rate of pressure rise between aorta and left ventricle in pediatric patients. Implication
for ventricular-vascular interaction with the potential for noninvasive determination of left ventricular
contractility.
Circ J. 2009 Sep;73（9）:1698-704. Epub 2009 Jul 13.
6-2．研究費
なし

7．自己点検・評価
重症の先天性心疾患症例が多数入院しており，集中治療室による集中治療が必要となり，各医師とも不眠の当直
業務を月 5 回以上こなす業務の中，研究及び教育にも精一杯の努力を行っている．更に改善をしたい部分もあるが，
現在の当科の人員構成では限界を超えた成果を残していると考えている．
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3．17）
（2）小児科（小児腫瘍科）
1．構成員
田中竜平（TANAKA, Ryuhei）
：准教授：科長：小児腫瘍学，小児血液学
H20. 7 月〜渡辺温子（WATANABE, Atsuko）：助教：小児腫瘍学，小児血液学

2．教育
2-1．目的・目標
小児腫瘍学・血液学は「小児科学」の一専門分野である．専門分野に習熟するにはその分野の全体，即ち小児医療
全般の generalist として完成されている必要が有る．「小児」を患者として，その全身管理および本人を含めた精神
的フォローが高いレベルで実施可能であることが必須である．「専門分野」について云々する前に generalist である
ことが必須である．
専門分野に関しては，成人領域の様に臓器別の対応ではなく，全ての腫瘍性疾患・血液疾患（その数は腫瘍内科が
対象とする疾患数を遙かに上回る）について，
世界標準の対応を行うことを目標とする．全てが希少疾患であるので，
成書や最新の文献を渉猟し，その疾患について，特に研究している内外の研究者に連絡・質問出来る人脈と則応力を
持つことが必須である．当科は科長がこれまで築いた人脈などをからこれらの対応が可能であり，実践している．
2-2．教育内容（教育主任：田中竜平）
小児の

①

血液疾患，②

腫瘍性疾患，③

免疫異常，④

小児の終末期医療の諸問題

2-3．達成度
担当講義後の学生からのメッセージからは，田中の目指すものは十分に伝えられていると判断できる．
2-4．自己評価と次年度計画
学生教育に関し系統講義，BSL を含め，学生の満足度は高い，と判断している．この様な教育を担当出来る教室員
を育成したいが，人材不足のため，現時点で構想を立案できない．

3．研究
1 人科長のため，日常診療と学生教育のみで，研究遂行の余力はない．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
設立間もない新規診療科であり，ほぼ 1 人科長として診療を含め大学教員として要求される全てを満足できるレ
ベルで遂行することは，現時点では不可能である．焦らず無理をせず，我々の診療科を充実させることが田中に課せ
られた使命である．

5．その他
該当なし．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Fujita K, Yamamoto W, Endo S, Endo H, Nagashima F, Ichikawa W, Tanaka R, Miya T, Araki K, Kodama K,
Sunakawa Y, Narabayashi M, Miwa K, Ando Y, Akiyama Y, Kawara K, Kamataki T, Sasaki Y. Cancer Sci. 99:
1049-54, 2008
② Ichikawa W, Araki K, Fujita K, Yamamoto W, Endo H, Nagashima F, Tanaka R, Miya T, Kodama K, Sunakawa Y,
Narabayashi M, Ando Y, Akiyama Y, Kawara K, Sasaki Y. J Natl Cancer Inst. 61:224-5, 2008
6-2．以下
該当なし．
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7．自己点検・評価
設立間もない新規診療科であり，ほぼ 1 人科長として診療を含め大学教員として要求される全てを満足できるレ
ベルで遂行することは，現時点では不可能である．焦らず無理をせず，我々の診療科を充実させることが田中に課せ
られた使命である．
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3．17）
（3）小児科（小児救命救急科）
1．構成員
森野正明（MORINO, Masaaki）
：教授：診療科長：小児救急，小児腎臓病

2．教育
小児の発育と発達，小児疾病の特性を理解し，病態の解釈と説明，および適切な診療を行うこ

2-1．目的・目標

とが出来るよう指導する．
2-2．教育内容（担当者）
2-2-1．学生への系統講義（医学部・看護・医療学部）：小児科学，腎臓病学，膠原病，水電解質，消化器・脱水．
2-2-2.BSL クルズス

小児の腎疾患，病理の見方．

2-2-3. 研修医の臨床指導：小児救急医学，腎尿路疾患，膠原病．
2-3．達成度

教育機会はほぼ適切な数を確保している．系統講義数は増加傾向にある．

2-4．自己評価と次年度計画

小児科学の教育に重点をおいている．今後は小児ユニットの充実とともに，学生の学

力の適切な評価に努める．また小児救命救急の教育に努める．

3．研究
1．小児外傷の予防，2．小児期腎疾患の臨床病理

3-1．目的・目標

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）該当なし
3-3．研究内容と達成度
3-3-1．小児期頭部外傷の臨床統計と自転車事故の背景の検討．現在事故防止の小冊子を保護者に配布している．適
切な時期に啓蒙活動の評価を行う予定である．達成度は “ 緒についたばかり ” である．
3-3-2．小児期ネフローゼ症候群の臨床病理．シクロスポリンの治療戦略．超音波による先天性腎尿路疾患の予後評価．
3-4．自己評価と次年度計画
3-4-1．事故予防の啓蒙活動は不十分である．次年度では配布したパンフレットの効果を検証し，より有効な手段を
検討する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
成人救命救急と協力して，小児の重症外傷疾患の診療を担っている．症例数は成人よりはるかに少数であるが，地
域に必須の医療を提供している．また小児腎疾患患児の診療も継続して提供している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし．

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無

該当なし．

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

小児救急医学会評議員・埼玉小児腎膠原病研究会代表世話人，

日本小児科学会埼玉地方会役員，埼玉小児腎尿路疾患談話会代表世話人，

6．業績
6-1．論文・学会発表
①生徒の事故の応急処置 4

校外 『保健総合大百科
.
2010 年中・高校偏』（少年写真新聞社）. 2010.03. 116

単行本
共著
②小児打撲の特徴と初期対応 『小児科』
.
（金原出版）. 2010.03. 51（3）:249-257
総説
単著
③児童の事故の応急処置 4

郊外 . 保健総合大百科

小学保健ニュース 2010（少年写真新聞社）. 2010.02.

単行本
共著
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④小児頭部外傷の臨床像と受傷背景因子について
日本小児救急医学会 . 2009.06. 熊本
全国学会
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

該当なし

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

該当なし

7．自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれにおいても，国際医療センターと大学病院の兼任者として，二つの組織において，それ
ぞれに異なる専門領域を担当している．教育では小児科学の系統講義と評価を少なからず担当し，研究，診療，臨床
指導については大学病院では小児腎疾患を，国際医療センターでは小児救急医学を担っている．専門的な知識と経験
を元に，成人救命救急や一般小児のスタッフと協力して，大学病院にふさわしい医療を提供すべく努めている．
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3．18）皮膚科
1．構成員
山本明史（YAMAMOTO Akifumi）
：教授：運営責任者：教育主任：研究副主任：診療科長：皮膚腫瘍学，メラノーマ
田口理史（TAGUCHI Masahito）
：准教授：研究主任：教育副主任：診療副科長：皮膚外科，発癌遺伝子
寺本由紀子（TERAMOTO Yukiko）
：助教：専門医員：外来医長
加藤潤史（KATOH Junji）
：助教：専門医員
中村元樹（NAKAMURA Motoki）
：助教：専門医員

2．教育
2-1）目的・目標
学生：見識を広め，皮膚腫瘍学およびその診療に興味を抱いて知識を深め，積極的に医学を探求する精神を育てる．
研修医・助教等：一般皮膚科および皮膚腫瘍学の臨床・研究を積極的に学び，日本皮膚科学会認定の皮膚科専門医
および皮膚悪性腫瘍指導専門医の資格，ならびに日本がん治療認定医機構のがん治療認定医の資格を取得することを
目標とする．
2-2）教育内容（担当者）
学生：診療の実際を体験させ，また専門的クルズスを行う（山本明史・田口理史・寺本由紀子）．
研修医・助教等：積極的に外来・病棟診療，研究に従事させ，ともに積極的な指導を行う（山本明史・田口理史）
．
2-3）達成度
助教 3 名は着実に経験を積み，見識を向上させた．
2-4）自己評価と次年度計画
助教は着実に知識・臨床経験を習得し，その成果を研究会や学会に発表し，確実に研鑚が積みあげられた．
新たな研究会（日高皮膚疾患診療懇話会および埼玉難治性皮膚疾患臨床研究会）を立ち上げることができ，地域の
医療連携を深め，多数の患者を集められるよう，その礎を築くことができた．
次年度計画としては，学生および助教らに皮膚腫瘍学の診療・研究をさらに積極的に指導する．また，できるだけ
多くの皮膚悪性腫瘍の患者に受診していただくよう努力し，症例数においても診療内容においても全国的にトップク
ラスを達成する．

3．研究
3-1）目的・目標
皮膚腫瘍に関する臨床研究を進め，その研究成果により助教の専門医取得ならびに学位取得をめざす．とくにメラ
ノーマに関する研究を中心に進める．
3-2）研究グループ（研究プロジェクト）
メラノーマ研究（厚生労働省がん研究助成金による）
センチネルリンパ節研究（先進医療・厚生労働科学研究費補助金による）
3-3）研究内容と達成度
メラノーマ研究：術後補助療法の有用性を検討し，かつ，難治性メラノーマの集学的治療法開発の研究を進行中．
センチネルリンパ節研究：SPECT/CT を利用した正確な診断・検査方法を進行中．
3-4）自己評価と次年度計画
徐々に症例が集まり，目的の研究も順調に進行中である．今後も引き続き症例とスタッフを増やして，積極的な展
開を進めたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
きわめて発生頻度の少ない皮膚悪性腫瘍患者の診療を中心として，全科における皮膚疾患ないし治療に伴う皮膚有
害事象発生の患者についての診療を担当している．皮膚悪性腫瘍患者については，全国トップレベルの専門的診療を
施行することを目標としている．2007 年度皮膚腫瘍診療新患者数は総計 198 例で，そのうちメラノーマは年間 42
例を数え，すでに全国の施設のなかでトップクラスの症例数を集めている．当科では先進医療として，メラノーマに
おけるセンチネルリンパ節生検を実施し，積極的に診療に取り入れている．開院以来，順調に患者数は増加傾向にあ
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り，専門的レベルの高い診療を行い，患者の高い満足度も得られている．次年度はさらに患者数とスタッフを増やし
て規模を拡大し，積極的な展開を進めたい．

5．その他
5-1）自治体，政府関連委員の有無：あり（厚生労働省厚生科学審議会専門委員）
5-2）学術誌，編集委員，査読委員の有無：あり（日本皮膚科学会誌，日本癌治療学会誌，癌と化学療法誌，The
Journal of Dermatology ，International Journal of Clinical Oncology，など）
5-3）その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：日本皮膚悪性腫瘍学会副理事長，日本皮膚科学会皮膚悪性腫瘍
指導専門医委員会委員，日本癌治療学会がん診療ガイドライン委員会皮膚悪性腫瘍部門協力委員

6．業績
6-1）論文・学会発表：
論文総数

5編

学会発表総数

14 編

（代表的論文）
① Yasuto Akiyama, Kouji Maruyama, Sachiko Tai, Masako Takikawa,Chie Ohshita, Akifumi Yamamoto, Naoya
Yamazaki, Yoshio Kiyohara and Ken Yamaguchi：Novel approach to the characterization of melanoma
associated-peptide-speciﬁc CTL lines from Japanese metastatic melanoma patients. Int. J. of Oncology, 33, 433 441, 2008
②山本明史：悪性黒色腫，日皮会誌 118：1063 − 1072，2008
③山本明史：メラノーマの外科療法：最近の考え方：癌と化学療法，35：584-587，2008
④宇原

久，山本明史，清原祥夫，斎田俊明：メラノーマの原発巣の厚さとセンチネルリンパ節の転移率について

の検討，日皮会誌 118：3083 − 3088，2008
6-2）獲得研究費：厚生労働省がん研究助成金班研究費

100 万円

6-3）受賞：Best Doctors in Japan 2008-2009 受賞（山本明史）
6-4）特許，実用新案：特になし．
6-5）開催実績：日高皮膚疾患診療懇話会を立ち上げる（第 1 回 2008 年 5 月 29 日・第 2 回 2008 年 11 月 20 日開
催）
，埼玉難治性皮膚疾患臨床研究会を立ち上げる（第 1 回 2009 年 3 月 28 日開催）

7．自己点検・評価
少ないスタッフではあるが，皮膚悪性腫瘍患者の全国トップレベルの専門的診療をめざして着実に頑張っている．
順調に患者が増加し，手術件数や治療実績も上がってきている．次年度以降は，さらに努力を重ね，名実ともにトッ
プレベルをめざしたい．
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3．19）泌尿器科
1．構成員
上野宗久（UENO, Munehisa）
：教授：泌尿器科腫瘍学
吉村一良（YOSHIMURA, Ichirou）
：准講師：泌尿器科腫瘍学
小山政文（OYAMA, Masafumi）
：講師：泌尿器科腫瘍学，内視鏡手術
黒田

功（KURODA, Isao）
：講師：泌尿器科腫瘍学

井原達也（IHARA, Tatsuya）
：助教
秘書；
鵜飼智子（UKAI,Tomoko）

2．教育
2-1．目的・目標
各学年の段階に合わせて泌尿器腫瘍学の基礎から臨床までを学び，common disease の診断・治療について知る
2-2．教育内容（担当者）
泌尿器疾患の基礎を中心に臨床に即して講義（3 年生担当：吉村）
机上の知識だけにとどまらず，実際の臨床の現場に可能な限り参加することにより，泌尿器科疾患に対して臨床に
即した柔軟なアプローチができるよう図る．系統講義では最新の医療情報をアップデートしながら臨床に沿った講義
を行う．
（6 年生 /BSL 担当：小山）
2-3．達成度
各自のレベルに合わせて十分教育を展開できたと考えている（吉村）
講義，実習ともに各学年のレベルに合わせて十分な教育ができていると考える．臨床に即した知識と技術を身につ
けられるよう更に積極的な努力を続けてゆく．
（小山）
2-4．自己評価と次年度計画
前立腺癌・腎癌の治療を中心として変化が大きい現在であるが，世界標準の泌尿器科学を展開できたと考えている．
次年度の変化に対しても Catch up できるように対応していきたい（吉村）
多岐にわたる診断・治療アプローチが混在するなか，世界標準の泌尿器腫瘍学を展開できていると考えている．次
年度も常に新しい知識・技術を鋭意とりいれながら質の高い医療を維持できるよう努力する所存である．（小山）

3．研究
3-1．目的・目標
前立腺癌の新規マーカーの評価（吉村）
地域還元型の臨床研究の展開（小山）
前立腺癌患者に対するホルモン治療による骨代謝障害予防（黒田）
骨転移癌にたいするストロンチウム 89 による疼痛緩和（黒田）
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）.
新規血清中マーカー Nell-1 の前立腺癌患者での評価（吉村）
多施設協同による埼玉県北部・西部地域の前立腺癌調査（小山）
SVS-1 による腎細胞癌抑制の基礎研究（黒田）
3-3．研究内容と達成度
サンプルを収集し，ELISA を用いて測定中である（吉村）
前立腺癌登録を行い，各地域における前立腺癌患者背景や治療内訳などを調査している（小山）
前立腺癌における骨代謝マーカーのデータを蓄積中で一部すでに泌尿器科学会，癌治療学会などで発表している
（黒
田）
ストロンチウム 89 対象症例の蓄積中である（黒田）
3-4．自己評価・次年度計画
現在測定条件を決定している過程である．条件が決定されればサンプルを増やし，病態との関連を評価する（吉村）
各地域の前立腺癌患者の年齢分布，病期，治療方針などを解析できた．次年度はさらに癌登録地域を拡大し，疫学
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的調査を進めていく（小山）
前立腺癌にたいするホルモン治療の骨への影響について各種学会で発表を開始している．論文としてまとめる方向
でいたい（黒田）
ストロンチウム 89 のデータ蓄積中であるが，蓄積に時間がかかるので，このまま継続していく（黒田）

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
泌尿器腫瘍に対する世界標準治療を難なくこなしている．今後当科から世界へ発信できる治療成績，技術開発が待
たれる．

5．その他
5-1．自治体政府関連委員の有無
なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
上野：International Journal of Urology 査読委員，Journal of Urology 査読委員
小山：International Journal of Urology 査読委員
黒田：International Journal of Urology 査読委員，Journal of Urology 査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
特になし

6．業績
6-1．論文・学術発表
論文数：欧文 0 編，和文 7 編，計 7 編
学会発表数：国際 0，国内 20，計 20 回
主な論文
①黒田

功，上野宗久：前立腺癌における骨代謝マーカー；CLINICAL CALCIUM

②三枝

勉，小山政史，井原達矢，村田晋一，吉村一良，上野宗久：異時性孤立性対側副腎転移をきたした腎細胞

癌；臨床泌尿器科
③寺部雄太，吉村一良，井原達矢，黒田

功，村田晋一，上野宗久：左側腹部痛を主訴とした後腹膜脱分化型脂肪

肉腫；臨床泌尿器科
④黒田

功，上野宗久：ストロンチウム 89（Sr89）の泌尿器科癌に対する有用性の検討；臨床放射線

主な学会発表（総数 20）
⑤小山政史，大城琢磨，黒田

功，吉村一良，上野宗久．5- アミノレブリン酸膀胱内注入による蛍光内視鏡を用

いた膀胱癌診断の有用性の検討，第 96 回日本泌尿器科学会総会
⑥黒田

功．骨疼痛緩和剤・メタストロンの臨床応用〜疼痛コントロールにおける位置づけ〜，第 16 回レイクサ

イドカンファレンス
⑦上野宗久．外科研修医が習熟すべき泌尿器科学，第 33 回日本外科系連合学会学術集会
⑧吉村一良．尿路留置カテーテル挿入・管理の常識，第 33 回日本外科系連合学会学術集会
⑨黒田

功，小山政史，吉村一良，上野宗久．前立腺癌に対する lr192 による高線量率組織内小線源治療（HDR）

における患者の苦痛，第 46 回日本癌治療学会総会
⑩黒田

功．塩化ストロンチウム（89Sr）私はこう使う：がん診療医の立場から，第 44 回腫瘍・免疫核医学研究

会
6-2．獲得研究費
特になし
6-3．受賞
特になし
6-4．特許・実用新案
特になし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
北埼玉前立腺カンファランスを年 2 回主催している
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7．自己点検・評価
新病院の開設とともに，泌尿器腫瘍科も良いスタートをきることができたと自負している．特に臨床面では当科に
与えられた病床は常に充足しており，入院待ちは 2 ヵ月と御迷惑をおかけした．手術件数も悪性腫瘍のみで 300 件
を越え，当初の予想を大きく上回った．一方ではわずか 5 名の所帯であり，医師の負担が心配されたが無事 1 年を
経過することができた．
また，開設にあたって病院から前立腺センターの独立を許可され，放射線科，腫瘍内科と協力して地域における前
立腺癌の啓蒙活動，早期発見早期治療，すべての治療様式の確立等々，前立腺癌の診療に最も力を注いできた．その
甲斐あってか，患者総数は 3 倍に増加した．今後は地域，埼玉北部西部における前立腺癌の疫学を充実させ，同地
域における治療の標準化をはかる所存である．また，初年度は全く手をつけることができなかった研究活動を再開す
る必要がある．われわれは現在の癌治療のみならず，近未来の癌に苦しんでおられる患者さまにも貢献すべく邁進し
ていく．
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3．20）耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科）
1．構成員
菅澤

正（SUGASAWA Masashi）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：頭頸部腫瘍，内耳生理

肥後隆三郎（HIGO Ryuzaburo）
：准教授：研究主任：外来医長：頭頸部腫瘍，喉頭機能外科
中平光彦（NAKAHIRA Mituhiko）
：講師：病棟医長：頭頸部腫瘍，嚥下障害
盛田

恵（MORITA Kei）
：助教：専門医員

髙城文彦（TAKAJYO Fumihiko）
：助教：医員
安倍貴大（ABE Takahiro）
：助教：医員
嶋村由美子（SHIMAMURA Yumiko）
：助教：医員

2．教育
2-1．目的，目標
専門医教育として，一般耳鼻咽喉科専門医に必要な頭頸部外科知識の教育を行うと共に，2009 年度発足予定の頭
頸部癌専門医制度に準じて，より高度のがん専門医カリキュラムを，設定する．
また，卒前教育として，耳鼻咽喉科学の内，頭頸部腫瘍学，喉頭科学，咽頭科学を分担し，耳鼻咽喉科の外科的側
面を理解させる．
2-2．教育内容（担当者）
：菅澤，肥後，中平
学生教育：頭頸部腫瘍総論，各論，咽頭科学，喉頭科学の系統講義を担当した．更に，本年より国際医療センター
にて，耳鼻咽喉科 BSL 学生を週 2 名受け入れた．

BSL では頭頸部癌手術患者を受け持ち，同患者の手術実習を通

じて再建手術を中心に頸部郭清術，喉頭全摘術など頭頸部外科の基本術式を供覧し，頭頸部癌治療における機能温存
治療の重要性を教育した．また，頭頸部癌治療，嚥下障害，音声学，耳鼻咽喉科診断法などのクルズスを行った．耳
鼻咽喉科は，開業医のイメージが強いため，学生には内科的イメージが強いが，頭頸部外科学の広がりを再認識させ，
耳鼻咽喉科は外科の一分野であることを再認識させることが出来たと考える．
また，本年度より開始された Clinical clerk ship 学生を 2 名受けいれた．
卒後教育：
耳鼻咽喉科専門医教育の一環として，頭頸部外科学の研修を担当した．頭頸部癌カンファ（放射腺腫瘍カンファ）
に加えて，甲状腺カンファ，頭頸部病理カンファを定期的に開催すると共に，病棟カンファ，新患検討カンファを開
始した．
また，症例報告，臨床研究を指導し，積極的に学会発表，論文投稿させた．学位希望者に対する，臨床研究の指導
を開始し研究室設備を確立させた．
2-3．達成度
耳鼻咽喉科学の外科的側面，頭頸部外科学を十分，学生に示すことが出来たが，病院の特徴から，一般耳鼻咽喉科
分野の学習が不足がちであった．
カンファの充実，定期的症例検討など専門医教育の基盤が確立できた．
学生教育（菅澤）研修医教育（中平）のワークショップに参加した．
2-4．自己評価と次年度計画
本年度より，1 週間学生を受け入れ開始した．頭頸部外科分野については，十分な教育ができたが，学生は一般耳
鼻咽喉科疾患に対する興味が大きく，今後クルズス，毛呂山大学病院との交流など配慮が必要である．来年度以降，
積極的に研修医を受け入れたい．

3．研究
3-1．目的，目標
頭頚部癌治療のエビデンスを確立するための臨床研究を中心に，新しい治療法，検査法を開発し，頭頸部外科領域
で世界に発信できる施設を目指している．
3-2,3．研究グループ，研究内容と達成度
スタッフも少なく，新規の研究テーマの確立は困難であったが，下記の臨床研究テーマを継続して行っている．
頭頸部癌治療の標準化（厚生労働省班研究に参加）
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頭頸部深部領域への外科的アプローチの改良
機能温存治療（超選択的動注の導入，化学放射線療法の意義，内視鏡治療）
化学放射線療法後救済手術の合併症の軽減
高齢者頭頚部癌症例の低侵襲治療
頭頚部癌治療後の機能評価の標準化（厚生労働省班研究に参加）
頭頸部癌画像診断法の評価
臨床データが集積され，その結果を学会，研究会等で中間発表を行った．頭頸部癌再建手術後機能評価のため，嚥
下圧測定システムを構築し，口腔がん，中咽頭癌症例のデータを集積，標準的検査法を提唱した．
共同研究スペースを確保し，研究設備を確立し，白板症悪性度の評価法，頭頸部扁平上皮癌，多段階発癌課程にお
ける Ras-EGFR カスケードについて，扁平上皮癌における薬剤耐性遺伝子（TS.DPD）と臨床効果につき，研究が開始
された．
3-4．自己評価と次年度計画
臨床面で多忙を極め，またマンパワー不足から，研究を積極的に進めるに至らなかった．大学院生確保も当面は困
難であり，当面は臨床研究を主体とする予定である．今後，研究の幅を拡げるためにも，文部科学省科学研究費など，
公募研究費に積極的に応募する必要性がある．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
頭頸部腫瘍科の存在も確立し，埼玉県頭頚部癌治療のセンターの一つとして認知された．新患総数も順調に増加
し 456 名（悪性 280 名）に達し，入院患者数は 304 名で手術件数は 304 件であった．化学放射線療法など長期入
院を必要とする患者が増加しており，現状の 27 床では限界に近い．この数字は全国的に見ても上位にランクされる．
頭蓋底手術も埼玉県で本施設のみ，施行されている．上記の実績は 2009 年度より開始予定の，頭頸部腫瘍専門制度
の研修指定施設認定に十分である．
今後先進医療，臨床試験に積極的に取り組み，頭頸部癌治療の EBM 確立に努める必要がある．

5．その他
5-1．自治体・政府関連委員
菅澤正：
大学評価学位授与機構

専門委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員
菅澤正：
日本気管食道科学会会報
Auris Nasus Larynx

編集委員

査読委員

日本耳鼻咽喉科学会会報
日本音声言語学会
頭頸部癌

査読委員

査読医員

査読委員

頭頸部外科

査読医員

肥後隆三郎：
関東嚥下技術者講習会

幹事

GERD と咽喉頭疾患研究会
Auris Nasus Larynx
5-3．その他

幹事

査読委員

社会あるいは医学貢献に関わる業務

該当なし

6．業績
6-1．論文，学会発表
論文 9 編，学会研究会発表

14 回

代表論文
1．高野真吾 , 木村美和子 , 二藤隆春 , 肥後隆三郎 , 田山二朗 . 当科における喉頭外傷例の臨床的検討 . 日本気管食
道科学会会報 59 巻 3 号 295-303,2008.
2．嶋村由美子

小林明男

安部貴大

冨高優子

福島洋介

依田哲也

両側に発生したガマ腫の 1 例

日本口腔
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診断学会雑誌 21 巻 2 号 292-296

2008

3．Sato T, Abe T, Nakamoto N, Tomaru Y, Koshikiya N, Nojima J, Kokabu S, Sakata Y, Kobayashi A, Yoda T.
Nicotine induces cell proliferation in association with cyclin D1 up-regulation and inhibits cell diﬀerentiation
in association with p53 regulation in a murine pre-osteoblastic cell line. Biochem Biophys Res Commum 377:
126-130, 2008 [IF=2.648]
4．安部貴大

小林明男

今井謙一郎

硬化性唾液腺炎の 1 例
5．中平光彦，菅澤

正.

坂田康彰

日本口腔外科学会雑誌

佐藤毅

依田哲也

第 54 巻

頭頸部の血管・神経原性の腫瘤 .

自己免疫性膵炎を合併した IgG4 関連慢性

第 10 号
JHONS

558-562

2008

24:629-632,2008

6．Kikuta S,Asakage T,Nakao K,Sugasawa M,Kubota A
The aggravating factors of hyperammonemia related to 5-ﬂuorouracil infusion-A report of two cases. Auris Nasus
Laryx 35 295-299.2008
7．Takahashi T,HigoR,NAkata H,Sugasawa M. Leiomyosarcoma of the hypopharynx: a case report. Auris Nasus
Laryx 35 304-307,2008
8．菅澤

正 , 鼻腔乳頭腫の癌化例とその対応 ＪＯＨＮＳ 24 1025-1028 ,2008

9．IshikiH,MiyajimaC,NAkaoK,AsakageT,Sugasawa M,MotoiT
Synovial sarcoma of the head and neck:rare case of cervical metastasis Head Neck. Jan;31（1）:131-5. 2009
6-2．獲得研究費
安倍貴大：平成 20 年度科学研究費補助金

若手研究Ｂ （研究代表者）

「骨粗鬆症モデルにおけるビスホスホネートのγδＴ細胞免疫応答能の解析」
160 万円
平成 20 年度科学研究費補助金

基盤研究Ｃ （研究分担者）

「HUMARA assay および免疫染色を用いた咀嚼筋腱腱膜過形成症の病態解明」
13 万（分担金）/80 万円
平成 20 年度科学研究費補助金

基盤研究Ｃ （研究分担者）

「アフタ病態解明に向けた糖質コルチコイド変動とγδＴ細胞免疫応答能の解析」
肥後隆三郎：平成 20 年度

30 万（分担金）/100 万円

厚生労働科学研究費補助金「生存率とＱＯＬの向上をめざした癌切除後の形成再建手

技の標準化」研究協力者 50 万円
菅澤正：平成 20 年度

厚生労働科学研究費補助金「頭頚部がんの頸部リンパ節転移に対する標準的手術法の確立

に関する研究」研究協力者 50 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
臨床面では，十分な活動が出来たと自負している．しかしながら，本年度に外部よりの人材は確保できなかった．
マンパワー不足は深刻であり，一般臨床に追われ，十分な研究，教育活動が行われなかった点，来年度以降，積極
的な学会活動を通じて，人材を確保する必要がある．研究基盤作りが必須であり，頭頸部外科を魅力的して，BSL，
clerk ship で人材を確保する必要がある．
少人数ではあるが，先進医療にも取り組んでおり，現在我が国で施行されている，頭頚部癌治療手技の大半はカバー
されている．基盤つくりは完了したので，今後は当科の特色を強く打ち出してゆきたい．
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3．21）産婦人科（婦人科腫瘍科）
1．構成員
藤原恵一（FUJIWARA, Keiichi）
：教授：科長：婦人科腫瘍学，婦人科手術，癌臨床試験
長尾昌二（NAGAO, Shoji）
：講師：副科長：病棟医長：婦人科腫瘍学，癌臨床試験
後藤友子（GOTO, Tomoko）
：講師：外来医長：婦人科腫瘍学
長谷川幸清（HASEGAWA, Kosei）
：講師：婦人科腫瘍学，癌免疫，遺伝子治療
清水基弘（SHIMIZU, Motohiro）
：助教：医局長：研修医担当：婦人科腫瘍学
岩佐紀宏（IWASA, Norihiro）
：助教：産婦人科学，婦人科腫瘍学
大石理恵（OISHI, Rie）
：助教：産婦人科学

2．教育
2-1．目的・目標
婦人科腫瘍科は産婦人科（基本学科）の一員として，産婦人科の婦人科腫瘍以外の分野を担当する埼玉医科大学病
院の産婦人科との連携のもとで，婦人科悪性腫瘍に特化した教育を担当する．
卒然教育の目標は，
婦人科悪性腫瘍全般知識と主たる疾患（子宮頸癌，子宮体癌，卵巣癌，外陰癌，絨毛癌など）
の病態・
疫学・診断・治療に関する知識を体系的に理解させることにある．また，婦人科悪性腫瘍に対する手術療法を遂行す
るに必要な解剖を講義・BSL を通じて理解させる．
卒後教育では，婦人科悪性腫瘍患者の診断治療を担当し，それぞれの技量を高めることを目標とする．特に後期研
修医は日本産科婦人科学会専門医，修練医は日本婦人科腫瘍学会専門医取得に必要な教育カリキュラムを達成するこ
とを目標とする．
2-2．教育内容
藤原，長尾，後藤が全体講義を，清水，岩佐，大石が BSL を担当している．BSL は埼玉医科大学病院産婦人科をロー
テーションしているグループが，
婦人科腫瘍科の手術を見学するという形をとっている．平成 20 年 10 月からメーヨー
クリニック，ペンシルバニア大学に留学していた長谷川幸清が，当科の講師として赴任し，卒後教育に貢献するとと
もに，彼自身，婦人科腫瘍学会専門医の修練医としてより高度な臨床修練を開始した．後期研修医，婦人科腫瘍学会
専門医修練医の教育には藤原が当たった．
2-3．達成度
卒前教育では，産婦人科全体の BSL 期間が 2 週間という短期間であるため婦人科腫瘍を系統的に教育することが
困難であった．卒後教育では，長尾，後藤，清水の 3 名が日本婦人科腫瘍学会専門医を取得した．産婦人科専門医
取得を目指す岩佐，大石の両名は順調にカリキュラムをこなしている．特に，岩佐はがんプロフェッショナル養成プ
ランに基づく社会人大学院生として新たに研修を開始した．今年度から，大学病院産婦人科所属の卒後 3 年前後の
後期研修医のローテーションが開始された．臨床経験が劣る後期研修医のトレーニングには清水が中心となって当
たった．
2-4．自己評価と次年度計画
講義では学生の評価は昨年度と比較して向上している．さらに充実した内容を提供できるように努力したい．BSL
では短時間ではあるが，手術見学，外来実習を通じて満足な実習であったとの評価を受けている．次年度もさらに充
実した教育を提供していきたい．
卒後教育は，産婦人科医として経験十分のスタッフの高度専門知識と技術の習得に専念すればよいという，恵まれ
た状況を生かし，専門医教育，後期研修に十分な成果を上げられた．今後は初期研修医がチームに参加してくること
が予想されるので，より基本的な事項を確実に教育できるようなシステムを構築していく必要があると考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
婦人科癌に対する新しい標準療法確立を目指した臨床試験を院内，地域，全国，国際レベルで遂行する．
革新的な治療法開発を目指してトランスレーショナルリサーチを行う
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
米国 Gynecologic Oncology Group（GOG）との国際共同試験
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・GOG9917 試験 （卵巣癌に対する腹腔内化学療法第 I 相試験）
・GOG0209 試験 （進行再発子宮体癌に対する化学療法第Ⅲ相試験）
・GOG0218 試験 （進行卵巣癌に対する Bevacizumab の有用性を検討する，医師主導治験としての国際第Ⅲ相試
験）
婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構（JGOG）での多施設共同試験
・JGOG3017 試験 （卵巣明細胞癌に対する化学療法第Ⅲ相試験，GCIG 国際共同試験）
・JGOG2043 試験 （子宮体癌術後化学療法に関する第Ⅲ相試験）
三海婦人科スタディグループ（SGSG）での多施設共同試験
・SGSG005 試験 （子宮頸部非扁平上皮癌に対する術前化学療法第Ⅱ相試験）
・SGSG006 試験 （子宮頸部非扁平上皮癌進行再発例に対する化学療法第Ⅱ相試験）
埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科臨床試験
・卵巣癌に対する Dose-dense パクリタキセル併用カルボプラチン腹腔内化学療法第Ⅱ相試験
3-3．研究内容と達成度
症例登録は順調に進んでいるが，症例報告用紙の完成が遅れがちである．GOG 試験は厳しい締切り規則があるの
で比較的遅れは少ないが，SGSG 試験に関する結果報告が遅れているので，これを改善する必要がある．
トランスレーショナルリサーチに関しては国際医療センタートランスレーショナルリサーチセンターの西山正彦
教授との共同プロジェクトを開始した．また，平成 20 年 10 月よりペンシルバニア大学から帰国した長谷川幸清が，
西山教授の支援のもとで，トランスレーショナルリサーチの準備を開始し，新たなグラントの確保もた．
3-4．自己評価と次年度計画
科内の臨床研究に対するモチベーションは向上してきているが，多忙な診療に加えての研究を遂行するには時間的
な限界が見えてきており，健全な臨床研究を支援できるインフラ整備が必須である状況は，昨年と変わっていない．
医師定員の見直し，CRC 雇用など研究支援体制の整備等を大学にお願いしたい．
トランスレーショナルリサーチに関しては，岩佐紀宏が「がんプロフェッショナル養成プラン」に基づく大学院生
となり，トランスレーショナルリサーチセンターとの共同研究が開始できた．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
開院 2 年目を迎えた婦人科腫瘍科は，婦人科腫瘍に特化した高度先進医療提供を目標に，包括的がんセンターの
一員として他科と共同して婦人科癌の診断治療にあたった．先進医療の開発にも着手し，実績を上げている．診療実
績も向上しており，地域連携も定着してきたといえる．来年度もさらなる飛躍を目指す．
※本項目は臨床医学部門のみ記入であるが，基礎医学部門，保健医療学部も省略せず 4-1 〜 4-7 までの全ての項
目を「該当なし」と記入する事

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
藤原恵一
Journal of International Gynecologic Cancer, Senior Editor
American Journal of Obstetrics and Gynecology 査読委員
International Journal of Clinical Oncology 査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
藤原恵一
北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム
Gynecologic Oncology Group

副理事長

Principal Investigator, Ovarian Committee 委員

婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構

理事

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的な論文 10 篇以内を記載）
論文総数 13
学会発表総数 18
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① Nagao S, Fujiwara K, Ohishi R, Nakanishi Y, Iwasa N, Shimizu M, Goto T, Shimoya K Combination chemotherapy
of intraperitoneal carboplatin and intravenous paclitaxel in suboptimally debulked epithelial ovarian cancer. Int J
Gynecologic Cancer. 2008;18:1210-4
② Jason D. Wright, Chunqiao Tian, David G. Mutch, Thomas J. Herzog, Nagao S, Fujiwara K, Matthew A. Powell
Carboplatin dosing in obese women with ovarian cancer:A Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol.
2008;109（3）:353-8
③ Goto T, Takano M, Albergaria A, Briese J, Pomeranz KM, Cloke B, Fusi L, Feroze-Zaidi F, Maywald N, Sajin M, Dina
RE, Ishihara O, Takeda S, Lam EW, Bamberger AM, Ghaem-Maghami S, Brosens JJ Mechanism and functional
consequences of loss of FOXO1 expression in endometrioid endometrial cancer cells. Oncogene. 2008 Jan 3;27
（1）:9-19
④ Goto T, Takano M, Hirata J, Tsuda H The involvement of FOXO1 in cytotoxic stress and drug-resistance induced
by paclitaxel in ovarian cancers. Br J Cancer. 2008 Mar 25;98（6）:1068-75
⑤ Takano M, Kato M, Yoshikawa T, Furuya K, Takahashi M, Yokota H, Kino N, Horie K, Goto T, Ishii K, Kita T
Clinical significance of UDP-glucuronosyltransferase 1A1*6 upon toxicities of combination chemotherapy of
irinotecan and cisplatin in gynecologic cancers; a preliminary multi-institutional result. J Clin Oncol. 2008 May
20;126（15）:312-312
⑥ Yang N, Kaur S, Volinia S, Greshock J, Lassus H, Hasegawa K, Liang S, Leminen A, Deng S, Smith L, Johnstone CN,
Chen XM, Liu CG, Huang Q, Katsaros D, Calin GA, Weber BL, Butzow R, Croce CM, Coukos G, Zhang L MicroRNA
microarray identifies Let-7i as a novel biomarker and therapeutic target in human epithelial ovarian cancer.
Cancer Res. 2008;68（24）:10307-14
⑦ Zhang L, Volinia S, Bonome T, Calin GA, Greshock J, Yang N, Liu CG, Giannakakis A, Alexiou P, Hasegawa K,
Johnstone CN, Megraw MS, Adams S, Lassus H, Huang J, Kaur S, Liang S, Sethupathy P, Leminen A, Simossis VA,
Sandaltzopoulos R, Naomoto Y, Katsaros D, Gimotty PA, Demichele A, Huang Q, Butzow R, Rustgi AK, Weber BL,
Birrer MJ, Hatzigeorgiou AG, Croce CM, Coukos G. Genomic and Epigenetic Alterations Deregulate microRNA
Expression in Human Epithelial Ovarian Cancer. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105（19）:7004-9 Yang N,
Huang J, Greshock J, Liang S, Barchetti A, Hasegawa K, Kim S, Giannakakis A, Li C, O'Brien-Jenkins A, Katsaros D,
Butzow R, Coukos G, Zhang L. Transcriptional regulation of PIK3CA oncogene by NF-kappaB in ovarian cancer
microenvironment. PLoS ONE. 2008;3（3）:e1758
⑧ Giannakakis A, Sandaltzopoulos R, Greshock J, Liang S, Huang J, Hasegawa K, Li C, O'Brien-Jenkins A, Katsaros
D, Weber BL, Simon MC, Coukos G, Zhang L. miR-210 links hypoxia with cell cycle regulation and is deleted in
human epithelial ovarian cancer. Cancer Biol Ther. 2008 Feb;7（2）:255-64
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
埼玉医科大学婦人科腫瘍セミナー

7．自己点検・評価
開設 2 年目として，診療体制づくりは着々と進んでいる．教育は大学病院産婦人科との連携が充実してきており
学生，研修医の満足度も向上してきている．研究面の体制整備はまだまだこれからであり，さらに診療・教育面にお
いても，前述した問題点も散見するので次年度は業務の改善を行いさらなる飛躍を目指したい．
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3．22）リハビリテーション科
1．構成員
前島伸一郎（MAESHIMA, Shinichiro）
：教授：運営責任者：運動器呼吸器リハビリテーション科診療科長：教育主任：
研究員
牧田

茂（MAKITA, Shigeru）
：准教授：心臓リハビリテーション科診療科長：研究主任：教育員

内田龍制（UCHIDA, Ryusei）
：助教：専門医員：研究員：教育員
大沢愛子（OSAWA, Aiko）
：助教：外来医長：研究員：教育員
理学療法士 18 人，作業療法士 5 人，言語聴覚士 6 人

2．教育
2-1．目標・目的：リハビリテーション医学を理解し，臨床の場面で実践できるようになることを目的とする
2-2．教育内容：1 日のみ見学型の BSL を行った
2-3．達成度：リハビリテーション医学の概論的知識については修得できたと思われる．
2-4．自己評価と次年度計画：自己評価；
「可」 次年度計画：検討・考案中

3．研究
3-1．目的・目標：がん，脳卒中，心臓病に対する高度専門特殊医療に特化し，高度の救命救急医療を提供するなか，
高度の 医療水準で提供していくリハビリテーション臨床を考える
3-2．研究グループ
脳卒中急性期のリハビリテーション（前島 , 大沢）
心臓リハビリテーションの効果に関する研究（牧田，内田）
多発外傷術後のリハビリテーション（牧田，内田）
肺がんのリハビリテーション（牧田，内田）
高次脳機能障害のリハビリテーション（前島 , 大沢）
脳卒中における摂食嚥下障害の臨床的研究（前島 , 大沢）
3-3．研究内容と達成度：脳卒中センターにおける各科診療医師と協力し，急性期の脳卒中リハビリテーション，摂
食嚥下障害，高次脳機能の研究を行った．また，心臓リハビリテーションの効果に関する研究を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
自己評価：全体的に「良」であろう
次年度計画：臨床に役立つリハビリテーションの研究を行う

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
国際医療センターにおける高度医療の中でのリハビリテーションを提供し，良好な成績を上げるとともに地域医療
に貢献した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
総合リハビリテーション編集同人（前島）, 日本心臓リハビリテーション学会 学会誌編集委員（牧田），日本臨床
スポーツ医学会 学会誌副編集委員長（牧田）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
日本リハビリテーション医学会評議員（前島），日本高次脳機能障害学会評議員（前島），日本神経心理学会評議員
（前島）
，日本心臓リハビリテーション学会理事・幹事（牧田），日本臨床スポーツ医学会評議員（牧田），日本臨床生
理学会評議員（牧田）
，日本ボート協会理事（牧田）
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6．業績
6-1．論文・学会発表（論文：著書 8，論文 19，学会発表：講演・シンポジウム 14，国際学会 5，国内学会 28）
① Osawa A, Maeshima S, Kunishio K: Topographic Disorientation and Amnesia due to Cerebral Hemorrhage in the
Left Retrosplenial Region. Eur Neurol 11;59（1-2）:79-82, 2008
②大沢愛子 , 前島伸一郎：小脳を中心としたテント下病変の高次脳機能 . 高次脳機能研究 28：192-205,2008
③前島伸一郎 , 大沢愛子 , 板倉徹：高次脳機能を改善させるアプローチ . 高次脳機能研究 28：267-275,2008
④前島伸一郎 , 大沢愛子：神経疾患と高次脳機能障害

外傷性脳損傷．神経内科 68 Suppl.5: 147-154, 2008

⑤大沢愛子 , 前島伸一郎：小脳を中心としたテント下病変の高次脳機能 . 高次脳機能研究 28：192-205,2008
⑥ Sato S, Makita, Makita S, Uchida R, Ishihara S, Majima M: Physical activity and progression of carotid intimamedia thickness in patients with coronary heart disease. J Cardiology 51:157-162,2008
⑦ Sato S, Makita S, Toida A, Imamura T, Uchida R, Ishihara S: The impact of medabolic risk factors on heart rate
recovery in patients with type 2 diabetes. Jpn J Physiol 38:277-280,2008
⑧佐藤真治，樋田あゆみ，佐々木久美，内田龍制，牧田茂，間嶋満，石原俊一：太極拳は維持期冠動脈疾患患者の
圧受容体反射感性（BRS）を改善する．心臓リハビリテーション 13:53-56,2008
⑨石原俊一佐藤真治，樋田あゆみ，牧田茂：心疾患患者における怒り表出尺度（STAXI-2）検討．心臓リハビリテー
ション 13:57-62,2008
⑩佐藤真治，村井達彦，樋田あゆみ，佐々木久美，高木敏之，鈴木真弓，内田龍制，牧田茂，間嶋満，石原俊一：
冠動脈疾患患者の認知機能の経過と動脈硬化危険因子の関係．心臓リハビリテーション 13:57-62,2008
6-2．獲得研究費：
財団法人

慢性疾患・リハビリティション研究振興財団（代表 大沢愛子）脳卒中による高次脳機能障害が摂食嚥

下障害に及ぼす要因の検討
日本興亜福祉財団ジェントロジー研究助成（代表 前島伸一郎）高齢者における展望的記憶の障害と日常生活活動
に関する研究
平成 19 年度厚生労働省科学研究費（循環器病等生活習慣病対策総合研究事業）（班員

牧田茂）虚血性心疾患に

対する外来型心臓リハビリテーションの有効性のエビデンスの確立と普及方策の検討に関する他施設研究
6-3．受賞 ：第 11 回秩父宮スポーツ医・科学賞 奨励賞（班員

牧田茂）中高年の運動プログラムに関する総合的研

究 2008.6.18.
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，セミナーなどの開催実績：第 9 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー 2008.4.21-22

7．自己点検・評価
全体的に「良」であった
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3．23）麻酔科
1．構成員
北村

晶（KITAMURA, Akira）
：教授（総合麻酔部門長）：科長：臨床麻酔

磨田

裕（USUDA, Yutaka）
：教授（周術期管理部門長）：専門委員：集中治療

林田眞和（HAYASHIDA, Masakazu）
：教授（心臓血管麻酔部門長）：専門委員：心臓血管麻酔
西部伸一（NISHIBE, Shinnichi）
：准教授（小児心臓血管麻酔部門長）：専門委員：小児心臓麻酔
丸山晃一（MARUYAMA, Koichi）
：准教授：専門委員：気道確保
有山

淳（ARIYAMA, Jun）
：講師：専門委員：臨床麻酔と経食道心エコー

辻田美紀（TSUJITA, Miki）
：講師：専門医員：小児心臓麻酔
中川秀之（NAKAGAWA, Hideyuki）
：助教：専門委員：心臓血管麻酔
関口美果（SEKIGUCHI, Mika）
：助教：専門委員：臨床麻酔
今西宏和（IMANISHI, Hirokazu）
：助教：専門委員：臨床麻酔
東

賢志（AZUMA, Kenji）
：助教：専門委員：臨床麻酔

塚本早季子（TSUKAMOTO, Sakiko）
：助教：専門委員：臨床麻酔
小柳一洋（KOYANAGI, Kazuhiro）
：助教：専門委員：臨床麻酔
寺尾和久（TERAO, Kazuhisa）
：助教：専門委員：臨床麻酔
以上の他，非常勤医師 15 名と兼担医師（大学病院より）

2．教育
2-1．目的・目標：
麻酔科学は呼吸，循環管理のみならず，術後患者や重症患者の集中治療管理および急性，慢性疼痛の治療を対象と
する総合臨床医学である．それは生理学，薬理学，解剖学，精神心理学を基礎としており，その臨床応用という面か
らの理解が講義の目的である．
2-2．教育内容と計画：
4 年生で「診療の基本」に含まれる系統講義は，大学病院，総合医療センターと合わせて，国際医療センターから
は北村，磨田，林田が分担した．5 年生における BSL では大学病院麻酔科と連携して，臨床に直結した教育を目標と
して，種々の手技の施行，心臓麻酔，周術期管理などに積極的に参加させた．問題解決能力の養成と技能の習得を基
本に教育を行っている．6 年生は外科学総論の中の麻酔関係の講義の一部を北村，林田が受け持った．
2-3．達成度：
大学病院麻酔科と合同で 4 年生には麻酔科独自の試験を，5 年 BSL にはレポートおよび口頭試問による評価を行っ
た．6 年生は総合試験，卒業試験に外科系として出題した．
2-4．自己評価と次年度計画：
日常診療に多忙であったが，可能な限り学生教育に貢献できたと総括している．次年度は人形を用いた，心肺蘇生
実習や気管挿管実習について臨床研修医と合同で教育を行う予定である．

3．研究
3-1．目的・目標：
臨床麻酔および周術期管理に直結した研究と，大学病院と連携した循環，呼吸，代謝管理の基礎実験研究を行い，
安全で予後の良い全身管理を追求する．
3-2．研究プロジェクト
低体温・循環停止中の脳組織酸素飽和度低下と循環再開・加温後の BIS 脳波の回復の関係に関する研究
疼痛・鎮痛関連遺伝子多型が腹腔鏡補助下大腸切除術における術中・術後の麻薬性鎮痛薬必要量に及ぼす影響に関
する研究
全身麻酔薬が，中枢組織および抹消組織までの循環時間および筋弛緩薬の作用発現に及ぼす影響に関する研究
-ICG を用いての検討
完全体外循環中の，レミフェンタニルとフェンタニルの動静脈拡張効果およびストレスホルモンに及ぼす影響の差
異に関する研究
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ランジオロールがオフポンプ CABG 中の循環動態に及ぼす影響に関する研究
自律神経機能が周術期心筋虚血，不整脈に及ぼす影響の解析
気管挿管法の違いによる術後咽頭痛，嗄声への影響
手術中の糖投与による周術期のインスリン抵抗性への影響
3-3,4．達成度と自己評価：
上記研究プロジェクトにおける進行度について毎月検討会を開き，協議しており，データの集積中である．同様に
新しい研究テーマについては随時検討，協議している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
業務の多忙さがあるが，ていねいな仕事と医療安全に留意してい活動している．

5．その他
磨田

裕：クリニカルエンジニアリング

日本看護協会 事故事例分析検討委員会

編集主幹
委員

6．業績
6-1．論文
① Maruayama K, Yamada T, Kawakami R, Kamata T, Yokochi M, Hara K. Upper
cervical spine movement during intubation: ﬂuoroscopic comparison of
the AirWay Scope, McCoy laryngoscope, and Macintosh laryngoscope.

Br J

Anaesth. 2008 100(1):120-4.
② Handa T, Fukuda K, Hayashida M, Koukita Y, Ichinohe T, Kaneko Y. Effects of intravenous adenosine
5'-triphosphate on intraoperative hemodynamics and postoperative pain in patients undergoing major orofacial
surgery: a double-blind placebo-controlled study. J Anesth. 2009;23(3):315-322.
③ Chiba S, Hayashida M, Yoshikawa M, Shu H, Nishiyama T, Yamada Y. Inhibitory eﬀect of low-dose pentazocine
on the development of antinociceptive tolerance to morphine. J Anesth. 2009;23(1):99-107.
④ Hayashida M, Nagashima M, Satoh Y, Katoh R, Tagami M, Ide S, Kasai S, Nishizawa D, Ogai Y, Hasegawa J,
Komatsu H, Sora I, Fukuda K, Koga H, Hanaoka K, Ikeda K. Analgesic requirements after major abdominal
surgery are associated with OPRM1 gene polymorphism genotype and haplotype. Pharmacogenomics 2008;
9(11):1605-16.
⑤ Shu H, Hayashida M, Arita H, Huang W, Xiao L, Chiba S, Sekiyama H, Hanaoka K. High doses of processed
Aconiti tuber inhibit the acute but potentiate the chronic antinociception of morphine. J Ethnopharmacol.
2008;119(2):276-283.
⑥ Shu H, Hayashida M, Huang W, An K, Chiba S, Hanaoka K, Arita H. The comparison of effects of processed
Aconiti tuber, U50488 and MK-801 on the antinociceptive tolerance to morphine. J Ethnopharmacol 2008;
117(1): 158-165.
⑦ Kasai S, Hayashida M, Sora I, Ikeda K.. Candidate gene polymorphisms predicting individual sensitivity to
opioids. Naunyn Schmiedeberg's Arch Pharmacol. 2008; 377(4-6): 269-81.
⑧林田眞和．心臓麻酔

患者の予後と満足度を考慮した麻酔管理．Voice

no. 5, April 2008

⑨西部伸一：法的脳死による「ドナー管理」. 合併症患者の麻酔スタンダード（武田純三

監修）克誠堂出版

2008; pp157
⑩中川秀之，林田眞和．術前冠血行再建：冠動脈形成と癌の手術，どちらを先に行うかを考える．LiSA 2008;
15(9): 910-915
6-2,3,4.
獲得研究費，受賞，特許，実用新案は該当なし
6-5.
北村晶：第 46 回埼玉麻酔科専門医会（2008 年 10 月）を主催した．

7．自己点検・評価
現在のところ，診療業務が非常に多忙である中で，個々人が結束よく努力した．今後，さらに上記，教育，研究，
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診療を総合しての自己，他者評価を行い，次年度改善計画をたてる．
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3．24）救急医学科
1．構成員
佐藤

章（SATOH, Akira）
：教授（兼担：脳卒中外科）：運営責任者：研究主任：救急一般，院外心肺停止例の蘇生
に関する多施設共同研究，脳卒中急性期治療，頭部外傷，救急医療における生倫理

森野正明（MORONO, Masaaki）
：教授：診療科長：教育員：研究員：小児救急，救急一般
根本

学（NEMOTO, Manabu）
：准教授：診療科長：教育主任：救急一般，院外心肺停止に関する多施設共同研究，
外傷初期診療の教育・研究

新井正康（ARAI, Masayasu）
：准教授：副診療科長：教育副主任：研究副主任：集中治療，感染管理，救急麻酔，
救急一般
龍神秀穂（RYUJIN, Hideho）
：講師：専門医員：教育員：研究員：救急一般，自殺企図患者に対する救急治療
河相開流（KAWAI, Kairyu）
：講師：専門医員：教育員：研究員：救急一般，外科系救急診療の基礎検討
高平修二（TAKAHIRA, Shyuji）
：講師（兼担：腎臓内科）：専門医員：教育員：研究員：救急一般，院外心肺停止例
の蘇生に関する多施設共同研究，救急疾患における血液浄化法の研究
鳥尾哲矢（TORIO, Tetsuya）
：講師（兼担：整形外科）：専門医員：教育員：骨損傷急性期治療，救急一般
加藤直樹（KATO, Naoki）
：講師（兼担：整形外科）：専門医員：教育員：骨損傷急性期治療，救急一般
栫井裕子（KAKOI, Hiroko）
：助教：専門医員：教育員：研究員：集中治療，救急麻酔，救急一般
大谷義孝（OOYA, Yoshitaka）
：助教：専門医員：教育員：研究員：救急一般，消化器外科救急
矢野良和（YANO, Yoshikazu）
：助教（兼担：整形外科）：医員：教育員：骨損傷急性期治療，救急一般
吉川

陵（KIKKAWA, Ryou）
：助教（兼担：整形外科）：医員：教育員：骨損傷急性期治療，救急一般

齊藤文則（SAITO, Fuminori）
：助教（兼担：整形外科）：医員：教育員
野原広明（NOHARA, Hiroaki）
：助教（兼担：整形外科）：医員，教育員
齊藤憲人（SAITO, Norihito）
：助教：医員：教育員：研究員：救急一般
日笠山智彦（HIGASAYAMA, Tomohiko）
：助教：医員：教育員：研究員：救急一般
中島三恵（NAKAJIMA, Mie）
：助教：医員：救急形成外科，救急一般
川原

毅（KAWAHARA, Tsuyoshi）
：助教：医員：救急一般

川井田望（KAWAIDA, Nozomu）
：助教（兼担：整形外科）：医員：教育員：骨損傷急性期治療，救急一般
園田健一郎（SONODA, Kenichirou）
：助教（兼担：整形外科）：医員：教育員：骨損傷急性期治療，救急一般
中村一郎（NAKAMURA, Ichiroho）
：救急救命士
岸田全人（KISHIDA, Masato）
：救急救命士

2．教育
2-1．目的・目標
学生，研修医，救命士，病棟看護師など，対象に即して救急医学の基本的内容の教育を行う．また，学外および院
内の全職員を対象として，
BLS あるいは ICLS 講習による蘇生法の普及を図る．国際医療センターの名称に恥じぬよう，
可能であれば積極的に海外からの研修を受けいれられる体制を構築する．救急医学会専門医育成の指定施設認定をう
けており，当科の後期研修医は専門医資格を得ることが出来るので，専門医教育も充実させる．
2-2．教育内容（担当：全スタッフ）
1）1 年生：救急医学の基礎および救急蘇生法
4 年生：救急疾患の診断と治療（総説講義）
5 年生：BSL における BLS 実習を含む，救急一般の講義および臨床実習と見学
6 年生：内科的，外科的救急疾患の診断全般
2）臨床研修医の教育（指導医の監督下に救急全般の初期診療および急性期治療）
3）研修医および病院内職員に対する BLS，ICLS コース開催による蘇生法の実習教育
4）3 年目以降の救急専任医の教育（後期研修プログラムに基づく救急医学会専門医資格取得と，学位を含めた臨床
研究の指導・教育）
5）外部からの研修者に対する見学・教育指導（救命士，救命士研修所生徒，救命士学校生徒，交換留学生など）
6）学外：毛呂病院付属高等看護学院（救急医学講義），埼玉県救急救命士養成所（医学の基礎講義，救急処置シミュ
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レーション実習，気管内挿管実習など）
，西部第 2 地区メディカルコントロール協議会による救急隊活動の教育的
検証会議
7）各消防署所属救命士に対する教育
2-3．達成度：
19 年 4 月の国際医療センター開設と同時に救命救急センターとしてスタートした．1 年間の診療実績を背景に，
20 年度は，教育体制の更なる充実を目標とした．BSL，研修医，救急隊員，交換留学生など，臨床現場における教
育につき，スタッフ各人の努力もありほぼ設定目標に到達したと評価．
2-4．自己評価と次年度計画：
目標達成度はよい．教育面でも，日常業務と並行して教育内容の充実を目指して努力したい．

3．研究
3-1．研究目標：
19 年度に引き続き，救急隊の協力の下に実施されている院外心肺停止症例の Utstein 方式による登録，および救
急入院外傷患者の ISS スコアリング登録を行っている．これらの基礎データをもとに，当院がカバーしている医療圏
における院外心肺停止症例および重症多発外傷患者の実態と予後の調査を行い，国際医療センター救命救急センター
における研究の基盤構築を目指している．また，その結果を地域の救急隊にも還元して，病院前治療も含めた地域救
急医療の充実と治療成績の向上を図りたい．この意味で，17 年度から開始した地域救急隊活動の事後検証医として
の業務（佐藤，根本，龍神）の果たす意義は大きいものと思われる．整形外科医グループによる骨損傷の超急性期治
療については，多くの学会発表を中心として臨床研究を進めており，今後さらに発展させていきたい．新井准教授の
指導のもと，救命 ICU における感染管理の検討も学会発表出来た．
3-2．研究プロジェクト：
①救急医学会関東地方会の「Utstein 方式登録による院外心肺停止症例の多施設共同研究（SOS-KANTO 委員会によ
る）
」
②外傷急性期の ISS スコアを基礎データとした外傷患者の重症度と予後の調査研究
③骨損傷超急性期治療に関する臨床的研究
④救命センター ICU における感染病態と感染管理に関する臨床的研究
3-3．研究内容と達成度
①昨年に引き続き，救急医学会関東地方会の「Utstein 方式登録による院外心肺停止症例の多施設共同研究（SOSKANTO 委員会による）
」に参加している．同委員会分担研究班長である佐藤教授と，高平助手を中心とした全教
室員と研修医の協力を得て登録体制を整備した．SOS-KANTO 委員会により次期の研究プロトコールの検討中で
あり，Utstein 登録を進めつつ待機中の状態である．
②根本准教授，大谷助教を中心に，外傷急性期の ISS スコアを基礎データとして，外傷患者の重症度と予後の調査
研究を継続して行う．
③鳥尾講師を中心として，学会発表を主体に研究を進めてきた．今後さらに研究を深めていく予定．
④新井准教授の指導により，ICU での感染管理の実践を行うなか，感染病態の研究の準備を進めている．
3-4．自己評価と次年度目標：
日本救急医学会総会，救急医学会関東地方会，日本臨床救急医学会，日本外傷学会などを中心に，症例検討などの
報告を行っている．また，
佐藤教授が分担研究班長である SOS-KANTO「地域間比較研究班」の研究発表も定期的に行っ
ている．ショック状態における全身性炎症反応の病態とその治療に関する研究を開始した．臨床面での業務負担が大
きく，研究については，ようやく定期的に学会報告が可能となってきた．今後は，上述の研究テーマに沿って継続的
な研究発表を行っていくよう体制整備を図っていきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
救命救急センター発足 2 年度目であり，診療体制の確立と大学病院との連携体制の構築を重点的に行わざるを得
なかった．次年度以降，研究課題なども十分に絞り込んで，可能な範囲で実施していく予定である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員：
①佐藤

章：埼玉県西部第二地域メディカルコントロール協議会委員

救急隊による処置事後検証委員（西部第 2 地域 MC 協議会）
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②根本

学：救急隊による処置事後検証委員（西部第 2 地域 MC 協議会）

③龍神

秀穂：救急隊による処置事後検証委員（西部第 2 地域 MC 協議会）

④新井

正康：救急隊による処置事後検証委員（西部第 2 地域 MC 協議会）

5-2．査読委員，編集委員など
①佐藤

章：日本神経救急学会雑誌査読委員，Neurosurgical Emergency 誌

編集委員，日本神経外傷学会「重症

頭部外傷治療・管理のガイドライン」作成委員，日本脳神経外科救急学会ハンドブック作成委員，日本脳卒中外
科学会査読委員
5-3．社会，医学貢献に係わる業務
佐藤

章：自賠責高次脳機能障害審査委員

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数

8

①骨髄内輸液の検討（会議録 / 症例報告） 高平修二（埼玉医科大学国際医療センター救命救急科）, 根本学 , 森野
正 , 園田健一郎 , 川井田望 , 斎藤憲人 , 日笠山智彦 , 川原毅 , 大谷義孝 , 河相開流 , 龍神秀穂 , 栫井裕子 , 新井正康 ,
佐藤章

日本救急医学会関東地方会雑誌 29 巻 Page136-137（2008.12）

②背部痛と尿閉に対する精査で判明した特発性脊髄硬膜外血腫の 1 例（会議録 / 症例報告） 川井田望（埼玉医
科大学国際医療センター救命救急科）, 鳥尾哲矢 , 根本学 , 新井正康 , 栫井裕子 , 龍神秀穂 , 河相開流 , 高平修二 ,
大谷義孝 , 川原毅 , 日笠山智彦 , 斉藤憲人 , 園田健一郎

日本救急医学会関東地方会雑誌

29 巻 Page38-39

（2008.12）
③特集救急診療ガイドラインⅩⅢ海外のガイドライン 19 頸椎・頸髄損傷に対する急性期治療のガイドライ
ン（アメリカ脳神経外科学会・アメリカ脳神経外科コングレス）．龍神秀穂，根本学：救急医学

2008; 32:

1494-1499．
④救命救急士の病院実習のあり方に関する新たな取り組み．岸田全人，中村一郎，根本学，新井正康，栫井裕子，
龍神秀穂，河相開流，高平修二
学会発表

総数

日本救急医学会関東地方会雑誌

Vol.29 142 頁

2008.12

40

⑤ Prevention of symptomatic vasospasm by cisternal irrigation with mock-CSF containing ascorbic acid and
Mg++．Akira Satoh, Tatsuya Sugiyama, Eiharu Morikawa, Hidetoshi Ooigawa, Hiroyuki Nakajima, Hiroaki Neki
The 4th European-Japanese Joint Conference on Stroke Surgery 4-6, July, 2008, Helsinki, Finland
⑥救急医療における終末期・延命治療に対する生命倫理学的視点を目標とした系統的医学教育の意義．佐藤
第 36 回日本救急医学会総会・学術集会

章

2008.10.13-15（札幌）

⑦ドクターヘリコプターと消防・防災ヘリコプターの活用に関する検討．根本

学，新井正康，龍神秀穂，栫井裕

子，河相開流，高平修二：第 36 回日本救急医学会総会，2008．10（札幌）
⑧当院における小児外傷症例の検討．龍神秀穂，根本

学，新井正康，鳥尾哲矢，高平修二，栫井

裕子，河相開

流，大谷義孝，斉藤憲人，日笠山智彦，森野正明：第 36 回日本救急医学会総会，2008．10（札幌）
⑨当院における救急領域における血液浄化療法．高平修二，新井正康，根本
龍神秀穂，栫井裕子，大谷義孝，佐藤

学，高根裕史，塚本

功，河相開流，

章，鈴木洋通：第 36 回日本救急医学会総会，2008．10（札幌）

⑩ Percutaneous retrograde superior pubic ramus screw for unstable anterior pelvic ring fracture. Tetsuya Torio,
Hiromi Oda, Ryo Kikkawa, Yoshikazu Yano, Manabu Nemoto, Akira Sato
World Congress

SICOT/SIROT 2008 XXIV Triennial

2008.8 Hong Kong

6-5．研究会開催
佐藤

章：

第 11 回埼玉脳血管障害の外科懇談会（代表世話人） 2007 年 6 月

佐藤

章：

第 54 回関東脳神経外科懇話会（当番世話人） 2007 年 11 月

7．自己点検・評価
診療面については，現状の救命救急センターの設備，人員，院内支援体制の下で十分にその役割を果たしていると
評価出来るが，スタッフ不足もあり，研究，治験，先端医療などの分野では十分な実績をあげ得ていない状況である．
教育に関しては，高平講師を中心とした院内 BLS コースの確立，および院外も含めた救急医学会認定 ICLS コースの
定期的開催が軌道にのり，高い評価を得ている．臨床研修医の救急教育においては，ローテート期間における教育を
行っているが，今後は，自主研修としての他科ローテーターの夜間当直を積極的に受け入れることも検討している．
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研究に関しては，テーマを絞り込んで着実に研究成果をあげて行くと同時に，研修医，救命士などの研修においても
高い評価を得られるよう，スタッフ間の連携と自己研修に努めたい．
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3．25）
（1）放射線科（放射線腫瘍科）
1．構成員
土器屋卓志（DOKIYA, Takushi）
：教授：科長（国際医療センター）：放射線治療
關根

広（SEKINE, Hiroshi）
：准教授：副科長（国際医療センター）：放射線治療

塚本信宏（TSUKAMOTO, Nobuhiro）
：講師：外来医長（国際医療センター）：放射線治療
内野三菜子（UCHINO, Minako）
：助教：専門医員（国際医療センター）：放射線治療
福田一郎（FUKUDA, Ichirou）
：助教：専門医員（国際医療センター）：放射線治療
熊崎

祐（KUMAZAKI, Yuu）
：助教：教育員（国際医療センター）：放射線物理

大谷侑輝（OTANI, Yuuki）
：助教：教育員（国際医療センター）：放射線物理
鈴木健之（SUZUKI, Kenji）
：准教授：科長代理（大学病院）：放射線治療

2．教育
2-1．目的・目標
目的：本邦の疾患講造を分析し，癌の罹患率および死亡統計を理解し，悪性腫瘍の治療の必要性を理解する．その
上で，癌治療における放射線治療の必要性と重要性を理解することが目的である．
目標：
電離放射線の癌細胞と正常組織への作用機序の相違を理解し，治療可能比の概念を理解すること．
空間的線量配分と，時間的線量配分の重要性を理解すること．
放射線治療を修飾する因子（抗癌剤や，放射線防護剤など）の役割を理解すること．
2-2．教育内容（担当表）
医学部
・医学概論：医療と経済 -1,2（2 年生） 経済のとらえ方，マクロ的視点から見た医療経済について （土器屋卓志）
・診療の基本 1：放射線生物学と防護（3 年生） 放射線の生物作用や放射線感受性を理解し，放射線の防護の方
法を知る （鈴木健之）
・診療の基本 1：放射線治療（3 年生）放射線治療の総論 （土器屋卓志）
・呼吸器：呼吸器腫瘍の放射線療法（3 年生）（鈴木健之）
・消化器：食道癌の放射線療法（3 年生）
（鈴木健之）
・血液：治療のストラテジー（2）
（3 年生） 悪性リンパ腫などの血液系腫瘍における放射線治療の役割について（鈴
木健之）
・医学概論：医学のあゆみ 1：放射線と人類（3 年生）
（鈴木健之）
・内科概論：放射線：放射線治療のトピックス（6 年生） 新しい放射線治療技術（関根広）
・OSCE（4 年生）:（鈴木健之）
実習：
・BSL では癌患者に対する問診，理学所見の取り方，画像の読み方を学習し，放射線治療の治療計画を見学する．
小線源治療の施行日では，実際の手技を見学する．
保健医療学部（医用生体工学科）
・放射線医学総論：放射線医学史概論（3 年生）（鈴木健之）
・放射線医学総論：放射線についての基礎知識（3 年生）（関根広）
・放射線治療 I: 総論（3 年生）
（土器屋卓志）
・放射線治療 II：外部照射（3 年生）
（関根広）
・放射線治療 III: 小線源治療（3 年生）
（土器屋卓志）
・放射線治療 IV：放射線治療における看護（3 年生）（鈴木健之）
保健医療学部（看護科）
・放射線についての基礎知識（2 年）
（鈴木健之）
・放射線治療 I- 生物学・外部照射（2 年）
（関根広）
・放射線治療 II- 小線源治療（2 年）
（土器屋卓志）
毛呂病院看護専門学校
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・放射線についての基礎知識（第 1 学科）
（関根広）
・放射線の医学への利用（第 1 学科）
（関根広）
・放射線治療 1（第 2 学科）
（鈴木健之）
・放射線治療 2（第 2 学科）
（鈴木健之）
2-3．達成度
講義は十分に準備をして，事前に必要に応じて資料を配付して理解の向上に努めることができた．講義時間が分散
され，かつ時間数が少ないために放射線治療の全体像を理解してもらうことは困難と感じた．
実習では，3 年生の講義の復習をせずに望む学生が多かったので，効率よい実習を行うのは難しかった．
2-4．自己評価と次年度計画
今後は，
事前に復習を怠らないように指示する必要性がある．また，国民死亡率の第 1 位が「がん」であることから，
がんを撲滅することの重要性を認識してもらえるように，興味がわくような講義と実習を目指す．特に近年めざまし
い進歩を遂げている新しい放射線治療の魅力を理解してもらえるように，放射線治療がどのように行われているか，
現場を見てもらうようにしたい．

3．研究
3-1．目的・目標
放射線治療はもっぱら低 LET（X 線，γ線，電子線，β線等の放射線で，組織に与えるエネルギーがα線や重粒子
線より低い）の放射線により行われてきた．癌の放射線治療の成績が向上してきたのは，外部照射と小線源治療の正
しい使い分けと，組み合わせによる．例えば，前立腺癌はかつて放射線治療は効果がないとされてきたが，小線源治
療法の進歩で，限局性前立腺癌は放射線治療のよい適応であることがわかってきた．しかし，これらの臨床研究は急
速に進歩しているが完成していない．
また，近年の放射線治療装置のハイテク化により，照射野内の線量分布を不均一に作製できる技術が開発され，強
度変調放射線治療（IMRT）の第 1 段階は完成した．これにより放射線治療のパラダイムシフトをもたらした．IMRT
により腫瘍に隣接するリスク臓器の線量を低く抑えながら，腫瘍へ高線量を投与できるようになった．
この技術とは別に，小さな腫瘍に対しては，多方向から大線量を集中させて短期間に治療する定位照射の技術が体幹
部でも安全に行えるようになった．つまり，呼吸性移動のある臓器の腫瘍に対しては，呼吸波に同期させて照射でき
るようになった．
我々の研究の目的は，これらの高精度な治療技術を用いて，放射線治療により局所制御を向上させることである．ま
た，放射線治療の急性反応の予測をするため，これまでに提唱されてきた生物学的モデルを修正し高精度放射線治療
に適応できるようなパラメータを抽出することである．
目標
・高線量率小線源 192Ir+ 外部照射による限局性前立腺癌の治療成績の向上を目指して症例の集積を行う．
・低線量率 125I シードによる低リスク前立腺癌の線量増加を試みる
・早期乳癌の温存術後の加速部分乳房照射（APBI）の第 1，2 相試験
・IMRT による前立腺癌と頭頸部腫瘍の治療法の確立
・呼吸同期による体幹部定位照射の線量‐効果関係の解析
・サイバーナイフによる体幹部照射の実現
・放射線治療に用いられる生物モデルのシミュレーション
3-2．研究プロジェクト
1．高線量率（High Dose Rate: HDR）小線源治療：前立腺，乳腺
2．低線量率（Low Dose Rage: LDR）小線源治療：前立腺
3．呼吸同期体幹部定位照射
4．IMRT による前立腺癌および頭頸部腫瘍の治療
5．サイバーナイフの治療 : 脳腫瘍，頭頸部腫瘍，体幹部
6．直線 2 次（Linear Quadratic : LQ）モデルへの時間関数の導入と，ボロノイ図によるシミュレーション
3-3．研究内容と達成度
高線量率小線源治療は限局性前立腺癌に対する治療として，外部照射（39Gy/13fr）+192Ir-HDR（18Gy/2fr）の
新しいプロトコールとして臨床研究を開始した．順調に症例を蓄積している．
低線量率小線源治療（125I-seed）は低リスク前立腺癌の治療として開始され，順調に患者数が伸びている．
脳定位放射線治療ではサイバーナイフに移行し腫瘍径と放射線治療歴に応じて 1 回照射と複数回照射による効果
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の差を分析中である．
体幹部定位照射は Varian RPM システムと Portal vision を用いることで，呼吸と確実に同期して照射できることが
確認され，安心安全な治療が担保できており，症例の蓄積を行っている．
IMRT は前立腺癌の治療として開始した．治療精度の確認のために QA 検証が必要であり，時間的，人的な確保が
必要であることがわかった．LQ モデルに時間関数を導入（LQT model）することで，分割照射の治療効果を時間軸
で表すことができるようになり，ボロノイ図を用いることで視覚的に照射効果をとらえられるようになった．この方
法を用い，
IMRT と 3DCRT の線量分布を元に腫瘍制御確率（TCP）と正常組織（膀胱，直腸）副作用発生確率（NTCP）
を LQT model と LKB model を用いて分析した．
サイバーナイフは平成 20 年に，脳腫瘍，頭頸部腫瘍に対して治療が開始された．
3-4．自己評価と年度計画
高線量率小線源治療は予定通り施行され，次年度も引き続き症例数を増やす予定である．一部の中間リスク群の症
例は全国登録をして中間分析は終了した．
リニアックによる脳定位放射線治療は症例の蓄積を行うことができた．分析は完了していないが，引き続きサイバー
ナイフへの治療へ移行した．今後両者の治療成績を分析できればよいと考えている．
PET/CT の呼吸同期装置を用いて放射線治療計画へ応用する準備として，PET/CT の呼吸波形と治療装置の RPM の
呼吸波形の一致率を測定し，誤差が許容できるかを検討した．呼吸波の検出方法が PET と治療計画 CT で異なってい
るため若干の誤差が生じることが分かったが，2 例ほど肝転移に対する定位照射に応用し，良好な治療成績を得るこ
とができた．今後は PET/CT による治療計画の適応を検討する．
前立腺癌の IMRT による治療で，線量増加試験を検討する．IMRT による所属リンパ節への照射方法を研究する．
LQ モデルへの時間関数の導入は，照射を離散量として表す場合，総ての細胞死がアポトーシスによる細胞死とな
り問題があることがわかった．高線量 - 少数分割の定位照射では分裂死を指数的またはロジスティクに仮定すること
で，照射終了から経時的に細胞死する線量‐効果曲線が得られることがわかった．そこで，次年度には放射線による
細胞死を分裂死として 3 次元空間上に正規化した細胞集塊を形成する腫瘍を作製し，放射線治療による効果を動的
な変化としてシミュレーションする．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
放射線治療における地域の基幹病院として多くの癌腫にわたり多くの患者の治療にあたってきた．平成 20 年度は
初年度の 752 名から 885 名と約 130 名の新患数の増加をみた．昨年予想した通りの結果であり，さらなる患者数の
増加が予測される．乳癌，肺癌，前立腺癌の件数が多く最近の我が国の傾向と相関している．前立腺癌治療患者数の
増加は特に顕著である．ヨウ素 125 による低線量率小線源治療も開始したことと，高リスクの前立腺癌に対しては
IMRT の治療も行うことができるようになり，前立腺癌の総てのリスクカテゴリーへの対応できるようになったこと
を反映していると考えられる．
放射線治療としては，ほぼすべての治療モダリティーを施行でき，埼玉県西部の放射線治療の基幹病院として十分
機能を発揮できている状況である．平成 20 年度はサイバーナイフが稼働したため，脳腫瘍の放射線治療が格段に増
加した．
現在の問題点は，増加する患者数に治療が追いつかず，治療開始までの待機時間が長い点であり，埼玉医大病院と
連携して待機時間の短縮を図っている．このように，実臨床に忙殺される状況の中ではあるが，前立腺，乳腺，脳腫
瘍に対する臨床試験も行われている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
医療機器に関する経済社会ガイドライン検討委員会委員（土器屋卓志：経済産業省）
緊急被ばく医療のあり方に関する検討委員会
原子力安全委員会

専門委員（内野三菜子：総理府）

原子力施設等防災専門部会

被ばく医療分科会

委員（内野三菜子）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
International J Urology 査読委員（土器屋卓志），Radiation Medicine 査読委員（関根
雑誌査読委員（関根

広）
，Journal of Radiation Research 査読委員（関根

広），日本放射線腫瘍学会

広），Breast Cancer 査読委員（関根

広）
，

日本医用画像工学会 編集委員，査読委員（塚本信宏）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
＊土器屋卓志：外科系学会社会保険委員会連合（常任委員

検査委員長），内科系学会社会保険連合（運営委員
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監事）
，日本アイソトープ協会

医学･薬学部会

放射線治療委員会（委員）, 日本放射線腫瘍学会

リニアック

使用時間等の QA 委員会（委員長）, 加速器放射化問題検討委員会（委員長）, 放射線治療看護セミナー委員会（委
員長）, 健保委員会（委員）
，日本アイソトープ協会前立腺癌永久刺入治療推進ワーキンググループ（主査）
，日
本医学放射線学会

健保委員会（委員）
，日本食道学会

委員会（委員）
，日本癌治療学会
＊関根

社会保険委員会（委員），日本頭頚部癌学会

社会保険

社会保険委員会（委員）

広：日本放射線腫瘍学会（代議員），日本乳癌学会（評議員），日本医学放射線学会生物部会（幹事）
，東

京慈恵会医科大学成医会（評議員）
＊塚本

信宏：日本医学放射線学会

電子情報委員会（委員），日本 IHE 協会

放射線腫瘍企画委員会（委員長お

よび普及推進委員）
，日本医用画像工学会（幹事）
＊熊崎

祐：厚生労働省がん研究助成金「がんの小線源放射線治療の評価と品質管理に関する研究」（協力委員）
，

IMRT 線量検証の標準化に関する研究（医学物理学会課題別研究 , 河内班班員），Ｘ線線量計算における不均質補
正法（医学物理学会課題別研究，TG02 班員），日本放射線腫瘍学会

リニアック使用時間等の QA 委員会（委員）

6．業績
6-1-1．学会発表
①内野三菜子，関根

広，土器屋卓志

他：初期前立腺がんに対する Ir192HDR 療法における患者の苦痛について .

第 10 回日本放射線腫瘍学会小線源部会
②熊崎祐

倉敷 .2008.6.<>

他：EPID を用いた IMRT フィールドの検証 . 第 21 回日本放射線腫瘍学会 札幌 2008.10.15

③平岡卓也，熊崎祐

他：体幹部定位放射線治療用の固定具によるビームへの影響 . 第 21 回日本放射線腫瘍学会

札幌 2008.10.15
④寺西

潤，熊崎祐

他：当センターにおける On-Board Imager（OBI）の QA/QC. 第 21 回日本放射線腫瘍学会

札幌 2008.10.15
⑤関根

広，内野三菜子，熊崎祐

他：時間因子組込 LQ モデルとボロノイ図を用いた放射線治療の生物学的効果

の新しい評価法 . 第 434 回日本医放学会関東地方会

東京

2008.12.13

⑥大谷侑輝，熊崎祐，土器屋卓志 : 臨床現場からの提言 . 大阪大学がんプロフェッショナル講座
大阪

医学物理セミナー

2008.12.13

6-1-2．著書
⑦土器屋 卓志 : 前立腺癌の密封小線源永久挿入治療について教えてください . 泌尿器科「専門医にきく最新の臨床」
137-138. 北村唯一
⑧関根

編集 . 東京 中外医学社

2008

広：放射線治療の副作用とその対策 . 北原

規，相羽惠介編集 . 化学放射線療法プラクティカルガイド .

東京：南山堂 . 2009: 33-47
6-1-3．総説
⑨土器屋 卓志 : 小線源による放射線治療 . 外科治療

特集

知 っ て お き た い 放 射 線 治 療 の 知 識 . 99（4）
；

358-364.2008
⑩土器屋 卓志 : 前立腺癌に対する外照射療法と小線源療法 . 日本医師会雑誌 . 138（

2）270-274. 2009

6-2．獲得研究費
厚生労働省がん研究助成金

17-10）がんの小線源放射線治療の評価と品質管理に関する研究（土器屋卓志，主任

研究者）
文部科学省科学研究費補助金（基盤研究 C:20500273）時間因子組込直線 2 次モデルとボロノイ図による癌放射
線治療の効果的な照射方法の確立（関根

広，研究代表者）

6-3．受賞
なし
6-4．特許，実用新案
なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
なし

7．自己点検・評価
学生教育では学生が国家試験を意識しているためか，教育課程での比重の低い放射線治療については事前の学習を
行っている学生はほとんどいない．本邦の疾病動態をみれば悪性腫瘍は避けて通れない領域であることを学生に認識
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して欲しい．がん基本対策法が制定され，がん診療に対する重要性が認識された現在，放射線腫瘍学の必要性を感じ，
放射線腫瘍学を目指そうとする学生を増やせるような，魅力ある講義と実習を行う．卒後教育に対しては，放射線治
療を目指す研修医を獲得するために，体験型学習として治療計画に参画してもらって，興味を持ってもらうように努
める予定である．
放射線治療の臨床研究としては，前向き試験として前立腺癌の高線量率小線源治療を行っており，予定通り施行中
である．現在登録は終了して，経過観察と結果の分析中である．
脳定位放射線治療は症例の蓄積を行うとともに，これまでの症例の線量 ? 効果関係を分析する予定である．今後はサ
イバーナイフへ移行予定です．
PET/CT の呼吸同期装置を用いて放射線治療計画へ応用する準備として，PET/CT の呼吸波形と治療装置の RPM の
呼吸波形の一致率を測定し，誤差が許容できるかを検討する．
前立腺癌の IMRT による治療で，線量増加試験を検討する．
LQ モデルへの時間関数の導入は，照射を離散量として表す場合，総ての細胞死がアポトーシスによる細胞死とな
り問題があることがわかった．高線量 - 少数分割の定位照射では分裂死を指数的またはロジスティクに仮定すること
で，照射終了から経時的に細胞死する線量‐効果曲線が得られることがわかった．そこで，次年度には放射線による
細胞死を分裂死としてボロノイ図を用いて腫瘍の動的な変化をシミュレーションする．
診療では充実した放射線治療機器の整備によって，通常の放射線治療から最先端の放射線治療技術まで施行できるよ
うになり，埼玉県西部の地域がん拠点病院としての機能は果たせるようになった．一方，患者数の増加に伴い，照射
開始までの待機時間が長くなっているのが問題と考えている．現状では緊急対応として，予約外の治療計画をその都
度挿入しているが，クリニカルパスとして緊急性のある場合，準緊急性，通常予定，待機可能などに分けて治療計画
予定を立てる仕組みが必要かもしれない．
次年度はサイバーナイフが稼働予定であり，高精度の放射線治療を積極的に活用し，地域医療へ貢献することを目
標とする．
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3．25）
（2）放射線科（画像診断科）
1．構成員（任期は平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日）
木村文子（KIMURA, Fumiko）
：教授：診療科長：画像診断一般，循環器画像診断
内野

晃（UCHINO, Akira）
：教授：教育副主任：神経画像診断，IVR

酒井文和（SAKAI, Fumikazu）
：教授：診療副科長：画像診断一般，胸部・頭頚部画像診断
岡田吉隆（OKADA ,Yoshitaka）
：教授：研究副主任：画像診断一般，腹部画像診断
小澤栄人（KOZAWA, Eito）
：准教授：専門医員：MRI 一般，骨髄・婦人科画像診断
西

直子（NISHI, Naoko）
：講師：外来医長：画像診断一般，血管造影，IVR

水越和歌（MIZUKOSHI, Waka）
：講師：教育副主任：画像診断一般，乳腺・小児画像診断
井上快児（INOUE, Kaiji）
：助教：専門医員：画像診断一般，乳腺画像診断
齋藤尚子（SAITOH, Naoko）
：助教：専門医員：画像診断一般，頭頚部画像診断
松尾有香（MATSUO Yuka）：助教：医員：画像診断一般
田中淳司（兼担）
（TANAKA, Junji）
：教授：専門医員：血管造影，IVR，放射線被曝防護
佐藤洋一（兼担）
（SATOU Youichi）
：助教：専門医員：画像診断一般
非常勤講師

5名

2．教育
2-1．目的・目標
①全身臓器の解剖および疾患についての知識を取得し，最適な検査法・撮像法を選択，施行し，それを簡潔にレポー
トし他科の医師へ伝える技術，能力が得られること（学生，初期研修医，後期研修医，医員）．
②日本医学放射線学会認定医，専門医試験に合格できる能力を得ること（医員）．
2-2．教育内容（担当者）
木村文子（CT の基礎知識，循環器画像診断）
内野

晃（神経画像診断

血管造影診断と IVR）

酒井文和（単純写真の基礎知識，肺・縦隔，頭頚部画像診断）
岡田吉隆（腹部画像診断）
田中淳司（血管造影診断と IVR，放射線被曝防護と安全管理）
小澤栄人（MRI による画像診断，
）
西

直子（血管造影診断と IVR ）

水越和歌（小児，乳腺の画像診断）
2-3．達成度
学生の BSL，講義，初期研修医，後期研修医に対して，十分な教育を行うことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
初期研修医，後期研修医に対しては，十分な教育を行うことができた．次年度も同様に施行の予定．
4 年生の講義（画像ユニット）が来年度より開始される予定．

3．研究
3-1．目的・目標
CT・MRI を中心とした画像診断による臨床研究を行い，国内外でその成果を発表すること
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
神経，呼吸器，心臓，腹部，乳腺，骨髄グループ
3-3．研究内容と達成度
神経グループ：頭部ＣＴ，頭部ＭＲＩ，頸部〜頭部ＭＲＡの臨床的有用性の検討
呼吸器グループ：喫煙関連疾患の画像診断，薬剤性肺障害の画像診断，
肺癌リンパ節転の画像診断の精度向上，間質性肺炎の画像診断，石綿関連疾患の画像診断
心臓グループ：冠動脈 CT における被曝低減に有用な撮影方法，心筋内脂肪浸潤の検討
腹部グループ：消化器癌の術前検査における 3D 画像などを用いた血管解剖評価，
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癌進展範囲の診断
乳腺グループ：乳腺腫瘍に対する MR スペクトロスコピーの有用性
骨髄グループ：圧迫骨折の質的診断における apparent diﬀusion coeﬃcient の検討
これらの研究内容について検討し，国内外で成果を発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
各研究グループともに，研究結果について国内外で成果を発表できた．
次年度計画
神経グループ：頭部ＣＴ，頭部ＭＲＩ，頸部〜頭部ＭＲＡの臨床的有用性の検討（継続）
呼吸器グループ：喫煙関連疾患の画像診断（継続），薬剤性肺障害の画像診断（継続），
肺癌リンパ節転移の画像診断の精度向上（継続），膠原病の肺合併症の画像診断，
間質性肺炎に合併した肺高血圧の画像診断による評価，骨髄移植後肺合併症の画像診断
心臓グループ：①冠動脈 CT における被曝低減撮影（継続），②心筋内脂肪浸潤の検討（継続）
腹部グループ：消化器癌の術前検査における 3D 画像などを用いた血管解剖評価，
癌進展範囲の診断（継続）
骨髄グループ： T2* 値と脂肪水構成比の正常骨髄の加齢による変化の検討
乳腺グループ：乳腺 MRI での Gd ダイナミック造影と拡散強調画像を用いた DCIS の特徴的画
像所見の検討，MR スペクトロスコピーによる乳腺腫瘍内のコリン濃度測定

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
要約：迅速かつ適切な検査の施行と専門医による報告書の作成，②管理加算Ⅱの取得，③三次元画像の作成など最
先端の画像解析技術，④迅速で適切な IVR の施行を目標とした．平成 20 年度はこれらの目標を達成できた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
酒井文和：環境省中央環境審議会委員 （環境保健部会，石綿健康被害判定部会）
環境省石綿文献調査委員会
環境再生保全機構

委員

石綿健康被害被認定者委員会調査委員会

委員

5-2．学術雑誌，編集委員，査読委員の有無
Radiation Medicine: 木村文子，酒井文和，内野晃
日本磁気共鳴医学会雑誌，Magnetic Resonance in Medical Sciences，Cardiovascular & Interventional Radiology,
Neuroradiology：内野晃
Journal of magnetic resonance imaging：小澤栄人
MRI in medicine：小澤栄人
日本呼吸器学会雑誌，日本画像医学会雑誌，雑誌画像診断，雑誌日本胸部臨床，Journal of Clinical Rheumatology，
Internal Medicine，Respirology：酒井文和
Heart and Vessels：木村文子，酒井文和
心臓，心 CT：木村文子
放射線防護 Newsletter 誌：田中淳司
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文：
原著
① Kakiihana K, Ohashi K, Sakai F., Kamata N, Hosomi Y, Nishiwaki M, Yokoyama R, Kobayashi T, Yamashita T,
Akiyama H, Sakaimaki H: Leukemic inﬁltration of the lung following allogenic hmetopoietic cell transplantaion.
Int J Hematology. 2008.12.
② Mizukoshi W, Kozawa E, Uchino A, Kimura F. Quantitative assessment of water diﬀusion changes in brains of
children with neuroﬁbromatosis type Ι using apparent diﬀusion coeﬃcient. The Neuroradiology Journal 21:
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839-843, 2008.
③ Uchino A, Egashira R, Nomiyama K, Takase Y, Kudo S: Visualization of the superior ophthalmic veins by 3 tesla
3D-TOF-MR angiography. Neuroradiology J 21（5）:619-622, 2008
症例報告
④ Kozawa E, Irisawa M, Heshiki A, Kimura F. MR ﬁndings of a giant Bartholin's duct cyst. Magn Reson Med Sci. 7
（2）
:
101-103, 2008.
学会発表：
⑤ Kimura F, T Umezawa, Shen Y, Sasaki K, Chihara R, S Nishimura, F Sakai. Coronary CT Angiography Using
Prospectively Gated Axial Scans: Evaluation of Banding Artifacts and Padding time. 94th scientiﬁc assembly and
annual meeting of Radiological Society of North America RSNA, Chicago,11.30-12.05, 2008（Scientiﬁc exhibit）.
⑥ Saito N, Banner EN, Nadgir RN, Sakai O. Temporal bone fractures revisited with 64 multidetector-row CT.
94th Scientiﬁc Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America（RSNA）, Chicago,
11.30-12.05, 2008（Education exhibit）.2008, Chicago, IL）
（Education exhibit）
⑦ Matsuo Y, Sakai F, Kimura F, Kamata N, Inoue K: Acute onset lung complications

of collagen vascular diseases:

94 th scientific assembly and annual meeting of Radiological Society of North America（RSNA）. Chicago,
11.30-12.05, 2008（Scientiﬁc exhibit）.
⑧ Saito N, Banner EN, Nadgir RN, Sakai O. Sickle cell disease: Radiographic manifestations in head and neck.
94th Scientiﬁc Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America（RSNA）, Chicago,
11.30-12.05, 2008（Education exhibit）.
⑨ Uchino A, Egashira R, Nomiyama K, Takase Y, Mineta T, Kudo S: Abnormal ﬂow in the cavernous sinus caused by
an asymptomatic dural arteriovenous ﬁstula of the contralateral transverse-sigmoid sinus. Neuroradiology J 21
（3）:423-427, 2008
⑩ Kozawa E: Magnetic resonance imaging ﬁndings of vulvar epithelioid sarcoma, Radiat Med. 26（26）:376-378,
2008
6-2．獲得研究費
酒井文和：平成 20 年度

厚生労働省科学研究費補助金

びまん性肺疾患調査研究（分担研究者）

6-3．受賞：
酒井文和：第 67 回日本医学放射線学会総会最優秀演題賞 2008.4.5, 第 67 回日本医学放射線学会総会（横浜）
小澤栄人：第 14 回「画像診断」MVP 賞：MRI による圧迫骨折の質的診断の評価法
齋藤尚子：Magna Cum Laude 受賞（Educational exhibit）:Temporal Bone Fractures Revisited
with 64 Multidetector Row CT（64 列 MDCT での側頭骨骨折の再検討）
Certiﬁcate of Me 受賞（Educational exhibit）：Sickle cell disease：Radiographic Manifestations
in Head and Neck（頭頸部領域における鎌状赤血球症の画像所見）
6-4．特許・実用新案：なし
6-5．学会・研究会，セミナー等の開催実績：
第6回

循環器 MDCT 研究会：2008 年 11 月 1 日，六本木アカデミーヒルズ

第 429 回ＮＲ懇話会

2008 月 5 月 10 日

東京（東京八重洲ホール）

第 437 回ＮＲ懇話会

2009 月 2 月 21 日

東京（東京八重洲ホール）

7．自己点検・評価
学生・研修医に対して画像診断の基礎的知識が取得できるように教育を行った．各研究グループともに，国際医療
センターにおける豊富な症例と最先端の診断装置を用いて，多く研究成果が発表できた．診療業務では，臨床各科に
迅速な検査と専門家による報告を行い，また，夜間救急の IVR にも積極的に貢献した．次年度は，さらに教育に力
を入れ，診療面では本年同様に CT, MRI, IVR の症例数を増すように努力する．また，研究面では研究成果をもとに
論文を作成するようする．
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3．25）
（3）放射線科（核医学科）
1．構成員
松田博史（MATSUDA, Hiroshi）: 教授：診療科長：脳核医学，画像解析学
久慈一英（KUJI, Ichiei）: 助教授：副診療科長：脳核医学，心臓核医学，腫瘍核医学
今林悦子（IMABAYSHI, Etsuko）
：講師：外来医長：脳核医学，腫瘍核医学
瀬戸

陽（SETO, Akira）: 講師（埼玉医科大学病院との兼担）

伊藤公輝（ITOH, Kimiteru）: 一般大学院生
伊藤邦泰（ITOH, Kuniyasu）: 非常勤講師：画像診断学
尾崎

郁（OZAKI, Kaoru）: 客員講師：放射化学

2．教育
2-1．目的・目標
放射性トレーサを用いた核医学画像診断・治療の基礎的知識を学び，検査適応を含めた臨床核医学診断技術を習得
する．
2-2．教育内容（担当者）
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断・治療の基礎的知識の習得（松田博史）
・放射性医薬品の体内動態と各種病態における変化の理解と解釈（久慈一英）
・検査適応を含めた核医学診断技術の習得（今林悦子）
・適応を含めた核医学治療技術の習得（久慈一英）
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断の臓器別専門的知識の習得（今林悦子，久慈一英）
2-3．達成度
80%
2-4．自己評価と次年度計画
ティーチングファイルなどの学習教材を充実させ，BSL の講義内容を interactive なものにした．次年度は，PET
の臨床的有用性を示す教育的症例や治療関連の症例を充実させ，研修医への教育および学生への授業をよりわかりや
すいものとする．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床核医学に関して，他科との共同研究を推進し，治療に直結した臨床研究を行う．さらに，臨床核医学に役立つ
ソフトウェアを産学共同で開発し，特許取得を目標とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
・脳アミロイドイメージングに関する研究
・SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
・PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定に関する研究
3-3．研究内容と達成度
・脳アミロイドイメージングに関する研究
脳アミロイドを描出しうる新しいアミロイドイメージング用薬剤としての，11C-PIB 合成に成功した．病院 IRB
に承認を得た上で，臨床応用を進めている．また，埼玉医科大学はアルツハイマー病の全国多施設共同研究であ
る Japanese Alzheimer's disease neuroimaging initiative（J-ADNI）に参加している．国立精神・神経センター病
院と埼玉医科大学病院での研究参加者の PIB-PET を撮像している．達成度 70%.
・SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
SPECT/CT は，すでに核医学には必須の装置である．脳血流 SPECT や心筋血流 SPECT におけるファントム実験
や新しい解析法の研究を，放射線技師や放射性医薬品メーカとともに行っており，新しいソフトウェアを開発し
ている．達成度 80%.
・PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定に関する研究
PET/CT による FDG の固形腫瘍への集積指標である Standardized Uptake Value（SUV）を用いて新規分子標的薬
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の治療効果判定を行っている．また，11C-methionine による脳腫瘍の治療効果判定と再発診断を行っている．
さらに，低酸素イメージング用剤である 18F-FMISO の合成に成功し，病院 IRB に承認を得た上で，臨床応用が
進められようとしている．達成度 70%.
3-4．自己評価と次年度計画
PET/CT および SPECT/CT が本格的に稼働し，研究領域を広げることが可能となった．斬新な研究としては，新し
い核医学トレーサを用いた脳アミロイドイメージングと心筋シンチグラムの画像統計解析に関する研究であった．次
年度には，
脳アミロイドイメージングをさらに多くの認知症患者に応用し，本イメージングの有用性を確立する．
また，
SPECT/CT により正確な減弱補正が可能となった心筋シンチグラムの画像統計解析に関する研究をさらに進め，独創
性に富む研究を他の臨床科とともに行っていく．さらに，PET/CT による腫瘍イメージングの精度向上と 18F-FMISO
による低酸素イメージングを導入することにより治療効果判定法の確立を図る．内照射療法としてのゼバリン治療を
導入する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
核医学科は，放射性同位元素を利用した診断，治療，臨床研究を行う部門である．核医学診断の利点は，静注のみ
で低侵襲で安全であること，臓器の機能を局所的に測定できること，全身を対象とする検査では全身を一度に調べら
れることである．放射性同位元素を用いた治療では，骨転移の除痛目的で放射性ストロンチウムを用いた内照射療法
を行っている．本年度全体では，5,656 件の検査，治療が行われ，前年度から飛躍的に増大したが，次年度も増加が
期待できる．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
松田博史
財団法人先端医学薬学研究センター受託研究審査委員会委員
ジフェニルシアニン酸等の健康影響に関する研究推進委員（日本科学技術振興財団）
核医学イメージング・検査技術専門委員（日本アイソトープ協会）
放射性医薬品安全性専門委員会委員長（日本アイソトープ協会）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
松田博史
編集委員長

核医学 , Annals of Nuclear Medicine

編集委員

Movement Disorder

査読委員

核医学 ,Annals of Nuclear Medicine,

Journal of Nuclear Medicine, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Neuroimage,
Neurbiology Aging, Movement Disorder, J Mag Resonance Imaging, Neuroimage
久慈一英
査読委員

核医学 ,Annals of Nuclear Medicine,

今林悦子
査読委員

核医学 ,Annals of Nuclear Medicine,

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
松田博史
日本核医学会理事，日本脳循環代謝学会評議員，日本認知症学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文発表 総数 33 編
原著論文

英文 6

著書

和文 6

総説

和文 19

学会発表

総数 63 演題

全国規模学会

29

地域学会

25
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国際学会

9

（代表的論文・発表）
① Matsuda H Araki N, Kuji I, Ohkubo T, Imabayashi E, Shimazu K. Eﬀect of nilvadipine on regional cerebral blood
ﬂow in a patient with early Alzheimer's disease. Clin Nucl Med 2008;33（1）:34-35.
② Kuji I, Imabayashi E, Minagawa A, Matsuda H, Miyauchi T. Brown adipose tissue demonstrating intense FDG
uptake in a patient with mediastinal pheochromocytoma. Ann Nucl Med 2008;22（3）:231-235.
③ Seto M, Bunko H, Shuke N, Takahashi K, Sakaibori Y, Terada H, Imabayashi E, Kuji I, Matsuda H, Yokoyama S.
Quantitative regional blood ﬂow measurements in exercising leg skeletal muscle based on 99mTc-pertechnetate
clearance.

Nucl Med Commun 2008;29（9）:770-774.

④ Arai N, Yokochi F, Ohnishi T, Momose T, Okiyama R, Taniguchi M, Takahashi H, Matsuda H, Ugawa Y.
Mechanisms of unilateral STN-DBS in patients with Parkinson's disease : A PET study. J Neurol 2008;255
（8）:1236-1243.
⑤ Waragai M, Yamada T, Matsuda H. Early diagnostic value of brain perfusion SPECT using an easy Z-score
imaging system in patients with neurodegenerative disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2008;26（6）:547-555.
⑥ Nishimiya M, Matsuda H, Imabayashi E, Kuji I, Sato N. Comparison of SPM and NEUROSTAT in voxelwise
statistical analysis of brain SPECT and MRI at the early stage of Alzheimer's disease. Ann Nucl Med

22

（10）:921-927,2008
⑦今林悦子，久慈一英，瀬戸

陽，松田博史 . アミロイド検出用製剤 99mTc アプロチニンの臨床使用経験および

99mTc（V）DMSA との比較 . 臨床核医学 2008;41（4）:50-52
⑧ Imabayashi E, Matsuda H, Kuji I, Seto A. CT-based attenuation correction provides more accurate tracer
distribution in brain SPECT than Chang's method. The 55th SNM annual meeting, June 16, 2008, New Orleans
⑨ Matsuda H, Imabayashi E, Kuji I, Seto A, Ito K, Yamada M. High-dimensional warping elevates statistical
signiﬁcance in voxel-based analysis of brain perfusion SPECT in Alzheimer's disease. The 21st annual congress
of the EANM,Oct. 14,2008, Munich
⑩ Ito K, Imabayashi E, Seto A, Kuji I, Matsuda H. Utility of PET/CT in 15O-gas study-state method for brain
hemodynamic studies. Tthe 21st annual congress of the EANM,Oct. 14,2008, Munich
6-2．獲得研究費
1．画像統計解析による超早期アルツハイマー型認知症の診断法の確立，平成 20 年度文部科学省科学研究費補助
金 （主任研究者，松田博史）
，50 万円
2．平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金長寿科学総合研究事業，軽度認知障害の，推定背景病理に基づく，最
適認知症進展予防法の開発（主任研究者，村山繁雄）60 万円
3．平成 20 年度厚生労働省循環器病研究委託費 , SPECT を用いた脳血管病変診断法の標準化と臨床的評価に関す
る研究（主任研究者，飯田秀博）
，170 万円
4．平成 20 年度厚生労働省科学研究費補助金医療技術実用化総合研究事業，SPECT 検査の精度向上と施設間誤差
のない標準的画像診断法の確立（主任研究者，飯田秀博），100 万円
5．平成 20 年度厚生労働省精神・神経疾患研究委託費，てんかんに対する新たな治療法開発と標準化に関する研
究（主任研究者，井上有史）
，70 万円
6．平成 20 年度厚生労働省長寿科学総合研究事業，アルツハイマー病発症と進展の客観的評価法確立のための多
施設縦断臨床研究：J-ADNI コアスタディ（主任研究者，岩坪

威），100 万円

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
教育において，本年度はティーチングファイルなどの学習教材を充実させた．次年度は，PET の臨床的有用性を示
す教育的症例を充実させ，研修医への教育および学生への授業をよりわかりやすいものとする．
研究においては，
本年度は，
①脳アミロイドイメージングに関する研究，② SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究，
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③ PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定に関する研究を行った．このうち，①に関しては 11C-PIB の良好な PET/CT
画像を得ることに成功し，日本でのアルツハイマー病の画像診断の多施設共同研究に参画している．③の研究は，国
際医療センターで治験中の癌に対する分子標的薬の治療効果判定を引き続き行っており，また予定されている低酸素
イメージングも治療戦略に貢献するものと期待される．
診療において，本年度全体では，5,656 件の検査，治療が行われた．前年度に比べ，大幅に件数が増加しており，今
後の核医学診療の充実が期待される．
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3．26）精神科（精神腫瘍科）
1．構成員
大西秀樹（ONISHI, Hideki）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：サイコオンコロジー（精神腫瘍学）
，死生学
和田信（WADA, Makoto）
：講師：副診療科長：サイコオンコロジー（精神腫瘍学），精神病理学
和田知未（WADA, Tomomi）
：助教：サイコオンコロジー（精神腫瘍学）
和田芽衣（WADA, Mei）
：助教：サイコオンコロジー（精神腫瘍学）

2．教育
2-1．目的・目標
①卒前教育：がん医療における心のケアの大切さを学ぶ
②卒後教育：がん医療における心のケアの大切さを学び，実地臨床に生かす．
2-2．教育内容（担当者）
①卒前教育：
精神腫瘍科は，わが国の大学で初めて作られた．
3 年次の「良医への道」
，4 年次の講義，5 年次における臨床実習において，精神腫瘍学の基礎から臨床までを
系統的に担当している．将来，現場に出たときに心の問題に気づく医師の養成を心がけている．
②卒後教育：
センター内での医療従事者向けの研修会などでも精神腫瘍学の普及，啓発活動を行っている．
初期研修医に対しては，精神腫瘍学の実地の臨床を指導医が教育している．
2-3．達成度
①卒前教育：
精神腫瘍学を学んだ学生が臨床実習へ来ているが，講義の内容を理解して実習を行なっている．
②卒後教育：
日常臨床および院内研修会などの活動を地道におこなった結果，心のケアの大切さが理解されるようになり，臨
床の現場での心の問題の関心が高まりつつある．
2-4．自己評価と次年度計画
①卒前教育：
学生からは良い反応が戻ってきているが，学生にわかりやすく精神腫瘍学を教育すべく，今後も教育プログラム
を充実したものにする必要がある．
②卒後教育：
大学病院という性質上，
常に新人が入るため基礎的な教育が欠かせない．また，精神腫瘍学の基礎を学んだスタッ
フに対して更なる向上を目指すため，研修体制および指導を工夫する必要がある．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床を通して生じた疑問を，研究により明らかにし，臨床に還元することを目的とする．
3-2．研究プロジェクト
①

がん患者のせん妄に関する研究

②

がん患者の心理社会的研究

③

がん患者家族・遺族の心理社会的研究

3-3．研究内容と達成度
上記の研究は進行中であり，英文誌に掲載され，現在投稿中・準備中のものもある．
3-4．自己評価と次年度計画
国際的な雑誌に掲載ができるような学術論文を作成する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
がんという病気に伴う精神的な問題に対して迅速で適切な対応をとることが目標である．精神腫瘍科は，わが国の
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大学病院で初めて設置された．がん医療では，患者，家族に様々な精神的な問題が生じるため，精神医学的な見地か
ら対応を行っている．
がんで家族を亡くした遺族に対しても対応する体制を整えている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本緩和医療学会編集委員（大西秀樹）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
日本サイコオンコロジー学会常任世話人（大西秀樹）

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文（英文）2 編，総説（和文）24 編，著書 3 編
（代表論文）
① Yu Sunakawa, Hideki Onishi, Makoto Wada, Tomomi Nishida, Mei Wada, Kazuhiro Araki, Hisashi Endo, Fumio
Nagashima, Wataru Ichikawa, Toshimichi Miya, Masaru Narabayashi, Yasutsuna Sasaki A case report of
respiratory akathisia in cancer patient. Palliative & Supportive Care 6: 79-81, 2008
② Tomomi Nishida, Makoto Wada, Mei Wada, Hiroshi Ito, Masaru Narabayashi, and Hideki Onishi Activation
syndrome caused by paroxetine in a cancer patient Palliative & Supportive Care 6: 183-185, 2008
学会発表

総数 9（うち，シンポジウム 3）

6-2．獲得研究費
平成 20 年度厚生労働省科学研究費補助金
グラムの開発に関する研究

第三次対がん総合戦略研究事業

QOL 向上のための各種患者支援プロ

がん患者家族の支援プログラムの開発（大西秀樹：300 万円）

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許・実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
以下のような研究会の世話人を担当している
埼玉サイコオンコロジー研究会（大西秀樹）
地域の緩和ケアを考える会（大西秀樹）
神奈川リエゾン研究会（代表世話人：大西秀樹）

7．自己評価・点検
教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成され，わが国の医療に対する社会的な貢献も行われたと思
われるが，今後は更なる高いレベルに向け，研鑽を積まなければならないと考えている．
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3．27）臨床検査医学
1．構成員
池淵研二（IKEBUCHI Kenji）
：部長：教授：輸血医学，造血幹細胞移植
浅田留美子（ASADA Rumiko）
：副診療科長：講師：小児科学，免疫学
正田絵里子（SHODA Eriko）
：助教：造血幹細胞移植，免疫学
藤内伸子（FUJIUCHI Nobuko）
（兼担）
：講師：乳腺腫瘍学
三角みその（MISUMI Misono）
（兼担）
：助教：乳腺腫瘍学

2．教育
2-1．目的・目標
①医学部 5 年生にＢＳＬ実習教育を行う．大学病院では経験できない緊急対応の検査室の雰囲気を見学してもらい，
検査検体の流れ，検体搬送システム，検査機器同士が連結された体制，など紹介する．大学病院では行っていな
い尿沈渣，血液検査として網状赤血球染色・顕微鏡観察，プロトロンビン時測定については実習し，質疑応答し
ながら学習してもらう．
②医療学部 3 年生の臨床血液実習を行う．血球数算定，塗抹標本作成と染色，凝固検査などを 2 班，各 7 日担当する．
③超音波検査では包括がんセンターの症例が多く豊富な経験があるため，他の施設から来る研修生の指導を行う
2-2．教育内容（担当者）
①医学部 5 年生 BSL：池淵，田地，斉藤，品田
②医療学部 3 年生：池淵，田地，高瀬
③超音波研修：来住野
2-3．達成度
①医学部 5 年生：検査機器のロボットアームが少量の検体を吸引し，反応槽に移され次いで試薬が添加されるめ
まぐるしい動きには学生諸君はびっくりしていた．検査機器の構造と多少の検査原理は理解してもらえた．生化
学検査は迅速に結果が出せるが免疫学検査にはインキュベーション時間がかかり結果を出すのに約 1 時間程度
必要であることが理解してもらえた．尿沈渣の顕微鏡観察，血液算定装置の画面の原理なども理解してもらえた．
凝固検査では実際に 10 数秒でクロットが形成することを見てびっくりしていた．
②医療学部 3 年生：班ごとに仲良く教えあいながら実習ができた．
③超音波研修：2 施設からの研修を受け入れた
2-4．自己評価と次年度計画
現在教育担当者ができるスタッフで出来る限りの教育が行われていると感じている．次年度も継続する．

3．研究
3-1．目的・研究
臨床検査医学講座として，新しい検査法の開発に努める．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①試薬検討グループ：池淵，田地，浅田，正田
②超音波検討グループ：来住野
3-3．研究内容と達成度
①試薬検討グループでは，アミラーゼ，凝固検査，カルシトンミンの試薬検討が実施できて，より良い試薬への変
更が実現できた．
②超音波検討グループでは他の施設からの研修生を受け入れられた
3-4．自己評価と次年度計画
試薬の見直し，検討はかなり積極的に取り組めた．検査コスト削減にも貢献できたと考えている．次年度も同じ姿
勢で取り組んでいきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
超音波検査の報告が遅滞なくできるよう体制を整備した．検査試薬と検査機器の変更にあたり，十分な基礎検討が
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でき，問題なく変更に進めた．気送管システムが安心して利用できるよう体制整備に努力した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本血液代替物学会査読委員（池淵）
，埼玉医科大学雑誌（池淵）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
日本さい帯血バンクネットワーク事業評価委員会委員長（池淵），現地調査企画小委員会委員（池淵）

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）
論文総数

11，学会発表総数

26

論文発表
① Kimura M, Sato C, Hara M, Ishihara O, Ikebuchi K: Noninvasive fetal RhD genotyping by maternal plasma with
capillary electrophoresis. Transfusion 48:1156-63,2008
② Fukuda T, Kohda M, Kanomata K, Nojima J, Nakamura A, Kamizono J, Noguchi Y, Iwakiri K, KondoIkebuchi
K, T, Kurose J, Endo K, Awakura T, Fukushi J, Nakashima Y, Chiyonobu T, Kawara A, Nishida Y, Wada I, Akita
M, Komori T, Nakayama K, Nanba A, Muraki Y, Yoda T, Tomoda H, Yu PB, Shore EM, Kaplan FS, Miyazono H,
Matsuoka M, Ikebuchi K, Ohtake A, Oda H, Jimi E, Owan I, Okazaki Y, Katagiri T: Constitutively activated ALK2
and increased SMAD1/5 cooperatively induce bone morphogenetic protein signaling in ﬁbrodysplasia ossiﬁcans
progressive. J Biol Chem 284:7149-56,2009
③ Fukuda T, Kanomata K, Nojima J, Kokabu S, Akita M, Ikebuchi K, Jimi E, Komori T, Maruki Y, Matsuoka M,
Miyazono K, Nakayama K, Nanba A, Tomoda H, Okazaki Y, Ohtakie A, Oda H, Owan I, Yoda T, Haga N, Furuya H,
Katagiri T: A unique mutation of ALK2, G356D, found in patient with ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressive is an
moderately activated BMP type I receptor. Biochem Biophys Res Commun 377:905-9,2008
④ Inoue A, Kobayashi K, Usui K, Maemondo M, Okinaga S, Mikami K, Ando M, Yamazaki K, Saijo Y, Gemma A,
Miyazawa H, Tanaka T, Ikebuchi K, Nukiwa T, Moritaw S, Hagiwara K;North East Japan Geﬁnitib Study Group:
First-line gefitinib for patients with adavanced non-small-cell lung cancer harboring epidermal growth factor
receptor mutations without indication for chemotherapy. J Clin Oncol 27:1394-400,2009
⑤加藤由佳，塩田洋子，古簱敏文，山岡美穂，池淵研二：化学発光法を用いたＨＢｓ抗原試薬の比較検討

医学検

査 1350
⑥斉藤健一，塩田洋子，古簱敏文，山岡美穂，池淵研二：エクルーシス試薬「プロラクチン III」の評価

医学検

査
学会発表
⑦高橋俊，橋北義一，岸悦子，小山幸枝，渡辺典之，松岡優，古簱敏文，池淵研二：当院におけるクラミジア要請
患者の膣内環境について．第 57 回日本医学検査学会．
⑧松岡優，坂本直子，新井幸枝，古簱敏文，池淵研二：進行性骨化性線維異形成症（FOP）診療・研究プロジェク
トにおける ACVR1/ALK2 遺伝子解析．大 57 回日本医学検査学会
⑨斉藤雅一，塩田洋子，古簱敏文，山岡美穂，池淵研二：エクルーシス試薬「プロラクチン III」の評価．第 7 回
生物使用分析学会関東支部会学術集会
⑩鈴木雅之，加藤光洋，山田攻，内野富美子，佐藤千秋，鈴木美穂，池淵研二： CisA2B3 型の 1 例．第 56 回日本
輸血・細胞治療学会
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

7．自己点検・評価
少人数の基本学科ではあるが，臨床検査と超音波検査を実施し検査精度や検査レベル維持およびアップに貢献でき
ていると考える．
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3．28）病理診断科
1．構成員
清水道生（SHIMIZU, Michio）
：教授（診療科長）：診断病理，膵・消化管・甲状腺病理，皮膚病理，細胞診
安田政実（YASUDA, Masanori）
：教授（教育主任）：診断病理，婦人科腫瘍学，細胞診
村田晋一（MURATA, Shin-ichi）
：教授（研究主任）：診断病理学，細胞形態異常の分子学的背景
清水禎彦（SHIMIZU, Yoshihiko）
：准教授（診療副科長）：診断病理，肺病理，細胞診
桜井孝規（SAKURAI, Takaki）
：准教授（研究副主任）：診断病理，皮膚病理，細胞診，消化器病理
永田耕治（NAGATA, Kouji）
：講師（専門医員）：診断病理，消化器病理
小川史洋（OGAWA, Fumihiro）
：助教（専門医員）
三戸聖也（SANNOHE, Seiya）
：助教（専門医員）
山口

浩（YAMAGUCHI, Hiroshi）
：助教（医員）

本杉宇太郎（MOTOSUGI, Utaroh）
：助教（医員）
市村隆也 (ICHIMURA, Takaya) ：助教（医員）
金

玲（JIN, Ling）
：大学院生

鎌田孝一（ KAMADA, Kouichi）
，
瀬山
Yasuo）
，中村

敦（SAYAMA, Atsushi），後藤義也（GOTO, Yoshiya），鎌倉靖夫（KAMAKURA,

勝（NAKAMURA, Masaru）
，佐瀬智子（SAZE, Tomoko），加藤智美（KATO, Tomomi），細沼祐介

（HOSONUMA, Yusuke）
，鈴木

隆（SUZUKI, Takashi），矢島沙紀（YAJIMA, Saki），後藤優典（GOTOU, Yusuke）
，

長谷川幸子（HASEGAWA, Sachiko）
：以上臨床検査技師
本間明美（HONMA, Akemi）
：事務
Gregory Y Lauwers：客員教授
伴

慎一（BAN, Shin-ichi）
：非常勤講師

鈴木雅子（SUZUKI, Masako）
：非常勤講師
島田哲也（SHIMADA, Tetusya）
：非常勤講師
加藤良平（KATO, Ryouhei）
：非常勤講師
以下兼担（病理学教室）
廣瀬隆則（HIROSE, Takanori）
：教授：外科病理，骨軟部腫瘍・脳腫瘍病理
新井栄一（ARAI, Eiichi）
：准教授：外科病理，皮膚病理，皮膚リンパ腫
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：准教授：外科病理，血液・リンパ節病理，分子病理
石澤圭介（ISHIZAWA, Keisuke）
：講師：神経病理

2．教育
2-1．教育目的・目標
人体の正常構造や機能に関する知識を基礎として，様々な疾病の「概念、病因・病態、病理学的特徴，および臨床
的意義」などについて講義する．病理学総論では、臨床医学を理解するために必要不可欠な「疾病の成り立ちについ
ての基本的知識」を病理形態学の立場から教育する．病理総論実習においては、病変の肉眼および組織所見の特徴を
実際に観察し、病理総論の理解につなげる。臓器別病理各論講義では、調理総論的知識に基づき、それぞれの臓器に
固有な疾病の病態や病理学的形態学変化を詳細かつ具体的に解説し，臨床像を理解するための一助とする．
2-2．教育内容（ 担当者）
〈2 年生〉
「病理総論」ユニット：講義 27 時間，（5 時間：清水道生：病理概論，循環障害），（2 時間：清水禎彦：
代謝障害）
，腫瘍（3 時間：村田，4 時間：安田），（2 時間：桜井：免疫病理）実習 10 時間（ 担当：スタッフ全員）
；
〈3 年生〉
「ヒトの病気」コース病理各論講義：呼吸器（3 時間：清水禎彦），循環器（2 時間：清水，2 時間：清水
禎彦）
，消化器（2 時間：伴，2 時間：清水道生・Lauwers，2 時間：永田），腎・泌尿器（4 時間：桜井），生殖器
（3 時間：安田）
，内分泌・代謝（3 時間：村田）；〈 4 年生〉「ヒトの病気」コース病理各論実習（CPC 実習）
（5 日
間，剖検例の症例解析，担当：スタッフ全員）
；〈5 年生〉BSL（病理診断科，隔週，担当：スタッフ全員）；〈研修医〉
Clinicopathological conference（CPC）年 22 回，担当：スタッフ全員）
2-3．達成度
2 年生の病理総論では、効率のよい講義と実習が実施されている．病理総論は、病理学の基幹であるだけでなく、
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臨床的見地からも疾患理解の基幹をなしており、疾患の概念や病態を中心に講義を行っている。病理総論実習では複
数の教官が学生に対して密接に指導を行っている。3 年生の病理各論では、臨床各科の講義内容を踏まえながら、疾
患の臨床像を理解できるよう病理学的見地から解説を行っている。4 年生における臨床病理実習（CPC 実習）では、
剖検例を対象に、学生を 10 人のスモールグループに分け，各グループに対して一人ずつの教官がきめ細かく指導に
あたった．5 年生の病理診断科における BSL は各班あたり 2 日間と短いが，この実地学習は基礎医学的知識と臨床
的知識の統合的整理に有用で，医療現場に直結する病理診断の位置づけを学ぶための貴重な時間とも言える．また、
随時行っている剖検カンファレンスは、卒前卒後教育のためだけではなく，医療の質的向上に直結する教育効果を上
げている．したがって，この一年間で病理学教育カリキュラムの整備がかなり達成されたと考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
大学医学部病理学講座のスタッフとの協調性をベースに，講義の充実度を増すことができた．すなわち，国際医療
センターにおける病理医の増加は，各専門性のレベルアップを意味し，臨床現場へ質の高い病理診断をもたらすのみ
でなく，学生教育の充実度も増したと評価される．全国的にみた大学レベルでの病理医不足からみれば，本学の教育
環境はおよそトップレベルにあると思われる．しかしながら，講義や実習の環境に関しては、近年の教育機材の発達
によるデジタルスライドやティーチング顕微鏡の導入など、学生の理解をより身につけさせるための、改革的な局面
の展開も求められている．学外にも発信できる卒前卒後教育の新境地を模索していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床検体を有益に用いて病理診断学に寄与する成果を得ることを共通のテーマに，個々にあるいはチームを編成し
て研究に取り組んでいる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
国際医療センター病理診断科には、皮膚・消化器・婦人科・造血器・泌尿器・甲状腺・神経などほぼ全身臓器を対
象とした専門病理医が所属しており、それぞれの専門分野で、人体病理学的および分子病理学的見地から研究を遂行
している。
3-3．研究内容と達成度
学会発表および論文作成に示すがごとくの成果が，各分野においてあげられている．研究費や補助金の獲得におい
ても目標が達成されている．
3-4．自己評価と次年度計画
論文は計 43 編を発表した．その内訳は英文 26 編，邦文 17 編，総 43 編である．学会発表は，海外 5 回，国内 58 回，
講演 29 回を行った．いずれもスタッフ個々の活動性の高さの表れであると評価される．次年度も既に大きな研究成
果の発表を予定している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
国際医療センター病理診断科では、大学附属病院および国際医療センターにおける病理検体の診断を行っている．
平成 20 年度の病理診断数は，組織診 12,597 件，術中迅速診断は 874 件，細胞診は 5,210 件であった．病理解剖
数は 28 体であった．科内のカンファレンスが週 5 回実施され，他科（脳神経外科，皮膚科，腎臓内科，消化器内科・
外科，呼吸器科，婦人科，乳腺外科，血液内科，頭頸部腫瘍科、泌尿器科）とのカンファレンスも定期的に行われて
いる．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無．該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Pathology International，Associate Editors: Michio Shimizu
Pathology International，Editorial Board: Masanori Yasuda, Shin-ichi Murata
日本病理学会・診断病理：副編集長：安田政実
日本臨床細胞学会誌査読委員：清水道生、村田晋一
組織細胞化学会：村田晋一
婦人科腫瘍学会編集委員：安田政実
Archives Pathology & Laboratory Medicine, International Editorial Board：Michio Shimizu
Journal of Gastroenterology, Associate Editors：Michio Shimizu
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5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
子宮頚癌取扱い規約委員（安田政実）
日本病理学会コンサルテーション委員（清水道生，安田政実，桜井孝規）
日本病理学会専門医試験委員（安田政実）
日本臨床細胞学会専門医試験委員（村田晋一、清水禎彦）
国際病理アカデミー

2008 年病理学教育セミナー

スライドセミナー：皮膚付属器腫瘍．清水道生

6．業績
6-1．論文・学会発表
（著書：1，論文総数：43，学会発表総数：63）
著書
清水道生編：実用細胞診トレーニング

−これでわかる細胞の見方！−．秀潤社

2008 年 10 月

論文
① Arai E, Shimizu M, Ogawa F, Hirose T, Ohbayashi H, Taguchi S, Tsuchida T. Extravascular papillary endothelial
hyperplasia of the palm masquerading as an angiosarcoma. J Dermatol 2008;35:238-241.
② Ogawa F, Mino-Kenudson M, Shimizu M, Ligato S, Lauwers GY. Gastroduodenitis associated with yttrium
90-microsphere selective internal radiation: an iatrogenic complication in need of recognition. Arch Pathol Lab
Med 2008;132:1734-1738.
③ Hirokawa M, Shimizu M. Inappropriate use of the term oncocytic lipoadenoma of the submandubular gland ‒
reply. Hum Pathol 2008;39:1716.
④ Nakayama M, Mitsuhashi T, Shimizu Y, Ishihara O, Shimizu M. Pathological evaluation of uterine leiomyomas
treated with gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRH-a) therapy: role of mast cells and apossible
mechanism of GnRH-a resistance in leiomyomas. Pathol Int, 58: 268-274, 2008.
⑤ Murakami T, Kayano H, Itoh T, Shimizu Y, Ban S, Ogawa F, Sannohe S, Kondo S, Shimizu M. Lymphoglandular
bodies in malignant tumors: with special reference to histologic specimens. Ann Diag Pathol, 12: 249-251, 2008.
⑥ Yamaguchi H, Shimizu M, Ban S, Koyama I, Hatori T, Fujita I, Yamamoto M, Kawamura S, Kobayashi M, Ishida
K, Morikawa M, Motoi F, Unno M, Kanno A, Satoh K, Shimosegawa T, Orikasa H, Watanabe T, Nishimura K,
Ebihara Y, Koike N, Furukawa T.: Intraductal tubulopapillary neoplasms of the pancreas distinct from pancreatic
intraepithelial neoplasia and intraductal papillary mucinous neoplasms.Am J Surg Pathol. 2009;33:1164-1172.
⑦ Shimizu M, Nagata K, Yamaguchi H, and Kita H: Squamous intraepithelial neoplasia of the esophagus: past,
present, and future. J Gastroenterol 2009;44:103-112
⑧ Yasuda M, Miyazawa M, Fujita M, Kajiwara H, Iida T, Hirasawa T, Muramatsu T, Murakami M, Mikami M, Saitoh
K, Shimizu M, Takekoshi S, Osamura RY. Expression of hypoxia inducible factor-1alpha (HIF-1alpha) and glucose
transporter-1 (GLUT-1) in ovarian adenocarcinomas: difference in hypoxic status depending on histological
character. Oncol Rep 19: 111-116, 2008.
⑨ Miyazawa M, Yasuda M, Fujita M, Kajiwara H, Hirabayashi K, Takekoshi S, Hirasawa T, Murakami M, Ogane N,
Kiguchi K, Ishiwata I, Mikami M, Osamura RY. Therapeutic strategy targeting at mTOR-HIF-1 α -VEGF pathway
for ovarian clear cell adenocarcinoma. Pathol Int 59: 19-27: 2009.
⑩ Kawasaki T, Nakamura S, Sakamoto G, Murata S, Tsunoda-Shimizu H, Suzuki K, Takahashi O, Nakazawa T, Kondo T,
Katoh R. Neuroendocrine ductal carcinoma in situ (NE-DCIS) of the breast--comparative clinicopathological study
of 20 NE-DCIS cases and 274 non-NE-DCIS cases. Histopathology. 2008 Sep;53(3):288-98.
6-2．獲得研究費
1）清水道生：科学研究費補助金

基盤研究（C）
（2）一般

課題番号 18590343「膵管上皮病変の病理学的再検討：

特に PanIN と IPMN について」
2）村田晋一：科学研究費補助金

基盤研究（C）（2）一般

課題番号 16590273「ヒト癌細胞核の染色体高次構

造の異常とＲＮＡ転写制御に与える影響」
3）安田政実：学内グラント採択番号 19-2-2-06
4）村田晋一：学内グラント採択番号 19-2-1-04
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許．実用新案：該当なし
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1）彩の国さいたま病理診断セミナー
7 月 12-13 日の両日，“ 第 7 回彩の国さいたま病理診断セミナー ” をさいたま市のラフレさいたまで主催した．
よりレベルの高い病理医を育成することを目標としたこのセミナーでは，重要症例のプレパラート配布や顕微鏡実
習など，類似のセミナーにはない特徴を有しており，きわめて好評であった．今回は当科から 4 人，埼玉医大病
理から 2 人の計 6 人の講師による講義と顕微鏡実習が行われ，日本全国から 96 人が受講した．セミナーの運営，
ハンドアウトの作成についてはスタッフが一致協力して当たり，完全に手作りのセミナーであったことも好評を博
した一因と思われた．

7．自己点検・評価
大学医学部病理学のスタッフとの協調により，教育は 2 年生に対する病理学総論，4 年生に対する病理学各論およ
び CPC 実習，5 年生に対する BSL とも混乱なく行われた．外科病理診断はダブルチェックを基本とし，かつ連日実
施している consensus meeting（内部カンファレンス）によって緻密な精度管理を実現している．また，定期的な臨
床各科とのカンファレンスによっても臨床医との連携を計ると同時に，スタッフ全員が診断レベルの向上に自己研鑽
を怠っていない．病理解剖はマクロ，ミクロカンファレンスとも充実し，全剖検例に対して滞りなく CPC を実行し
てきた．さらに，年始には、医師、検査技師を含むスタッフ全員が一年間の研究成果の発表を目的とした第 8 回研
究発表会を行った．お互いを鼓舞することで，研究を推進する原動力として機能している．
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臨床医学部門（日高キャンパス）

3．29）輸血・細胞移植科
1．構成員
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：部長：教授：輸血学，血液内科学
正田絵里子（SHODA, Eriko）
：助教：血液内科学，移植学
浅田留美子（ASADA, Rumiko）
（兼担）
：講師：小児科学，免疫学

2．教育：
2-1．目的・目標
輸血検査の意義と血液製剤の特徴について実習を交えて解説し，輸血を開始すべきトリガー値と適正な輸血につい
て習熟することを目標にする．
2-2．教育内容（担当者）
５年生の BSL では 1 班 3 〜 4 名単位，半日のワクで 16 回，現場見学を行う．大学病院では観察できない場合も
ある血小板製剤について保存装置，外観試験（スワーリング現象），を解説する．
2-3．達成度
短時間ではあるが，良い経験をしたと感想を得ている．
2-4．自己評価と次年度計画
大学病院で行っている医学部 5 年生の BSL では見られない国際医療センターの施設を紹介できたと考えている．
末梢血幹細胞採取に用いる成分採血装置を見せ，装置の構造を解説できた．ただし大量輸血症例が多数いる病院なの
で，そのあたりの実情について説明しておきたいと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床研究として骨髄細胞，末梢血幹細胞および末梢血単核球を用いた組織修復治療に参画し，血管再建治療を推進
する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
末梢血単核球を用いた血管再建治療
3-3．研究内容と達成度
閉塞性動脈硬化症およびバージャー病に対して末梢血単核球をアフェレシス装置を用いて大量に採取して，患者の
虚血筋肉内に移植する治療を支援するため，ME 部，看護部と協力して体制整備が実現した．
3-4．自己評価と次年度計画
症例数を増やし治療効果を確認したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
安全で適正な輸血医療のため，臨床側への情報提供および指導を行っている．自己血輸血を推進し，再生医療分野
では末梢血単核球移植治療を支援した．緊急輸血体制として O 型ノンクロス輸血および同型ノンクロス輸血の体制
整備ができた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
日本さい帯血バンクネットワーク事業評価委員長，現地調査企画委員長
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本輸血・細胞治療学会雑誌査読委員（池淵）
日本自己血輸血学会雑誌査読委員（池淵）
日本血液代替物学会「人工血液」査読委員（池淵）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本輸血学会認定制度審議会，認定医資格小委員会，認定施設小委員会，委員（池淵），日本臨床工学技士国家試
験委員（池淵）
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6．業績
1）論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）
論文総数

11，学会発表総数

26

論文発表
① Kimura M, Sato C, Hara M, Ishihara O, Ikebuchi K: Noninvasive fetal RhD genotyping by maternal plasma with
capillary electrophoresis. Transfusion 48:1156-63,2008
② Fukuda T, Kohda M, Kanomata K, Nojima J, Nakamura A, Kamizono J, Noguchi Y, Iwakiri K, KondoIkebuchi
K, T, Kurose J, Endo K, Awakura T, Fukushi J, Nakashima Y, Chiyonobu T, Kawara A, Nishida Y, Wada I, Akita
M, Komori T, Nakayama K, Nanba A, Muraki Y, Yoda T, Tomoda H, Yu PB, Shore EM, Kaplan FS, Miyazono H,
Matsuoka M, Ikebuchi K, Ohtake A, Oda H, Jimi E, Owan I, Okazaki Y, Katagiri T: Constitutively activated ALK2
and increased SMAD1/5 cooperatively induce bone morphogenetic protein signaling in ﬁbrodysplasia ossiﬁcans
progressive. J Biol Chem 284:7149-56,2009
③ Fukuda T, Kanomata K, Nojima J, Kokabu S, Akita M, Ikebuchi K, Jimi E, Komori T, Maruki Y, Matsuoka M,
Miyazono K, Nakayama K, Nanba A, Tomoda H, Okazaki Y, Ohtakie A, Oda H, Owan I, Yoda T, Haga N, Furuya H,
Katagiri T: A unique mutation of ALK2, G356D, found in patient with ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressive is an
moderately activated BMP type I receptor. Biochem Biophys Res Commun 377:905-9,2008
④ Inoue A, Kobayashi K, Usui K, Maemondo M, Okinaga S, Mikami K, Ando M, Yamazaki K, Saijo Y, Gemma A,
Miyazawa H, Tanaka T, Ikebuchi K, Nukiwa T, Moritaw S, Hagiwara K;North East Japan Geﬁnitib Study Group:
First-line gefitinib for patients with adavanced non-small-cell lung cancer harboring epidermal growth factor
receptor mutations without indication for chemotherapy. J Clin Oncol 27:1394-400,2009
⑤ 加藤由佳，塩田洋子，古簱敏文，山岡美穂，池淵研二：化学発光法を用いたＨＢｓ抗原試薬の比較検討

医学

検査 1350
⑥ 斉藤健一，塩田洋子，古簱敏文，山岡美穂，池淵研二：エクルーシス試薬「プロラクチン III」の評価

医学検

査
学会発表
⑦高橋俊，橋北義一，岸悦子，小山幸枝，渡辺典之，松岡優，古簱敏文，池淵研二：当院におけるクラミジア陽性
患者の膣内環境について．第 57 回日本医学検査学会．
⑧松岡優，坂本直子，新井幸枝，古簱敏文，池淵研二：進行性骨化性線維異形成症（FOP）診療・研究プロジェク
トにおける ACVR1/ALK2 遺伝子解析．大 57 回日本医学検査学会
⑨斉藤雅一，塩田洋子，古簱敏文，山岡美穂，池淵研二：エクルーシス試薬「プロラクチン III」の評価．第 7 回
生物使用分析学会関東支部会学術集会
⑩鈴木雅之，加藤光洋，山田攻，内野富美子，佐藤千秋，鈴木美穂，池淵研二： CisA2B3 型の 1 例．第 56 回日本
輸血・細胞治療学会
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

該当なし

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

該当なし

7．自己点検・評価
適正な輸血のための臨床側とのコンサルテーションには今いっそう力をこめて努力したい．
医学部学生の実習と輸血の教育には力を注いだ．
医師スタッフが少ないため，研究面では業績を出すことが難しく，継続して改善を企画したい．
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中央研究施設・研究部・医学情報施設

1．中央研究施設

形態部門

1．構成員
穐田真澄（AKITA，Masumi）
：教授：血管新生，血管と器官形成に関する分子形態学
大島

晋（OHSHIMA，Susumu）
：講師：老化・発癌に関する分子病理学・細胞生物学

実験助手：田中嘉代子，村井則子，小松久美子，松本幸子

2．教育
2-1．目的・目標（穐田と大島が兼担する解剖学，病理学教室の項参照）
2-2．教育内容
解剖学兼担の穐田は，細胞生物学（第 21 章）ならびに人体の構造と機能 I・II の講義と構造系実習（肉眼解剖学）
，
大学院（研究方法特論）を分担した．病理学兼担の大島は，病理総論講義と病理学実習，および大学院（研究方法特
論）を分担した．その他；穐田；保健医療学部理学療法学科（解剖学 III 講義，解剖学実習），大島；保健医療学部健
康医療科学科（遺伝子検査学）をそれぞれ担当した．
2-3．達成度（目的・目標と同様に解剖学，病理学教室の項参照）
2-4．自己評価と次年次計画
穐田；細胞生物学（21 章；組織の成り立ちとがん）と人体の構造と機能 I（組織学総論；上皮組織）；細胞間接着
装置の内容については，臨床的な項目をあげ連携できたと評価している．人体の構造と機能 II( 皮膚と運動器 )；関節
と皮膚につては，基礎的な事柄と臨床との関連性をより深め，細胞生物学と人体の構造と機能 I との連携をとりたい．
大島；医学部の病理総論で担当した " 環境因子 " では放射線およびアスベストの影響など，社会的にも重要視されて
いる問題について認識を深めることに役立ったと評価している．また大学院教育では，光学顕微鏡やレーザー機器を
用いた研究手法の基本と応用について解説した．次年度も医師および研究者として最低限知るべき知識が身につくよ
うに配慮したい．

3．研究
3-1．目的・目標
前年度に引き続き，血管新生の解析，特に血管新生因子と細胞動態の形態学的解析（穐田）．細胞老化に伴う細胞
分裂異常と染色体不安定性の発生機序について解析する（大島）．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
本学解剖学（血管新生に関わる因子の解析，薬剤，損傷などの影響について），老人総合研加齢臓器障害研究グルー
プ（老化マーカー蛋白質 SMP30 とビタミン C 合成酵素の関係），日本医療科学大学，本学保健医療学部（培養下で
の血管と筋線維の再生，亜鉛欠乏の影響）
，本学産婦人科学（胎盤トロホブラストの異常に関する形態的免疫組織学
的変化）
，本学小児外科学，解剖学（プロトンポンプインヒビターの作用に関する研究），本学生化学教室（脂質代謝
に関する小腸上皮の電顕的解析）
，
本学皮膚科学教室（悪性メラノーマに関する電顕的解析），ゲノム医学病態生理（進
行性骨化性線維異形成症 FOP に関する解析）
，ゲノム科学 (Id4 遺伝子ノックアウトマウスに関する解析 )，本学国際
医療センター病理診断科（癌細胞における核異型発生機序）
3-3．研究内容と達成度
穐田；血管新生関連では，培養下での毛細血管の形成過程における VEGF とそのレセプター (VEGFR) の発現につ
いて国際学会で発表した．その他，脂質代謝に関する小腸上皮の電顕的解析，SMP30 とビタミン C の関係，FOP，
プロトンポンプインヒビターの作用に関する研究についてはそれぞれ論文発表した．Id4 遺伝子ノックアウトマウス
の電顕を含む形態的解析については，引き続き検討している．
大島；ヒト線維芽細胞の in vitro 老化に伴ってみられる細胞分裂異常の発生機序について解析し，細胞老化に伴う
核多倍体化と中心体過剰複製が細胞分裂異常と関連していることを見出した．結果は国内学会および論文にて発表し
た．
3-4．自己評価と次年度計画
穐田；血管新生に関しては，VEGF と VEGFR システムにおける新規の因子（neuropilin-1）について国際組織細胞
化学会で発表し，一定の成果を得たと評価している．その他では，ゲノム医学研究センターとの研究も進んでおり共
同研究推進という点でも評価できる．次年次計画；血管新生に際し発現する遺伝子群と細胞動態の関係についての論
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文発表，また前年度からの課題について引き続き検討する．
大島；細胞老化に伴い中心体異常が生じていることを明らかにできたため，今後の発展に繋がったと評価している．
次年度は，細胞老化に伴う細胞分裂異常をより詳細に検討するため，生きた細胞の染色体分配装置（分裂期紡錘体）
を蛍光蛋白により可視化する方法を検討する．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連の委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
大島；Cell Biology International の論文査読（3 件）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
穐田；日本顕微鏡学会関東支部幹事として，電顕試料作製・観察実技および光顕技法など広報活動

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数 5

学会発表総数 9）

論文
① Kondo Y, Sasaki T, Sato Y, Amano A, Aizawa S, Iwama M, Handa S, Shimada N, Fukuda M, Akita M, Lee J, Jeong
KS, Maruyama N, Ishigami A. Vitamin C depletion increases superoxide generation in brains of SMP30/GNL
knockout mice. Biochem Biophys Res Commun 2008, 377(1):291-6.
② Fukuda T, Kanomata K, Nojima J, Kokabu S, Akita M, Ikebuchi K, Jimi E, Komori T, Maruki Y, Matsuoka M,
Miyazono K, Nakayama K, Nanba A, Tomoda H, Okazaki Y, Ohtake A, Oda H, Owan I, Yoda T, Haga N, Furuya H,
and Katagiri T. A unique mutation of ALK2, G356D, found in a patient with ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressiva
is a moderately activated BMP type I receptor. Biochem Biophys Res Commun 2008, 377(3): 905-9.
③ Morimura T, Fujita K, Akita M, Nagashima M, Satomi A. The proton pump inhibitor inhibits cell growth and
induces apoptosis in human hepatoblastoma. Pediatr Surg Int 2008;24(10):1087-94.
④ Ohshima S. Abnormal mitosis in hypertetraploid cells causes aberrant nuclear morphology in association with
H2O2-induced premature senescence. Cytometry Part A, 2008, 73A: 808-15.
学会発表 ;
国際学会
⑤ Akita M, Fujita K, Murata E, Shindo H, Kaneko K. Immunohistochemistry and DNA profiling of VEGFs and
VEGFRs during angiogenesis in vitro. XIII International Congress of Histochem. & Cytochem. Gdansk(Poland),
2008, 23-27 August
⑥ Murata E, Akita M, Yamada K, Eiki Y, Nodera M, Kitamura K, Shindo H, Kaneko K. XIII International Congress of
Histochem. & Cytochem. Gdansk(Poland), 2008, 23-27 August
国内学会
⑦大島晋 . 細胞老化に伴う分裂期紡錘体の形成異常 . 第 31 回日本基礎老化学会，2008 年 6 月，松本
⑧大島晋 . 細胞老化に関連した分裂期紡錘体の形成異常 . 第 67 回日本癌学会総会，2008 年 10 月 , 名古屋
⑨ Shinozaki R, Nakano T, Inoue I, Matsui M, Akatsuka T, Tanaka K, Akita M, Hokari S, Katayama S, Komoda T.
Phospholipase A2 may promote membrane-raft budding and ﬁssion. 第 82 回日本生化学会

2008 年 12 月 , 神

戸
⑩藤田恵子，田中嘉代子，小松久美子，松本幸子，穐田真澄，永島雅文 . 血管新生における VEGF-VEGF receptor
system, とくに neuropilin1 の遺伝子発現と免疫組織化学的局在 . 第 114 回日本解剖学会 . 2009 年 3 月 , 岡山
6-2．獲得研究費
1．穐田（分担）
；埼玉医科大学学内グラント；筋組織内でおこる異所性骨化メカニズムの解明とその治療法・予
防法の開発（代表；ゲノム医学病態生理部門；福田 )
6-3．受賞
該当なし
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6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検，自己評価
20 年度の形態部門への登録者数は 215 名で，19 年度 224 名 ,18 年度 220 名 ,17 年度 217 名とほぼ一定に推移
している．病理診断部からの腎生検材料からの電顕試料の作製については，薄切までを引き受けることにして 6 年
目であるが，毎月コンスタントに依頼があり，臨床分野から電顕の利用がしやすくなったものと評価している．臨
床分野からの検体依頼に加え，ゲノム医学研究センターからの依頼がさらに増加し，学内における共同研究の推進
に寄与していると評価している．設備の整備に関しては，設置以来 14 年が経過し故障も多くなってきた走査型電顕
（S4200）の廃棄・更新を私学助成の対象機器として検討している．
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2．中央研究施設

実験動物部門

1．構成員
鈴木政美（SUZUKI，Masami）
：准教授，主任（実験動物学，機能水）
冨永信子（TOMINAGA，Nobuko）
：助教（機能水）
倉持知也 , 石原由夏（実験助手）,萩原克美（飼育業務係長）,飼育技術員（沢目 , 大久保 , 鈴木 , 堀切 , 小泉 , 千葉 , 池田）

2．教育
2-1．目的
動物福祉の理念を徹底し , 実験動物の正しい取り扱いを習得させる .
2-2．達成度
医学部 1 年生の約 80％の学生が選択し教育目的の動物福祉の理念など習得でき目標は達成された．
2-3．教育内容
医学部 1 年生（選択必修）実験動物学入門（前期・後期）の講義及び施設見学（鈴木 政美）
2-4．自己評価・次年度計画
動物福祉の理念を含め，動物実験についての説明及び理解ができたと考えられる．次年度はさらに内容を充実して
いくよう努力する．

3．研究
3-1．目的
機能水の生体に対する生理機能を検討する．
該当無し

3-2．研究グループ
3-3．研究内容・達成度

水を電気分解して陽極側に集まる pH が酸性を示す酸性水，また対極にはアルカリ性水がそれぞれ生成され，これ
らは機能水と呼ばれている．酸性水は耐性菌の発現の無い強い殺菌力と生活排水を汚染しない安全性の高い消毒薬と
して認知され，アルカリ性水は美味しい水として各家庭でも飲料水で飲まれている．これらの水の生理機能について
検討する．
3-4．自己評価・次年度計画
機能水研究の慢性実験を引き続き研究し結果を出す．

4．診療：該当無し
5．その他
5-1．自治体・政府関連委員の有無

該当無し

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
5-3．その他

該当無し

該当無し

6．業績
6-1．学会発表及び講演
大阪講演（住まいと水）
6-2．研究費
機能水研究振興財団

7．自己点検・評価
7-1．医学部動物実験委員会
平成 20 年度の委員は，岡田浩二（腎臓内科），松本英子（解剖），守屋修（微生物），中村信一（麻酔科）の 4 名
で構成され，
「埼玉医科大学動物実験指針」に則って提出された「埼玉医科大学動物実験計画書」が 63 通審査され，
いずれも承認された．
594

中央研究施設

実験動物部門

7-2．飼育業務
平成 20 年度に動物実験のため搬入した動物数は総計 12,758 匹となり前年度より 2,197 匹増加した．マウスが全
動物の約 91% を占め，遺伝子改変動物が多数を占める傾向であった．また，飼育室毎に年 4 回のモニタリングと年
6 回の落下細菌や全実験動物の糞便の寄生虫検査と微生物学的検査を定期的に実施し検査の強化を図り，健康な実験
動物を提供するように努力している．
7-3．慰霊祭
第 35 回合同動物慰霊祭（実験動物部門主催）が 11 月 15 日（土）本学専門課程第 1 講堂にて執り行われた．
7-4．実験動物施設利用説明会の開催
近年動物実験に対する世間の強い関心と動物愛護団体等による動物実験の反対運動を考慮し，新規利用者のための
説明会において「実験動物の福祉」に重点を置いた説明を行っている . 5 月 12（月）〜 16 日（金）の 4 日間及び随
時希望に応じ開催した．
7-5．動物実験の手技と手法の基礎講座の開催
動物実験を初めておこなう研究者のための動物の取り扱い，保定，投与方法についての講習会を 6 月に開催し，1
名参加した．
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3．中央研究施設

RI 部門

1．構成員
犬飼浩一（INUKAI, Kouichi）: 准教授（主任，内分泌・糖尿病内科兼担）：RI の安全取扱，内分泌・糖尿病学
飯塚裕幸（IIZUKA, Hiroyuki）
：助教（放射線取扱主任者）
宮下由美（MIYASHITA, Yumi）
：助手（RI 技術員）

2．教育
2-1．目的・目標
法律上の規制に基づき，RI 研究施設の管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等の取扱業務に従事する者に対
し，放射線障害予防規定の周知等を図るほか，放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施する．
2-2．教育内容
放射線の人体に与える影響，放射性同位元素の安全取扱，放射線障害防止に関する法令，放射線障害予防規定，そ
の他放射線障害防止に関して必要な事項について．
保健医療学部健康医療科学科における放射性同位元素検査学の講義（飯塚）．
2-3．達成度
飯塚，
宮下は新規放射線安全教育を 4 回行った．また，平成 21 年 3 月 26 日に犬飼の主催のもと再教育訓練を行った．
2-4．自己評価と次年度計画
安全教育は法律上の規制に基づき例年の通り施行した．次年度も同様に施行予定である．
放射性同位元素検査学の講義においては放射線測定の実習を充実させてより安全にＲＩを取り扱えるようにしていく
予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
RI 部門は RI 研究施設の管理・運営が第一の業務であるが，先端の医学研究を施行し，共同研究を推進することに
より，研究成果を挙げることも目標とする．
3-2．研究プロジェクト
・アンギオテンシン受容体と脂肪分化のクロストーク
・PU-1 転写因子を介する脂肪細胞の炎症のメカニズム
・アディポネクチンのインスリン抵抗性改善のメカニズム
・糖尿病網膜症・黄斑症の疾患感受性遺伝子の検討
3-3．研究内容と達成度
上記の研究を，当院の内分泌・糖尿病内科の医局員・大学院生 2 名，眼科などと共同して行い，それぞれ進展が
見られた．
3-4．自己評価と次年度計画
上記のそれぞれについて英文誌への発表を含めた一定の成果が得られた．今後も継続して，研究プロジェクトを進
める予定である．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
・RI 研究施設の管理
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平成 20 年度のアイソト - プ（RI）利用状況
1）利用登録講座：16 講座（基礎系 9，臨床系 7）
2）実験計画：7
3）実験者数：39 名（基礎系 26 名，臨床系 13 名）
4）延べ実験立ち入り者数：1668 名
5）放射線教育訓練／ 47 名 5 回（再教育含む）
6）RI 入庫量： 51C ｒ （1110.0 MB ｑ）
125I （74.0

MB ｑ）

7）RI 廃棄量： 可燃物 （0.1

MB ｑ）

難燃物 （228.3 MB ｑ）
不燃物 （165.4 MB ｑ）
無機液体（585.7 MB ｑ）

6．業績
6-1．論文
① Awata T, Kawasaki E, Tanaka S, Ikegami H, Maruyama T, Shimada A, Nakanishi K, Kobayashi T, Iizuka H, Uga
M, Kawabata Y, Kanazawa Y, Kurihara S, Osaki M, Katayama S．Association of type1 diabetes with two Loci on
12q13 and 16p13 and the influence coexisting thyroid autoimmunity in Japanese. J Clin Endocrinol Metab.
2009 Jan;94（1）:231-5
② Kojima K, Motoshima H, Tsutsumi A, Igata M, Matsumura T, Kondo T, Kawashima J, Ichinose K, Furukawa
N, Inukai K, Katayama S, Goldstein BJ, Nishikawa T,Tsurunose K, Araki E．Rottlerin activates AMPK possibly
through LKB1 in vascular cells and tissues. Biochem Biophys Res Commun. 376, 434-438, 2008
③ Nakashima Y, Inukai K, Imai K, Ikegami Y, Awata T, Katayama S．Involvement of low adiponectin levels in
impaired glucose tolerance（IGT）. Metabolism 57, 1350-1354, 2008
④ Hattori Y, Nakano Y, Hattori S, Tomizawa A, Inukai K, Kasai K．High molecular weight adiponectin activates
AMPK and suppresses cytokine-induced NF-kappaB activation in vascular endothelial cells. FEBS Lett.
182,1719-1724, 2008
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
平成 21 年 3 月 26 日に，犬飼の主催のもと飯本武志先生（東京大学環境安全本部）を講師として再教育訓練をＲ
Ｉ研究施設の全利用者を対象として行った．

7．自己点検・評価
施設の運営は順調である．教育訓練は滞りなく施行されており，ＲＩが必須である実験は着実に遂行されている．
今後は，共同研究施設として老朽化部分に対しての修繕を行い，研究環境の改善を目指す．
また，部門の研究において，国際的な成果も得られている．今後とも，部門員は研究遂行に努力し，共同研究を推進
する．
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4．中央研究施設

機能部門

1．構成員
坂本

安（SAKAMOTO Yasushi）
：教授：機能生物化学

廣澤成美（HIROSAWA Narumi）
：助教：機能生物化学
鈴木悠子（SUZUKI Yuko）
：実験助手：機能生物化学

2．教育
2-1．目的・目標
主要な血液疾患の症候や病態生理を学習するための基盤として，血球成分，造血組織，免疫系の構造と機能に関す
る基礎的な知識を修得させること，体液のホメオスターシスに関する血液の多様な役割を理解させることを目的とす
る．
近年の基盤的実験操作に用いられる器具，機器に関する基本的な知識操作方法を身につける．実験データ処理操作
と報告方法の基礎を学ぶ．
2-2．教育内容
人体の構造と機能 II
（2 年生）
，
血液ユニットの講義ならびに機能系実習（2 年）を分担した（坂本）．選択必修ユニット；
正しいピペットの使い方（2 年生）
（坂本・廣澤）．医学部大学院・医学研究基礎コース・実用実験医学入門 ( 実習編 )
を分担した（坂本）
．保健医療学部・健康医療科学科における環境汚染化学物質分析学の講義がスタートした（坂本）
．
2-3．達成度
当該施設ホームページの一部を利用した講義資料による予習，復習は効果が大きかったが，一方で試験に対する情
報として捉えられる面も大きくなったものと感じられ内容を再検討する必要があるため内容を見直した．再構築した
ことにより学生の利用率の向上し，また，授業内容も充実した．期末試験結果における平均点は比較的良好で，今年
度における目的はほぼ達成されたと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
年度毎に講義ならびに資料内容を学生からの要望も考慮して改善充実させている．授業のみでは理解に及ばない部
分に対するフォローもまた重要である．授業の進行がやや速いため学生が終日欠席した場合は致命的な遅れとなると
の意見も多く，これらに対処するために，次年度に向けホームページ上に簡単な対話・質問形式のパートを設けてき
たが，さらに充実させて欲しいとの意見があり，検討を進めている．医学部大学院・医学研究基礎コース・実用実験
医学入門 ( 実習編 ) に関しては，授業開始時間が夕方になるため，より実験の基礎を学ぶための効果的な実技の内容
と方法を模索する予定．

3．研究
3-1．目的・目標
ヒトの実生活範囲内で殺虫剤として一般化した，有機リン化合物は視機能障害を誘発する可能性が示唆されている．
実際には有機リン化合物は，難燃剤・可塑剤としても広く使われており人体への影響が懸念されつつある．有機リン
化合物の代表としてフェニトロチオンを用いてラットの視機能への影響評価を遂行する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
有機リン化合物のラットの視力に対する影響を評価するため，有機リンの尿中代謝産物の定量的評価をおこなう．
3-3．研究内容と達成度
精密な定量法を遂行するためには高速液体クロマトグラフィーを含めた分離システムに特にカラム，溶媒等に関し
てさらに検討が必要であることが分かり，条件検討ならびに高感度化のための改良を進めている段階である．
3-4．自己評価と次年度目標
昨年度は，実験動物による生理的な影響を検討予定であったが，そこまでは到達できなかった．今年度の予定とし
ては，生体への影響評価を重点的に行い，視神経，生殖へのリスクアセスメントに繋げることを目的の一つとする．
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4．診療：「該当なし」
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無）

無し
無し

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
1．社会福祉法人

熊谷福祉の里

評議員（坂本）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Okada H, Inoue T, Kikuta T, Kato N, Kanno Y, Hirosawa N, Sakamoto Y, Sugaya T, Suzuki H. Poly(ADPRibose) Polymerase-1 Enhances Transcription of the Proﬁbrotic CCN2 Gene.

J. Am. Soc. Nephrol. 2008 May;

19(5):933-42.
②鉄置換型ヒドロキシアパタイトを触媒としたアトラジンの光フェントン分解反応
森口武史・坂本安・中川草平・鍛冶文宏

平成 21 年３月 27 日（金）〜 30 日（月）千葉

日本化学会第 89 春

季年会
6-2．獲得研究費
平成 20 年度

学内グラント

研究種目 1

坂本

安

500,000 円

「環境有機リン暴露の加齢，視機能低下に及ぼす影響」
6-3．受賞

無し

6-4．特許，実用新案

無し

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
中央研究施設 4 部門合同開催テクニカルセミナー
1）Biacore セミナー（分子間相互作用解析装置 Biacore の特徴と様々な応用例セミナー）
平成 20（2008）年 4 月 25 日（金）GE ヘルスケア 社
2）フォトンイメージャー小動物 in vivo イメージングシステム
平成 20（2008）年 10 月 21 日（火）桑和貿易株式会社

7．自己点検・自己評価
学生教育に関して相当量の時間が必要となってきたために施設利用者へのサービス，各設備のメンテナンス，オー
バーホール等に供与できる時間が逼迫し続けている．したがって，業務遂行方法を工夫し能率化を計ることが重要な
課題となっている．
また，施設利用者の利用登録のデータベース化に伴い，中央研究施設のホームページより利用者側からの利用者登
録，修正が可能となっているが，本年度においても引き続き，細部に関して新たな改良を加え，利用者の変更・削除
等に関してどのキャンパスにおいてもリアルタイムで把握できるようになり，利用者間のトラブルの解消と中央研
究施設全体の受益者の管理と経理面で貢献している．機能部門の利用登録者は，平成 17 年度 243 人，平成 18 年度
221 人，19 年度 238 人，20 年度 203 人と推移しているが，登録人数はやや減少した．この理由明らかではないが，
実質的な利用率は殆ど変化してはいない．
昨年度と比較し，保険医療学部の新たな利用登録も増加し，更に国際医療センターからの新規利用登録も行われた．
休祭日・夜間における施設利用に際しての鍵の貸出，安全管理等に関する新たな方法・対策を検討する必要性は，依
然として残っている．特に臨床系研究者に対する配慮は重要であると思われる．今後は，装置の操作プロセスを動画
化しホームページ上で閲覧できるようにすることも検討課題としたい．研究機器の予約プログラムが，利用者並びに
管理側の両サイドに立った合理的なものであることが広く認識され，他施設からのプログラムの改良・移植に関する
問い合わせもあるが，現状，それは果たされておらず今後の課題としたい．
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実験動物部門

5．研究部
1．構成員
糸山進次（ITOYAMA, Shinji）
：研究部長（病理部教授兼務）：病理学
森

隆（MORI，Takashi）
：副研究部長，准教授：脳循環代謝，脳神経科学

浅野孝雄（ASANO, Takao）
：客員教授：脳神経科学
動物実験施設
竹内

勤（TAKEUCHI，Tsutomu）
：委員長 ( リウマチ・膠原病内科教授兼務 )

森

隆（MORI，Takashi）
：准教授（施設管理責任者，獣医師）

小山直基（KOYAMA，Naoki）
：主任（一級実験動物技術者）
石川祥子（ISHIKAWA，Sachiko）
：実験動物飼育員（二級実験動物技術者）
龍前真也（RYUMAE Shinya）
：実験動物飼育員（二級実験動物技術者）
RI 研究施設
本田憲業（HONDA，Norinari）
：委員長（放射線科教授兼務）
潮田陽一（USHIODA，Youichi）
：主任，放射線取扱主任者
共同利用研究施設（医療センター 5F）
電子顕微鏡施設
糸山進次（ITOYAMA，Shinji）
：委員長（病理部教授兼務）
青木志津子（AOKI，Shizuko）
：助手
中央測定室・組織培養施設
前田平生（MAEDA，Hirao）
：委員長（副院長，輸血・細胞治療部教授兼務）
松岡菊美（MATSUOKA，Kikumi）
：助手
分子免疫研究施設
池田

斉（IKEDA，Hitoshi）
：委員長（中央検査部教授兼務）

瀬戸山由美子（SETOYAMA，Yumiko）
：助手

2．教育
2-1．目的・目標
動物実験施設は，SPF（指定された病原性微生物が存在しない）飼育施設・感染実験施設を含む特殊な施設であり，
微生物学的に制御された管理状況を維持することが目的である．RI 研究施設は，RI を使用した実験のための特殊な
施設であり，RI の取扱・管理や RI 管理区域内外での線量を法令の限度内に維持・管理することを目的とする．共同
利用研究施設は，基礎実験（分子生物学的実験を含む）に対応する分析測定機器を備えた施設であり，各種機器を円
滑に作動させるために維持・管理することを目的とする．
2-2．教育内容
動物実験施設では，文部科学省告示「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針に基づく教育訓練」
を行い，基本技術・感染防止・動物福祉に関する教育を実施した．さらに，施設内部での微生物モニタリングに関連
して，細菌培養・分離・同定，PCR を利用した各種病原菌の検出法や安全管理に関する教育を実施した．RI 研究施
設では，
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に基づき教育・訓練を行った．
2-3．達成度
動物実験施設では，教育訓練を利用者個別に行った．微生物モニタリングを内部検査 4 回，外部検査 2 回行った．
本施設で定義された微生物・ウイルス・外部寄生虫等は何れも検出されず，基準以上の安全な管理環境が維持された．
RI 研究施設では，1 回の教育・訓練を行った．RI 管理区域内外での線量を日々法令の限度内に維持・管理した．共
同利用研究施設では，利用者個別に研究測定機器の使用説明を行い，円滑に機器を維持・管理した．
2-4．自己評価と次年度計画
各施設での教育・訓練は円滑に行われ，衛生管理および RI モニターを含めた環境管理が滞りなく行われた．今後
も感染防止・ＲＩ汚染防止の観点から「研究部」が安全且つ効率よく利用できるよう指導・教育体制を整えたい．
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3．研究
3-1．目的・目標
2001 年 1 月，
埼玉医科大学総合医療センターの正式な組織として「研究部」が発足した．2006 年 4 月，
「研究部」
は
「医
学研究センター」
に組織統合された．
「研究部」
の当面の目標は，学内各診療科が効率よく当施設を利用できるよう日々
努力することであり，利用書類・手続きのペーパーレス化および情報活動推進の一環として学内向けにホームページ
を開示している．
3-2．研究プロジェクト
殆どが学内各診療科に対する補助的業務であるが，独自の研究として学内外・国外との共同研究も積極的に行われ
ている．下記にその代表的な研究プロジェクトを記載する．
1．実験的脳梗塞の病態進展過程におけるアストロサイトの役割
2．蛋白導入ドメインを連結した FNK 蛋白の臨床応用に向けての基礎的研究
3．アルツハイマー病モデル動物脳を用いた脳病変進展過程に関する研究
4．アルツハイマー病進展過程における活性化アストロサイトの関与に関する研究：アミロイド前駆体蛋白トラン
スジェニックマウスを用いた解析
5．アルツハイマー病の発症予防および病態進展の遅延に向けた新たな治療法の開発
3-3．研究内容と達成度
本項目では，共同利用研究施設として各施設の利用実績・遂行実験件数を記載する．
動物実験施設：ラット 7 科 16 件，マウス 3 科 9 件，スナネズミ 1 科 1 件，ハムスター 1 科 1 件．RI 研究施設：
3 科 3 件．電子顕微鏡施設：4 科 5 件，中央測定室・組織培養施設：7 科 19 件，分子免疫研究施設：2 科 8 件の実
験計画書の提出数および遂行実験件数であった．この内，動物実験施設で遂行される全ての動物実験計画書は，動物
実験委員会により新規・継続問わず審査・承認を受けた．動物実験施設：動物飼育実績は，延べ飼育数でマウス：月
平均 22,654 匹，ラット：月平均 12,870 匹，スナネズミ：月平均 30 匹，ハムスター：月平均 30 匹であった．飼育
室稼働率は，年平均でマウス（75%）
，ラット（70%），スナネズミ（50%），ハムスター（50%）で推移した．施設
利用頻度は，日に平均 1-2 グループ（3-5 人）が利用した．各科利用頻度の高い順に，年間で小児科（665 回）
，腎・
高血圧内科（345 回）
，消化器・肝臓内科（281 回），病理部（116 回），リウマチ・膠原病内科（81 回），消化管外科・
一般外科（59 回）
，形成外科（50 回）
，心臓血管外科（1 回），麻酔科（1 回）であった．研究部独自の研究も行な
われ，年間で（554 回）の利用頻度があった．利用時間は利用回数に準じ，時間帯では 19 時以降の夜間に使用する
ケースも多かった．その他の施設における利用実績は，RI 研究施設：研究部（145 回），小児科（87 回），心臓血管
外科（3 回）
，電子顕微鏡施設：病理部（196 回），腎・高血圧内科（17 回），皮膚科（61 回）, リウマチ・膠原病内
科（48 回）, 中央測定室・組織培養施設：リウマチ・膠原病内科（76 回），中央検査部（10 回），消化管・一般外科（1
回）
，病理部（22 回）, 産婦人科（11 回）
，小児科（29 回），腎・高血圧内科（7 回），分子免疫研究施設：リウマチ・
膠原病内科（147 回）
，小児科（6 回）
，血液内科（1 回）の利用があった．
3-4．自己評価と次年度計画
学位取得のための研究を含めた様々な成果が出始めている．各研究施設スタッフによる学内各診療科への研究支援
を積極的に行った．さらに，学内外・国外との共同研究による十分な成果をあげた．これからも現状に慢心すること
なく，常に質の高いそして利用しやすい研究施設の運営が行われるよう努力し，「研究部」が益々発展するよう皆で
努力を重ねたい．

4．診療 該当なし．
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし．

5-2．学術誌，編集委員，査読委員

該当なし．

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

該当なし．

6．業績
6-1．原著 ( 英文 )（他 5 編）
1．Kensei Tsuzaka, Yuka Itami, Chika Kumazawa, Miyuki Suzuki, Yumiko Setoyama, Keiko Yoshimoto, Katsuya
Suzuki, Tohru Abe, Tsutomu Takeuchi. Conservative sequences in 3'UTR of TCR ξ mRNA regulate TCR ξ in SLE
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T cells. Biochem Biophys Res Commun 367 (2): 311-317, 2008.
2．Demian F. Obregon, Huayan Hou, Yun Bai, William Nikolic, Takashi Mori, Deyan Luo, Jin Zeng, Jared Ehrhart,
Frank Fernandez, Dave Morgan, Brian Giuntan, Terrence Town, Jun Tan. CD40L disruption enhances A β
vaccine-mediated reduction of cerebral amyloidosis while minimizing cerebral amyloid angiopathy and
inﬂammation. Neurobiol Dis, 29 (2): 336-353, 2008.
3．William V. Nikolic, Huayan Hou, Terrence Town, Yuyan Zhu, Brian Giunta, Cyndy D. Sanberg, Jin Zeng, Deyan
Luo, Jared Ehrhart, Takashi Mori, Paul R. Sanberg, Jun Tan. Peripherally administered human umbilical cord
blood cells reduce parenchymal and vascular β -amyloid deposits and suppress CD40-CD40L interaction. Stem
Cells Dev, 17 (3): 423-440, 2008.
4．Kavon Rezai-Zadeh, R. Douglas Shytle, Yun Bai, Jun Tian, Huayan Hou, Takashi Mori, Jin Zeng, Demian F.
Obregon, Terrence Town, Jun Tan. Flavonoid-mediated presenilin-1 phosphorylation reduces Alzheimer's disease
β -amyloid production. J Cell Mol Med, 13 (3): 574-588, 2009.
5．Takashi Mori, Jun Tan, Gary W. Arendash, Naoki Koyama, Yoshiko Nojima, Terrence Town. Overexpression of
human S100B exacerbates brain damage and peri-infarct gliosis after permanent focal ischemia. Stroke, 39 (7):
2114-2121, 2008.
6．Terrence Town, Yasmina Laouar, Christopher Pittenger, Takashi Mori, Christine A. Szekely, Jun Tan, Ronald
S. Duman, Richard A. Flavell. Blocking TGF- β /SMAD 2/3 innate immune signaling mitigates Alzheimer-like
pathology. Nat Med, 14 (6): 681-687, 2008. Published online at http://www.nature.com/nm/journal/v14/n6/
suppinfo/nm1781̲S1.html
原著（邦文）
（1 編）
学会発表 ( 国際学会 )（5 演題）
学会発表 ( 国内学会 )（9 演題）
6-2．獲得研究費
1．独立行政法人日本学術振興会

科学研究費補助金（基盤研究（C））研究代表者（森

隆）「アルツハイマー病

の病態進展過程におけるグリア細胞の役割」（2006-2009）．
2．独立行政法人日本学術振興会

科学研究費補助金（基盤研究（B））研究分担者（森

アミロイド沈着防止方法の神経病理学的検討」（研究代表者
3． 小 野 薬 品 工 業 ㈱

科学研究費補助金

研 究 代 表 者（ 森

群馬大

隆）「Alzheimer 病：脳β

山口晴保）（2007-2010）．

隆 ）「 ア ル ツ ハ イ マ ー 病 の 病 態 進 展 に 対 す る

ONO-2506 の効果および S100B の関与の解明‐アミロイド前駆体蛋白トランスジェニックマウス（APPSWE）
を用いた検討‐」
（2007-2008）
．
6-3．受賞

該当なし．

6-4．特許，実用新案

該当なし．

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

該当なし．

7．自己採点・自己評価
2006 年 4 月，
「研究部」は学内における研究部門の充実を図るため「医学研究センター」に組織統合された．現
在，埼玉医科大学総合医療センターの研究部門として位置づけられている．本年も，学位取得の研究を含めた様々
な成果が出始めている．多くが学内各診療科に対する研究支援と共同研究の成果で，学外・国外との共同研究も積極
的に行われた．当研究施設の情報活動推進の一環として開設している学内向けホームページ（http://smswww/dept/
doc67/index.html）を随時更新し，研究部の情報公開に努めた．
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6．トランスレーショナルリサーチセンター
1．構成員
佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）
：教授（腫瘍内科兼担），運営責任者，診療科長，研究主任，教育副主任：臨床
腫瘍学
西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：教授（ゲノム医学研究センタートランスレーショナルリサーチ部門兼担）
，
教育主任，研究主任：がんトランスレーショナルリサーチ，分子腫瘍学，が
ん化学療法，臨床腫瘍学
江口英孝（EGUCHI, Hidetaka）
：准教授，教育副主任，研究副主任：分子腫瘍学，臨床腫瘍学，分子疫学，トランスレー
ショナルリサーチ
二宮裕一（NINOMIYA, Yuichi）
：助教
岩佐泰靖（IWASA, Hiroyasu）
：助教（H20/4/1 〜 H20/8/31）
下田友江（SHIMODA, Tomoe）
：助手
和田

智（WADA, Satoru）
：ポストドクトラルフェロー

井上寛規（INOUE, Hiroki）
：特任技術員（H/20/6/1 〜 H21/3/31）
柳館智恵子（YANAGIDATE, Chieko）
：特任技術員（H20/9/1 〜）
関根あずさ（SEKINE, Azusa）
：特任技術員（H20/10/1 〜）
清

茜（SEI, Akane）
：特任技術員（H21/1/1 〜）

須賀川裕子（SUKAGAWA, Hiroko）
：事務員（大学事務部教務課兼担）
新村尚子（SHINMURA, Naoko）
：実験助手（〜 H20/12/31 迄）, 事務員（H21/1/1 〜）
竹口雅子（TAKEGUCHI, Masako）
：事務員（H20/4/1 〜 H21/3/31）
森脇浩一（MORIWAKI, Koichi）
：大学院生 * 埼玉医科大学総合医療センター小児科講師（H20/4/1 〜）
アーメッド・エルサヤッド・モハメッド （MOHAMED, Ahmed EL Sayed）特別研究学生（H21/1/24 〜）

2．教育
2-1．目的・目標
難治性がんを初めとする各種疾患の予防・診断・治療・診断に新たな道を開く橋渡し研究（トランスレーショナル
リサーチ：基礎研究で見出された新規発見を実際の医療へと展開するための一連の研究）を展開・発展させることを
目的とする．また，主に大学院・卒後教育に重点を置き，画期的な医療の開発に資する基礎医学研究者，先進医療の
開発にも貢献しうる各領域の臨床専門医の育成を目標とする．
2-2．教育内容（担当者）
採択大学院教育プログラム “ 文部科学省「がんプロフェッショナル養成プラン」：

千葉大学・筑波大学とともに

採択された大学院を中心としたがん医療専門職養成プランの実施ための教育・研究基盤の整備を進めるとともに
（佐々
木，西山）
，大学院に設置された「臨床腫瘍学」コースを充実・発展させ（西山），E- ラーニング教育システムを完
成させた （西山，江口，井上，清）
．また， 大学院研究に資する各種研究・教育機材の設置・稼働（西山，江口，
二宮，岩佐，和田）と臨床研究用データの整理（下田）を進めた．大学院生 1 名，（外国人）特別研究学生 1 名が入
学し，これに加えて他の大学院生 3 名の学位研究指導も開始した（西山，江口，岩佐，二宮，和田）．
2-3．達成度
研究，教育ともに年度内に当初予定していた目標は概ね達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
昨年度の研究の場の確保，実験機器に関する基本的整備などを受けて，本年度は，大学院教育が実動を開始した．
当初の目的をほぼ達成し，次年度は，継続してがんプロフェッショナル養成プランの E- ラーニングシステムによる
大学院授業の収録ならびに配信を千葉大学・筑波大学とともに推進するとともに，大学院入学生を増やし，学位取得
を目指した研究の指導と支援・および専門医となるための教育のさらなる充実を図る．

3．研究
3-1．目的・目標
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基礎研究の成果を臨床の現場に提供し，臨床の現場で抱える問題を基礎研究により解決していく，両方向性の橋渡
し研究を行い，画期的な医療の創生を目指す．特に難治性固形がんの新たな治療法の確立，化学療法の有効性や副作
用を予測するバイオマーカーの策定，新規がん分子標的薬創出研究の推進，がんの予防を目指した分子疫学研究の遂
行を主たる目的とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）消化器がんテイラード化学療法：治療効果予測系と大規模臨床評価システムの確立（西山，江口，岩佐，和田）
2）がん細胞選択的表現遺伝子のスクリーニングとその治療への応用（西山，江口，二宮，和田）
3）新規抗がん薬の開発のためのゲノム創薬標的遺伝子同定とその生物学的機能解析（西山，江口，岩佐，二宮，和田）
4）分子疫学コーホート研究の支援に関する研究（江口，西山）
5）発がんに関与する生体因子とがん予防代理指標の研究（江口，西山）
6）大腸がん等，増加しているがんの予防を目指した疫学研究（江口，西山）
7）原爆被爆者に発生した固形腫瘍の分子疫学的解析（江口，西山）
8）間葉系幹細胞の分化に対する TGF- βの作用に関する解析（二宮，西山）
9）バイオインフォマティクスを応用したがん新規創薬標的遺伝子の抽出と機能解析（和田，江口，西山）
10）乳癌における遺伝子発現量を用いた生存率および治療効果予測に関する研究（西山，江口，和田）
11）肺がんにおける遺伝子発現量を用いたタキサン / プラチナム化学療法の効果予測に関する研究（西山，江口，
和田，モハメッド）
12）マイクロアレイ解析を用いた脳腫瘍におけるポルフィリン代謝経路の解析 ?5- アミノレブリン酸を用いた脳腫
瘍術中蛍光診断および蛍光治療へ向けての基礎研究（西山，江口，和田）
13）根治切除不能卵巣癌および腹膜癌に対する TC 療法の新規投与法（腹腔内 Carboplatin/weekly-Paclitaxel）の検討 ?
ゲノム薬理学的解析を加えた第Ⅱ相試験 ?
3-3．研究内容と達成度
以下，主なものについて記す．
1）新規抗がん薬の開発のためのゲノム創薬標的遺伝子同定とその生物学的機能解析
西山が前任地（広島大学）で発明者として国内特許出願した「ヒトがん細胞の不死化に関わる遺伝子およびその
利用」
（特願 2006-161350, 平成 18 年 6 月 9 日）及び同国際特許出願（PCT/JP2007/061652, 平成 19 年 6 月 7 日）
に示されたがん特異的不死化因子 13 遺伝子のうち，E2-EPF（UBE2S）を含む 2 遺伝子を新規分子標的薬剤開発
の標的候補と定め，その生物学的機能の解析（ユビキチン化による腫瘍増殖機序の解明，細胞死抑制メカニズム
など）と阻害剤スクリーニングを進め，いくつかのヒット化合物を得た．また，in silico screening 資する標的
タンパクとの結合部位の特定研究を開始した．
2）消化器がんテイラード化学療法：治療効果予測系と大規模臨床評価システムの確立
UGT1A1, CYP3A4, CYP2C8, carboxylesterase などの薬剤代謝酵素の遺伝子多型解析系を樹立，ゲノム薬理学的
解析を並行する全国共同臨床研究として胃がんパクリタキセル（TXL）週一回投与法 , および大腸がん CPT-11
術 後 単 独 投 与 法 の ゲ ノ ム 薬 理 学 的 Phase II 研 究， を 終 了 し た． ま た， 胃 が ん TXT+TS-1 併 用 療 法（DS）と
CDDP+5-FU 併用療法（FUP）の無作為化比較 II 相臨床試験および大腸がん modiﬁed FOLFOX6 療法の第 II 相試
験設定によるゲノム薬理研究を広大，北大 ,

北里大 ,

大阪消化器がん化学療法研究グループと共同で進めてい

る．胃がんにおける paclitaxel の効果予測を可能とする 4 遺伝子，大腸がんにおける CPT-11 の効果予測を可能
とする 7 遺伝子，の発現情報を用いた効果予測式の検証研究を進め，その有用性を示唆した．その他，食道がん，
卵巣がん，肺がんについても in vitro 実験にて効果予測に有用な遺伝子同定研究を継続して進めた．
3）その他，以下の研究を，学位指導共同研究として開始した．
①乳癌における遺伝子発現量を用いた生存率および治療効果予測に関する研究（西山，江口，和田），②肺がん
における遺伝子発現量を用いたタキサン / プラチナム化学療法の効果予測に関する研究（西山，江口，和田，モ
ハメッド）
，③マイクロアレイ解析を用いた脳腫瘍におけるポルフィリン代謝経路の解析 ?5- アミノレブリン酸
を用いた脳腫瘍術中蛍光診断および蛍光治療へ向けての基礎研究（西山，江口，和田）④根治切除不能卵巣癌お
よび腹膜癌に対する TC 療法の新規投与法（腹腔内 Carboplatin/weekly-Paclitaxel）の検討 ? ゲノム薬理学的解
析を加えた第Ⅱ相試験 ?
3-4．自己評価と次年度計画
昨年度の研究の場の確保，実験機器に関する基本的整備などを受けて，本年度からようやく本格的に研究活動を開
始した．これまで進めてきた多施設共同臨床研究，がん新規治療薬の開発を中心とした研究，などで着実に成果を挙
げつつある．次年度は，さらに多く，埼玉医科大学
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学におけるトランスレーショナルリサーチの推進に努める．併せて新規分子標的薬剤開発研究の更なる発展を目指す．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員
【西山正彦】 文部科学省科学技術政策研究所化学技術動向研究センター専門調査員
（※

佐々木康綱に関しては，腫瘍内科を参照）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員
【西山正彦】
【編集委員

Associated Editor】

International Journal of Clinical Oncology
【査読委員】
Chemotherapy
Ministry of Health, Singapore（シンガポール健康省）
Pathobiology
Cancer Research
Molecular Cancer Therapeutics
Clinical Cancer Research
Oncology Research
Cancer Science
International Journal of Cancer
【江口英孝】
【査読委員】
Carcinogenesis
Cancer Science
Ministry of Health, Singapore（シンガポール健康省）
（※

佐々木康綱に関しては，腫瘍内科を参照）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
【西山正彦】
＊日本癌治療学会：理事，教育委員会委員長，編集委員会委員，ICD11 委員会委員
＊日本癌学会，日本臨床腫瘍学会，日本胃癌学会：評議員
＊日本消化器癌発生学会：評議員，倫理問題検討委員会委員
＊日本癌病態治療研究会，がん分子標的治療研究会，制癌剤適応研究会：世話人
＊中間法人がん治療認定医機構：理事，教育委員会委員長，がん関連学会連絡委員会副委員長，国・医学会・専認
機構等関連委員会副委員長，定款ワーキンググループ委員長
＊特定非営利活動法人日本がん臨床試験推進機構：学術委員
＊財団法人がん集学的治療研究財団：理事，臨床試験委員会委員，がん医療を専門とする医師の学習プログラム検
討委員会委員，効果安全性評価委員会委員
＊ 9th International Conference of Asian Clinical Oncology Society：組織委員
＊広島大学原爆放射線医科学研究所遺伝子診断治療開発研究分野非常勤講師
【江口英孝】
＊財団法人放射線影響研究所：専門委員
（※

佐々木康綱に関しては，腫瘍内科を参照）

6．業績
6-1．論文・学会発表
【原著論文 （総数

欧文 12 編，和文 5 編）
】

【学会発表 （総数

国際学会 10，国内学会 29）】
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以下，代表的論文 10 編
① Nishiyama, M.: Chemotherapy for gastric cancer in Japan. Introduction to review articles. Int. J. Clin. Oncol.
13:191-192, 2008.4.
② Nishiyama, M., Eguchi, H.: Recent advances in Cancer chemotherapy: Current strategies, pharmacokinetics, and
pharmacogenomics. Adv. Drug Deliv. Rev., 2008.12.（e-pub）
③ Nishiyama, M., Eguchi, H.: Pharmacokinetics and pharmacogenomics in gastric cancer chemotherapy., Adv. Drug
Deliv. Rev. 2009.1.（e-pub）
④ Nakamura, H.*1, 5, Tanimoto, K.*1, Hiyama, K.*1, Yunokawa, M.*1, Kawamoto, T.*2, Kato, Y.*2, Yoshiga, K.*3,
Poellinger, L.*4, Hiyama, E.*5, Nishiyama, M.（*1Dept. Translational Cancer Res., RIRBM, *2Dent. Med. Biochem.,
*3Mol. Oral Med. Maxillofac. Surg., Grad. Sch. Biomed. Sci., Hiroshima Univ., *4Cell Mol. Biol., Med. Nobel Inst.,
Karolinska Inst., Stockholm, Sweden, *5N-BARD, Hiroshima Univ.）: Human mismatch repair gene, MLH1,
is transcriptionally repressed by the hypoxia-inducible transcription factors, DEC1 and DEC2. Oncogene 27
（30）:4200-4209, 2008.7.
⑤ Hiyama, K.*1, Tanimoto, K.*1, Nishimura, Y.*1, Tsugane, M.*1, Fukuba, I.*1, 2, Sotomaru, Y.*2, Hiyama, E.*2,
Nishiyama, M.（*1Dept. Translational Cancer Res., RIRBM, *2N-BARD, Hiroshima Univ.）: Exploration of the
genes responsible for unlimited proliferation of immortalized lung ﬁbroblasts. Exp. Lung Res. 34（7）:373-390,
2008.9.
⑥ Suzuki, M.*1, 4, Sugimoto, A.*1, Harashima, A.*1, Otani, T.*1, Yamamoto, M.*1, Nakamura, S.*1, Yamasaki,
F.*2, Nishiyama, M., Okazaki, Y.*3, Kibata, M.*1（*1Cell Biol. Inst., Res. Cent., Hayashibara Biochem. Lab., Inc.,
*2Kurashiki Med. Cent., *3Div. Funct. Genomics Syst. Med., Res. Cent. Genomic Med.）: Novel mechanisms
of suppressor activity exhibited by cytotoxic regulatory T cell lines, HOZOT. Exp. Hematol. 37（1）:92-100,
2009.1.
⑦ Fumoto, S.*1, Hiyama, K.*1, Tanimoto, K.*1, Noguchi, T.*1, Hihara, J.*2, Hiyama, E.*3, Noguchi, T.*4, Nishiyama,
M.（*1Dept. Translational Cancer Res. *2Surg. Oncol., Res. Inst. Radiat. Biol. Med., *3N-BARD, Hiroshima Univ.,
*4Dept. Gastrointest. Surg., Fac. Med., Oita Univ.）: EMP3 as a tumor suppressor gene for esophageal squamous
cell carcinoma. Cancer Lett. 274（1）:25-32, 2009.2.
⑧ Nakachi, K.*, Hayashi, T.*, Hamatani, K.*, Eguchi, H., Kusunoki, Y.*（*Dept. Radiobiol./Mol. Epidemiol., RERF）:
Sixty years of follow-up of Hiroshima and Nagasaki survivors: Current progress in molecular epidemiology
studies. Mutation Research 659（1-2）:109-117, 2008.7-8.
⑨ Hamatani, K.*1, Eguchi, H., Ito, R.*1, Mukai, M.*1, Takahashi, K.*1, Taga, M.*1, Imai, K.*1, Cologne, J.*2, Soda,
M.*3, Arihiro, K.*4, Fujihara, M.*5, Abe, K.*8, Hayashi, T.*8, Nakashima, M.*9, Sekine, I.*9, Yasui, W.*6, Hayashi,
Y.*7, Nakachi, K. *1（*1Dept. Radiobiol./Mol. Epidemiol., *2Stat., *3Epidemiol.（Nagasaki）, RERF, *4Dept.
Pathol., Hiroshima Univ. Hosp., *5Dept. Pathol., Hiroshima Red Cross Hosp. & Atomic-bomb Survivors Hosp.,
*6Dept. Mol. Pathol., Hiroshima Univ. Grad. Sch. Biomed. Sci., *7Geriatr. Health Serv. Facility Hidamari, Hiroshima,
*8Dept. Pathol., Nagasaki Univ. Hosp., *9Atomic Bomb Dis. Inst., Nagasaki Univ. Grad. Sch. Biomed. Sci.）: RET/
PTC rearrangements preferentially occurred in papillary thyroid cancer among atomic bomb survivors exposed
to high radiation dose. Cancer Res. 68（17）:7176-7182, 2008.9.
⑩ Naito, M., Eguchi, H., Okada, R., Ishida, Y., Wakai, K., Tamakoshi, A., Hamajima, N. for the J-MICC Study Group:
Controls for monitoring the deterioration of stored blood samples in the Japan Multi-Institutional collaborative
cohort study（J-MICC Study）. Nagoya J. Med. Sci., 70（3-4）:107-115, 2008.8.
6-2．獲得研究費
【西山正彦】
1）一般研究費

1,300 万円

2）受託研究費 「新規制がん剤の開発のためのゲノム創薬標的遺伝子の生物機能解析」 研究代表者

1,575 万円

（2007.9-2008.8）
3）受託研究費 「癌細胞選択的発現遺伝子のスクリーニングとその治療への応用」 研究代表者

1，050 万円

（2007.9-2008.8） 735 万円（2008.9-2009.8）
4）受託研究費 「腫瘍特異的不死化因子とその治療への応用」 研究代表者

2,100 万円（2009.2-2011.1）

【江口英孝】
1）文部科学省科学研究費
606

特定領域研究 「分子疫学コーホート研究の支援に関する研究」 研究分担者

300 万

トランスレーショナルリサーチセンター

円
2）文部科学省科学研究費

特定領域研究 「発がんに関与する生体因子とがん予防代理指標の研究」 研究分担者

600 万円
3）厚生労働省科学研究費
分担者
（※

がん研究助成金 「大腸がん等，増加しているがんの予防を目指した疫学研究」 研究

160 万円

佐々木康綱に関しては，腫瘍内科を参照）

6-3．受賞
該当なし
（※

佐々木康綱に関しては，腫瘍内科を参照）

6-4．特許，実用新案
【二宮裕一，西山正彦】
1）国内特許出願「間葉系幹細胞の多分化能維持用培地，培養方法，及び分化方法」（特願 2008-266721, 2008 年
10 月 15 日）
（※

佐々木康綱に関しては，腫瘍内科を参照）

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
＊ がんプロフェッショナル養成プラン・卒後教育委員会共催 「市民公開セミナー」：H20 年 8 月 30 日，川越ビ
ル 6 階大会議室（かわごえクリニック）

7．自己点検・評価
開設 2 年目となり，ようやくにして研究・教育活動が本格的に稼働しはじめた．教育面では，がんプロフェッショ
ナル養成プランによる初めての大学院入学生を迎え，E- ラーニング講義の収録を完了，配信を開始した．E- ラーニ
ング講義については，配信の迅速性ともにその充実した内容が全国的にも高い評価を受け，大学院改革も含め，予想
以上の成果が得られたものと自己評価する（西山，江口，二宮，和田，井上，清）．

また，大学院生 1 名，
（外国人）

特別研究学生 1 名が当研究室に加わり，これに加えてがんプロフェッショナル養成プランで入学した他の大学院生 3
名の学位研究指導（先端医療の開発研究（基礎的及び臨床研究）も開始した（西山，江口，岩佐，二宮，和田）
．また，
新たに（外国人）特別研究学生 1 名も加わった．短期間に，これら大学院生に対して，十分な直接指導，側方支援
が行える体制を整え，実動を開始したことは評価の値するものと自負している．一方，研究では，昨年度に整備した，
網羅的・定量的遺伝子発現解析，ゲノム薬理学的解析に必要な大型機器をフル活用し，トランスレーショナルリサー
チを活発に展開し，特に，新規がん創薬研究，バイオマーカー研究に著しい進展をみた（西山，江口，二宮，和田）
．
教育ならびに研究，
いずれも概ね目標は達成されたものと総括する．次年度は，教育・研究ともにさらにその質を高め，
幅を広げ，埼玉医科大学発の成果を示していく予定である．また，これらを強力に遂行するスタッフの充実に努める．
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実験動物部門

7．医学情報施設
1．構成員
別所正美（BESSHO, Masami）
：教授，施設長：血液内科学
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：准教授：医学教育
吉田幸生（YOSHIDA, Yukio）
：助手
川崎智子（KAWASAKI, Tomoko）
：事務員

2．教育 （別所正美施設長については臨床医学部門・大学病院・血液内科に記載）
2-1．目的・目標
教育・研究のための情報機器およびネットワークの共同利用施設の立場から，本学の医学教育に貢献する．具体的
な目的は，科目ごとに設定し，シラバスに記載した．
2-2．教育内容
椎橋は，医学部 1 年生の「人体の科学入門 1」ユニット，
「医学の数学 3」ユニット，2 年生の「機能系実習」ユニッ
トの「神経の興奮伝導」
，2 年生の「選択必修」の「プログラミング言語 perl」および「医療情報システム」，大学院
の「統計情報解析特論」
，保健医療学部健康医療科学科の「統計学」，保健医療学部看護学科の「医療情報学」および
保健医療学部医用生体工学科の「医療情報システム論」を担当した．
2-3．達成度
医学部 1 年生の「人体の科学入門 1」ユニット：90%，
「医学の数学 3」ユニット：90%，2 年生の「機能系実習」ユニッ
トの「神経の興奮伝導」
：90%，2 年生の「選択必修」の「プログラミング言語 perl」：90%，「医療情報システム」
：
90%，大学院の「統計情報解析特論」
：80%，保健医療学部健康医療科学科の「統計学」：80%，保健医療学部看護学
科の「医療情報学」
：70%，保健医療学部医用生体工学科の「医療情報システム論」：70%．
2-4．自己評価と次年度計画
担当した科目において，
それぞれの目標に応じた教育をほぼ行うことができたものと自己評価している．次年度は，
知識の習得がゴールではなく，習得した知識を実際に用いることがゴールであること，それが医師として研究者とし
て具体的にどのように役立つのかを今年度以上に明示し，教育効果を上げたいと考える．

3．研究 （別所正美施設長については臨床医学部門・大学病院・血液内科に記載）
3-1．目的・目標
自己学習のためのマルチメディアを用いた医学教材を開発する．また，医学教育センターと連携して，医学教育を
推進するためのネットワークシステムを開発する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
自己学習のためのマルチメディアを用いた医学教材の開発（椎橋，吉田）
3-3．研究内容と達成度
椎橋は，医学教育センターと連携し，医学部講義の授業評価，試験問題評価をテーマに研究活動を行った．この研
究活動を通じて，本学で実施している毎時間の授業評価によって，特に，初回の評価の高くなかった教員の講義が改
善されることが示唆された．
3-4．自己評価と次年度計画
授業評価について本年度得られた知見に基づき，さらに授業評価の効用を明らかにしていく計画である．また，試
験問題の評価についても研究を行う計画である．

4．診療 （別所正美施設長については臨床医学部門・大学病院・血液内科に記載）
該当なし

5．その他 （別所正美施設長については臨床医学部門・大学病院・血液内科に記載）
5-1．自治体，政府関連員の有無
該当無し
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5-2．学会誌，編集委員会，査読委員の有無
日本医学教育学会編集委員会委員（椎橋）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本生理学会教育委員会委員（椎橋）
日本生理学会評議員（椎橋）
日本医学教育学会広報委員会副委員長（椎橋）
日本医学教育学会情報基盤開発委員会委員（椎橋）
日本医学教育学会評議員（椎橋）
医療系大学間共用試験実施評価機構共用試験 CBT モニター委員（椎橋）
医療系大学間共用試験実施評価機構医療系 CBT 実施小委員会ブラッシュアップ専門部会委員（椎橋）
医療系大学間共用試験実施評価機構共用試験制度・システム開発委員会検証委員（椎橋）

6．業績 （別所正美施設長については臨床医学部門・大学病院・血液内科に記載）
6-1．論文・学会発表
（論文）
該当無し
（学会発表）
該当無し
6-2．獲得研究費
該当無し
6-3．受賞
該当無し
6-4．特許，実用新案
該当無し
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
新しい ICT 導入による授業効果の向上第 2 回シンポジウム（東京）2009 年 3 月

7．自己点検・評価
医学情報施設は，最新の電子情報および電子情報機器の有効利用に関する研究を行うと同時に，学内共同利用施設
として，本学教職員の教育・研究の便宜をはかり，本学における医学教育，医学研究および広域医療の推進・発展の
基盤となることを目的としている．本年度は，これらの目的を達成するために下記の活動を行った．
7-1．主な活動
・医学情報センター設立の検討
・毛呂山キャンパス学生ホールへの学内 LAN 敷設
・ホームページ管理運営委員会の基礎づくり
7-2．医学情報施設の利用状況（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日）
・利用登録者数

教職員：3,515 名 ,
埼玉医科大学医学部・保健医療学部および短期大学の全学生

・施設内機器の利用
延べ利用者数：1,355 名 ,

延べ利用時間：993 時間

大型ポスター印刷枚数：1,295 枚
・SMSNET の利用
電子メール利用数：11,528,787 通
WWW 接続回数：1,511,241,587 回（ファイルの転送回数）
接続端末台数

約 3,500 台

・ユーザサポート
延べ件数：2,204 件， 延べ時間：506.4 時間
7-4．平成 20 年度に受けた助成金等：
・文部科学省 , 平成 20 年度私立大学等経常費補助金「教育・研究方法等改善支援経費」
継続 「電子シラバスと連動した医学教育・医学学習方法の改善」
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・文部科学省 , 平成 20 年度私立大学等経常費補助金「教育・研究方法等改善支援経費」
継続 「学生による全講義の授業評価に基づく講義の改善」
・文部科学省 , 平成 20 年度私立大学等経常費補助金「情報通信設備（借入）」
継続 「マルチメディア医学・情報処理教育システム」
・文部科学省 , 平成 20 年度私立大学等経常費補助金「教育学術情報ネットワーク」
継続 「埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク」
・文部科学省 , 平成 20 年度私立大学等経常費補助金「高等教育研究改革推進経費」
継続 「マルチメディアを活用した診断手順シミュレーションシステムの開発」
施設内の設備の利用，ネットワークの利用およびユーザサポートについては，上記に示した通り充分に使命を果た
せたものと評価している．ネットワークのインフラについてはほぼ充当され，安定的に運用できている．医学教育セ
ンターとの連携をさらに強め，引き続き本学の医学教育・医学研究の支援をできるよう努力を重ねていく．
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1．看護学科
1．構成員
大野良三（OHNO, Ryozo）
： 教授： 内科学，医学教育学
岡部惠子（OKBE, Keiko）
： 教授： 母性看護学
石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
： 教授： 基礎看護学
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
： 教授： 生理学
古地

順子（KOTI, Junko）
： 教授： 成人看護学（急性期）

佐々木榮子（SASAKI, Eiko）
： 教授： 成人看護学（慢性期）
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
： 教授： 小児看護学
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
： 教授： 地域看護学
松下年子（MATUSHITA, Toshiko）
： 教授： 精神看護学
浅川典子（ASAKAWA, Noriko）
： 准教授： 老年看護学
大森智美（OMORI, Tomomi）
： 准教授： 母性看護学
菊池チトセ（KIKUCHI, Chitose）
： 准教授： 地域看護学
辻美隆（TSUJI, Yoshitaka）
： 准教授： 外科学，医学教育学
冨田幸江（TOMITA, Satie）
： 准教授： 基礎看護学
天野雅美（AMANO, Masami）： 講師： 基礎看護学
内野聖子（UCHINO, Seiko）
： 講師： 老年看護学
久保恭子（KUBO, Kyoko）
： 講師： 小児看護学
武田洋子（TAKEDA, Yoko）
： 講師： 成人看護学
林静子（HAYASHI, Shizuko）
： 講師： 基礎看護学
本山仁美（MOTOYAMA, Hitomi）
： 講師： 成人看護学
山路真佐子（YAMAJI, Masako）： 講師： 地域看護学
吉岡幸子（YOSHIOKA, Sachiko）
： 講師： 地域看護学
安藤晴美（ANDO, Harumi）
： 助教： 小児看護学
大野明美（ONO, Akemi）
： 助教： 成人看護学
小倉邦子（OGURA, Kuniko）
： 助教： 精神看護学
中島春香（NAKAJIMA , Haruka）
： 助教： 基礎看護学
永田暢子（NAGATA, Nobuko）
： 助教： 基礎看護学
橋本志麻子（HSHIMOTO, Shimako）
： 助教：老年看護学
平塚陽子（HIRATUKA, Yoko）
： 助教： 基礎看護学
藤村朗子（FUJIMURA, Akiko）
： 助教： 成人看護学
本谷久美子（MOTOYA,

Kumiko）
： 助教： 成人看護学

荒川博美（ARAKAWA, Hiromi）
： 助手： 地域看護学
宇賀神恵理（UGAJIN, Eri）
： 助手： 精神看護学
斎藤美保（SAITO, Miho）
： 助手： 精神看護学
坂口由紀子（SAKAGUCHI, Yukiko）
： 助手： 小児看護学
宍戸路佳（SHISHIDO, Mika）
： 助手： 母性看護学
田中

瞳（TANAKA, Hitomi）
： 助手： 成人看護学

坂東美知代（BANDOU,Miwako）
： 助手： 成人看護学
三好理恵（MIYOSHI , Rie）
： 助手： 老年看護学
渡辺浩美（WATANABE, Hiromi）
： 助手： 地域看護学

2．教育
2-1．目的・目標
深い人間理解に基づき，看護に求められる社会的使命を遂行し生涯にわたり自らの人間性と看護実践の能力の研鑽
に努めることができる人材を育成することを目的とする．「看護対象としての人間理解」では，人体の構造と機能，
611

看護学科

疾病の成り立ちと回復の促進，社会保障制度と生活者の健康，健康現象の疫学と統計に関する緒科目，医療の基本，
病むことの心理，看護におけるコミュニケーション論を含む医療と人間に関する科目の履修を通じて，看護学の視点
から看護の対象としての人間理解を深める．
「看護専門職者に必要な基本的知識，技術，態度の修得」では，看護師
および保健師国家試験の受験に必要な，基礎看護学，成人看護学，老年看護学，母性看護学，小児看護学，精神看護学，
在宅看護学，地域看護学と看護学実習を通じて，看護の基本を修得するとともに，社会の動向に応じて看護の変革を
していける能力を養うために「ケアの質向上のための看護」からなる．「ケアの質向上のための看護」は，感染看護学，
家族看護学，看護過程論，看護管理，国際看護学，看護倫理，看護研究概論，看護研究セミナーを通じて看護の質を
向上させ，問題解決能力や研究的・科学的判断力をより高める．各領域の目的・目標は以下の通りである．
基礎看護学領域：基礎看護学領域では，看護専門職者に必要な基本的知識として看護の概念や本質を追究し，科学
的な看護実践の視点を身につけ，看護の対象者と看護職者との関係を考えつつ，生活行動援助技術の原理と実際を学
ぶ．臨地実習では，対象を生活者としてとらえ，健康上の問題によって生活行動がどのように変化し，かつ対象が必
要としている生活行動への援助を実施することを学習目標とした．
成人看護学領域：成人看護学概論では，セルフマネージメントをベースに，成人看護学の概要を構築した．方法論
Ⅰは，一病息災をサポートする慢性期成人看護学方法論の学習を，Ⅱで，壮年期に罹患率が高いがんに焦点をあて医
療活動に果たす看護の役割を，Ⅲは，手術を受ける患者の問題解決に必要な能力を養うこと，Ⅳは急性期に必要とさ
れる看護の知識と技術を，
実習Ⅰは，
必要とされる援助やセルフケア能力を高める基礎的な看護を考え，実施すること，
成人看護学実習Ⅲは，周手術期にある成人の看護を通して，周手術期に特有な看護を学ぶ，ことを目的・目標とした．
老年看護学領域：老年看護学概論では加齢や健康問題に伴う生活の変化と高齢期の健康問題に関わる保健医療福祉
政策の概要と看護の役割を学習する．老年看護学活動論では虚弱な高齢者の個別性をふまえた看護実践について学習
する．老年看護学実習Ⅰでは加齢による心理・身体・社会的な変化に合わせて高齢者はどのように日常生活を構築し
ているのか理解する．老年看護学実習Ⅱでは認知症高齢者の健康障害の特性を理解し看護実践能力を養う．
小児看護学領域：小児看護学概論では，小児看護の理念と特徴および子どもをとりまく社会の概要，小児期の各発
達段階と子どもの成長発達過程の特徴を理解する．小児看護学活動論では，健康障害や入院が子どもと家族に及ぼす
影響と健康障害のある子どもと家族のウェルビーイングの実現を目指した看護を習得する．小児看護学実習では，あ
らゆる成長発達・健康レベルにある子どもとその家族に適切な看護を実践する基礎的能力を習得する．
母性看護学領域：母性看護の対象の理解，妊娠･分娩･産褥期（新生児も服務）の連関，各期の身体的･心理的特性
と観察及び援助について，具体的・実際的に学習できるようにする．特に，看護学実習において，講義や学内演習が
実際と結びつけるように指導することを教育の目標として関わった．授業は，学生主体にすすめられていけるよう授
業計画を立て実施した．
精神看護学領域：
「精神看護学概論」および「精神看護学活動論」では，精神疾患が患者の心理面のみならず身体面，
精神面，社会面，スピリチュアルな面におよぼす影響を理解し，それに対する具体的な支援方法を修得することを目
的とする．
在宅看護学・地域看護学領域：在宅看護学概論では，在宅看護の理念と意義，在宅看護の場と対象，実践のプロセ
ス，及び地域ケアシステムについて学修し，在宅看護学活動論で，在宅看護の基礎知識・基本技術を学ぶ．地域看護
学概論では，地域看護の理念，目的，活動の場，対象，方法，個人・集団・地域社会の健康と健康な地域づくりにつ
いて理解を深め，地域看護学活動論では，個人・家族・集団・地域社会の発達段階や健康レベルに応じた地域看護の
基本的知識と活動方法と，地域ケアシステムづくりについて学ぶ．
2-2．教育内容
【看護対象としての人間理解】
・医療の基本Ⅰ（医の倫理／患者−医療人関係）：1 年生，1 単位 30 時間（大野良三，辻美隆）
・看護におけるコミュニケーション論：1 年生，1 単位 30 時間（岡部惠子）
・人体の構造と機能Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ：1 年生，計 6 単位計 180 時間（江連和久，北村邦男（健康医療科学科），村田栄
子（健康医療科学科）
・生活の科学： 1 年生，1 単位 30 時間（石津みゑ子，千田みゆき）
・医療の基本Ⅱ（医療安全管理とチーム医療）：2 年生 1 単位 30 時間（大野良三，西岡亮治）
・病むことの心理：2 年生 , 1 単位 30 時間（松下年子）
・疾病の成り立ちⅠ〜Ⅲ：2 年生 6 単位 180 時間（大野良三，辻美隆ほか）
・看護関係法規：2 年生，1 単位 15 時間（浅川典子）
【看護専門職者に必要な基本的知識，技術，態度の修得】
・看護学概論Ⅰ：1 年生，2 単位 30 時間（石津みゑ子）
612

看護学科

・基礎看護技術Ⅰ：1 年生，1 単位 30 時間（冨田幸江，天野雅美，林静子，平塚陽子，中島春香，永田暢子，秦朝子）
・基礎看護技術Ⅱ：1 年生，1 単位 30 時間（冨田幸江，天野雅美，林静子，平塚陽子，中島春香，永田暢子，秦朝子）
・基礎看護技術Ⅲ：1 年生，1 単位 60 時間（冨田幸江，天野雅美，林静子，平塚陽子，中島春香，永田暢子，秦朝子）
・家族看護学：1 年生，1 単位 15 時間（佐鹿孝子，千田みゆき）
・基礎看護技術Ⅳ：2 年生，1 単位 30 時間（冨田幸江，天野雅美，林静子，平塚陽子，中島春香，永田暢子，秦朝子）
・看護方法演習：2 年生，1 単位 30 時間（石津みゑ子，冨田幸江，天野雅美，秦朝子）
・成人看護学概論：2 年生，2 単位 30 時間（佐々木栄子，古地順子）
・成人看護方法論Ⅱ：2 年生，1 単位 30 時間（佐々木栄子，古地順子，武田洋子，本谷久美子）
・老年看護学概論：2 年生，2 単位 30 時間（浅川典子，内野聖子）
・小児看護学概論：2 年生，2 単位 30 時間（佐鹿孝子）
・母性看護学概論：2 年生
・母性看護学活動論：2 年生

2 単位 30 時間（岡部恵子）
2 単位 60 時間（大森智美

岡部恵子）

・精神看護学概論：2 年生 , 2 単位 30 時間（松下年子）
・在宅看護学概論：2 年生，2 単位，30 時間（千田みゆき）
・地域看護学概論：2 年生，2 単位，30 時間）（千田みゆき）
・成人看護方法論Ⅰ：3 年生，1 単位 30 時間（佐々木栄子，武田洋子，本谷久美子）
・成人看護方法論Ⅲ：3 年生，1 単位 30 時間（古地順子，本山仁美，藤村明子）
・成人看護方法論Ⅳ：3 年生，1 単位 30 時間（古地順子，本山仁美，武田洋子，藤村朗子，本谷久美子，田中瞳，
大野明美）
・老年看護学活動論：3 年生，2 単位 60 時間（浅川典子，内野聖子，橋本志麻子，三好理恵）
・小児看護学活動論：3 年生，2 単位 60 時間（佐鹿孝子，久保恭子）
・精神看護学活動論：3 年生 , 2 単位 60 時間（松下年子 , 小倉邦子）
・在宅看護学活動論：3 年生，2 単位 60 時間（千田みゆき，山路真佐子，吉岡幸子，菊池チトセ）
・地域看護学活動論：3 年生，4 単位 120 時間（菊池チトセ，千田みゆき，山路真佐子，吉岡幸子）
・基礎看護学実習Ⅰ：1 年生，1 単位 45 時間（石津みゑ子，冨田幸江，天野雅美，林静子，平塚陽子，永田暢子，
中島春香，秦朝子）
・基礎看護学実習Ⅱ：2 年生，2 単位 90 時間（石津みゑ子，冨田幸江，天野雅美，林静子，平塚陽子，永田暢子，
中島春香，秦朝子）
・老年看護学実習Ⅰ：2 年生，1 単位 45 時間（浅川典子，吉岡幸子 , 山路真佐子 , 内野聖子，橋本志麻子，三好理
恵）
・成人看護学実習Ⅰ：3 年生，3 単位 135 時間（佐々木榮子 , 武田洋子 , 本谷久美子 , 田中瞳）
・成人看護学実習Ⅲ：3 年生，3 単位 135 時間（古地順子 , 本山仁美 , 藤村朗子 , 坂東美知代）
・老年看護学実習Ⅱ：3 年生，3 単位 135 時間（浅川典子，内野聖子，橋本志麻子，三好理恵）
・小児看護学実習：3 年生，2 単位 90 時間（佐鹿孝子 , 久保恭子 , 安藤晴美 , 坂口由紀子）
・母性看護学実習：3 年生，2 単位 90 時間（岡部恵子 , 大森智美 , 宍戸路佳）
・精神看護学実習：3 年生，2 単位 90 時間（松下年子 , 小倉邦子 , 斎藤美保 , 宇賀神恵理）
・パリアティブケア論：2 年生，1 単位 15 時間（武田洋子）
・災害看護学：2 年生，1 単位 15 時間（久保恭子）
・生殖医療と看護：2 年生，1 単位 15 時間）（岡部恵子，大森智美）
・看護倫理：2 年生，1 単位 30 時間）
（岡部恵子）
・看護過程論 3 年生，1 単位 15 時間）
（佐々木栄子，古地順子，佐鹿孝子，武田洋子，本山仁美，本谷久美子，
藤村朗子 , 田中瞳，坂東美知代）
・クリティカルケア論 3 年生 1 単位 15 時間（古地順子，本山仁美）
・看護研究概論：3 年生，1 単位 15 時間（千田みゆき）
（他学科での講義・演習）
・医療の基本Ⅰ（コミュニケーション／患者−医療人関係））：健康医療科学科 1 年生，1 単位 30 時間（大野良三，
辻美隆）
・医療の基本Ⅱ（医の倫理，診療の基本）
：健康医療科学科 2 年生，1 単位 30 時間（大野良三 , 辻美隆）
・医療の基本Ⅲ（医療安全管理とチーム医療）：健康医療科学科 3 年生，2 単位 30 時間（大野良三 , 辻美隆）
・医療の基本Ⅰ（コミュニケーション／患者−医療人関係））：医用生体工学科 1 年生，1 単位 30 時間（大野良三 ,
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辻美隆）
・医療の基本Ⅱ（医学の歩み）
：医用生体工学科 1 年生，1 単位 30 時間（大野良三ほか）
・医療の基本Ⅲ（医の倫理，診療の基本）
：医用生体工学科 1 年生，1 単位 30 時間（大野良三 , 辻美隆）
・医療の基本Ⅳ（医療安全管理とチーム医療）：医用生体工学科 2 年生，2 単位 30 時間（大野良三 , 辻美隆）
・医療の基本Ⅰ（コミュニケーション／患者−医療人関係））：理学療法学科 1 年生，1 単位 30 時間（大野良三ほか）
・医療の基本Ⅱ（医の倫理，診療の基本）
：理学療法学科 2 年生，1 単位 30 時間（大野良三ほか）
・医学英語：健康医療科学科 1 年生，1 単位 30 時間（大野良三ほか ,）
・ヒトの病気Ⅰ〜Ⅳ：健康医療科学科 2 年生，8 単位 120 時間（大野良三 , 辻美隆ほか）
・ヒトの病気Ⅰ：医用生体工学科 2 年生，2 単位 30 時間（大野良三 , 辻美隆ほか）
・ヒトの病気Ⅱ〜Ⅲ：医用生体工学科 3 年，生 4 単位 60 時間（大野良三 , 辻美隆ほか）
・ヒトの病気Ⅰ〜Ⅵ：理学療法学科 2 年生，12 単位 180 時間（大野良三 , 辻美隆ほか）
・人体の構造と機能 I（健康医療科学科，1 年生，4 単位 60 時間）（江連和久ほか）
・人体の構造と機能 I（機能系実習）
（健康医療科学科，1 年生，1 単位 45 時間）（江連和久ほか）
2-3．達成度
基礎看護学領域：どの科目も学生に提示したシラバスの内容に沿って講義・演習・実習が行われた．学生からは分
かりやすく，少人数の学習もあり理解が進んだとの評価が得られ学習目標は達成できた．基礎看護技術の実技試験項
目を多くし，自己学習を促したことから学生は基礎看護技術を習得できた．基礎看護学実習ⅠとⅡの時期を変更した
が，学生は対象を生活者としてとらえ，健康上の問題により変化した生活行動への援助が実施でき目標は達成した．
成人看護学領域：概論では学生はセルフマネージメントの概念が患者のケアを左右すること，セルフマネージメン
トは看護のもつ自立への援助の基本であることを学べた．方法論Ⅰは乳がん患者の事例で学習を促した．方法論Ⅱは
履修時期が 2 年次後期のため基礎的知識や疾病理解の不足が目立った．方法論Ⅲは臨床的課題を例示し説明ができ
学生は概ね理解できた．方法論Ⅳは，学生は興味をもち演習に臨んだが各講義時間に 2 〜 3 の技術をオムニバスで
演習したため確実な技術を習得するには至らなかった．実習Ⅰは基本的技術を体験でき看護過程を用いた思考も学習
できた．実習Ⅲは健康レベルの急激な変化が生じている成人期の患者および家族の看護について基本的な知識，
技術，
態度を養うことができた．
老年看護学領域：老年看護学概論では資料を活用して授業を進め学生は高齢者の特徴をふまえた援助の必要性を学
習できた．老年看護学活動論では高齢者への個別性のある看護援助を展開する基本的な知識・技術について学習でき
概ね目標は達成できた．老年看護学実習Ⅰでは，学生は老いを生きるということについての理解を深めることができ
た．老年看護学実習Ⅱでは認知症高齢者を受け持ち，必要な看護援助について理解することができた．
小児看護学領域：小児看護学概論では，子どもの成長発達の原則や小児各期の特徴が理解できるように VTR の活
用により学生は理解を深められた．日常生活への援助は，グループワークにて学生間の学びを深めた．活動論では，
事例を用いながら，小児期に多い疾患の特徴的と看護について学べた．学内にて看護過程の展開や小児の基礎看護技
術の演習を行い実習で活用できた．実習初日から子ども達に関わり，看護過程の展開ができていた．
母性看護学領域：母性看護学概論では，生殖の意義，母性と父性の概念，家族の形成，女性のライフサイクル各期
の健康と健康課題，母性衛生に関する統計と関係法規について母性看護学活動論では，母性看護の対象を妊娠･分娩・
産褥期に焦点をあてて，各期における妊産褥婦の身体状況･心理状況を理解し，各期に合わせた具体的援助法につい
て教授し，各期の援助法について演習にて実際にて実技指導を行った．母性看護学実習では，4 箇所の実習施設で実
習を行い，生命誕生の場に立ち会えること，母性看護の特性を理解できることを主たる目標として学生の実習が円滑
に行えるように緻密な実習スケジュールとスケジュール調整を行い，ほぼ全員が何らかの出産の場に立ちえることが
できた．
精神看護学領域：
「精神看護学概論」および「精神看護学活動論」において，VTR 視聴および当事者授業等の工夫
を試みた．
「精神看護学実習」は初めての試みであり，体制的・基盤的整備に力を入れた．いずれも計画通りの達成
度であった．
在宅看護学・地域看護学領域：シラバスに沿って実施できた．活動論ばかりでなく概論においてもできるだけ演習
型の授業を取り入れるように教材を工夫したが，法規や制度は理解しにくい部分なので授業方法の検討の必要があろ
う．
2-4．自己評価と次年度計画
基礎看護学領域：基礎看護技術の習得度を高めるために，今年度は実技試験項目を多くしたことから，学生の自己
学習の機会が増え，技術習得につながったと考えられるため，次年度もこの計画で教育を行いたい．また，学生の学
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習状況から，基礎看護学実習Ⅰ，Ⅱの時期を入れ替えたため実習Ⅱは，3 月下旬まで実習となり進級判定会議の調整，
補習実習が必要な場合，同一年度内に実施できない等の問題が生じた．今後，カリキュラムを検討する必要がある．
成人看護学領域：成人看護学概論では，学生の興味関心には幅があり関心が無い学生層の興味関心を引き出すこと
は次年度の課題で，方法論Ⅰも「POS」と「看護過程」を方法論Ⅰに加えることには無理があり次年度の検討課題で
ある．方法論Ⅱは次年度より 3 学年前期へと移行する必要がある．方法論Ⅲは，臨床実習において即有効化できる知識・
技術を精選しつつ，学生が主体的に判断できるための教授法を検討していく．方法論Ⅳは，演習内容を精選し，臨地
実習につなげていきたい．実習Ⅰは，臨床と連携して，学生の思考が深まるような学習方法を検討し実践していく．
実習Ⅲは学内学習としての講義・演習との関連性を強化するとともに日々の実習行為を問題解決思考と関連付ける工
夫が必要である．
老年看護学領域：老年看護学概論，老年看護学活動論においては虚弱な高齢者の日常生活や高齢期の健康問題につ
いて，より学生の理解が進むような展開を試み，個別性のある看護援助実践につなげられるようにする．老年看護学
実習Ⅰでは多くの学生が学内の疑似体験の経験と比較して要介護高齢者について理解を深めており次年度も同様に展
開する．老年看護学実習Ⅱでは修正した記録用紙を用いて学生の患者理解がより深まるよう展開する．
小児看護学領域：小児看護学概論は視聴覚を取り入れ学生が子どもの成長発達の原則や各発達段階の理解ができる
ように務めた．小児看護の役割については，現代社会の特徴を捉えて考えられるように工夫する．小児看護学活動論
は，事例の活用により学生はイメージしやすく積極的であった．次年度は，事例の精選を行い，看護過程の展開がで
きるように工夫する．小児看護学実習では，
今後も臨床指導者と連携をとり個々人の学習進度に合わせて指導を行う．
母性看護学領域：すべての実習施設の指導者の協力を得て，実習計画は字順調に進められ，学生は母性看護の場で
しか学べない生命誕生について，また産むことの女性のつらさと力を実感として学べていた．講義，演習に関しては，
学生が講義するという主体的学習方法について今後もより効果のあるものとしていくための検討を進めると同時に，
活動論における演習がより実習に結び付けていくための授業の進め方を検討していく．
精神看護学領域：
「精神看護学概論」
，
「精神看護学活動論」，「精神看護学実習」三者の連動を確認する手続きが不
足していたので，次年度に向けては，学内講義・演習と実習における学修の連続性をより意図した授業デザインを組
むとともに，それを評価する体系・基準を整備していきたいと考える
在宅看護学・地域看護学領域：在宅看護学概論は，在宅看護・訪問看護をイメージできない学生もいるため，VTR
を用い，できるだけ事例を用いた講義になるよう工夫した．次年度は，さらに視聴覚教材等を取り入れるように検討
する．在宅看護学活動論は，演習が効果的に行えるよう早期に準備していく．地域看護学概論は，関連する法律や制
度，歴史に関しては単調な講義になりやすく，学習意欲も低くなりがちであった．重要な部分を精選し視聴覚教材等
を作成して，わかりやすい授業を行うよう努力する．地域看護学活動論は，演習が実習とつながるよう計画的に準備
していく．

3．研究
＜専門基礎領域＞
3-1．目的・目標：従来，医学教育における小グループ学習の実践と改善，態度・技能評価の実践と改善を目的に研
究を行ってきた．これを継続するとともに，さらに分野を拡げて，医療人教育においても同様の観点から研究を進め
ていく．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：OSCE の実施に関する研究（大野良三：厚生労働省科学研究費分担研究班）
3-3．研究内容と達成度：研究班（畑尾正彦班長）として advanced OSCE の全国的実施に関する研究を継続している．
大学レベルでのトライアルへの支援を通じて，その効率的運用と評価の妥当性等につき検討した．
3-4．自己評価と次年度計画： これまでに蓄積した情報を整理し，次年度は advanced OSCE の実施マニュアル（仮称）
の作成やこれに関するシンポジウムの開催等を通じて，国家試験への導入の可能性を探っていく．
＜基礎看護学領域＞
3-1．目的・目標：今年度の基礎看護学の研究テーマは，基礎的な援助技術に潜む科学的根拠を明らかにすることや，
学生の技術習得状況，あるいは観察時の思考過程・認知のメカニズム，また患者と看護師との援助関係を明らかにす
ることを目標とした．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①患者の暴言に対する看護師の受け止め方が患者−看護師関係に与える影
響（天野雅美，冨田幸江：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）②基礎看護技術における筋肉内注射の技術
を学生が学習する際に，構造学習法を用いたことによる学習内容の習得状況に関する検討（冨田幸江，浅川和美，筑
後幸恵，雑賀美智子）③波動マッサージ療法による浮腫軽減効果の定量的評価の検討（林静子，吉沢徹，若山俊隆，
奥村高広，平塚陽子，中島春香，永田暢子：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）④メタボリックシンドロー
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ム診断のための腹囲測定法の標準化 - 光 3D 計測装置の開発 -（秦朝子，林静子，吉澤徹，若山俊隆，奥村高広，冨
田幸江，天野雅美，辻美隆：埼玉医科大学学内グラント研究）
3-3．研究内容と達成度：①関東圏内の総合病院に勤務する看護師 131 名に対して，自記式質問紙法を行い，データ
収集・分析を行った．達成度 95％ ②看護学生 95 名に対して，筋肉内注射の学習内容の習得状況について，自記式
質問紙法を行い，データ収集・分析を行なった．達成度 100％ ③光セクショニングを応用した形状測定装置の改良
を行い，測定時間の短縮・撮影精度の向上を図り，測定のプレテストを繰り返し実施した．達成度 70％④計測原理
について検討し，装置開発の準備を進めた．達成度 20％
3-4．自己評価と次年度計画：教員は過密な教育活動にもかかわらず，文部科学研究費や，学内グラント，保健医療
学部プロジェクト研究を含む多くの研究助成に積極的に応募し，基礎看護学領域の研究テーマに取り組む努力をした
と判断される．次年度は研究データ・分析を終えているが未発表の研究は学会発表・論文化を行い，継続している研
究は精度の向上を図りつつ達成度を高めていきたい．
＜成人看護学領域＞
3-1．目的・目標：がん看護 CNS，およびクリティカルケア CNS コース開設に向け研究費の獲得を目指した．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①術後のセクシュアリティーが術前と比較し低い群へのサポート体制の開
発（大野明美，佐々木榮子，辻美隆：安田記念財団「がん研究（看護部門）」研究助成）
3-3．研究内容と達成度：術後のセクシュアリティーが術前と比較し低い群へのサポート体制の開発について，予備
調査の準備を行った．
3-4．自己評価と次年度計画：安田記念財団「がん研究（看護部門）の研究費」より研究費を得，2009 年春にはイ
ンタビュー予備調査を実施予定．
＜老年看護学領域＞
3-1．目的・目標：回想法実施体験者へ個別インタビューを行うことによって回想法実施体験を通じてもたらされた
高齢者ケアへの変化，その変化に関連する要因を明らかにする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：回想法のケアスタッフへの効果

〜回想法実践能力の向上を目指して〜（内

野聖子 , 浅川典子 , 橋本志麻子 , 三好理恵：科学研究費補助金・若手研究（B）（課題研究番号：20791800，研究代表：
内野聖子 , 平成 20 〜 21 年度）
3-3．研究内容と達成度：高齢者福祉施設で勤務し，グループ回想法を 4 回以上実施したことがあるケアスタッフに
個別インタビューを行った．23 人から得られた結果について学会誌への投稿準備中．達成度 70%
3-4．自己評価と次年度計画：本研究結果からグループ回想法の実施体験による高齢者ケア方法や自身のあり方への
変化が把握された．分析を更に進め，回想法実施によってもたらされた高齢者ケアへの変化について明らかにする．
＜小児看護学領域＞
3-1．目的・目標：①障害のある子どもと親のウェルビ−イングが達成できるような支援のための専門職の連携と協
働についてのあり方をアンケートと面接調査から導きだすことを目的に取り組んだ．②難病児とその家族が治療方法
を自ら決定できることを目的とした看護の構築を目指すことを目的とした．③ NICU の看護における親子関係形成の
支援の実態を明かにし，その意味を考察することにより，親子関係形成の支援の思考と技術を明確化する目的で取り
組んだ．④親の就労形態別に親の養育態度と性役割態度が幼児の社会的行動に及ぼす影響を明らかにし，就労形態に
あわせた子育て支援のあり方を明確化する目的で取り組んだ．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①療育に関わる専門職者の連携と協働（佐鹿孝子 , 久保恭子 , 安藤晴美 ,
坂口由紀子他：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）②酵素補充量療法を受けるムコ多糖症児と家族の心理
的・社会的問題と看護の課題（久保恭子）③親子関係形成における NICU 看護師の思考と感情の研究（安藤晴美 , 佐
鹿孝子 , 岡部惠子）④親の養育態度と性役割態度が幼児の社会的行動に及ぼす影響―両親の就労との関係―（坂口由
紀子 , 佐鹿孝子：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
3-3．研究内容と達成度：①療育に関わる専門職にアンケートを実施し，施設内での連携・協働していく上で重要と
考えていることや関係機関との連携・協働の困難さについて教師を対象に調査をした．本学看護学科第 3 号紀要に
第 2 報として投稿予定．達成度 80% ②酵素補充量療法を受けるムコ多糖症児と家族にインタビュー調査を実施し，
その結果のムコ多糖症親の会交流会に報告した．達成度 70% ③追加データを含め，
「親子関係形成に関する実際」
「子
ども虐待に関すること」
「子ども虐待のための予防のための連携に関すること」などが，視点として挙がってきてい
るが，分析の途中段階である．達成度 60% ④県内の保育園 4 か所の年少〜年長児の両親より，親の養育態度・性役
割態度と子どもの社会的行動についてアンケート調査を実施し，208 名から回答を得た．この結果は，第 29 回日本
看護科学学会学術集会にて発表し，本学看護学科第 3 号紀要に投稿予定．達成度：80%
3-4．自己評価と次年度計画：①アンケート結果より，学齢期終了後の関係機関との連携・協働の困難さが実証された．
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次年度は地域作業所へアンケートを実施し，関係機関との連携・協働での困難について教育と社会福祉の専門職の両
方向から検討し，発表を目指す．②研究の結果より，さらに質問紙調査等で調査を継続し，支援の構築を目指す．③
NICU 看護師の親子間形成に関するインタビューの結果より，分析を進め，論文発表を目指す．④次年度は面接調査
を実施し，親が語った子育ての現状を明らかにし，子育て支援の課題について検討し，学会発表と論文公表を目指す．
＜母性看護学領域＞
3-1．目的・目標：可能な限り，実践現場と連携してフィールドを確保し，共同研究をすること，少なくとも看護学
科紀要に論文掲載できることをめざす．平成 19 年度学内グラント研究費助成による調査研究の学術誌掲載をめざす．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①思春期のおけるジェンダー意識と自己受容との関連（岡部惠子 , 大森智美，
久保恭子：埼玉医科大学保健医療学プロジェクト研究）②高校生の性の自己受容度とその要因−男女間の比較−（大
森智美，久保恭子，宍戸路佳，坂口由紀子，安藤晴美，佐鹿孝子，岡部惠子）③思春期の性役割意識と自己満足度の
男女差（大森智美，久保恭子，宍戸路佳，坂口由紀子，安藤晴美，佐鹿孝子，岡部惠子）④妊娠先行型結婚で出産を
経験した女性の心理・社会的特徴（大森智美：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
3-3．研究内容と達成度：①平成 18 年度本学部プロジェクト研究費を得ての子育てに関する研究の結果，及び看護
倫理の教育評価として学生を対象とした「生命存続のための治療に対する看護学生の判断と価値観との関係」の 2 編，
埼玉医科大学看護学科紀要 2（1）に掲載された．②平成 19 年度に引き続き，学内グラント助成の研究の論文作成し，
投稿した．③思春期のおけるジェンダー意識と自己受容との関連のアンケート調査の実施と集計･分析と学会報告を
した．④「思春期の性役割意識と自己満足度の男女差 ｣ 等の学会報告を行った．
3-4．自己評価と次年度計画：ジェンダーに関する研究の次年度に向けての論文掲載をめざすほか，学生に倫理観に
関する調査を継続する．看護実践に関連する研究に取り組むことが目的であるが，そのためのフィールド確保につい
て引き続き具体的に検討･計画していく．
＜精神看護学領域＞
3-1．目的・目標：学内外のグラントより研究資金を得，研究活動を通じて精神保健看護学の発展に寄与することを
目的とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①出産･育児を通じた女性の SOC（首尾一貫感覚）（松下年子 , 岡部惠子 ,
小倉邦子 , 斎藤美保 , 宇賀神恵理 , 松本幸子 , 関博之 , 他：平成 20 年度科学研究費補助金（基盤 C）），②子どもを亡
くした親と家族のグリーフケア・プログラム導入の試み（松下年子 , 岡部惠子 , 佐鹿孝子 , 小倉邦子 , 安藤晴美 , 宇賀
神恵理 , 柳澤隆昭 , 関由美子 , 他：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
3-3．研究内容と達成度：①およそ 300 名の妊産婦を対象とした郵送式質問紙調査を実施中である．SOC（sense of
coherence: 首尾一貫感覚）および QOL，気分感情状態等の尺度をもって，妊産婦の心理社会的側面の評価を縦断的
に継続している．達成度 95% ②国際医療センターに入院中の脳腫瘍患児の母親を対象としたサポートグループをス
タートし，母親の気がかりを把握するとともに，ピアサポート効果を主眼とした精神的ケアの提供を目指している．
達成度 90%．
3-4．自己評価と次年度計画：①の科学研究費補助金研究プロジェクトの予算執行において困難はあったものの（資
金不足）
，研究自体は順調に進んでいる．次年度は，予算計画を慎重に行う予定である．
＜在宅看護学・地域看護学領域＞
3-1．目的・目標： ①地域看護活動や地域看護職のキャリアディベロップメントに関する研究を行い，研究のプロセ
スにおける地域との連携，あるいは研究の成果そのものが地域に貢献することをめざしている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
： ①平成 20 年度日高市健康づくり応援隊事業地域づくり調査（千田みゆき ,
菊池チトセ , 吉岡幸子 , 山路真佐子：日高市受託研究）②市町村保健師のキャリアディベロップメント・プログラム
開発に関する研究（山路真佐子 , 千田みゆき , 菊池チトセ , 渡辺浩美 , 荒川博美：埼玉医科大学保健医療学部プロジェ
クト研究）③地域づくり型自殺対策における自己効力感とソーシャル・キャピタルの意義に関する研究（山路真佐子 ,
本橋豊 , 金子善博：科学研究費補助金基盤研究（C））
3-3．研究内容と達成度：①平成 18 年度保健医療学部プロジェクト研究 Ａ市の母親の子育て支援ニーズに関する調
査は学会発表，埼玉医科大学看護学科紀要 2 巻 1 号に掲載となった．また，研究の結果を踏まえ，子育て支援活動
「子育ておしゃべり広場」に発展させている．達成度 100% ②平成 19 年度保健医療学部プロジェクト研究 市町村保
健師のキャリアディベロップメントに関する研究の結果からキャリアディベロップメントのためのプログラム開発の
必要を感じ，市町村保健師のキャリアディベロップメント・プログラム開発に関する研究（平成 20 年度保健医療学
部プロジェクト研究助成）へと発展させた．達成度 70% ③平成 19 年度日高市健康づくり応援隊事業地域づくり調
査結果を学会発表した．平成 20 年度の地域づくり調査では生活習慣を調査し地区毎の特徴を分析し，市の今後 5 年
間の健康づくり計画の資料として提供すると共に，市民への健康教育に使用するためのパンフレットを作成し実際に
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健康推進員研修会で配布し説明した．達成度 100% ④地域づくり型自殺対策に関する研究では健康教育を実施と実
施後のアンケート調査を行った．
3-4．自己評価と次年度計画： 市の母親の子育て支援ニーズに関する調査と日高市の受託研究は，研究結果をいかし
て地域貢献につなげることができた．次年度は，市町村保健師のキャリアディベロップメントに関する研究は論文投
稿を，市町村保健師のキャリアディベロップメント・プログラム開発に関する研究については学会発表を行いたい．
地域づくり型自殺対策に関する研究ではアンケート調査の分析しグループインタビューを実施する．

4．診療：該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員
平成 20 年度埼玉県がん看護研修検討委員会委員長（佐々木榮子）, 保健師助産師看護師試験委員（千田みゆき）,
東京都板橋区介護認定審査会委員（浅川典子）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
日本看護科学学会学術集会発表論文の査読委員（岡部惠子）, 日本看護研究会査読委員（岡部惠子）, 日本看護医療
学会査読委員（石津みゑ子）, J Physiological Science, Editorial board（江連和久）, 日本リハビリテーション看護学会・
学術誌編集副委員長（佐々木榮子）, 日本小児看護研究学会誌査読委員（佐鹿孝子）, 日本アディクション看護学会編
集委員長（松下年子）, 日本高齢者虐待防止学会査読委員（松下年子）, 日本在宅ケア学会誌査読委員（浅川典子）. 第
39 回日本看護学会 老年看護学 論文選考ワーキンググループ委員（浅川典子）, 日本アディクション看護学会査読委
員（久保恭子）, 日本ウーマンズヘルス学会査読委員（久保恭子）, 日本アディクション看護学会編集委員（小倉邦子）
, 日本救急看護学会査読委員（中島春香）, 日本看護学会−成人看護Ⅰ−論文選考ワーキング委員（中島春香）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
【大学・大学院・その他の非常勤講師等】
慶應義塾大学医学部客員教授（大野良三）, 埼玉県看護協会看護研究研修会講師（石津みゑ子）, 富士宮市立病院看
護部研修会講師（石津みゑ子）, がんプロ主催公開講座シンポジスト（がん看護専門看護師の育成：佐々木榮子）, 公
立大学法人首都大学東京大学院非常勤講師（千田みゆき）, 日高・飯能市保健師業務研究会講師（千田みゆき）, 平成
20 年度全国保健師長会埼玉県支部市町村市部・さいたま市合同研修会講師（千田みゆき）, 日高市立武蔵台小学校健
康講演会講師（千田みゆき）, 埼玉医科大学短期大学専攻科非常勤講師（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子）, 国
際医療福祉大学大学院（松下年子）, 女子栄養大学短期大学部訪問介護員養成研修講師（菊池チトセ）, 茨城県立医療
大学認定看護師教育課程講師（冨田幸江）, 埼玉県立がんセンター研究指導・研究講評（冨田幸江）, 埼玉県実習指導
者講習会講師（冨田幸江）, 埼玉医科大学総合医療センターリーダー研修Ⅰ・Ⅱ講師（冨田幸江）, 茨城県立医療大学
非常勤講師（内野聖子）, 埼玉県立大学社会福祉学科保育コース非常勤講師（久保恭子）, 国立大学法人山梨大学医学
部看護学科非常勤講師（安藤晴美）, 東京都立北療育医療センター院内教育講師（小倉邦子）, 東京都立府中療育セン
ター院内教育講師（小倉邦子）
【学会役員・その他の学会関連】
日本医学教育学会理事（大野良三）, 日本神経学会評議員（大野良三）, 日本神経治療学会評議員（大野良三）, 日
本神経免疫学会評議員（大野良三）, 日本看護研究学会評議員（岡部惠子）, 日本看護医療学会評議員（石津みゑ子）,
日本嚥下医学会理事（江連和久）, 日本生理学会評議員（江連和久）, 日本ケアマネージメント学会理事（佐々木榮子）
, 日本リハビリテーション看護学会理事（佐々木榮子）, リハビリテーション看護認定看護師申請委員会・委員（佐々
木榮子）, 看護科学研究学会研修委員（佐鹿孝子）, 日本アディクション看護学会理事長（松下年子）, 日本高齢者虐
待防止学会理事（松下年子）, 日本性とこころ関連問題学会理事（松下年子）, 日本循環器管理病予防学会評議員（菊
池チトセ）, 日本医学教育学会評議員（辻美隆）, 日本臨床外科学会評議員（辻美隆）, 第 25 回家族研究・家族療法
学会大会事務局長（久保恭子）, 日本生理人類学会評議員（林静子）, 日本集団災害医学会評議員（本山仁美）, 日本
集団災害医学会災害看護委員（本山仁美）, 日本アディクション看護学会理事（小倉邦子）
【その他】
日本高等教育評価機構評価員（大野良三）, 日本私立看護系大学協議会理事（岡部惠子），がんプロフェショナル養
成プランー関東広域多職種がん専門家チーム養成拠点 4 大学（埼玉医科大学，千葉大学，筑波大学）連携がんプロジェ
クト委員会看護系代表委員（佐々木榮子）, 看護系Ｅ− Learning（三大学連携の「がん看護」）教材作成（佐々木榮
子）, 日本子ども総合研究所嘱託研究員（佐鹿孝子）, 平成 20 年度埼玉県委託事業訪問看護・訪問介護の一体型サー
ビス提供モデル事業アドバイザー（千田みゆき）, 平成 20 年度多機能型訪問看護推進事業アドバイザー（埼玉県）
（千
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田みゆき）, 埼玉県認知症懇話会幹事（浅川典子）,NPO 法人高齢社会をよくする女性の会理事（浅川典子）, 財団法
人医療系大学間共用試験実施評価機構 医学系共用試験 CBT 実施小委員会ブラッシュアップ専門部会委員（辻美隆）,
財団法人医療系大学間共用試験実施評価機構 共用試験 OSCE 認定評価者（辻美隆）, 回想法ライフレヴュー研究会役
員（内野聖子）, 語りと回想研究会事務局（内野聖子）, 社団法人埼玉県看護協会第 2 支部理事会教育委員（武田洋子）

6．業績
＜専門基礎領域＞
6-1．論文・学会発表
①大野良三：神経学的診察．臨床実習・臨床研修指導実践マニュアル，p92-103,2008
②大野良三：短時間で神経所見をとる方法．実践的診察技法ガイドー OSCE を越えて , 診断と治療 ,96（4）
：
699-704,2008.
③犬塚裕樹，阿部好文，大橋純司，大野良三ほか：Advanced OSCE トライアル評価データの解析Ⅲ：ステー
ション間の相対的位置関係決定法．シンポジウムⅦ Advanced OSCE の開発，第 40 回日本医学教育学会大会，
2008.7, 東京 .
④有田和恵 , 有田

彰 , 森田孝 , 別所正美 , 大野良三：問題基盤型学習（PBL）における確信度つき自己評価と進級

後の学識点 第 40 回日本医学教育学会大会 ,2008.7, 東京 .
⑤菅野義彦，辻美隆，大野良三ほか：学内ファカルティデベロップメントにおける現況情報提供の効果，第 40 回
日本医学教育学会大会，2008.7, 東京 .
⑥ Y. Tsuji, M. Matsuki, H. Ishida, M. Bessho, R. Hirayama. Undergraduate Education and Evaluation of Clinical Skills
in Japan. 3rd Scientiﬁc Meeting of Japan-Hungarian Surgical Society. 2008.09. Budapest, Hungary，
⑦辻

美隆，大久保雄彦，重川

尚，竹内英樹，三角みその，松浦一生，佐野

弘，中宮紀子，高橋孝郎，藤内伸子 ,

大崎昭彦，佐伯俊昭 . Capecitabine・Trastuzumab 併用療法が長期間奏効している乳癌肝転移の一例 . 第 70 回日
本臨床外科学会総会 . 2008.11, 東京 .
6-2．獲得研究費：
①大野良三：OSCE の実施に関する研究（大野良三：厚生労働省科学研究費分担研究班）
②鈴木正彦，竹原直美，江連和久：急性間歇的低酸素負荷による呼吸活動の長期増強に対するＧＡＢＡ作動系の関
与（平成 20 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費）
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：
第 23 回入学者選抜に関する討議会 ,2008.11, 東京（大野良三：日本医学教育学会入学者選抜小委員会）
＜基礎看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①浅川和美 , 筑後幸恵 , 冨田幸江 , 雑賀美智子 , 内藤理英：筋肉内注射における構造学習法の試み−コンセプトマッ
プを通しての学生の学び− , 日本看護技術学会誌 ,7（2）,22-29,2008.
②岡安史江 , 香田頼子 , 岸塚深雪 , 高橋よね子 , 冨田幸江 : 短期胃管挿入患者に対する看護師の捉えかたと日常生活
ケアの関連 , 第 39 回日本看護学会集録 , 成人看護Ⅰ ,39-41,2009.
③岡安史江 , 香田頼子 , 岸塚深雪 , 高橋よね子 , 冨田幸江：短期胃管挿入患者に対する看護師の捉えかたと日常生活
ケアの関連 , 第 39 回日本看護学会集録 , 成人看護Ⅰ ,2008.10, 愛媛 .
④仙田志津代 , 冨田幸江 , 佐々木美樹 : 実習指導者講習会参加者の実習評価に対するイメージの変化−実習評価を
難しいととらえた講習生からの分析− , 第 28 回日本看護科学学会学術集会 2008.12.
⑤松下年子 , 岡部惠子 , 齋藤啓子 , 及川泰 , 野口久美子 , 斉藤栄子 , 小田部祐恵 , 池田静子 , 吉岡幸子 , 天野雅美 , 内
野聖子 , 安藤晴美 , 大野明美 , 小倉邦子：看護師の就業継続に寄与する因子（関連因子）−埼玉医科大学関連医
療施設の看護師を対象とした質問紙調査より−，埼玉医科大学雑誌，35（1），113 − 119，2008.
⑥山本君子 , 天野雅美 , 入江慎治：看護師が医療事故を起こしたとき上司に望むサポート，看護教育研究学会誌，1
（1）,25 − 44，2008.
⑦安藤晴美 , 松下年子 , 岡部惠子 , 天野雅美 , 内野聖子 , 吉岡幸子 , 大野明美：臨床看護師が業務遂行の中で抱える
問題意識と課題，埼玉医科大学看護学科紀要，2（1），61-66，2009．
⑧林静子：藤崎郁，任和子編，系統看護学講座

専門Ⅰ基礎看護学 [3] 基礎看護技術Ⅱ（共著），第 2 部第 4 章，

第 11 章，第 15 版，医学書院，2009.
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⑨平塚陽子 , 中島春香 , 永田暢子 , 石津みゑ子：新卒看護師が感じる看護基礎教育と看護実践現場とのギャップ , 北
日本看護学会誌 ,11（2）,13-21, 2009．
⑩平塚陽子，中島春香，永田暢子，石津みゑ子：新卒看護師が感じる看護基礎教育と看護実践現場とのギャップの
背景 , 第 28 回日本看護科学学会学術集会 ,2008.12, 福岡 .
6-2．獲得研究費
①石津みゑ子（分担）
：感染予防隔離時の看護倫理的意思決定および実践への教育プログラム作成（文科省科学研
究費 ,100 万円）
②天野雅美，冨田幸江：患者の暴言に対する看護師の受止め方が患者−看護師関係に及ぼす影響（平成 20 年度埼
玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 , 40 万円）
③林静子：病床環境観察時の視覚情報・思考過程からみた認知メカニズムの解析 （文科省科学研究費 ,240 万円）
④林静子，吉沢徹，若山俊隆，奥村高広，平塚陽子，中島春香，永田暢子：波動マッサージ療法による浮腫軽減効
果の定量的評価の検討

−光セクショニングを応用した形状測定装置を用いて−（平成 20 年度埼玉医科大学保

健医療学部プロジェクト研究費 ,27 万円）
⑤永田暢子：急性白血病患者の希望を支える看護師のかかわり方 （文科省科学研究費 ,100 万円）
⑥中島春香：電子カルテにおける呼吸・循環系の情報・アセスメントの記載に関する研究（文科省科学研究費 ,170
万円）
⑦秦朝子 , 林静子 , 吉澤徹 , 若山俊隆 , 奥村高広 , 冨田幸江 , 天野雅美 , 辻美隆：メタボリックシンドローム診断のた
めの腹囲測定法の標準化 - 光 3D 計測装置に開発 -（平成 20 年度埼玉医科大学

学内グラント研究費 ,50 万円）

6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし
＜成人看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①佐々木榮子・落合芙美子・堀房子・他 6 名：リハビリテーション看護認定看護師申請に向けたニーズ調査，日
本リハビリテーション看護学会，2008. 神奈川県
②佐々木榮子・稲垣美智子：
「がんでうつ状態におちいった患者の看護」介入モデル試案，第 21 回日本サイコオ
ンコロジー学会 .2008. 東京都 .
③本山仁美：腹部のアセスメント，山勢博彰（編）；やりなおしのフィジカルアセスメント，ナースビーンズ
smart nurse10，2008 年秋季増刊，MC メディカ出版，40-59．86-93．
④本谷久美子：看護実践能力の基礎的研究（第 1 報）−勝田の「能力」の概念を分析し

て−，日本看護学教育

学会学術集会，2008. 茨城県 .
⑤本谷久美子 , 藤村朗子 , 大野明美，他 4 名：新人看護師における看護実践能力の習得率の推移−厚生労働省のあ
り方検討会に基づいた分析− , 日本看護学会 看護管理，2008．熊本 .
⑥本谷久美子 , 藤村朗子 , 大野明美：新人看護師の技術習得に関する研究（第 2 報）−新人看護師が看護基礎教育
に求める技術教育−，日本看護科学学会，2008．福岡県 .
⑦藤村朗子 , 本谷久美子 , 大野明美 , 他 5 名：入職時における新人看護師の看護技術習得状況実態調査 , 第 38 回日
本看護学会論文集看護管理 ,276-278,2008.
⑧渡辺孝子 , 藤村朗子 , 斉藤啓子他 1 名：大学病院における若手看護師対象の看護実践能力育成のための現任教育
プログラムの開発 , 埼玉医科大学雑誌 ,35（1）62-68,2008.
⑨田中 瞳：末期がん患者を受け持った看護学生の体験と学び―実習指導教員の思いと願い―，第 5 回埼玉サイコ
オンコロジー研究会，2009 年 2 月 . 埼玉県 .
⑩大野明美：造血幹細胞移植後女性に関するホルモン補充療法を受けている者といない者との比較 , 日本看護学会
論文集

成人看護 II, 39 号 , 119-121, 2009.

6-2．獲得研究費
①大野明美 , 佐々木榮子：術後のセクシュアリティーが術前と比較し低い群へのサポート体制の開発（平成 20 年
度安田記念財団「がん研究」50 万円）
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績： 該当なし
＜老年看護学領域＞
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6-1．論文・学会発表
①浅川典子：介護老人福祉施設のケアに対する家族の要望とその提示プロセス

−在宅介護を担ってきた介護者と

しての視点から− , 埼玉医科大学看護学科紀要 2（1）, 19-26,2008.
②三好理恵 , 千田みゆき , 岡部惠子 , 佐鹿孝子 , 浅川典子 , 大森智美 , 吉岡幸子 , 藤晴美 , 坂口由紀子：本学看護学科
における地域貢献のあり方に関する研究 -A 市の母親の子育て支援のニーズに関する調査を通して -，埼玉医科大
学看護学科紀要，2（1）
，35-42，2008.
③松下年子 , 岡部惠子 , 齋藤啓子 , 及川泰 , 野口久美子 , 斉藤栄子 , 小田部祐恵 , 池田静子 , 吉岡幸子 , 天野雅美 , 内
野聖子 , 安藤晴美 , 大野明美 , 小倉邦子：看護師の就業勤続に寄与する因子（関連因子）−埼玉医科大学関連医
療施設の看護師を対象とした質問紙調査より−，埼玉医科大学雑誌 ,35（1），133-139，2008/
④浅川典子：褥瘡の処置，
酸素療法，
排尿用留置カテーテルの管理 , 糸川嘉則総編集：看護・介護・福祉の百科事典 ,
朝倉書店 , 422-423,2008.
⑤青沼和隆 , 青柳傑 , 赤座実穂 , 内野聖子他 : 病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程＋病態関連図（脳血管性
認知症・アルツハイマー病）, 医学書院 , 1224-1241, 2008.
⑥浅川典子 , 今泉たまき , 橋本志麻子 , 三好理恵 , 内野聖子：一人暮らし認知症高齢者に対するケアマネジャーの支
援に関する研究

−在宅生活継続の限界についての認識と対応− , 第 13 回日本在宅ケア学会学術集会講演集 ,

86,2009.3.
⑦浅川典子 , 橋本志麻子 , 三好理恵 , 内野聖子：認知症高齢者に対するケアマネジャーの在宅生活支援に関連する
研究の動向：第 28 回日本看護科学学会学術集会講演集 ,410,2008.12.
⑧内野聖子，浅川典子，橋本志麻子，三好理恵：回想法参加後のケアスタッフの変化

〜回想法を継続的に実施し

ているケアスタッフへのインタビューから〜，第 13 回日本老年看護学会抄録集，246，2008.11.
⑨内野聖子，浅川典子，橋本志麻子，三好理恵：ケアスタッフへのインタビュー結果から得られた回想法の継続的
実施を可能にする条件，第 28 回日本看護科学学会講演集，315，2008.12.
⑩三好理恵，千田みゆき，岡部惠子，佐鹿孝子，浅川典子，大森智美，吉岡幸子，安藤晴美，坂口由紀子：A 市の
母親の子育て支援のニーズに関する調査（その 1）育児をめぐる困りごとの状況，第 28 回日本看護科学学会学
術集会講演集，533，2008.12.
6-2．獲得研究費
①内野聖子：回想法のケアスタッフへの効果

〜回想法実践能力の向上を目指して〜 ,（日本学術振興会・科学研

究費補助金，若手研究（B）
）
②浅川典子（分担）
：, 民営化・市場原理導入による公的対人サービス領域の構造的変化と非営利サービス組織 ,（日
本学術振興会・科学研究費補助金 , 基盤研究（B））
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績： 該当なし
＜小児看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①佐鹿孝子 , 久保恭子 , 生田目照彦他：親が障害のあるわが子の死を受容する過程― 2 事例のグラウンデット・セ
オリ・アブローチの分析から―，埼玉医科大学看護学科紀要 2（1），27-34，2009．3.
②岡部惠子，佐鹿孝子，大森智美，久保恭子，安藤晴美，坂口由紀子，宍戸路佳：高等学校における性教育の現状
と課題−大学 1 年次生の認識調査をもとにして−，埼玉医科大学雑誌，35（1），69-73，2008.12.
③久保恭子 , 田崎知恵子：ムコ多糖症児の身体的な特徴の明確化 , 日本母性衛生学会誌 49（2）295-302,2008,7.
④久保恭子

及川裕子：わが国における祖母の育児支援−祖母性と祖母力− , 日本母性衛生学会誌 49（2）

303-311,2008，7 月
⑤久保恭子

田崎知恵子：ムコ多糖症児の養育者の精神健康状態と関連要因 , 小児保健研究 67（6）,878-884,2008，

11 月
⑥安藤晴美，松下年子，岡部惠子，天野雅美，内野聖子，吉岡幸子，大野明美：臨床看護師が業務遂行の中で抱え
る問題意識と課題，埼玉医科大学看護学科紀要，2（1），61-66，2009.3.
⑦三好理恵，岡部惠子，千田みゆき，佐鹿孝子，浅川典子，大森智美，吉岡幸子，安藤晴美，坂口由紀子：本学看
護学科における地域貢献のあり方に関する研究，埼玉医科大学看護学科紀要，2（1），35-42，2009.3.
⑧佐鹿孝子，生田目昭彦，箱石文恵，久保恭子，安藤晴美，坂口由紀子：親が障害のあるわが子の死を受容する過
程に関する研究：第 34 回 日本重症心身障害学会学術集会，2008.9, 埼玉 .
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⑨佐鹿孝子，久保恭子，安藤晴美，坂口由紀子，北村由紀子，田崎恭子，一瀬早百合，赤松淑子，平山宗宏：療育
に関わる専門職の協働に関する研究（第 2 報）−保健・福祉の専門職の調査から−：第 55 回 日本小児保健学
会学術集会，2008.9, 札幌 .
⑩久保恭子 , 田崎知恵子：To identify nursing issues and psychosocial problems experienced by parents of children
with mucopolysaccharidosis in Japan in order to improve the quality of life of the parents. 第 28 回 ICM，
2008.6.
6-2．獲得研究費
①安藤晴美，佐鹿孝子，久保恭子，坂口由紀子他：療育に関わる専門職の協働に関する研究（継続）―教育の専門
職に焦点をあてて―（平成 20 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 ,25,9 万円）
②久保恭子：酵素補充療法を受けるムコ多糖症児と家族の心理的･社会的問題と看護の課題（平成 20 年度埼玉医科
大学保健医療学部プロジェクト研究費 ,20 万円）
③坂口由紀子，佐鹿孝子：親の養育態度と性役割態度が幼児の社会的行動に及ぼす影響―両親の就労との関係―」
（平成 20 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 ,20 万円）
④久保恭子（分担）
：子育て家族システムの特徴と育児支援相談プログラムの開発（科学研究費補助金，基盤研究
（B）
，
「課題番号 16300229」 研究代表

田村毅）

⑤久保恭子（分担）
：三宅島噴火災害，被災家族におけるメンタルヘルスと子どもの成長発達（科学研究費補助金，
基盤研究（B）
，
「課題番号 18390575」 研究代表

及川裕子）

6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，
研究会，
セミナー等の開催実績：2008 年 10 月〜

子育ておしゃべり広場（岡部惠子 , 佐鹿孝子 , 千田みゆき ,

大森智美 , 久保恭子 , 山路真佐子 , 吉岡幸子 , 安藤晴美 , 坂口由紀子）
＜母性看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①松下年子，岡部惠子：看護学教育のこれからー看護学教育の歴史を振り返ってー，埼玉医科大学看護学科紀要 ,2
（1）,1-9,2009.
②三好理恵，岡部惠子，千田みゆき，佐鹿孝子，浅川典子，大森智美，吉岡幸子，安藤晴美，坂口由紀子：本学看
護学科における地域貢献のあり方に関する研究― A 市の母親の子育て支援のニーズに関する調査を通してー
埼玉医科大学看護学科紀要

2（1） 35-42

2009

③宍戸路佳，岡部惠子：生命存続のための治療に対する看護学生の判断と価値観との関係，埼玉医科大学看護学科
紀要，2（1）
，43-51，2009.3
④安藤晴美，松下年子，岡部惠子，天野雅美，内野聖子，吉岡幸子，大野明美：臨床看護師が業務遂行の中で抱え
る問題意識と課題，埼玉医科大学看護学科紀要，2（1），61-66，2009.3.
⑤松下年子 , 岡部惠子 , 斉藤啓子 , 及川泰 , 野口久美子 , 小田部裕恵 , 池田静子 , 吉岡幸子 , 天野雅美 , 内野聖子 , 安
藤晴美 , 大野明美 , 小倉邦子：看護師の就業に寄与する因子（関連因子）−埼玉医科大学関連施設の看護師を対
象とした質問紙調査よりー

埼玉医科大学雑誌 ,35（1）,2008.12.

⑥大森智美，久保恭子，宍戸路佳，坂口由紀子，安藤晴美，佐鹿孝子，岡部惠子：高校生の性の自己受容度とその
要因−男女間の比較−，第 49 回母性衛生学会学術集会，2008.11, 千葉県 .
⑦大森智美，久保恭子，宍戸路佳，坂口由紀子，安藤晴美，佐鹿孝子，岡部惠子：思春期の性役割意識と自己満足
度の男女差，第 55 回日本小児保健学会（札幌），2008.9.
6-2．獲得研究費
①岡部惠子 , 大森智美，久保恭子：思春期のおけるジェンダー意識と自己受容との関連（平成 20 年度埼玉医科大
学保健医療学プロジェクト研究）
②大森智美：妊娠先行型結婚で出産を経験した女性の心理・社会的特徴（平成 20 年度埼玉医科大学保健医療学部
プロジェクト研究）
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，
研究会，
セミナー等の開催実績：2008 年 10 月〜

子育ておしゃべり広場（岡部惠子 , 佐鹿孝子 , 千田みゆき ,

大森智美 , 久保恭子 , 山路真佐子 , 吉岡幸子 , 安藤晴美 , 坂口由紀子）
＜精神看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
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①松下年子： 調査研究の実際

アディクション問題に関する文献と調査研究 . 実践 精神科看護テキスト 14 薬物・

アルコール依存症看護 p212-226, 精神看護出版 , 2008.
②松下年子 :：予防，療養，QOL に関する問題 「サバイバー，家族がんや妊孕性に関する問題を知る」, 精神腫瘍
学

クイックリファレンス（内富庸介，小川朝生編）財団法人医療研修推進財団 p301-307, 2009.

③小倉邦子：看護職とアディクション . 宮本真己，安田美彌子編 アディクション看護 , 医学書院 , ｐ 279-287,
2008.
④松下年子 , 岡部恵子 , 齋藤啓子 , 及川泰 , 野口久美子 , 斉藤栄子 , 小田部祐恵 , 池田静子 , 吉岡幸子 , 天野雅美 , 内
野聖子 , 安藤晴美 , 大野明美 , 小倉邦子：看護師の就業継続に寄与する因子（関連因子）- 埼玉医科大学関連医療
施設の看護師を対象とした質問紙調査より -. 埼玉医科大学雑誌 ,35（1）,113-119, 2008.
⑤松下年子 , 岡部惠子：看護学教育のこれから−看護学教育の歴史を振り返って− . 埼玉医科大学看護学科紀要 ,2
（1）,1-9, 2009.
⑥松下年子，小倉邦子，本谷久美子，辻美隆，神坂登世子，小林一裕，辻脇邦彦，本山二三，藤原誠 : 臨床看護師
のストレス−アンケート調査の自由記載の結果分析より− . 埼玉医科大学看護学科紀要 ,2（1）,53-59, 2009.
⑦松下年子 , 小林未果 , 松島英介 , 森尾友宏 , 水谷修紀 , 角田由美子 , 有江典子：長期入院治療を要する悪性疾患の
子どもを抱えた母親の心理と QOL. 埼玉医科大学看護学科紀要 2（1）,11-17, 2009.
⑧岩沢純子 , 吉岡幸子 , 松下年子 , 岸恵美子 , 平田有子：高齢者虐待防止法施行後の介護老人福祉施設のスタッフの
認識 - 防止法 1 年度のアンケート調査より（第 1 報）日本高齢者虐待防止研究 ,l.5（1）,120-129, 2009.
⑨光本いづみ , 松下年子 , 大浦ゆう子：訪問看護師の仕事負担感や就業継続意思と業務特性との関連 . 産業医科大
学雑誌（J UOEH）,30（2）,185-196, 2008.
⑩小倉邦子 , 松下年子 , 藤村朗子 , 齋藤啓子 , 及川泰：精神科看護師の終末期看護に関する意識調査 . 日本看護学会
論文集 : 精神看護 ,39,32-34, 2009.
6-2．獲得研究費
①松下年子：出産･育児を通じた女性の SOC（首尾一貫感覚）（文部科学省科学研究費）
②松下年子：子どもを亡くした親と家族のグリーフケア・プログラム導入の試み（平成 20 年度埼玉医科大学学内
グラント研究）
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：

該当なし

＜在宅看護学・地域看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①千田みゆき：在宅脳卒中障害者の生きる意欲を再生する体験，Ｖ 2 ソリューション星雲社，2008.
②山路真佐子 , 千田みゆき , 菊池チトセ , 吉岡幸子：平成 19 年度プロジェクト研究報告書

市町村保健師のキャリ

アディベロップメントに関する研究 ,2008.
③三好理恵 , 岡部惠子 , 千田みゆき , 佐鹿孝子 , 浅川典子 , 大森智美 , 吉岡幸子 , 安藤晴美 , 坂口由紀子：本学看護学
科における地域貢献のあり方に関する研究，年度埼玉医科大学看護学科紀要 ,2（1），35-42，2009.3.
④千田みゆき , 菊池チトセ , 吉岡幸子 , 山路真佐子：平成 20 年度日高市健康づくり応援隊事業地域健康づくり調査
報告書 ,2009.
⑤菊池チトセ , 田中美佐子 , 市原千里 , 藤川あや , 中沢尚恵：埼玉医科大学短期大学専攻科地域看護学専攻修了生の
動向と保健師教育の検討 , 埼玉医科大学短期大学紀 , 19.91-102,2008.
⑥菊池チトセ , 田中美佐子 , 市原千里 , 藤川あや , 中沢尚恵 : 地実習（保健所・市町村）における満足度等の学生の
気持ちと到達目標の自己評価に関する調査 , 埼玉医科大学短期大学紀要 , 19,79-89,2008.
⑦ Sachiko Minamizono, Yutaka Motohashi, Masako Yamaji, Yoshihiro Kanako; Attitude towards those bereaved by
suicide: a population-based, cross-sectional study in rural Japan，BMC Public Health 8,334,2008.
⑧ Masako Yamaji, Yutaka Motohashi, Yoshihiro Kanako;

Sosio-Demographic Factors Inﬂuencing Views on Suicide,

Akita Journal of Medicine 12（1）,141-146,2008.
⑨菊池チトセ , 千田みゆき , 吉岡幸子 , 山路真佐子：H 市健康習慣に関する実態調査，第 67 回日本公衆衛生学会総
会 ,2008.11. 福岡 .
⑩ 山路真佐子 , 藤田幸司 , 金子善博 , 本橋豊 ; 地域住民のセルフ・エフィカシーと性別，年齢，心のストレス度と
の関連 , 第 67 回日本公衆衛生学会 , 2008.11. 福岡市 .
6-2．獲得研究費
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①山師真佐子：地域づくり型自殺対策における自己効力感とソーシャル・キャピタルの意義に関する研究（科学研
究費補助金 , 基盤研究（C）, 研究代表者

山路真佐子）

② . 山路真佐子 , 千田みゆき , 菊池チトセ , 渡辺浩美 , 荒川博美：市町村保健師のキャリアディベロップメント・プ
ログラム開発に関する研究」
（平成 20 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
③千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子 , 吉岡幸子：平成 20 年度日高市健康づくり応援隊事業地域づくり調査（日
高市受託研究）
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：
① 2008 年 10 月〜

子育ておしゃべり広場（岡部惠子 , 佐鹿孝子 , 千田みゆき , 大森智美 , 久保恭子 , 山路真佐子 ,

吉岡幸子 , 安藤晴美 , 坂口由紀子）
② 2009 年 3 月

第 1 回飯能市・日高市保健師研修会「地域診断−地域のデータを活かす−」（千田みゆき , 山路

真佐子 , 菊池チトセ , 吉岡幸子 , 渡辺浩美 , 荒川博美）

7．自己点検・評価
本年度は，予定された教員が地域看護学の助手 3 名を除きほぼ全員が就任し，総勢 39 人で活動が開始された．1
回生は，地域看護学を除くすべての看護学の授業が前期に終了し，後期には「領域別看護学実習」が開始された．領
域別看護学実習は，保健師助産師看護師法により指定規則に則り，全領域の実習，合計 23 単位（1,035 時間）が 4
年次の前期までを通して行われる授業である．
領域別実習に当たっては指定された必修科目の単位を認定資格を有することが要件であり，82 名に対して，これ
ら要件を満たしていることを認める「領域別実習要件認定式」が，理事長・学長の臨席を得て，厳粛にとり行われた．
多くの保護者の参加もあった．また，実習を円滑かつ効果的に行えるために，実習施設への実習説明会も実施し，看
護師を教育するという共通目標にむけて連携の意思と方向付けの共有にも努めた年であった．また，初めて 3 年次
編入生を受け入れた年であり，看護体験を有する学生が，自己の体験を有意義に活かしつつ確かな積み重ねができる
ことを意図して，あらたに教育のあり方について考える年度でもあった．
前年度に引き続き，学務委員会が主催する公開講座の看護学科担当分を，埼玉県下の看護職約 100 名の参加を得て，
メインテーマを「看護理論と実践の統合」として実施した．また，開設年度より実施している看護学科の FD も，
「看
護学臨地実習における指導･評価とその活動」とテーマして実施した．初年度および 2 年目は，基調講演を外部講師
に依頼したが，FD 実施の評価から学科内の教員を講師にして実施することとなり，主として実習の指導を担当する
助手･助教，講師に，問題提起を含めて講義を依頼し，それをもとにグループでディスカッションした．その評価と
しては，講義内容が具体的であり，活発な意見交換の糸口が提供され，看護の奥深さを考えるとともに，看護教育の
根底の問題点にまでおよぶよい学習の機会となった．
教員が自信と責任をもって教育活動を行っていくには，開始された学生評価を教員が真摯に受けとめ，それをもと
に自己評価を正しくし，組織として，教員個々人としての両視点をもって今後の教育力向上に向けて切磋琢磨しつつ，
互いに学びあう職場環境を維持していくことも次年度の課題としたい．また，看護研究能力向上のために，次年度は
具体的な活動を開始する予定である．
看護学実習が，全学生が 1 名の離脱もなく，しかも，実習の価値，実習の重要性を認識してすすめられていることに，
あらためて実習施設の協力に対し，感謝したい．
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2．健康医療科学科
1．構成員
和合治久（WAGO, Haruhisa）
：学科長，教授：免疫学，臨床免疫学，輸血移植学
間瀬年康（MASE, Toshiyasu）
：教授：化学，有機化学
奥崎政美（OKUZAKI, Masami）
：教授：食品学，食品分析学
有田

彰（ARITA, Akira）
：教授：医用工学概論，情報科学，臨床生理学Ⅰ

北村邦男（KITAMURA, Kunio）
：教授：人体の構造と機能Ⅰ（生理学），臨床生理学Ⅱ
市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）
：教授：独文学（ワイマル時代のドイツ文学・コンピュータを利用したドイツ語教育）
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：教授（医学部薬理学兼担）：薬理学，医薬品安全性学
小山岩雄（KOYAMA, Iwao）
：教授：基礎臨床化学，臨床化学，栄養学，栄養学実習
村田栄子（MURATA, Eiko）
：教授：形態学（解剖学），消化管の組織化学
長谷川正博（HASEGAWA, Masahiro）
：准教授：人体の構造と機能Ⅱ，検査機器総論
渡辺宏志（WATANABE, Hiroshi）
：准教授：病理学
野寺

誠（NODERA, Makoto）
：准教授：公衆衛生学

佐藤正夫（SATOH, Masao）
：准教授：微生物学，医動物学
小峰伸一（KOMINE, Shinichi）
：講師：臨床検査学，検査管理学
間山

伸（MAYAMA, Shin）
：講師：イギリス文学

内田康子（UCHIDA, Yasuko）
：助教
木村美智代（KIMURA, Michiyo）
：助教
周東真代（SHUTO, Masayo）
：助教
高橋里河（TAKAHASHI, Satoka）
：助教
塚越由香（TSUKAGOSHI, Yuka）
：助教
竹原直美（TAKEHARA, Naomi）
：助手
永木由佳（EIKI, Yuka）
：助手
山田久美子（YAMADA, Kumiko）
：助手

2．教育
2-1．目的・目標
健康医療科学科は，高い倫理観と人を思いやる豊かな人間性をもち，確かな医学知識と医療技術を修得して質の高
い臨床検査技師を養成する使命と，働く場の衛生，環境保全あるいは食の安全などに関する幅広い知識と技術を修得
して，卒業後は保健衛生活動を実践する行動力を備えた第 1 種衛生管理者あるいは食品衛生管理者・監視員を養成
する使命の 2 つを担って設置された．さらに，病院における診療情報の管理と統括業務が実行できる診療情報管理
士の養成も目標の一つに掲げている．
平成 20 年度は当学科設立 3 年目に当たり，こうした使命を達成するために，科学的思考の基盤となる自然科学系
科目（数学，統計学，物理学，化学，生物学）と人間と生活の理解につながる人文・社会科学系科目（倫理学，哲学，
文学，心理学，人間発達学，社会学，社会福祉論，法学，スポーツ科学）および外国語系科目（英語，医学英語，ド
イツ語，原書講読Ⅰ）を必修あるいは選択科目として配置して，基礎分野の各領域を偏りなく学習してもらうことを
目標にした．外国語については，英語圏以外の文化や言葉に接することで視野を拡げることを目標に掲げた．また，
人体の構造と機能ⅠとⅡを開講して，人間の解剖学，生理学あるいは生化学などについて学び，人体の正常な機能と
構造の理解を深めた．一方，専門基礎科目系科目（医療の基本ⅠとⅡ，病理学，微生物学，血液学，免疫学，薬理学，
医用工学，情報科学，医動物学）を開講し，臨床検査学分野の基礎的知識と技術を身につけるとともに，臨床検査系
科目として，臨床病理総論，臨床検査総論，基礎臨床化学，臨床生理学Ⅰ，検査機器総論に加え，新たに病理組織細
胞検査学，臨床血液学，臨床化学，放射性同位元素検査学，臨床微生物学，臨床免疫学，輸血移植学，遺伝子検査学，
臨床生理学Ⅱ・Ⅲ，検査管理学，検体採取処理技術などを開講して，幅広く充実した臨床検査教育を行うことを目標
にした．さらに，化学系科目（無機化学，有機化学，分析化学，放射線化学）や保健系科目（疫学，保健栄養学，保
健社会学，環境保健学）あるいは環境食品系科目（食品学，食品分析学，食品加工学，食品衛生学，栄養学，高分子
化学，環境化学，環境生物学，環境汚染物質分析学，労働衛生法規Ⅰ・Ⅱなど）を開講した．さらに，診療情報系科
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目（医療管理論，診療情報管理論，医療情報学，疾病分類法）を開講して，当学科で得られる各種の資格取得に対応
できる必要な教育を行うことを大きな目標とした．
2-2．教育内容（担当者）
【当学科講義】
免疫学・20 時間（和合）
，原書講読Ⅰ・60 時間（和合），臨床免疫学・22 時間（和合），輸血移植学・18 時間（和
合）
，環境生物学・30 時間（和合）
，化学・26 時間（間瀬），有機化学・26 時間（間瀬），高分子化学・28 時間（間
瀬）
，食品学・28 時間（奥崎）
，食品分析学・28 時間（奥崎），健康食品総論・14 時間，情報科学・30 時間（有田）
，
医用工学概論・28 時間（有田）
，臨床生理学Ⅰ・4 時間（有田），検査情報処理科学・28 時間（有田），人体の構造
と機能Ⅰ・22 時間（北村）
，臨床生理学Ⅱ・4 時間（北村），ドイツ語・30 時間（市岡），薬理学・30 時間（鈴木）
，
臨床化学・30 時間（小山）
，基礎臨床化学・2 時間（小山），栄養学・30 時間（小山），人体の構造と機能Ⅰ・48 時
間（村田）
，人体の構造と機能Ⅱ・30 時間（長谷川），検査機器総論・24 時間（長谷川），病理学・30 時間（渡辺）
，
臨床病理学総論・30 時間（渡辺）
，病理組織細胞検査学・30 時間（渡辺），環境保健学・30 時間（野寺），保健社会学・
30 時間（野寺）
，環境化学・24 時間（野寺）
，医動物学・30 時間（佐藤），微生物学・30 時間（佐藤），臨床微生物
学・30 時間（佐藤）
，食品衛生学・30 時間（佐藤），臨床検査総論・30 時間（小峰），検査管理学・30 時間（小峰）
，
検体採取処理技術・22 時間（小峰）
，英語Ⅰ・28 時間（間山），英語Ⅱ・26 時間（間山），医学英語・30 時間（間山）
，
英会話・26 時間（間山）
，臨床免疫学・8 時間（木村），輸血移植学・8 時間（木村），検体採取処理技術・6 時間（木
村）
，検査機器総論・4 時間（木村）
，検体採取処理技術・2 時間（周東），基礎臨床化学・20 時間（高橋），免疫学・
6 時間（塚越）
，環境化学・6 時間（塚越）
【当学科実習等】
臨床免疫学実習・50 時間（和合，木村）
，輸血移植学実習・46 時間（和合，木村），化学実験・74 時間（間瀬，山田）
，
有機化学実験・38 時間（間瀬，山田）
，食品分析学実習・42 時間（奥崎，塚越），情報科学実習・44 時間（有田，竹原，
内田）
，医用工学実習・84 時間（有田，竹原）
，臨床生理学Ⅰ実習・90 時間（有田，内田），臨床生理学Ⅱ , Ⅲ実習・
94 時間（内田，
有田）
，
人体の構造と機能Ⅰ実習（機能系実習）
・90 時間（北村，内田），基礎臨床化学実習・84 時間（小山・
高橋）
，臨床化学実習・84 時間（小山・高橋）
，人体の構造と機能Ⅰ実習（構造系実習）・90 時間（村田，永木）
，人
体の構造と機能Ⅱ実習（生化学実習）･ 84 時間（長谷川，高橋），栄養学実習・42 時間（長谷川，塚越），病理組織
細胞検査学実習・84 時間（渡辺，周東）
，環境化学実習・45 時間（野寺，塚越），医動物学実習・84 時間（佐藤，周東）
，
臨床微生物学実習・120 時間（佐藤，木村，塚越），臨床検査総論実習・86 時間（小峰，永木），生物学実験・84 時
間（木村）
，臨床血液学実習・84 時間（周東，小峰），無機化学実習・38 時間（山田），分析化学実習・42 時間（山田）
【他学科講義・実習等】
免疫学（看護学科）
・16 時間（和合）
，
食物・栄養学（看護学科）
・28 時間（奥崎），栄養学（理学療法学科）
・14 時間（奥崎）
，
情報リテラシー（看護学科）
・28 時間（有田，竹原），情報科学演習（理学療法学科）・28 時間（有田，竹原）
，人体
の構造と機能実習（機能系実習）
（理学療法学科）・50 時間（有田，内田），人体の構造と機能Ⅰ（看護学科）
・22 時
間（北村）
，人体の構造と機能Ⅱ（看護学科）
・30 時間（北村），人体の構造と機能Ⅲ（看護学科）・30 時間（北村）
，
ドイツ語（看護学科）
・24 時間（市岡）
，ドイツ語（医用生体工学科）
・56 時間（市岡），ドイツ語（理学療法学科）
・
30 時間（市岡）
，薬理学（看護学科）
・30 時間（鈴木），薬理学（医用生体工学科）
・16 時間（鈴木），ヒトの病気Ⅳ（理
学療法学科）
・8 時間（鈴木）
，人体の構造と機能Ⅰ , Ⅱ , Ⅲ（看護学科）・90 時間（村田），人体の構造と機能Ⅰ , Ⅱ
（医用生体工学科）
・28 時間（村田）
，生化学（看護学科）・14 時間（長谷川），疾病の成り立ちⅠ（看護学科）
・6 時
間（渡辺）
，疾病の成り立ちⅠ（理学療法学科）・6 時間（渡辺），公衆衛生学（看護学科）・30 時間（野寺），公衆衛
生学（医用生体工学科）
・30 時間（野寺）
，公衆衛生学（理学療法学科）
・30 時間（野寺），病原微生物学（看護学科）
･病理・微生物学演習（理学療法学科）
（合同）
・30 時間（佐藤），英語Ⅰ（看護学科）・28 時間（間山），英語Ⅰ（医
用生体工学科）
・26 時間（間山）
，英語Ⅱ（看護学科）
・26 時間（間山），英語Ⅱ（医用生体工学科）
・30 時間（間山）
，
英語Ⅲ（看護学科）
・30 時間（間山）
，英語Ⅲ（医用生体工学科）・26 時間（間山），人体の構造と機能Ⅱ演習（理学
療法学科）
・4 時間（内田）
【本学医学部および法人関連学校の講義・実習等】
情報科学（本学短期大学）
・54 時間（有田）
，病気の基礎：薬理学（医学部）
・2 時間（鈴木），薬理学実習（医学部）
・
30 時間（鈴木）
，ヒトの病気 2：神経（医学部）
・4 時間（鈴木），生化学（本学医学部）
・4 時間（小山），栄養学（本
学短期大学看護学科）
・4 時間（小山）
，生化学（本学短期大学看護学科）・30 時間（小山），薬理学（本学短期大学
看護学科）
・44 時間（小山）
，薬理学（本学短期大学看護学科）・22 時間，生化学（毛呂病院看護専門学校）
・20 時
間（長谷川）
，ヒトの病気 1：循環器（医学部）
・2 時間（渡辺），呼吸器（医学部）
・2 時間（野寺），地域社会と健康（医
学部）
・2 時間（野寺）
，公衆衛生学・特別講義（総合医療センター看護専門学校）・8 時間（野寺），生化学（毛呂病
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院看護専門学校）
・28 時間（高橋）
，生理学（本学短期大学）
・4 時間（内田），情報科学（本学短期大学）
・20 時間（内
田）
，情報科学（本学短期大学）
・32 時間（竹原），公衆衛生学（総合医療センター看護専門学校）・15 時間（永木）
【他大学等の講義・実習】
免疫生物学（首都大学東京）
（和合）
，がん性疼痛緩和ケア（社会保険看護研修センター・認定看護師教育課程（和
合）
，ドイツ語中級・現代ドイツ事情演習（成城大学）（市岡），薬理学（飯能看護専門学校）（鈴木），解剖生理学Ⅲ（秩
父看護専門学校）
（鈴木）
，人体の構造と機能Ⅱ・生理学（所沢看護専門学校）（鈴木），薬理学（埼玉県立高等看護学
院）
（鈴木）
，生化学（飯能看護専門学校）
（小山），生化学（秩父看護専門学校）（長谷川），生化学（上福岡看護専門
学校）
（長谷川）
，公衆衛生学（東京文化短期大学）（野寺），熱帯医学（国士舘大学）（佐藤），TOEIC 演習（日本大学）
（間山）
，解剖生理学Ⅱ（秩父看護専門学校）
・
（内田），公衆衛生学（上福岡高等看護学院）（永木）
2-3．達成度
どの科目も学生に提示されたシラバスの内容に沿って講義と実習が遂行された．学生による授業評価においても概
ね理解を得られる成果が得られていた．特に，人体の構造と機能など，少ない時間の中でも，組織学実習や解剖見学
実習を含めた教育をすることができ，また各実習においても担当教員は学生の諸問題を身近に対応できる指導ができ
た．また学生の目線で物事を考える事により，学生に対して分かりやすい説明を行う事が出来ていた．一方，学生は
CALL や LMS システムと熱心に格闘し，授業時間中に行った試験でも十分に成果を発揮していた．この観点で，当
学科の教育目標を達成する上では担当教員の意図した効果が得られたと判断できる．
2-4．自己評価と次年度計画
【各教員からの自己評価と次年度計画について】
a）本年初めて開講した科目（3 年生

選択）である食品学，食品分析学及び食品分析学実習は，衛生・食品コー

スの専門科目のため履修者（臨床検査技師を目指す学生を含む）は 5 〜 6 名と少数であった．実習は機器分析（タ
ンパク分解・蒸留装置，HPLC 装置，原子吸光光度計，GC 装置）を主な内容として計画していたが，幸いにも
一人ひとりが各装置を操作しての実習を行うことができた（学生からの評価：「色々な分析機器を用いての授業
は良かった」
）
．次年度も履修者は少ないと思われるが，少人数であることをより生かした授業内容・形態を考え
ていきたい．
b）学生から「内容が難しくわからない」という意見が多かった．学生の学力と専門教育レベルの整合性の問題も
あると考えている．次年度には，それらのバランスのもと，内容の吟味と教育法の改善を試みるつもりである．
c）moodle を用いた授業は初めてであったが，WebOCM 以上に柔軟なシステムであり，使い勝手がよく，学生諸
君も楽しんで勉強しており，ドイツ語を読むという目標はおおむね達成されたと感じている．来年度も引き続き
moodle を中心とした学習環境を提供したい．
d） 開設 3 年目に入り，薬理学の講義も看護学科，健康医療科学科，医用生体工学科，理学療法学科（ﾋﾄの病気
Ⅳの一部）の 4 学科で開講された．同じ薬理学ではあるが，それぞれの学科で必要される事柄が異なるため，
限られた時間内に，それぞれの学科にあった講義を行うように心がけた．
e）学生からの評価は全ての学科で熱心ではあるが内容が難しいという評価を得た．少ない教育時間でもより分か
りやすく，学生が興味をもてる標本を作製し，基礎知識が習得できる教育方法をスキルアップしていきたい．
f）従来の授業内容に加え，医療関連の基本単語習得のための工夫した授業を実施した．次年度は医療関連分野の
基礎的な英文を読む練習を取り入れて，単語の知識だけではなく，英文読解へとつなげていきたい．
g）講義では自分が苦手な科目を学習し克服したときの経験を元に，苦手な学生でも理解できるような説明を心掛
け，その結果多くの学生から「分かりやすい」との評価を受けた．次年度は分かりやすさを保ちながら，少し内
容のレベルアップを目指していきたい．
実習では実習前小テストを実施し，学生が実習内容や実習に関連する知識の予習・復習を行ったうえで実習に取
り組めるよう工夫した．しかし一部には十分に事前勉強をしてこない為に実習内容を理解出来ていない学生も見
受けられた．次年度は更に事前勉強を徹底させ，実習内容の理解や講義内容との関連付けが出来るよう指導して
いきたい．
h）講義では項目毎にまとめのプリントを配布し，学生一人一人が講義の重要なポイントを把握し，内容の理解に
役立ったと思われる．しかし，講義中の話すスピードが早く，聞き取りにくかったとの指摘もあるので，次年度
は改善していきたい．臨床免疫学と輸血移植学の実習は大人数で実施したため，一人あたりの材料，器具が不十
分で，一人ができる手技が少なかったことが不満であるとの意見があった．この点は次年度改善していきたい．
また，実習ではレポートだけでなく，項目に関連した国家試験問題を解く課題を課した．このことは国家試験に
ついての理解を深めることにつながったと考えられ，次年度も継続して行っていきたい．
i）実験・実習における基本的な手技について総合的な実習内容を目指した．実習をとおして学生自身が自らの将
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来について考えるきっかけ作りが，ある程度できたと感じている．今後は実習内容の充実をはかるとともに，学
生自身が興味をもち，自ら考えて行動できるような指導をしていきたいと考えている．
j）学生の理解力を深める為に講義では小テストを実施した．この事により，学生のやる気を向上させる事も出来
たと考える．次年度は，国家試験に対応した問題などの説明を行い，実際の出題に準じた問題へ早くから対応出
来るような指導を行いたい．
【学科全体としての自己評価と次年度計画について】
平成 20 年度は当学科設立 3 年目であり，教育遂行の面では各教員がシラバスで掲げた学習目標を達成するために
労苦を惜しまず努力を重ねたと評価できる．当学科でのグループ担任制度の導入は，学生の学習面での問題解決の上
で効果的であったと思われる．当学科では，教育指導の質を高めるために，学生の動向を把握して各教員が対応して
いるが，今後も講義の方法や学生への助言の方法も含め，広く教員間で多くの議論を重ねていきたい．完成年度に当
たる次年度は，継続して学生への個別指導を重視するとともに，入学時の初志が実現できるようにきめ細やかな助言
等を行っていきたい．また，実習等で用いる教育機器・機材など教育設備をさらに改善・充実化して，学生の授業・
教育満足度と学習意欲ならびに医療への関心を高めていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
健康医療科学科では，健康を支えている食品や環境に関する新たな知見を得る研究を遂行できる人材あるいは人間
の生体機能について科学できる人材を養成することを大きな目標に掲げている．また，病気の発見に役立つ臨床検査
の新たな診断法や検査技術についても正確に探求できる人材を養成することを主眼においている．これらの目標を達
成するためには，まず学生にその分野の研究に興味を抱いてもらう必要があり，教員はこの観点で意欲的に研究を推
進することが求められる．当学科の研究の目的・目標は，第 1 に，化学，生化学，生理学，解剖学，分子生物学な
どの基礎医学分野の研究や，微生物学や免疫学，医動物学，情報科学，医用工学，薬理学，公衆衛生学，病理学，臨
床化学，輸血学，血液学，臨床生理学など臨床検査医学分野の幅広い研究を通じて，人間の健康に関わる種々の疾病
や病態あるいは生体の機能と構造に関わる自然現象の解明に貢献する新たな知見を得ること，さらに迅速診断に寄与
する新たな医療技術を開発すること等にある．第 2 に，食品学や食品分析学，食品加工学，環境化学などの環境食
品系の分野の研究や，環境保健学，産業保健学，保健栄養学などの保健系の分野の研究を推進し，衛生・食品分野で
の新たな知見を得ることも研究の目的・目標においている．
さらに，当学科では，外国語の教育研究を推進する一環として，コンピュータを用いたドイツ語教育に関して，よ
り高度なマルティメディア化を図る研究にも力を注いでいる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
【自然科学系・基礎医学系・臨床医学系・環境食品科学系】
（1）プラナリアの生体防御に関する研究（和合・木村，帝京大学薬学部との共同研究）
（2）有機アルミニウム−アミン複合体を用いた酸エステルから酸アミドの合成（間瀬）
（3）アクアガスを用いた高品質食材の新規調整技術の開発−アクアガス食材の基礎的加工特性の解明−（奥崎，
（独）
農業・生物系特定産業技術研究機構：生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業による共同研究）
（4）味覚センサー及びにおいセンサーによるコーヒーの味の評価に関する研究（奥崎，富士電機リテイルシステ
ムズ株式会社からの委託研究）
（5）神経系の硫酸化グルクロン酸含有糖蛋白質の糖鎖の構造解析と機能解析（北村，平成 20 年度保健医療学部プ
ロジェクト研究）
（6）脳下垂体由来の新規生理活性蛋白質の構造および機能解析（北村，埼玉大学理学部井上金治教授との共同研究）
（7）老齢ラットにおける脊髄髄鞘由来糖蛋白の研究（北村，埼玉県立大学保健医療福祉学部細川武教授との共同
研究）
（8）間欠的低酸素負荷の脳内糖代謝に対する影響（鈴木・竹原，埼玉医大・医学部研究センターとの共同研究）
（9）ジアゼパムおよぶピクロトキシンの横隔神経および舌下神経活動に対する影響（鈴木，埼玉医大・医学部・
麻酔科との共同研究）
（10）ラット小腸パネート細胞への亜鉛の影響（村田・山田）
（11）三次元培養による血管新生（山田・村田，医学部中央研究施設との共同研究）
（12）長寿関連遺伝子と生活習慣病との関連（佐藤，昭和大学衛生学公衆衛生学講座との共同研究）
（13）プラナリア体表粘液に含まれる生体防御レクチンの cDNA クローニング（木村，平成 20 年度保健医療学部プ
ロジェクト研究）
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（14）扁形動物プラナリア体表粘液レクチンの構造および機能解析（木村，九州大学大学院農学研究院との共同研究）
（15）尿路上皮癌における細胞異型の形成機序と悪性度評価（周東，平成 20 年度保健医療学部プロジェクト研究）
（16）去痰薬 Ambroxol のラット小腸アルカリ性ホスファターゼ活性上昇に由来する LPS 毒性の減弱化（高橋・小山，
平成 20 年度保健医療学部プロジェクト研究）
（17）リンパ球分化初期段階における SIT の発現解析（塚越，平成 20 年度保健医療学部プロジェクト研究）
（18）マトリックスメタロプロテアーゼ -7（MMP-7）遺伝子の発現に及ぼす亜鉛欠乏の影響（山田，平成 20 年度
保健医療学部プロジェクト研究）
【外国語系】
（1）外国語サイバー・ユニバーシティ用マルチメディア辞書開発研究（市岡，文科省科学研究費による基盤研究）
（2）外国語学習者のための語彙学習用 Web 教材の開発（市岡，文科省科学研究費による基盤研究）
（3）英文読解教材作成（間山，木更津工業高等専門学校との共同プロジェクト）
3-3．研究内容と達成度（番号は 3-2 に対応）
【自然科学系・基礎医学系・臨床医学系・環境食品科学系】
（1）プラナリアの粘液の効率的な採取法を探索するため，個体を各種多糖体で刺激し，体表粘液の分泌量や凝集
活性，蛋白濃度等にいかなる影響を与えるか検討した．現在，条件を再設定して検討中である．達成度：10％
（2）
ジイソブチルアルミニウムとアミンの複合体を用いて酸エステルのアミド化を行った．当モルで反応が進行し，
高収率で酸アミドを与えることがわかった．達成度：50％
（3）食材（さといも，
ニンジン）のアクアガス加熱処理と既存加熱処理における各種栄養成分の変化の比較を行い，
アクアガス加熱処理の優位性に関する実証データを蓄積した．達成度：100％
（4）①コーヒー味の基準液（H18 年度成果）を対照とした各種条件（コーヒーの種類，粒度等）による味マップ
を作成した．達成度：80％
②コーヒーの抽出液をにおいセンサーにより分析し，品質評価特性値の解析を行った．達成度：30％
（5）オリゴシアル酸と硫酸基をもつ珍しい酸性糖鎖を見いだし，それらの構造を決定することが出来た．達成度：
100％
（6）脳下垂体由来の新規生理活性物質の構造と機能を解明し，国際会議および英文誌 European Journal of Cell
Biology（2009）にて発表した．達成度：100％
（7）老化に伴って変化するミエリン糖蛋白質糖鎖の構造解析を行ったが完全構造決定には至っていない．達成度：
80％
（8）閉塞性睡眠時無呼吸症候群のモデルである間欠的低酸素状態に暴露したマウスを使用し，脳内のグルコース
代謝を 13C-NMR 分析法により検討した．慢性的低酸素暴露に比べ，間欠的低酸素暴露では TCA サイクルの機
能低下が発現することを明かにした．達成度：70%
（9）ジアゼパムの舌下神経活動抑制作用に対する GABAA 拮抗薬ピクロトキシンの影響を麻酔・不動化ウサギを使
用して検討した．ピクロトキシンの効果は GABAA 拮抗薬ビククリンと異なっており，呼吸調節おいて異なった
GABA 作動系の関与が示唆される．達成度：60%
（10）ラット小腸のパネート細胞にたいする低亜鉛の影響について国際学会での発表を行うことができた．達成度：
75％
（11）血管あるいは骨格筋からの血管新生を三次元培養法により観察している．達成度：20％
（12）長寿関連遺伝子がコーヒー消費量と耐糖能との関連に及ぼす影響を解析し報告予定である．達成度：60％
（13）プラナリアの体表粘液に含まれるレクチンの構造を決定するために，レクチンの基本的な性状を検討し，
アフィ
ニティクロマトグラフィーによる精製を試みた．達成度：20％
（14）扁形動物プラナリア体表粘液レクチンの構造を決定するために，プラナリア EST を手がかりにしてクローニ
ングを試みたが，全体の配列を決定するまでに至らなかった．現在は条件の再検討中である．達成度：20％
（15）尿路上皮癌組織の単離細胞を用いて染色体・遺伝子の数的異常の解析をしたところ，高異型度症例は低異型
度症例に比べて染色体・遺伝子異常が高頻度であることがわかった．達成度：50％
（16）ラットのに Ambroxol 投与することにより，小腸の ALP を上昇がみられ，それに伴い炎症が抑制される結果
が得られた．達成度：40%
（17）T 細胞レセプターを介したシグナル伝達を負に制御することが知られている膜型アダプター分子の SIT が，胸
腺の T 細胞の分化過程において正，負の選択が行われるダブルポジティブ細胞で特に高発現していることがわ
かった．微妙なシグナルの違いによって全く異なった運命をたどる T 細胞分化において，SIT がそのシグナル調
節に関わっていることが示唆された．達成度：60％
629

健康医療科学科

（18）亜鉛欠乏症ラットにおける MMP-7 遺伝子の発現の変化を RT-PCR 法で検討した．達成度：80％
【外国語系】
（1）国立七大学間で外国語教育の共通化を CALL システムを用いて実現しようとする企画の中での，マルチメディ
ア辞書開発研究である．3 年計画の最後の年であったが，市岡は分担に従ってドイツ語辞書本体の記述修正など
を予定通り行い，終了した．達成度：100％
（2）英独仏という異種外国語で共通の語彙学習の可能性を拓く研究であり，3 年目はドイツ語の語彙学習ソフトの
ブラッシュアップを予定通り行い，終了した．達成度：100％
（3）医療関連分野の内容に関する英文読解を中心として，英作文能力，リスニング力強化のための練習問題を付
した教材作成．達成度：100％
3-4．自己評価と次年度計画
学科教員は非常に過密な教育活動にも拘わらず，積極的に学部プロジェクト研究を含む公的研究助成に応募し，専
門分野の研究テーマに取り組む努力をしたと概ね判断される．しかし，研究によっては，未完成のものもあり，今後
の発展と成果が期待される．また，テーマによっては，研究設備が不十分なために，学内で明確な結果を得ることが
できなかった．この観点では，学内での研究設備体制を積極的に整えつつ研究を継続させ，その研究の達成度をより
向上させていきたい．次年度は，得られた研究結果を基礎として，研究を継続させていく．なお，公的研究助成等に
応募していない教員に対しては意欲的に研究に従事してもらえるように促していく．また，教育の質を低下させるこ
となく，その効率を向上させる工夫をしてもらいながら，研究を遂行できる環境を整えていく．

4．診療
「該当なし」

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
和合治久：日本国際賞 Japan Prize 推薦委員，厚生労働省臨床検査技師国家試験出題基準改定委員会委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
和合治久：国際代替医療医学雑誌（Oxford University Press,UK），e-CAM 編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
和合治久：国際統合医学会顧問，日本比較免疫学会監事，日本生体防御学会運営委員，日本臨床検査学教育協議会
評議員，ＮＰＯロハス未病医学会理事長，ＮＰＯ日本再生プログラム推進フォーラム理事，ＮＰＯ免疫療法懇談会
顧問，医療法人・珠光会倫理委員，日本臨床音楽研究会理事，本学保健医療学部入試委員，本学保健医療学部倫理
委員，埼玉医科大学短期大学入試問題委員
間瀬年康：本学保健医療学部図書委員，本学保健医療学部プロジェクト研究審査委員，本学保健医療学部進路･就
職分科会委員長
奥崎政美：日本食生活学会理事，
（社）日本食品科学工学会・関東支部評議員，（社）日本乳容器・機器協会理事，
本学保健医療学部プロジェクト研究審査委員
有田

彰：日本生理学会評議委員，本学保健医療学部学務委員，本学保健医療学部情報機器運営会議委員，本学医

学情報施設運営委員
北村邦男：日本生理学会評議員，日本神経化学会評議員，本学保健医療学部自己点検評価委員，本学保健医療学部
動物実験小委員会委員，本学大学院修士課程設立準備委員会医科学修士サブグループ構成員
市岡正適：日本ドイツ語情報処理学会企画委員，本学保健医療学部入試副委員長，本学保健医療学部入試実施小委
員長，本学保健医療学部広報委員長，本学保健医療学部学務委員
鈴木正彦：日本薬理学会学術評議員，日本薬理学会代議員，日本臨床検査学教育協議会評議員，日本医療ガス情報
担当者試験委員会委員，本学保健医療学部学生部委員会委員長，本学保健医療学部動物実験小委員会委員長，本学
保健医療学部ハラスメント防止小委員会委員長，本学保健医療学部入試委員会委員
小山岩雄：日本電気泳動学会（評議員）
，愛和クリニック治験審査委員会（委員長），ALPS 研究会（幹事長）
，本
学保健医療学部自己点検評価委員
村田栄子：埼玉医科大学倫理委員，埼玉医科大学ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会委員
長谷川正博：本学保健医療学部広報委員
渡辺宏志：本学保健医療学部学務委員
佐藤正夫：日本寄生虫学会評議委員，本学医学研究センター（安全管理部門）感染分野兼担
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間山

伸：日本大学英文学会運営委員

竹原直美：本学保健医療学部情報機器運営会議委員
山田久美子：本学保健医療学部新入生オリエンテーション実施小委員会委員
永木由佳：本学保健医療学部健康食品管理士責任者

6．業績
6-1．著書・論文・学会発表（総数 27）
，その他（総数 4）
【代表的な当学科各領域の著書・論文・学会発表（各領域 10 編以内）】
（Ａ）基礎医学系（10）
1．和合治久：
「モーツアルト音楽療法で未病克服力をつける」，中経出版，東京，2008
2．和合治久：
「モーツアルトを聴くとなぜ癒されるのか」（共著），オフィスエム，長野，2008
3．和合治久：
「言うことをきかない子が変わる音楽」（共著），ＰＨＰ別冊本，4 月号，2008
4．小山岩雄：
「臨床検査ガイド 2009 〜 2010」（共著），文光堂，2009
5．佐藤正夫：
「メディカルサイエンス微生物検査学」（大学検査科学専攻微生物学教員懇談会

編）（共著）
，

347-350，近代出版，2008
6．小峰伸一・他：
「臨床検査学実習書シリーズ

臨床検査学

基礎実習」（共著），10-15，医歯薬出版社，2008

7．Miayzaki T, Takenaka T, Inoue T, Satoh M, Eiki Y, Nodera M. et. al. Zinc deﬁciency may accelerate aiging by
inhibiting Klototho mRNA expression. Trace Nutrition Res. 26: 74-78, 2008.
8．河西美代子，山下祐子，高嶋眞理，横尾智子，伊藤昭三，木村美智代，塚越由香，永木由佳，野寺誠：医療系
学生教育における新たな試み，東京文化短期大学紀要，26:29-31, 2009
9．Ichiki A, Miyazaki T, Nodera M, et.al. Ascorbate inhibits apoptosis of Kupffer cells during warm ischemia/
referfusion injury. Hepato-Gastroenterology 55, 338-344, 2008.
10．Tsukagoshi Y., Shimizu N., Iizuka M., Eshima K., Shinohara N., Production of monoclonal antibodies to a short
extracellular portion of SHP2-interacting transmembrane adaptor protein（SIT）by DNA immunization., The
Kitasato Medical Journal, 39（1）, 2009
（Ｂ）臨床医学系（7）
1．Akita M, Fujita K, Murata E, Schindo H, Kaneko K：Immunohistochemistry and DNA profiling of VEGFs
and VEGFRs during angiogenesis in vitro. 13th international congress of histochemistry and cytochemistry,
Gdansk,Poland, 2008 年 8 月
2．Murata E, Akita M,Yamada K, Eiki Y, Nodera M, Kitamura K, Shindo H, Kaneko K：Eﬀects of zinc deﬁciency
on the epithelial and Paneth cells in the rat small intestine. 13th international congress of histochemistry and
cytochemistry, Gdansk,Poland , 2008.08.
3．村田栄子，山田久美子，田中嘉代子，藤田恵子，穐田真澄：低亜鉛症ラットパネート細胞のキレート剤投与に
よる変化，第 114 回日本解剖学会総会･全国学術集会，岡山，2009 年 3 月
4．村田栄子，山田久美子，藤田一正，永島雅文：大腿動脈から大腿深動脈が高位分岐した一例，第 114 回日本解
剖学会総会･全国学術集会，岡山，2009 年 3 月
5．周東真代，村田晋一，瀬山敦，後藤義也，鎌田孝一，鈴木隆，三戸聖也，永田耕治，桜井孝規，清水道生，福
田利夫：尿路上皮癌のパラフィン包埋材料からの単離細胞を用いた遺伝子検索，第 49 回日本臨床細胞学会総会，
東京，2008 年 6 月
6．周東真代，村田晋一，瀬山敦，後藤義也，鎌田孝一，安田政実，清水道生，渡辺宏志， 福田利夫：尿路上皮
癌における細胞異型と染色体・遺伝子異常の相関，第 47 回日本臨床細胞学会秋期大会，東京，2008 年 11 月
7．Shuto M., Murata S., Seyama A., Gotoh Y., Kamada K., Yasuda M., Shimizu M., Watanabe H., Fukuda T.:
Chromosomal aberration and nuclear atypia in urothelial carcinomas. FISH and morphometric analysis on FFPE
materials. The16th Thai - Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology, Chonburi, Thailand, 14-16 January,
2009.
（Ｃ）環境食品科学系（10）
1．和合治久：レンコン乳酸菌の免疫賦活作用，FOOD style 21, 40-42, 2008.
2．和合治久：未病の改善に役立つ音楽療法，未病と抗老化

17（1）, 21-25，2008.

3．和合治久：健康維持と音楽療法，日本食生活学会誌，19（1）, 9-12, 2008.
4．和合治久：
「乳酸菌とレンコンの免疫相乗効果」，New Food Industry Vol.50, 24-30, 2008.
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5．日笠志津，根岸由紀子，奥崎政美，竹内

周，成田国寛，辻村

卓：栽培条件（有機栽培と慣行栽培）の違い

によるレタス，コマツナ，ホウレンソウの官能特性の比較，日本食生活学会誌，19（1），18-27，2008
6．殿塚婦美子，長田早苗，谷

武子，根岸由紀子，奥崎政美，香川芳子：アクアガス加熱食材の基礎的調理加工

特性に関する研究（第 4 報）−さといもについて−，日本食生活学会誌，19（3）, 214-223, 2008
7．長田早苗，殿塚婦美子，谷

武子，根岸由紀子，奥崎政美，香川芳子：アクアガス加熱食材の基礎的調理加

工特性に関する研究（第 5 報）日本臨床検査学教育学会−にんじんについて−，日本食生活学会誌，19（3）
，
239-246, 2008
8．宮崎孝，野寺誠，永木由佳，村田栄子，他：LPS 投与後の亜鉛欠乏ラットにおける TNF- α発現について，第
19 回日本微量元素学会，東京，2008 年 7 月
9．宮崎孝，野寺誠，永木由佳，他：LPS 投与後の亜鉛欠乏ラットにおけるサイトカインおよび一酸化窒素の誘導，
第 19 回日本微量元素学会，東京，2008 年 7 月
10．永木由佳，野寺誠，佐藤真喜子，他：亜鉛欠乏ラットに対する 2ATA 純酸素曝露の影響―免疫学的検討―，第
25 回微量栄養素研究会，京都，2008 年 5 月
【その他（4）
】
1．鈴木正彦，竹原直美：平成 20 年全国准看護師資格試験問題解説（薬物と看護）．准看護師資格試験，49（7）
43-48, 2008.
2．鈴木正彦，竹原直美：資格試験合格ゼミナール（薬物と看護第 1 回）．准看護師資格試験，49（8）27-30,
2008.
3．鈴木正彦，竹原直美：資格試験合格ゼミナール（薬物と看護第 2 回）．准看護師資格試験，49（9）27-30,
2008.
4．鈴木正彦，山田久美子：受験全科チェックアップ（薬理学）．准看護師資格試験，49（14）39-52, 2008.
6-2．獲得研究費
1．奥崎政美：受託研究，
「味覚センサー及びにおいセンサーによるコーヒー味の定量評価技術の開発的研究」
（50 万）
2．北村邦男：平成 20 年度保健医療学部プロジェクト研究，｢ 硫酸化グルクロン酸含有糖蛋白質糖鎖の機能解析 ｣
（20 万）
3．鈴木正彦，竹原直美，江連和久（看護）
：平成 20 年度保健医療学部プロジェクト研究「急性間欠的低酸素負荷
による呼吸活動の長期増強に対する GABA 作動系の関与 ｣（84.2 万）
4．村田栄子，山田久美子：平成 20 年度保健医療学部プロジェクト研究，｢ キレート剤投与によるパネート細胞
逸脱と再生に及ぼす低亜鉛の影響 ｣（70 万）
5．木村美智代：平成 20 年度保健医療学部プロジェクト研究，｢ プラナリア体表粘液に含まれる生体防御レクチ
ンの cDNA クローニング ｣（20 万）
6．周東真代：平成 20 年度保健医療学部プロジェクト研究，尿路上皮癌における細胞異型の形成機序と悪性度評
価（16 万）
7．高橋里河，小山岩雄：平成 20 年度保健医療学部プロジェクト研究，「去痰薬 Ambroxol のラット小腸アルカリ
性ホスファターゼ活性上昇に由来する LPS 毒性の減弱化」（40 万）
8．塚越由香，
平成 20 年度保健医療学部プロジェクト研究，
「リンパ球分化初期段階における SIT の発現解析」
（19 万）
9．塚越由香，平成 20 年度大学院医療系研究科教員プロジェクト研究（北里大学），「T 細胞抗原認識シグナル決
定への遺伝子ネットワークの解析」
（180 万）
10．山田久美子：平成 20 年度保健医療学部プロジェクト研究，｢ マトリックスメタロプロテアーゼ -7（MMP-7）
遺伝子の発現に及ぼす亜鉛欠乏の影響 ｣（16 万）
6-3．受賞
「該当なし」
6-4．特許，実用新案
「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
和合治久：
「音楽の力で心身を癒す」
，第 7 回長崎おじか国際音楽祭，2008 年 3 月，長崎
和合治久：
「免疫学から見た統合医療の必要性」，第 1 回ＮＮＦＡ公開セミナー，2008 年 7 月，東京

7．自己点検・評価（総括）
平成 20 年度は，本学科が設立されて 3 年目に当たる年度であり，学科の教育環境や研究環境がまだ完成されてい
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ない状況にあったにも拘わらず，各教員はシラバスに掲げたカリキュラムの実践と学生指導に意欲的に取り組んだ
と判断される．特に，教育の負担が非常に大きく，過密な講義・実習を担当する状況下においても，学生の教育満足
度を向上させる努力を怠らなかった．本学科は臨床検査技師あるいは第 1 種衛生管理者，食品衛生管理者・監視員，
診療情報管理士などを養成するカリキュラムが同時に組まれており，学生の希望によっては複数のライセンスが取得
できるように指定規則上の科目が配置されている．しかし，専任教員数が少なく，また過密な授業を行わなければな
らない現状では，教員も学生もゆとりをもって学問に打ち込むことが困難な状態にある．したがって，こうした教育
研究の環境を改善させると同時に，今後，資格を得る大学としてのみならず，真に医科学の学問を追究できる環境を
備えた大学づくりがたいへん重要であると考える．この観点では，文科省が求める大学教員としての適正な科目担当
時間を十分考慮しつつ，教員が学問に専念できるように努めることが肝要である．なお，各種の資格取得に必要な学
外実習（臨地実習，病院実習，企業実習など）を次年度以降に実施する上で必要な事項を検討する作業部会と国家試
験対策を講じる作業部会を継続させつつ，新たに卒業研究に関する作業部会を発足させて，そのあり方等を検討した
ことは大きな意義があった．
一方，開学 3 年目であったが，学生の就職活動が始まり，その指導と相談に時間を取られ教員の負担が増大した．
次年度からはさらに就職活動が本格化するので，全教員で対応していきたい．また，各学科の「人体の構造と機能」
の統合教育の一部を担当した経験から，従来の解剖学・生理学を関連させた教育ができていると評価できた．これか
らも体験学習を重視して，基礎医学教育の質の向上に努めていく．さらに，本年度は，当学科初めて診療情報管理士
の病院実習が実施され，現場の先生方との連絡協議会を発足させて連携を取りながら，無事終了することができた．
平成 21 年 2 月にはこの認定試験が行われ，
本学科からは 10 名の合格者が出た．今後，合格率をいっそう上げるために，
診療情報管理士科目の教育に当たる先生方と密な連携をとりながら，来年度は認定試験対策の講義を増やすなどの配
慮が必要であると考えている．
さらに，各教員は研究プロジェクトに取り組み，研究助成金を得ながら研究を継続して推進できたことは，学科の
研究体制を構築する上で大きな意義があった．特に，自ら取得した研究費で外国語教育，自然科学あるいは臨床医科
学などの分野の研究を遂行でき，加えて研究成果を科学論文として公表できたことは，当学科の研究活動が正常に機
能していたと判断される．現時点で遂行されている学科教員の研究内容は，次年度の学生の卒業研究に対しても大き
な影響力をもっているので，さらに研究達成度を向上できるように真摯に取り組んでいくことが重要である．研究の
過程で新たな発見があれば，大学を介しての特許申請にも当学科の研究成果を結びつけていきたい．
最後に，平成 20 年度は当学科の臨床検査教育を推進する上で大きな役割を果たしていた小山教授が逝去され，当
学科の教員と在学生にとって大きな痛手になった．学科教員は小山教授が示された労苦を惜しまず学生のために力を
注ぐ姿勢を引き継ぎ，次年度の学生教育満足度を上げていくことがもっとも重要であると考えている．
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3．医用生体工学科
1．構成員
西坂

剛（NISHISAKA, Tsuyoshi）
：教授：医用生体工学，レーザの医学応用

池田研二（IKEDA, Kenji）
：教授：医用工学，医用電子回路
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：教授：電気・電子工学，情報工学
加納

隆（KANO, Takashi）
：教授：医用機器安全管理学

小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：教授：生体信号処理，情報通信工学
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：教授：生体工学
吉澤

徹（YOSHIZAWA, Toru）
：教授：オプトメカトロニクス，精密機械工学

見目恭一（KENMOKU, Kyouichi）
：准教授：人工心肺，補助循環
田邊一郎（TANABE, Ichiro）
：准教授：内科学，消化器内科学
脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi）
：講師：生化学，生物物理
中島孔志（NAKASHIMA, Koushi）
：講師：脳情報学，情報システム学
山下芳久（YAMASHITA，Yoshihisa）
：講師：血液浄化，呼吸療法
若山俊隆（WAKAYAMA, Toshitaka）
：助教
駒形英樹（KOMAGATA, Hideki）
：助教
奥村高広（OKUMURA，Takahiro）
：助教
三輪泰之（MIWA，Yasuyuki）
：助手

2．教育
2-1．目的・目標：
医用生体工学は医学と工学の重なり合った学際領域として発展してきた分野であり，本学科では工学系科目と医学
系科目，および，臨床工学系科目を学ぶ．本年度は学科開設 3 年目であり，1 年生，2 年生及び 3 年生を対象とした
教育を行った．
工学系基礎科目では，医用生体工学・臨床工学のエキスパートとなる上で要求される問題発見能力，解決能力を身
に付けるための科目群であり，
国家試験の難関領域であると同時に専門科目を学ぶ上で基盤となる重要な領域である．
十分に時間を取り，演習を交えた講義を行って，基礎学力の定着を目標とした．
工学系専門基礎科目では，工学系基礎科目から進展した分野を基盤とし，医用機器類の機能的原理を理解する素養
を身につけることを目標とした．実習・実験では講義内容の補完と理解を深め，実用に供するに足るレベルにまで知
識の質を高めることを目標とした．
医学系科目では，生体内の現象を理解するための生化学の知識，疾患の病態や生体の正常な構造や機能に関する基
礎の修得を目標とした．
臨床工学系科目では，チーム医療に貢献しうる人材の育成を目指し，工学系基礎科目の医用生体工学の関与とその
最先端の現状についての認識を深め，さらに将来，臨床工学技士としての実務のための基礎知識の定着を目標とした．
3 年次の科目であり，今年度から開始された臨床工学実習は，本学科の性質上，極めて重要な位置づけとなる科目群
である．臨床工学技士が使用する機器類を操作して実務に備えた経験を積むことが目的となるが，単なる手順の記憶
ではなく，機器類の動作原理・構造，生体の構造と患者の病態や安全性等を考え合わせて，各操作とその手順の必然
性を理解することを目標とした．
同じく 3 年次から開講する科目である生体工学演習が開始された．この演習は，単一分野の演習ではなく，これ
まで学習してきた医用生体工学・臨床工学に関する事項全域を扱う総合的演習科目である．学生は 2 〜 3 名の小グルー
プに分かれ，各グループに担当教員が配置されて個人指導を中心に演習を行った．医用生体工学・臨床工学に関連す
る課題に自主的に取り組み，卒業研究への橋渡しと国家試験も視野に入れた知識の整理を目指して，問題発見能力，
解決能力，知識の収集・適用に関する能力の育成を目的とした．
なお，本学科では，日本医工学会が実施している第 2 種ＭＥ技術実力検定試験の受験を推奨している．この試験
は国家試験受験者の客観的な実力判定の機会としても広く利用されているものである．3 年次学生の学力の把握と国
家試験とも同等の試験形式に慣れさせることを目標として，特別演習・解説を，カリキュラム外のプログラムとして
実施した．
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2-2．教育内容（担当者）
≪保健医療学部医用生体工学科向け：本学科所属教員担当分≫
工学系基礎講義科目：
数学Ⅰ・52 時間（下岡，若山，奥村）
，数学Ⅱ・56 時間（下岡，奥村），力学・56 時間（吉澤，若山，三輪）
，電
磁気学・60 時間（池田，石井，若山，駒形）
，電気回路・52 時間（石井，駒形，三輪），電子回路・60 時間（石井，
駒形，三輪）
，基礎統計学・28 時間（吉澤，脇田），機械工学・60 時間（吉澤，奥村，若山，三輪），情報と計算機・
26 時間（中島）通信工学・28 時間（池田）
，応用数学・52 時間（下岡，奥村，若山），デジタル回路・30 時間（中
島）
，医用材料学・30 時間（脇田）
，
工学系専門講義科目：
メカトロニクス・30 時間（吉澤）
，ネットワーク技術論・30 時間（小林），システム制御論・26 時間（下岡）
，応
用光学・30 時間（吉澤）
，医学・生物統計学・30 時間（脇田），バーチャルリアリティ・30 時間（石井，吉澤）
，情
報処理論・30 時間（小林）
，知識システム論・28 時間（中島），福祉機器工学・30 時間（池田），医用テレメタリン
グ・30 時間（池田，加納）
工学系実習，実験科目：
情報リテラシー実習・28 時間（中島，駒形，奥村），電気・電子実験・96 時間（池田，石井，駒形，若山，奥村，三輪）
，
応用エレクトロニクス実験・104 時間（吉澤，下岡，駒形，若山，奥村，三輪），プログラミング実習・56 時間（小
林，中島，駒形，奥村）
医学系講義科目：
人体の構造と機能Ⅰ , Ⅱ・56 時間（田邊，村田），人体の構造と機能Ⅲ・30 時間（脇田），ヒトの病気Ⅰ・30 時間（大
野，田邊，辻，菅野）
，ヒトの病気Ⅱ・30 時間（大野，田邊，辻，西岡），ヒトの病気Ⅲ・30 時間（大野，田邊，辻，
西岡）
，
臨床工学系講義科目：臨床工学概論・56 時間（西坂，石井，池田，吉澤），機能代行機器概論・30 時間（見目）
，
呼吸機能代行機器・30 時間（山下，三輪）
，代謝機能代行機器・30 時間（山下，三輪），循環機能代行機器・26 時間（見
目）
，医用安全の基礎・26 時間（池田，加納）
，医用機器安全管理学・26 時間（加納），医用画像機器・30 時間（田
邊）
，治療・手術支援機器・28 時間（西坂）
臨床工学系実習科目：
機能代行機器実習Ⅰ・52 時間（山下，加納，見目，奥村，三輪），機能代行機器実習Ⅱ・56 時間（見目，山下，加納，
奥村，三輪）
，医用機器安全管理学実習・56 時間（加納，見目，山下，奥村，三輪）
総合演習・実習科目：
生体工学演習・94 時間（所属全教員）
≪保健医療学部看護学科向け≫
人間工学・30 時間（西坂）
，疾病の成り立ち・34 時間（田邊）
≪保健医療学部健康医療科学科向け≫
ヒトの病気・30 時間（田邊）
≪保健医療学部理学療法科向け≫
ヒトの病気・34 時間（田邊）
2-3．達成度
どの科目も学生に提示されたシラバスの内容に沿って講義と実習が計画通りに遂行され，1，2 年次に関してはほ
ぼ例年通りの達成度が得られたといえる．ただし，工学系基礎科目については，演習に相当の時間と人員を投入して
も単位を取得させるのに難渋する状況も例年通り続いている．初めて実施した臨床工学系実習においては予定した実
習内容を着実に遂行してほぼ目標を達成でき，臨床実習に向けての準備が整いつつあるといえる．
これも初めて実施した生体工学演習は，計画されていた内容については遂行できたが，後述のように学生個々にお
いて成果に大きく差が出る結果となった．
2-4．自己評価と次年度計画
学科開設当初から問題となっていた入学時の成績優良者と成績下位の者の能力差を縮小することが極めて難しい情
勢である．
例えば実験，
実習では同一内容であっても個人・グループで終了時間に数時間の差が付くケースも見られた．
今年度まで，
個々の科目においては時間外の個人指導等で最低限の目標は達成してきたわけであるが，その対象となっ
てきた学生は習得した知識・技能を早々に失う傾向を示している．総合学力を問うた 3 年次の生体工学演習では学
力差が顕著に現れ，残念ながら不合格者，それに伴って相当数の留年者を出すことになった．この科目は，その性質
上単独での改善では効果が限定される．下位から成績を伸ばした者も幾人かは存在しており，1，2 年次に各科目で
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のモチベーションの向上に努めたい．1，
2 年次における成績評価や進級判定についても見直しが必要になると考える．
また生体工学演習の結果は，逆にいえば個々の実力を明確に判定できた，ということであり，その意味では次年度の
国家試験受験指導に向けて不可欠な存在であると評価できる．
次年度，4 年生は，卒業および国家試験受験を迎える．臨床実習および卒業論文指導を通して，実社会で通用する
人材の育成を目指す．その他に国家試験に向けて配置した演習科目にでき得る限り人員を投入する．
3 年次学生に対しては生体工学演習に伴う研究室配属を事前に早め，個人指導の機会を増加させ，総合学力の向上
に努める．2 年次学生については，1 年次科目の復習を講義や実験で極力取り入れたい．新入生に対しては，進級条
件をより厳しく設定して，学習に取り組む姿勢の変化を探る予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
各教員の医学，電気・電子工学，機械工学，化学工学，情報工学，生体工学，臨床工学などといった幅広い専門分
野を，医療用計測機器や治療機器，生命維持管理装置などの最先端医療機器へ応用，病院内の情報システムの整備等
に応用することを念頭に，研究を推進させることを目的・目標とした．さらに，医療分野への貢献に留まらず，工業，
環境そして基礎学術分野への研究にも意欲的に取り組み，オリジナリティある手法を創生し，ユニークな研究を行う．
これに加えて，各教員の多岐にわたる専門分野における知識と技術を融合した新たな医用生体工学の確立を目指す．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
（1）医療用高緯度 3 次元形状計測法の研究（石井，駒形，文部科学省科学研究補助金基盤研究）
（2）深孔の非接触内径測定手法の研究（吉澤，若山，平成 20 年度 株式会社 IHI との委託研究）
（3）デジタルシフタを用いたユニアクシス型三次元形状計測装置の開発（吉澤，若山，平成 20 年度 農工大 TLO
株式会社との委託研究）
（4）高機能 3 次元内視鏡システムの開発（吉澤，若山，文部科学省科学研究費補助金基盤研究）
（5）時系列生体信号を用いた視覚刺激による生体影響の定量的解析に関する研究（小林）
（6）Snake photon による生体透視イメージングの実現と応用（下岡（分担）, 文部科学省科学研究費補助金基盤研
究

代表：北海道大学・清水孝一）

（7）ELF 電気刺激によるマクロファージ機能の変化（下岡，北海道大学情報科学研究科との共同研究）
（8）ELF 電気刺激の細胞機能に及ぼすメカニズムの検討 −顕微鏡下における通電時の蛍光観察 -（下岡，田邊，
山下，
脇田，奥村，平成 20 年度保健医療学部プロジェクト研究）
（9）高分解能ＦＴＩＲ分光装置を用いた，手指先端の生体成分測定の研究（田邊，石井，平成 20 年度保健医療学
部プロジェクト研究）
（10）閉鎖式人工心肺開発を目指しての気泡補足機器製作の実験的検（見目，奥村，三輪，平成 20 年度保健医療学
部プロジェクト研究）
（11）改良吸引機構内蔵型血栓破砕カテーテルの開発（脇田，見目，奥村

平成 20 年度保健医療学部プロジェクト

研究）
（12）ラット海馬 CA3 錐体細胞のマルチニューロンレコーディングに関する研究（中島）
（13）海馬 CA3 の錐体細胞とバスケット細胞のニューロンモデル構築（中島）
（14）血液透析における穿刺針と体外循環効率の検討（山下）
（15）渦スペクトルセンシングに関する研究（若山，吉沢，文部科学省科学研究費補助金若手研究）
3-3．研究内容と達成度（番号は 3-2 に対応）
（1）魚眼カメラの特長を活用した 3 次元形状計測法の高精度化に関する研究を実施した．カメラ内部パラメータ
の較正法について，輝度傾斜格子縞パターンを用いることにより，従来法より制度を 2 倍以上向上させること
に成功した．さらに，医療用近接 3 次元形状計測を実現するために，必要な計測範囲と形状分解能によって被
計測物体との距離を自由に設定可能な自由視点 3 次元形状計測法を考案し，その実用化に取組んだ．
（2）自動車のエンジンシリンダや航空機のタービンの内面を非接触にかつ高速に計測することが望まれており，
我々が提案する内径測定法を実用化に向けて開発を行った．外径がφ 100mm 程度までを 30 μ m の精度で測
定できることを確認した．エンジンシャフトやエンジンシリンダなどの内面を評価に利用可能であることを確認
した．
（達成度：90%）
（3）キーデバイスにデジタルシフタを導入し高速形状測定を実現した．原理的な課題であった基準面の傾き補正
は不等間隔なパターンを投影することで解決することを独自に見出した．また，ダミー人体の計測を行い，人体
の三次元形状測定の応用へ利用することができることを確認した．（達成度：90%）
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（4）円錐ミラーと半導体レーザからなるリングビームデバイスを用いた 3 次元内視鏡の開発を行った．ここで試作
した装置はΦ 10mm のものであり，解析アルゴリズムにサブピクセル法を導入し，30 μ m の分解能を有した
装置が完成した．また，取得された画像を解析することで 3 次元内視鏡プローブの傾斜角度などを分析できる
ことを確認した．
（達成度：95%）
（5）本年度は，映像などの視覚刺激による映像酔い等の生体影響を心電図など時系列生体信号により定量的に評価
する研究を立ち上げた．検証システムとして，映像特徴としての動き（ＧＭＶ）および情報量（圧縮率）の生体
影響を計測可能となすシステムを構築し，同時に解析するシステムを構築した．
（6）生体組織の場合，前方散乱を繰り返しつつ入射光軸に沿って生体組織を透過してくる成分（snake photon）が
ある．この snake photon を応用し，
生体透視イメージングに応用し収束･深化させることを目的とした．
（達成度：
70％）
（7）ELF 帯域の容量結合型電気刺激による電気刺激がマクロファージの貪食能に与える影響を検討した．電気刺激
によってマクロファージから何らかの液性因子が放出され，それによって貪食能が抑制される可能性を見出した．
（達成度：90％）
（8）免疫細胞の機能に対する ELF 電気刺激の影響を蛍光顕微鏡下で観察するシステムの構築を目的として，電極
付細胞観察用のセルを 2 種類製作した．1 つはセル底面に対し，電流が並行に流れるように電極（白金）を設置
型のもの，もう 1 つは 1 枚の透明電極を底面とし，市販の顕微鏡観察アッセイ用チャンバーを挟んでもう 1 枚
の透明電極を設置するものである．セルを作成し，顕微鏡下で動画を撮影可能であることを確認した．（達成度：
80％）
（9）
高分解能ＦＴＩＲ分光装置を用いて，
手指先端の二酸化炭素濃度の測定を試みた．二酸化炭素は，2340 カイザー
に鋭い吸収波長を持つことを応用し，装置の測定セルに直接，手指を置くことでその赤外吸収を測定した．また，
運動，過換気などの変化で吸収強度が変化することを観察し，カプノメーターとしての利用が可能であることを
確認した．
（達成度：80％）
（10）多孔質膜を用いた気泡補足の水実験では多孔質膜は充分な気泡補足能がある事が確認できた．気泡補足能は灌
流量に反比例し，膜間陰圧に比例する．補足能は疎水性に伴う膜の表面張力の維持が必要である．以上の結果よ
り混入気泡の補足器の材料として多孔質膜が選択肢の 1 つになる事が確認できた．（達成度：80%）
（11）従来型の吸引機構内蔵型血栓破砕カテーテルでは破砕血栓片の吸引除去率が十分ではなかった．そこで，本研
究では，カテーテル先端部にキャップを装着し，吸引除去率の改善を試みた．その結果，従来型のカーテルに比
べ，
本カテーテルによって吸引除去された血栓片数は著しく増え，また比較的大きい血栓片も吸引除去可能となっ
た．これらの結果より，キャップを装着することにより破砕血栓片の吸引除去率が改善することが判った．
（達
成度 75%）
（12）ラット海馬 CA3 スライスを用いて CA3 錐体細胞のマルチニューロンレコーディング法を確立し，多数の錐体
細胞の活動を同時に計測する．海馬 CA3 における記憶や学習，空間認識等の情報処理に関する知見を得ること
を目的としている．
（達成度 30%）
（13）ラット海馬 CA3 領域の主要な細胞である錐体細胞とバスケット細胞のニューロンモデル（数値計算モデル）
を構築し，これらのモデルをシナプス結合させたラット海馬 CA3 モデルをさまざまなサイズで構築する．動物
実験の結果とあわせて，海馬 CA3 における記憶や学習，空間認識等の情報処理に関する知見を得ることを目的
としている．
（達成度 40%）
（14）血液透析に使用する穿刺針の構造の違いが体外循環中の血液流量や回路内圧にどのように影響するのかを各種
穿刺針を用いて実験的に測定した．現在その結果を分析検討中である．（達成度 90％）
（15）偏光と位相の特異点を併せもつ光波の発生とそれを使用したトポロジカルなミュラー行列センシング技術を開
発した．従来の時系列な偏光変調からトポロジカルな偏光変調を見出し，リアルタイムな計測を実現した．
（達
成度：80%）
3-4．自己評価と次年度計画
学生の教育・指導に時間を要し，研究には十分な時間を充てることができなかった．そういう状況にあって，各教
員が力を注ぎ，多種多様な分野で上記のような成果を収めており，満足すべき達成度であると言える．
次年度は，初めて 4 学年が揃い，教育関連の負荷は今年度よりさらに増加する．また，これまでの講義，実験・
実習等育に加えて次年度は卒業論文がスタートする．卒業論文には継続的に時間をかけた指導が不可欠である．従っ
て，
卒業論文の研究レベルが学会発表レベル程度以上に上がらないと，研究実績という観点から多大なマイナスになっ
てしまうことが予想される．次年度は卒業論文の質を確保できるよう，注力したい．
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4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
1．加納隆，医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会（厚生労働省）
2．加納隆，電波の医用機器等への影響に関する調査研究会委員（総務省）
3．池田研二，ＮＥＤＯピアレビュア（助成申請評価員･経済産業省）
4．池田研二，科学技術動向研究センター専門調査員（文部科学省）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
1．池田研二，電子情報通信学会（論文査読委員）
2．池田研二，日本医科器械学会（論文査読委員）
3．池田研二，日本早期認知症学会（論文誌編集委員長）
4．加納隆，医科器械学（編集委員，査読委員）
5．加納隆，病院設備（編集委員）
6．下岡聡行，電気学会 E 部門（論文査読委員）
7．山下芳久，日本医工学治療学会（編集委員）
8．山下芳久，臨床透析（日本メディカルセンター）（編集委員）
9．山下芳久，日本透析医学会（論文査読委員）
10．山下芳久，日本集中治療医学会（論文査読委員）
11．T.Wakayama，Optical Review，Reviewer
12．T.Wakayama，Optics and Lasers in Engineering，Reviewer
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
1．西坂剛，日本生体医工学会（評議員）
2．西坂剛，日本レーザー医学会（副理事長）
3．西坂剛，光技術振興協会（レーザースクール委員他）
4．西坂剛，
（財）光産業技術振興協会（委員）
5．池田研二，ライフサポート学会（監事）
6．池田研二，日本早期認知症学会（理事）
7．池田研二，スウェーデン社会研究所（理事）
8．池田研二，バイオメカニズム学会（評議員）
9．池田研二，日本生体医工学会（評議員）
10．池田研二，日本臨床モニター学会（評議員）
11．吉澤徹，NPO 三次元工学会（理事長）
12．吉澤徹，精密工学会（メカノフォトニクス専門委員会委員長）
13．吉澤徹，経済産業省光学式非接触三次元測定機精度評価法標準化コンソーシアム委員会（委員）
14．加納隆，東京都臨床工学技士会（会長）
15．加納隆，日本生体医工学会（代議員，ME 技術教育委員）
16．加納隆，日本医科器械学会（評議員）
17．加納隆，日本医療福祉設備学会（理事）
18．加納隆，日本不整脈学会（評議員）
19．加納隆，日本臨床モニター学会（評議員）
20．小林直樹，保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会（HISPRO）（適合性評価委員会委員，技術委員会委員）
21．小林直樹，画像電子学会（企画委員会委員）
22．小林直樹，映像酔いガイドライン検証システム開発委員会（委員）
23．下岡聡行，ライフサポート学会（評議員）
24．見目恭一，日本心臓血管麻酔学会体外循環委員会委員）
25．見目恭一，日本人工臓器学会（体外循環認定士試験委員会委員）
26．見目恭一，日本体外循環技術医学会（監事）
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27．見目恭一，日本集中治療医学会（論文査読委員）
28．見目恭一，社団法人埼玉県臨床工学技士会（監事）
29．山下芳久，社団法人日本臨床工学技士会（国際交流委員長，JACET Academy 血液浄化関連グループ専門委員，
血液浄化認定委員）
30．山下芳久，社団法人埼玉県臨床工学技士会（副会長，他）
31．山下芳久，日本急性血液浄化学会（理事，評議員，安全管理・倫理委員会副委員長）
32．山下芳久，日本医工学治療学会（評議員）
33．山下芳久，日本血液浄化技術学会（幹事，学術委員他）
34．若山俊隆，光学シンポジウム実行委員会（委員）
35．若山俊隆，精密工学会（メカノフォトニクス専門委員会委員）

6．業績
6-1．論文・学会発表
メディカルエンジニアリング系
（論文総数 11 編，著書 3 冊，招待講演 3 件，学会発表総数 16 件）
①吉澤

徹編

光三次元・産業への応用，アドコム・メディア（株）（2008）．

② Toru Yoshizawa（Ed.）, Handbook of Optical Metrology, Talor & Francis Group （2009）
③ T.Wakayama, Y.Otani and N.Umeda，One-shot birefringence dispersion measurement based on channeled
spectrum technique，Opt.Commun.281,3668-3672（2008）.
④ T.Wakayama, Y.Otani, K.Oka and N.Umeda，Spectroscopic Mueller matrix polarimeter using four-channeled
spectra, Opt.Commun.281,5725-5730（2008）.
⑤ T. Wakayama, T. Yoshizawa, Simultaneous measurement of internal and external profiles using a ring beam
device, Proceedings of SPIE, 7066, pp70660D（2008）.
⑥加藤波里，若山俊隆，大谷幸利 , 分光偏光変調器を用いた複屈折および旋光同時計測法 , 光学，37 巻 ,11 号 ,
657-664（2008）.
⑦ Proc. Two- and Three-Dimensional Methods for Inspection and Metrology VI

Editor（s）: Peisen S. Huang,

Toru Yoshizawa, Kevin G. Harding（2008）
⑨魚眼カメラを用いた災害時空撮画像監視システムの開発，板倉篤志，牧野秀夫，日置渉，石井郁夫，駒形英樹，
若月大輔，電子情報通信学会技術報告，IE2008-218, 81-86（2009）
⑩ ELF 電気刺激によるマクロファージ機能の変化

- 液性因子による影響 -， 加川宗芳，下岡聡行，清水孝一 ,

電子情報通信学会技術報告，MBE2008-19, 25-28（2008）
クリニカルエンジニアリング系
（論文総数 13 編，著書 5 冊，講演 11 件，学会発表総数 27 件）
①加納

隆

他．ドクターヘリ用無線電波による医療機器への影響に関する検討

医療機器学 78（10）：722-723

（2008.10）
② Hanada E., Nakakuni H., Kudou T., Kano T., Electric ﬁeld intensity emitted from medical devices and its potential
electromotive force according to the quality of groundin, IEEE EMC Society Newsletter（2009.03）.
③奥村高広，加納
設協議会
④加納

隆，
「ペースメーカ」
（分担執筆） 臨床工学講座

監修／篠原一彦編

医用治療機器学（日本臨床工学技士教育施

医歯薬出版（2008.06）

隆，
「心臓ペースメーカ」
（分担執筆）ＭＥの基礎知識と安全管理 改訂第 5 版（日本生体医工学会ＭＥ技

術教育委員会監修）南江堂（2008）
⑤加納

隆，
「医療機器・設備の安全管理」
（分担執筆） 若手ＣＥと学生のための臨床工学ハンドブック改訂新版

〈上〉
，ベクトルコア（2009）
⑥見目恭一，補助人工心臓治療における臨床工学技士の役割，医工学治療，vol.20, No.2, 97-103（2008）
⑦山下芳久，在宅血液透析その 1，臨床透析，Vol.24, No.4, 107-112（2008）
⑧山下芳久，在宅血液透析その 2，臨床透析，Vol.24, No.5, 83-88（2008）
⑨山下芳久，患者監視透析装置の異常，血液透析施行時のトラブル・マニュアル改訂第 2 版，381-392（2008）
⑩山下芳久，三輪泰之，人工呼吸療法施行中における人工呼吸器の管理，臨床透析，Vol.24, No.8, 105-112（2008）
6-2．獲得研究費
1．吉澤徹，
「深孔の非接触内径測定手法の研究」（株式会社

IHI）2008.9 〜 2009.3

50 万
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2．吉澤徹，
「デジタルシフタを用いたユニアクシス型三次元形状計測装置の開発」（農工大 TLO 株式会社）
2008.4 〜 2010.3

：75 万

3．吉澤徹（研究代表）
，
「高機能 3 次元内視鏡システムの開発」平成 20 年度科学研究費補助金 基盤（C）：234 万
4．石井郁夫（研究代表）
，文部科学省科学研究費補助金

基盤研究（ C ）
「自由多視点魚眼カメラ画像による高精

度 3 次元形状計測法の研究」
，研究期間：平成 20 年度〜 22 年度，平成 20 年度直接経費：230 万円．
5．小林直樹，ナチュラルビジョン推進協議会 奨学寄附金：30 万円
6. 下岡聡行（分担）
，文部科学省科学研究費補助金

基盤研究（B）「Snake photon による生体透視イメージング

の実現と応用」研究期間：平成 18 年度〜 20 年度，研究代表者 北海道大学・清水孝一
7．若山俊隆（研究代表）
，
「渦スペクトルセンシングに関する研究」平成 20 年度科学研究費補助金 若手（B）
6-3．受賞
1．吉澤 徹，精密工学会 功労賞（社団法人精密工学会）2009.3
2．若山 俊隆，精密工学会 アフィリエイト（社団法人精密工学会）2009.3
3．遠藤哲夫，加藤

崇，加納

隆．第 37 回日本医療福祉設備学会優秀演題発表賞 『医用 PHS を利用した屋内電

波環境設計に関する実験・理論検討』 2008.11
6-4．特許，実用新案
1．三次元形状測定装置

吉澤徹，若山俊隆

2．偏光特性測定装置及び偏光特性測定方法
2009-79895

特願 2009-56756

出願 2009 年 3 月 10 日

若山俊隆，大谷幸利，吉澤徹

特願

出願 2009 年 3 月 27 日

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1．吉澤徹，日本光学測定機工業会
2．吉澤徹，精密工学会

光計測シンポジウム 2008 横浜（2008.6.11）副委員長

Senspec2008

横浜（2008.6）

3．吉澤徹，第 18 回三次元工学シンポジウム，横浜（2008.12.3-4）
4．加納

隆，第 16 回東京都臨床工学技士会学術大会，東京（2008.4.27）

7．自己点検・評価
平成 20 年度は設立されて 3 年目となり，本学科のカリキュラムでは，4 年次の臨床実習，卒業論文等を残すのみで，
大部分の課程が終了したことになる．第 1 期生である 3 年生で得に目だっているが，相当に学力の低い学生が存在
すること，加えて学生全般に課程が進行してもその先の国家試験に対する意識が希薄なことに対して，教員側は強く
危機意識を持っている．病院見学，早期の研究室配属による少人数指導の実施，ＭＥ 2 種実力検定試験の早期受験
推奨とカリキュラム外の指導等々によって職業意識の向上と学力の底上げを目指した手段を講じていることは評価に
値すると考える．しかし，問題の本質が学生側の主体性にあるため，教員の努力と負担に応分の成果が上がっている
とはいい難いのが現状である．
研究に関しては，基礎から応用まで専門分野ごとに研究を進めて，一応の成果を挙げていると判断できる．しかし
ながら，外部組織との共同研究によるものが多く，学内独自での研究の芽は育っているとはいえない状況にあると思
われる．今後の研究活動を担う助教・助手は特に教育に関する負担が重く，研究に充てられる時間が明らかに不足し
ている．この時間的な制約に加えて，卒論生や大学院生がいないこともあり，マンパワーは慢性的に不足である．
次年度から卒業論文のための研究が始まるが，学科内の研究用設備が不足しており，今後の研究活動の進展と学生
の研究指導に不安が残る．とくに，当学科では医学系の研究設備とは異なる種々の設備が必要になることから，それ
らの手当てが必要である．また，卒業研究の立ち上がりの数年は，研究用材料・部品，資材等をそろえる必要がある
ため，それらの経費の手当ても必要である．
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4．理学療法学科
1．構成員
黒川幸雄（KUROKAWA, Yukio）
：学科長，教授：理学療法教育学，地域理学療法学
高橋邦泰（TAKAHASHI, Kuniyasu）
：教授：整形外科学，リハビリテーション医学，障害者スポーツ医学
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
：教授：神経理学療法学，義肢装具学，医療統計学
赤坂清和（AKSAKA, Kiyokazu）
：教授：筋骨格理学療法学，徒手理学療法学，基礎理学療法学
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）
：准教授：循環器理学療法学，筋骨格理学療法学，高齢者理学療法学
西岡亮治（NISHIOKA, Ryoji）
：講師：神経内科学，内科学，リハビリテーション医学
澤田

豊（SAWADA, Yutaka）
：講師：筋骨格理学療法学，高齢者理学療法学，動作分析学

神子嶋誠（KAMIKOJIMA, Makoto）
：講師：小児理学療法学，人間発達学

2．教育
2-1．目的・目標
理学療法学科は，医療の高度化および多様化，社会の高齢化に対応した健康維持に対する国民の関心や期待に応え
るため，保健・医療の分野で貢献できる専門的な知識と技術を備え，科学的思考力を持ち，生涯ににわたり自己の資
質向上と国際的水準を満たした理学療法サービスが提供できる人材の育成を目標に掲げている．
平成 20 年度は，基礎分野における一層幅広い教養教育の充実をはかるため，哲学，社会学，心理学，スポーツ科
学，英語Ⅰ〜Ⅱ，ドイツ語，物理学，物理学実験，化学，細胞生物学，統計学演習，情報科学演習が開講された．また，
将来理学療法士として心身に障害を持つ対象者と対峙するために必要な基礎的知識や技術を習得するため，理学療法
専門基礎・専門分野では，これまでに開講している人体の構造と機能Ⅰ〜Ⅱ演習，基礎運動学，人間発達学，栄養学，
医療の基本Ⅰ，リハビリテーション医学，理学療法学概論，理学療法体験実習，理学療法学基礎実習に加え，本年度
から人体の構造と機能実習，応用運動学，ヒトの病気Ⅰ〜Ⅵ，骨関節疾患総論，骨関節疾患各論，精神疾患，医療の
基本Ⅱ，臨床心理学演習，公衆衛生学，基礎理学療法学演習，機能・能力診断学基礎演習，機能・能力診断学応用演
習，日常生活活動学演習の各科目が新たに開講された．
2-2．教育内容
【当学科講義】
人体の構造と機能Ⅰ〜Ⅱ演習・90 時間（小島，時田），基礎運動学・30 時間（福田，栗川），人間発達学・30 時間（神
子嶋）
，医療の基本Ⅰ・30 時間（西岡）
，リハビリテーション医学・30 時間（高橋），理学療法学概論・15 時間（黒川，
高倉）
，
応用運動学・30 時間（赤坂，
藤田，
加藤，
泉），ヒトの病気Ⅰ〜Ⅱ・60 時間（西岡），ヒトの病気Ⅲ・30 時間（西岡）
，
ヒトの病気Ⅳ〜Ⅴ・60 時間（西岡）
，ヒトの病気Ⅵ・30 時間（西岡），骨関節疾患総論・30 時間（高橋），骨関節疾
患各論・30 時間（高橋）
，医療の基本Ⅱ・30 時間（西岡），基礎理学療法学演習・60 時間（黒川，小島，時田，澤田，
細井）
，機能・能力診断学基礎演習・60 時間（高橋，福田，神子嶋，加藤），機能・能力診断学応用演習・60 時間（赤
坂，藤田，神子嶋，時田，澤田，泉）
，日常生活活動学演習・60 時間（高倉，栗川，藤田，細井，加藤）
【当学科実習等】
理学療法体験実習・90 時間（高橋）
，理学療法学基礎実習・45 時間（福田，藤田，栗川，細井，加藤），人体の構
造と機能実習（構造系）
・90 時間（小島，時田），
【他学科講義・実習等】
リハビリテーション概論（医用生体工学科）
・30 時間（高橋邦泰），
【本学医学部および法人関連学校の講義・実習等】
地域リハビリテーション（本学短期大学地域看護学専攻科）・30 時間（高橋邦泰），卒業研究（本学短期大学理学
療法学科）
・56 時間（高橋邦泰・高倉）
，リハビリテーションチーム医療学（本学短期大学理学療法学科）
・30 時間（高
橋邦泰）
，
【他大学等の講義・実習】
リハビリテーション論（武蔵野大学現代社会学部）・30 時間（高橋邦泰），障害者スポーツ概論（国際医療福祉大
学理学療法学科）
・12 時間（高橋邦泰）
，中枢神経系理学療法学（首都大学東京）・30 時間（高倉）
2-3．達成度
どの科目も学生に提示されたシラバスの内容に沿って講義と実習が遂行された．学生による授業評価においても概
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ね理解を得られる成果が得られていた．特に人体の構造と機能など，少ない時間の中でも充実した教育ができ，また
各実習においても担当教員は学生の諸問題を身近に対応できる指導ができた．この観点で，当学科の教育目標を達成
する上では担当教員の意図した効果が得られたと判断できる．
2-4．自己評価と次年度計画
【各教員からの自己評価と次年度計画について】
a）人間発達学では，胎児・新生児期から老年期までの姿勢・運動の発達，および発達心理学と広い領域であるこ
とや，1 年次後期の科目であるため，講義対象の学生には難易度が高い科目と感じたようである．一方，自分自
身の成長や発達過程を振り返りながら学習し，将来の自らの子育てを想像しながら講義に参加していた学生から
は興味が持てたという意見も多かった．次年度は，学生に提供する学習内容の整理を行う．
b）小児理学療法学では，現在，1 単位 30 時間の演習科目として展開しているが，実際は 60 時間を必要とする内
容を含む科目である．そのため，
時間内に講義が完了できず，時間を超過した講義が多かった．これは教員にとっ
ても学生にとっても大きな負担であった．今後は，他の科目へ適切に振り分けることにより対応する．将来的に
は，カリキュラム改正において適正な単位数および時間の配分を要望する．
ｃ）リハビリテーション医学の 1 年次配当は，医学的知識の乏しい学生に対しての講義であり，リハビリテーショ
ン「入門 ｣ 的な講義になった．これは，カリキュラム上いたし方がないと思われた．次年度以降さらにわかりや
すい入門にしていくためにＡＶ教材をふんだんに取り入れていきたい．
ｄ）理学療法体験実習は，1 年生に早期に実際の医療・理学療法を体験させ以後の学習の道標とする目的で行った．
この実習以降，学生は医療職を目指して学習していく自覚が一段と増した．学生からの評価も高く，次年度以降
もさらに工夫を重ね，よりよいものにしていきたい．
e）骨関節疾患総論では，解剖・生理の知識を踏まえて疾患の理解を深めるため，ＡＶ教材を用いて視覚に訴える
授業を行った．次年度以降も同様にＡＶ教材を多く用いて理解を深めやすい授業を行いたい．
f）日常生活活動学演習では，予定通り終了し目標を達成できた．
【学科全体としての自己評価と次年度計画について】
平成 20 年度は当学科設立 2 年目であり，教育遂行の面では各教員がシラバスで掲げた学習目標を達成するために
労苦を惜しまず努力を重ねたと評価できる．当学科でのグループ担任制度の導入は，学生の学習面での問題解決の上
で効果的であったと思われる．当学科では，教育指導の質を高めるために，学生の動向を把握して各教員が対応して
いるが，今後も講義の方法や学生への助言の方法も含め，広く教員間で多くの議論を重ねていきたい．次年度は，継
続して学生への個別指導を重視するとともに，入学時の目標が実現できるようにきめ細やかな助言等を行う．また，
実習等で用いる教育機器・機材など教育設備をさらに改善・充実させ，学生の授業・教育満足度と学習意欲ならびに
医療への関心を高めていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標：
理学療法学に関する臨床的学問を追究するため，総合医療センターや毛呂病院，かわごえクリニックなどの臨床施
設と共同臨床研究を積極的に行った．研究プロジェクトとしては，動作解析に関する基礎研究や頸椎の運動機能特性
に関する研究，さらに理学療法教育に関する研究なども行った．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：
Flexion-Rotation Test に お け る 上 位 頸 椎 の 三 次 元 動 作 解 析（ 澤 田 豊， 赤 坂 清 和， 加 藤 剛 平，Toby Hall，Kim
Robinson：保健医療学部プロジェクト研究）
，上肢課題の相違が立ち上がり動作時の運動方略に及ぼす効果に関する
研究（藤田博曉，高倉保幸，澤田豊，細井俊希，黒川幸雄：保健医療学部プロジェクト研究），デイケアサービス利
用者に対する理学療法サービスの費用対効用値の分析（高倉保幸，黒川幸雄，藤田博曉，泉美帆子，加藤剛平：保健
医療学部プロジェクト研究）
，
脳血管障害者の活動量変化

ー退院前後の活動量の比較ー（澤田豊，細井俊希，加藤剛平，

藤田博暁，高橋邦泰，黒川幸雄：保健医療学部プロジェクト研究）
3-3．研究内容と達成度：
臨床研究の分野において多くの学会発表を行うことができ，17 本の論文を出すことができ，高い達成度を得るこ
とができたと考える．
3-4．自己評価と次年度計画：
理学療法学科は多の学科より開設が 1 年遅れて始まったこと，教員が医学部や短期大学，関連病院との兼務であっ
たことから，研究に関わる十分な時間の確保が難しい状況にあった．そのような環境においても，各自が工夫して研
究に取り組むことにより，多くの成果をあげることができたと考える．なお，前身である短期大学を閉学科し兼務が
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少なくなること，新しい教員が増えることなどから，各専門別の研究グループを組織することが可能である．そのよ
うな研究グループを基にし，組織だった研究活動が推進できることから，研究体制を整備しより良い研究活動が可能
と考える．

4．診療：該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員：
高橋邦泰：毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会委員
5-2．学術誌編集委員，査読委員：
高橋邦泰：
「理学療法科学学会誌」査読委員
高倉保幸：
「Journal of Japanese Physical Therapy Association」査読委員，「Internet Clinical Physical Therapy」編
集委員，
「理学療法科学」査読委員，
「埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌」編集委員，
「日本リハビリテー
ション・ネットワーク研究」査読委員，
「専門リハビリテーション」査読委員
赤坂清和：
「理学療法‐臨床・教育・研究」編集委員，「理学療法科学」編集委員，「Journal of Physical Therapy
Science」reviewer
藤田博暁：
「理学療法科学学会誌」編集委員・査読委員
時田幸之輔：
「理学療法学」査読委員
澤田

豊：
「埼玉県理学療法」編集委員会委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：
【大学，大学院，その他の非常勤講師】
高倉保幸：首都大学東京非常勤講師
【学会役員，その他の学会関連】
黒川幸雄：理学療法科学学会理事，全国大学理学療法教育研究会理事
高倉保幸：日本リハビリテーション・ネットワーク研究会常任理事，理学療法科学学会評議員，専門リハビリテー
ション研究会評議員・編集部会幹事，埼玉県包括的リハビリテーション研究会会長理学療法プログラム研究会会長，
日本義肢装具学会会則検討委員
赤坂清和：理学療法科学学会理事・学術局長・評議員
藤田博暁：日本理学療法士協会内部障害家専門領域研究部会委員，NPO 法人高齢者運動器疾患研究所幹事
【その他】
黒川幸雄：日本理学療法士協会学術・教育評議会評議委員
高橋邦泰： 2009 ジャパンパラリンピッククロスカントリースキー競技会大会競技役員，2009 ジャパンパラリン
ピックアイススレッジホッケー競技会大会競技役員，第 28 回大分国際車いすマラソン大会競技役員，関東身体障害
者陸上競技大会競技役員，2008 ジャパンパラリンピック陸上競技大会競技役員，北京パラリンピック自転車競技代
表選手ドーピング講習会講師
高倉保幸：埼玉県理学療法士会公益社団法人検討委員
赤坂清和：日本理学療法士協会代議員，埼玉県理学療法士会副会長・理事
藤田博暁：理学療法科学学会 FD 研究会講師（2008.6），理学療法科学学会脳卒中講習会講師（2008.7），日本理
学療法士協会現職者講習会講師（2008.12）
，日本理学療法士協会教育部研修会講師（2008.11），理学療法士・作業
療法士養成施設等教員講習会講師（2009.1）
，埼玉県理学療法士会新人研修会講師（2009.1），日本理学療法士協会
内部障害系部会教育セミナー講師（2009.1）
西岡亮治：埼玉医科大学内科（神経内科・脳卒中内科）兼担講師，埼玉医科大学短期大学理学療法学科兼担講師，
日本神経学会指導医
神子嶋誠：第 44 回日本理学療法学術大会演題査読者

6．業績
6-1．学会発表，論文，著書，総説，その他
＜理学療法科学領域＞

論文 1，学会発表 17，著書 4

代表的な業績
①藤田博曉・山谷あずみ・ 潮見泰蔵：上肢課題の相違による起立動作時の分析，埼玉県包括リハビリテーション研
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究会雑誌，28 巻 1 号，44-46
②細井俊希（埼玉医科大学附属短期大学 理学療法学科）, 黒川幸雄 , 藤田博暁：特別養護老人ホーム入居者の QOL
と ADL の関係（会議録）
：理学療法学 ,36 巻 Suppl.2 Page840（2009.03）
③時田幸之輔（埼玉医科大学 保健医療学部理学療法学科）, 米良佳余子 , 小阪雅代 , 熊木克治 , 佐藤昇：胸椎の頸椎
化と頸・腕神経叢（会議録）
：解剖学雑誌，84 巻 Suppl. Page235（2009.03）
④小島龍平（埼玉医科大学附属短期大学 理学療法学科）, 時田幸之輔 , 深澤幹典：ブタ胎仔における筋構成

体幹

と前肢を連結する筋（会議録）
：解剖学雑誌，84 巻 Suppl. Page173（2009.03）
⑤時田幸之輔（埼玉医科大学 保健医療学部理学療法学科）, 永島雅文 , 浅本憲 , 中野隆 , 熊木克治 , 佐藤昇：腰仙骨
神経幹の解析（会議録）
：解剖学雑誌，84 巻 Suppl. Page235（2009.03）
⑥小島龍平（埼玉医科大学附属短期大学 理学療法学科）, 時田幸之輔：ブタ胎仔標本を用いた解剖学実習の試み（会
議録）
：解剖学雑誌，84 巻 Suppl. Page255（2009.03）
⑦時田幸之輔（埼玉医科大学附属短期大学 理学療法学科）, 浅本憲 , 中野隆 , 佐藤昇 , 熊木克治 , 永島雅文：腰神経
叢の多様性と体表解剖学（会議録）
：理学療法学，35 巻 Suppl.2 Page698（2008.04）
⑧加藤剛平，笠原千絵，紫村允明，橋北誠孝，髙橋邦泰：通所リハビリテーションサービス利用者の短期入所サー
ビス利用特性の検討，第 44 回理学療法科学学会学術大会 . 2008.04. 川越市
⑨藤田博曉・内山靖・他：エビデンスに基づく理学療法

活用と臨床思考過程の実際．内山靖監修．医歯薬出版株

式会社，2008.6
⑩藤田博曉・武藤義照・他：転倒予防大百科．日本医事新報社，2008.8
＜筋骨格理学療法＞

学会発表 5，論文 1，著書 2，総説 9，講演 7

代表的な業績
①田村暁大 , 赤坂清和 , 泉美帆子 : McConnell テーピングによる膝蓋骨内側偏位は膝関節伸展トルクを増加させる ,
第 7 回国際理学療法科学学会，中国大連市，2009.3
② Kiyokazu Akasaka, Gohei Kato, Yutaka Sawada, Yukio Kurokawa:

International Collaboration between Australia

and Japan based upon Physical Therapy. 6th International Meeting of Physical Therapy Science, Perth, 2008.8.
③ Sawada Yutaka, Kiyokazu Akasaka, Yukio Kurokawa, Gohei Kato: Dynamic instability evaluation of the knee by
the Star Excursion Balance Test. 6th International Meeting of PhysicalTherapy Science, Perth, 2008.8
④ Hall TM, Robinson KW, Fujinawa O, Akasaka K, Pyne EA: Intertester Reliability and Diagnostic Validity of the
Cervical Flexion-Rotation Test. J Manipulative Physiol Ther, 31, 293-300 2008
⑤澤田豊・潮見泰藏・他：科学的根拠に基づく理学療法，潮見泰藏監訳．2008.4
⑥赤坂清和，澤田豊・他：メイトランド脊椎マニュピレーション．赤坂清和，斉藤昭彦監訳，エルゼビア・ジャパ
ン，2008.8
⑦赤坂清和 , 福田敏幸 , 澤田豊 , 泉美帆子：スポーツ理学療法に関するシステマティックレビュー：理学療法科学，
23, 349-356, 2008
⑧高橋邦泰：スポーツ理学療法で必要となる整形外科徒手検査と徴候：理学療法科学，23, 357-362, 2008
⑨赤坂清和：スポーツ理学療法に関するシステマティックレビュー，第 22 回理学療法科学学会夏期研修会，
草津市，
2008,7,26
⑩ Akasaka K: Examination and Manual Therapy for the Lumbar, Pelvic and Hip Regions. 7th International Physical
Therapy Science, Dalian, China, March 28, 2009.
＜神経理学療法領域＞

学会発表 7，論文 8，著書・総説 9，講演 11

代表的な業績
①高倉保幸，高橋佳恵・他：急性期脳損傷例に対する PT 実施単位数増加の効果 . 埼玉県包括的リハビリテーショ
ン研究会雑誌 8（1）
：26-28，2008.12
②高倉保幸，藤田博暁：排泄に関係する動作の評価法を知ろう！ . 高齢者ケア 12（2）:17-29. 2008.05.
③高橋佳恵，高倉保幸・他：脳損傷例における平均反応時間が座位保持能力に与える影響の強さ．第 43 回日本理
学療法学術大会 . 2008.05. 福岡
④高倉保幸・高橋佳恵・他：高次脳機能と理学療法．第 964 回日本理学療法士協会現職者講習会．2008.07．埼
玉
⑤高倉保幸・対馬栄輝・他：統計学−分散分析から多変量解析−．第 987 回日本理学療法士協会現職者講習会．
2008.09．弘前
⑥高倉保幸：CVA に対する運動学習の進め方．和歌山県理学療法士会研修会．2009.01．和歌山
644

理学療法学科

⑦高倉保幸：動作と移乗を支援するために．平成 20 年度埼玉県理学療法士会地域リハビリテーション研究会．
2009.01．埼玉
⑧藪崎純，高倉保幸・他：被殻出血 1 型における短期機能的予後−基本動作の項目別検討−．第 43 回日本理学療
法学術大会 . 2008.05. 福岡
⑨國澤洋介，高倉保幸・他：頸椎・頚髄疾患による脊髄不全麻痺患者の独立歩行獲得に影響する因子．第 43 回日
本理学療法学術大会 . 2008.05. 福岡
⑩大熊克信，高倉保幸・他：2 型糖尿病患者の運動習慣に影響する因子−体力とセルフエフィカシーからの検討− .
埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌 8（1）:47-49．2008.12.
6-2．獲得研究費：
時田幸之輔：京都大学霊長類研究所共同利用研究員（93,280 円）
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績：
高倉保幸：第 44 回理学療法科学学会学術大会
高倉保幸：第 964 回日本理学療法士協会現職者講習会「高次脳機能と基本動作」
赤坂清和：第 22 回理学療法科学学会夏期研修会．2008.7. 草津市
赤坂清和：第 1 回リハビリテーション卒後教育研修会．2008.10. さいたま市

7．自己点検・評価
平成 20 年度保健医療学部理学療法学科は 2 年目に入り相対的に基礎科目が減り専門基礎科目や理学療法専門科目
の比重が増した教育となってきた．並行して短期大学理学療法学科の最終年度にもあたり，短大の最終学年 3 年生
の総合臨床実習の指導，卒業研究，国家試験対策，就職対策など重要な業務と兼務するかたちとなった．この点は次
年度短大が閉学科となり，学部理学療法学科に一本化された段階での総合臨床実習，国家試験対策などの職業人育成
教育課題遂行上も大変意味のある時期であった．
当学科の 2 年目は教育面では教員体制もほぼ整い教員としての資質向上に向け継続的努力がなされた．特に新任
教員は学部主催の FD 教育研修にも積極的に参加して医学教育の基礎的な研修を受けたことが大変有意義であった．
新しいシラバスの教育目標，学習目標，授業内容の作成など計画から実施，学生評価，課題達成度の自己点検評価ま
で一連の過程で十分考慮を重ねることができたことは今後の教育システムの構築上も大変有意義なことであった．
大学における教育研究活動の原点は学生の存在であり，そのために学生の学習環境の改善，学習意欲の向上，学習能
力の向上，最終的には学習の効果に向け着実に教育努力及び事務が遂行されることが肝要であり，その方向で教職員
の努力がなされた．また当大学の使命である職業人育成すなわち医療人育成として，基礎的な素養や資質を身につけ
るために専門基礎科目である人体の構造機能実習，応用運動学，臨床医学総論等々をはじめとする基礎臨床医学系の
科目，そして専門科目の中でも基礎理学療法演習，機能・能力診断学基礎・応用演習，日常生活活動学演習等々をは
じめとする基本的な科目群が開講され，教授学習された．
本学科教員の学術研究活動は，教員各自の専門領域における従前からの活動に加え学部プロジェクト研究への積極的
な応募を確認することとなった．学部プロジェクト研究は学外の研究費獲得への登竜門として，また大学独自の高度
専門職育成への第一歩として位置付けられたものである．大学の使命は，学術上の進歩発展に寄与し，強いて言えば
国民の健康と福祉に貢献することである．その使命のためには研究活動の重要性については常に意識的な取り組みが
必要で，教育研究システムの中にこうした高邁な使命を遂行していく意識的なシステムが内臓されている．本学科に
おいてもプロジェクト研究への積極的な申請がなされた．
本学科における教員の地域社会活動への貢献についても，様々なかたちで積極的に行われてきた．そのことが学生
に対し理学療法士は地域社会で生きている患者・障害者・高齢者などへ何を提供していくのか，どう寄り添えばいい
のかを学習する上で，大事な経験であると理解できる．
最後に 2 年目を向かえた本学科が川角キャンパスを中心に，学部本部の日高キャンパスとも常に密接な連携をとっ
て，学生教育の一層の充実を目指して努力していくことを確認し，結びとする．
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1．遺伝子構造機能部門
1．構成員
黒川理樹（KUROKAWA, Riki）
：教授：分子生物学 / 内分泌学
荒井重紀（ARAI, Shigeki）
：助教：分子生物学
松原真紀（MATSUBARA, Maki）
：ポストドクトラルフェロー：分子生物学
杜

昆（TO, Kon）
：大学院生

松下明生（MATSUSITA, Akio）
：客員講師：分子生物学／内分泌学／内科学
平松真希子（HIRAMATSU, Makiko）
：実験助手
丹治律子（TANJI, Ritsuko）
：研究補助員

2．教育
2-1．目的・目標
埼玉医科大学 1 年生の細胞生物学コースの「細胞分裂」および「遺伝の法則」を分担している．細胞生物学コー
スは医学教育の最も初期にあたる内容である．学生が生命現象に興味をもち，自ら学ぶ姿勢を身につけることを目標
に教育している．この「細胞生物学」の習得を通じて，良き臨床医となる姿勢と学識の涵養を目指している．
2-2．教育内容
19 章および 20 章「細胞分裂」および「遺伝の法則」を担当．教科書の「細胞分裂」および「遺伝の法則」の内
容を十分に理解させて，学生自身による「細胞分裂」の講義を実施するための教育を行う．ゲノム医学研究センター
の病態生理部門，ゲノム科学部門と分担して学生のサポートを行った．
2-3．達成度
高校生物の範囲に含まれる内容のため，生物選択の学生の理解度は高く，小テストの得点も高得点の学生が多かっ
た．教科書の内容を理解し，図を作成して講義を行うという点では達成度は高まっている．説明内容は正しいが，説
明のわかりやすさについて学生間のばらつきがあるので，発表の機会を多く作ることで，達成度はさらに高くなると
思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
本年度は，前年度と同様に 19 および 20 章を担当した．2 回目ということもあり，問題なく教育を遂行できた．
次年度は小テストの作成を工夫し，過去問の勉強のみで済ます学生に対して厳しく対処する計画である．
2-5．部門長の教育活動
部門長黒川は，医学部 1 年生対象の Problem-based Learning（PBL）を，一コマ担当した．この PBL は，実際の症
例をもとに，疾患の診断を進める学生参加型授業である．一年生なので，臨床的知識はないに等しいが，実際の症例
には強い興味を示してくれた．やはり，医学部教育では，なるべく早期に臨床科目に触れさせることが大切と実感さ
れた．
保健医療学部教育に関しては，卒業研究生を受け入れ，部門を挙げて指導を進めている．平成 22 年度より，本学
でも保健医療学部に基礎を置く医学修士課程が設置予定である．この課程には，我々の部門を含むゲノム医学研究セ
ンター 6 部門も参加予定である．この修士課程は，当センターの研究･教育活動に重要な意味を持つと考えられる．
現在の卒業研究生から，修士入学者がでることを期待したい．

3．研究
3-1．目的・目標
真核生物における遺伝子発現制御機構の解明を，大きな目標に研究を進めている．遺伝子発現制御の異常と疾
患との関連を探索している．2008 年には，転写抑制に非コード RNA が重要な役割を果たす実験結果を Nature
（454:126-130,2008）に発表し，RNA 依存性転写制御という新しい遺伝子発現機構を提唱した．ヒトゲノムの 9 割
が転写され，その多くは非コード RNA になる事実が明らかになり，この非コード RNA が転写制御を含む多くの生命
現象に重要な役割を果たすことも示されてきている．この非コード RNA とヒト疾患との関連は，今世紀のエポック
となる研究課題と考え，鋭意研究を進めている．
3-2．研究グループ
1．ヒストンアセチル化酵素 HAT 阻害因子 TLS による転写制御機構（荒井，松原，杜昆，平松）
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2．脂肪肉腫融合遺伝子産物 TLS-CHOP の惹起する転写異常（松原，荒井）
3．TLS 複合体の精製と転写制御機能解析（杜昆，荒井）
4．筋萎縮性側索硬化症変異の TLS-H517Q および TLS-R521G の解析と発症機構の解明（黒川，荒井）
3-3．研究内容と達成度
研究部門開設 5 年目となり，研究内容も充実してきた．2008 年 7 月には念願の Nature 誌に論文が掲載になり，
国内外から大きな注目を集めた．実際，2 件の国内学術誌からの総説執筆の依頼があり，国際誌からも総説執筆依頼
を受けた．大変満足できる成果と自負している．
3-4．自己評価と次年度計画
本年度は部門開設 5 年目を迎え，研究成果を Nature 誌に発表することが叶った．この研究は，非コード RNA に
よる転写制御という新たな研究分野開拓を導く斬新なものである．次は，この研究成果を発展させると共に，臨床応
用を睨んだトランスレーショナル研究へ展開したいと考えている．実際，リウマチ膠原病科の三村教授との共同研究
を始め，我々の実験系をリウマチ病態モデルでの検証を目指している．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当無し
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Biochemical and Biophysical Research Communications 誌の査読委員
Genomics の査読を依頼された．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉医科大学ゲノム医学研究センター遺伝子構造機能部門の 5 周年記念誌を作成し，学内外の先生方，および地
元医師会や開業医の先生方にも配布した．多くの先生方から，評価を頂いた．朝日新聞社および産経新聞社から，研
究内容についての取材を受けた．実際，産経新聞には当部門の記事が掲載された（後述）．
また，部門長黒川は，学生部委員として，学生生活管理に参加した．学生委員の義務として，本学のセールスポイ
ントの一つである交換留学生選考面接委員を務めている．広報委員として，本学広報活動に参加している．医学部入
試面接委員を務めた．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Wang X, Arai S, Song X, Reichart D, Du K, Pascual G, Tempst P, Rosenfeld MG, Glass CK, Kurokawa R.: ｢Induced
ncRNAs Allosterically Modify RNA Binding Proteins in cis to Inhibit Transcription.」Nature. 454：126-130
（2008）
② Takahama K, Kino K, Arai S, Kurokawa R, Oyoshi T.:「Identiﬁcation of RNA binding speciﬁcity for the TET-family
proteins.」Nucleic Acids Symp Ser（Oxf）52：13-214（2008）
③黒川 理樹 : ｢ 核内レセプターによる転写活性化にはクロマチン間顆粒を介した染色体移動が必要であった ｣ 実験
医学

26：1731-1732（2008）

④黒川 理樹 :「中枢神経系のドーパミン刺激はヒストン H3 リン酸化を誘導し遺伝子発現を制御する」実験医学
26：2212-2213（2008）
⑤黒川 理樹 : ｢ 標的プロモーター由来 ncRNA による転写抑制 -RNA 依存性転写制御機構 ｣

実験医学

26：

2913-2916（2008）
⑥黒川 理樹 「核内受容体
:
PPAR γ -RXR αヘテロニ量体の結晶構造」実験医学 27：48-49（2009）
⑦黒川 理樹 「長鎖
:
ncRNA によるクロマチン制御を介した転写抑制機構」細胞工学 28：132-137（2009）
⑧ Kurokawa R.：
〔招待講演〕A HAT-inhibitory RNA binding protein mediates transcriptional repression through
non-coding RNAs from a target promoter.
THE 21 ｔｈ NAITO CONFERENCE ON Nuclear Dynamics and RNA[ Ⅰ ]

Yamanashi（2008/6/25）

⑨黒川 理樹：
〔シンポジウム〕プロモーター由来 ncRNA による新たな転写制御機構
第 6 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム 「ゲノム医学を基盤とした疾患の診断・治療標的の包括的解明と
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その臨床への応用」〜核内レセプターとメタボリック症候群〜
埼玉医科大学ゲノム医学研究センター主催（2008/10/25）
⑩黒川 理樹：
〔シンポジウム〕非コード RNA による転写制御機構
第 31 回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学会大会合同大会

兵庫県神戸市（2008/12/9）

6-2．獲得研究費
黒川

理樹（分担）
（代表：岡崎 康司）

文部科学省

平成 20 年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業：「ゲノム医学を基盤とした疾患の診断・治療標

的の包括的解明と臨床応用への総合研究拠点」，分担課題名：「non-coding RNA による疾患治療標的開発」
配分額：450 万円
黒川

理樹（代表）

武田科学振興財団

2008 年度生命科学研究助成

「非コード RNA による遺伝子発現制御機構」
配分額：1,000 万円
黒川

理樹（代表）

内藤記念科学振興財団

第 40 回内藤記念科学奨励金

「転写抑制性非コード RNA の機能解析」
配分額：300 万円
黒川

理樹（代表）

内藤記念科学振興財団

第 37 回内藤記念特定研究助成金

「非コード RNA 依存性転写制御機構の解析」
配分額：50 万円
黒川

理樹（代表）

病態代謝研究会

研究助成金

「エストロゲン受容体機能を制御する非コード RNA の解析」
配分額：100 万円
6-3．受賞
該当無し
6-4．特許，実用新案
該当無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
卒後教育委員会 主催 学術集会（2008/6/27）
Positive and Negative Regulation of Transcription-Past and Present.
Michael G. Rosenfeld.（University of California, San Diego）
ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会（2009/2/19）
医薬，バイオ分野における研究マテリアルと知的財産
田中 秀穂（芝浦工業大学工学マネジメント研究科）

7．自己点検・評価
遺伝子構造機能部門も開設から 5 年の節目を迎えた．これを記録するために 5 周年記念誌を発行し，関係各方面
に配布した．部門員全員の協力により，低予算，少人数にも関わらず，世界的評価の高い Nature 誌に論文を発表す
ることを得た．教育活動，学内委員会活動共に，積極的に取り組み，着実な貢献をなしてきた．さらに，研究成果が
平成 21 年 2 月 24 日付けの産経新聞埼玉版にも取り上げられて，一般国民への情報発信にも努めている．今後の目
標は，非コード RNA の医学的意義を追究し，ヒトゲノム構築の本質を解明したい．この成果は現代医学の基本原理
となると期待される．さらに，この研究成果を臨床に応用し，国民医療の向上を目指したい．これらの成果を踏まえ
て，本学の教育・研究レベルの向上に貢献したいと考えている．
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2．遺伝子情報制御部門
1．構成員
井上

聡（INOUE, Satoshi）
：客員教授：分子内分泌代謝学／老年病学／ゲノム医学

堀江（井上）公仁子（HORIE-INOUE, Kuniko）：准教授：分子薬理学／分子腫瘍学
池田和博（IKEDA, Kazuhiro）
：講師：分子生物学
浦野友彦（URANO, Tomohiko）
：非常勤講師
佐藤

航（SATO, Wataru）
：助手

伊地知暢広（IJICHI, Nobuhiro）
：特任研究員
上山和也（UEYAMA, Kazuya）
：特別研究学生
窪麻由美（KUBO, Mayumi）
：特別研究学生
重川

崇（TAKASHI, SHIGEKAWA）
：特別研究学生

阿部弥生（YAYOI ABE）
：特別研究学生
鈴木友子（SUZUKI, Tomoko）
：研究補助員
中村美智代（NAKAMURA Michiyo）: 研究補助員

2．教育
2-1．目的・目標
当部門における教育の目標は，細胞内，核内シグナルの分子機構についての基礎的な知識を通して生体のしくみを
理解してもらうこと，基礎医学研究のおもしろさを体感する機会を提供し，さらには診断，治療，創薬への臨床応用
を展望することである．
2-2．教育内容
講義については，1 年生の統合講義の細胞生物学コースを分担し，「遺伝子とゲノムの進化」の講義を池田が 9 時
限担当した．このコースは教科書の章ごとに担当学生が学習内容をまとめ，講義形式で発表し学習するものである．
これら担当学生のグループ別指導を当研究センターにて行った上，毛呂キャンパスにおける講義，学習ならびに試験
問題の作成，評価を通じて知識，理解の習得を行った．また，保健医療学部学生の研究体験および卒業研究の指導を
行った．眼科兼担の堀江は，3 年生の PBL と 4 年生の眼科臨床講義（眼内腫瘍・分子生物学）を担当した．
2-3．達成度
医学部学生のグループ別指導，講義を通して遺伝的変動の要因となる様々な事象について理解させることができ，
生物学の基礎的知識を習得させることができた．保健医療学部学生に対しては，生化学・ゲノム医学の知識および研
究手法を体験・修得してもらい，卒業研究としての課題に取り組むことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
講義では基礎的な知識の習得に重点を置きつつも医学的観点からも内容の理解を深めることができたと評価してい
る．次年度も同様に細胞生物学講義の中の「遺伝子とゲノムの進化」を担当する．学習領域の知識を高め，理解し易
い指導を行えるよう準備をする．研究体験と卒業研究では，実際に生化学実験を行ってもらい，体験を通して医学研
究への興味を覚えてもらうことができたと評価している．次年度も研究体験・卒業研究の学生を積極的に受入れてい
きたい．また，複数の特別研究学生が当部門で研究教育を受けることになり，准教授，講師が man to man での直接
指導に精力を注いでいる．今後も，学部学生，大学院生の自主的学習，教育，研究の場を積極的に提供していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
当部門では，遺伝子情報の制御に関してホルモン作用機構の解明を目指し研究を進めている．特に動脈硬化症，骨
粗鬆症や老年期痴呆などの老年病と，乳癌・子宮癌・前立腺癌を含むホルモン依存性癌の病因・診断・治療に密接に
関連する性ステロイドホルモンの生理的，病態生理的な作用機構の解明を主要なテーマとしている．分子生物学，生
化学，生理学，薬理学，遺伝学，発生工学の手法を用いて，各種組織におけるエストロゲン受容体の機能解析，エス
トロゲン・アンドロゲン標的遺伝子の網羅的同定・機能解析を行っている．ゲノム医学研究を応用した三本柱として，
1）オーダーメード医療をめざした遺伝子多型（SNP/CNV）解析，2）DNA チップおよびプロテオーム解析による体
系的な遺伝子制御ネットワークの解析，3）遺伝子改変技術を応用したノックアウトマウス，トランスジェニックマ
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ウスの作製による疾患動物モデルと遺伝子治療モデルの解析に力を注いでいる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）ステロイドシグナル経路を分子標的とした新しい内分泌疾患・ホルモン依存性癌・加齢性疾患の予防・治療法
の開発
（堀江公仁子，池田和博，伊地知暢広，上山和也，窪麻由美，重川崇，阿部弥生，井上

聡）

2）骨粗鬆症および肝癌発症予防におけるビタミン K 作用機構の解明（堀江公仁子，井上

聡）

3）選択的蛋白分解に関与するリングフィンガー遺伝子の癌とウイルス感染防御における役割の解析（池田和博，
佐藤 航，浦野友彦，井上

聡）

4）遺伝子改変動物を用いたエストロゲンシグナルの in vivo での解析（津久井通，井上

聡）

5）遺伝子改変動物を用いたビタミン K シグナル，オステオカルシンの機能解析と疾患モデルの開発（津久井通，
井上

聡）

6）ゲノム解析による加齢性疾患関連遺伝子の探索（堀江公仁子，井上

聡）

3-3．研究内容と達成度
ステロイドホルモンの生理的作用ならびに疾患・癌における作用機序の解明と臨床応用可能な新たな分子標的の開
発をめざし，エストロゲン・アンドロゲンの作用を中心に研究を行っている．バイオインフォマティックスとクロマ
チン免疫沈降した DNA のアレイ解析（ChIP-chip 法）などの手法を用いて，ステロイドホルモンの受容体である核
内受容体の結合する配列を全ゲノムに渡って探索し，新たなステロイド応答遺伝子を明らかにしている．本年度は，
染色体 21,22 番のアンドロゲン受容体の結合部位解析に基づき，アルツハイマー病の発症にかかわる APP 遺伝子が，
新規アンドロゲン標的遺伝子であることを明らかにし，前立腺がんの新しい予後因子マーカーおよび治療分子標的と
なりうる可能性を示した．エストロゲン応答遺伝子の解析においては，癌増殖に及ぼす新たなエストロゲンの作用経
路を同定している．さらに，
遺伝子改変マウスを用いて生体内におけるエストロゲン受容体の機能解析を行っており，
骨・関節や卵巣におけるエストロゲン受容体の機能を明らかにした．
その他の核内受容体としてステロイド X 受容体（SXR）やエストロゲン関連受容体（ERR）などの解析を進めている．
本年度は，ERR? サブタイプがマウス脂肪前駆細胞の脂肪細胞への分化誘導系において発現が亢進することを明らか
にし，ERR? と合わせ，ERR サブファミリーが脂肪細胞分化の促進に関わることを見いだした．
また，我々が独自に同定したステロイド応答遺伝子を標的とする小分子核酸が，乳癌，子宮癌，前立腺癌，膀胱癌
の腫瘍形成を in vivo で抑制することを見出し，癌の新たな核酸治療薬としての開発を進めている．この成果は「子
宮癌，乳癌，及び膀胱癌の予防乃至治療に好適な二本鎖核酸分子，癌細胞増殖抑制剤，並びに医薬」および「癌の予
防乃至治療法に好適な二本鎖核酸分子，癌細胞増殖抑制剤，並びに医薬」として，特許委員会において職務発明とし
て認定され，PCT 出願を行った．
選択的蛋白分解に関わると想定されるリングフィンガーファミリー遺伝子の発現制御と機能解析も進めており，癌
とウイルス感染防御における作用との関連について解析を進めている．
眼科およびゲノム科学部門との共同研究として，加齢黄斑変性に関するトランスレーショナルリサーチを進めてお
り，疾患発症に深く関わると考えられる遺伝子多型の組合せにより，罹患リスク予測が，日本人集団においても高い
確率で行うことができることを示した．
これらの成果の一部は論文として発表し，国内外の学会・研究会において発表を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
核内受容体の転写制御ネットワークの解析や下流標的遺伝子の探索とその機能解析を精力的に進めており，遺伝子
改変動物を用いた疾患モデルも利用し，in vitro, in vivo の両方面から疾患・癌におけるステロイドシグナル経路の果
たす役割を明らかにする研究を展開していると評価している．特に，エストロゲン，アンドロゲン，ビタミン K に
ついてはそれぞれ新規の下流標的遺伝子を同定することができ，ステロイド依存性の癌や骨の疾患ならびに肥満・メ
タボリックシンドロームなどの生活習慣病における新たな診断・治療における分子標的となりえる発展性が期待でき
る．特に，癌の核酸創薬の開発は，次世代の新たな治療法として注目されており，本年度のように知的財産の確保を
行いつつ，臨床応用への展開を目指していきたい．また，リングフィンガーファミリー遺伝子の発現制御・機能解析
を進めており，新しい基質の同定を介して選択的蛋白分解経路の疾患・癌における関与の解明を目指した研究を行っ
ている．最近，リングフィンガーファミリー遺伝子はウイルス感染に関与する可能性が注目されており，新しい研究
分野としての発展に期待できる．トランスレーショナルリサーチについては，欧米人と異なる病型を示す日本人の加
齢性疾患について，疾患関連遺伝子の探索を進めており，新しい診断・治療法の開発への応用が期待される．いずれ
のテーマも基礎医学分野のみならず臨床医学において，世界に先駆ける内容として発表する準備をすすめている．
次年度においては核内受容体とその標的遺伝子ならびにリングフィンガーファミリー遺伝子に関するこれらの研究
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を一層発展させる．特に，全ゲノム情報を駆使した解析を強化し，遺伝子情報制御のネットワークの解明とその臨床
応用を目指す．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
井上 聡：米国内分泌学会

Endocrinology 誌，日本骨代謝学会 Journal of Bone Mineral Metabolism，日本抗加齢

医学会 Journal of Anti-Aging Medicine: Editorial Board Open Bone Journal:
井上 聡：ノバルティス老化および老年医学研究基金選考委員会

Regional Editor

幹事

井上 聡：Endocrinology, Biochem. Biophys. Res. Commun., Oncogene, J. Hum. Genet., J. Mol. Endocrinol., Cancer
Sci., 他数誌

査読委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

6．業績
6-1．論文・学会発表
［論文］32 編（英文 14 編，邦文 17 編）［学会発表］60 題（国外 52 題，国内 8 題）
① akayama K, Horie-Inoue K, Ikeda K, Urano T, Murakami K, Hayashizaki Y, Ouchi Y, Inoue S: FOXP1 is an
androgen-responsive transcription factor that negatively regulates androgen receptor signaling in prostate
cancer cells. Biochem Biophys Res Commun 2008; 374, 388-393.
② Takayama K, Tsutsumi T, Suzuki T, Horie-Inoue K, Ikeda K, Kaneshiro K, Fujimura T, Kumagai J, Urano T, Sakaki
Y, Shirahige K, Sasano H, Takahashi S, Kitamura T, Ouchi Y, Aburatani H, Inoue S: Amyloid precursor protein is a
primary androgen target gene that promotes prostate cancer growth. Cancer Res 2009; 69, 137-142.
③ Kubo M, Ijichi N, Ikeda K, Horie-Inoue K, Takeda S, Inoue S: Modulation of adipogenesis-related gene expression
by estrogen-related receptor（ during adipocytic differentiation. Biochim Biophys Acta - Gene Regulatory
Mechanisms 2009; 1789, 71-77.
④ Takeo C, Ikeda K, Horie-Inoue K, Inoue S: Identiﬁcation of Igf2, Igfbp2 and Enpp2 as estrogen-responsive genes
in rat hippocampus. Endocrine J 2009; 56, 113-120.
⑤ Suzuki H, Inoue S, Kawai J, Hayashizaki Y, at al. : The transcriptional network that controls growth arrest and
diﬀerentiation in a human myeloid leukemia cell line. Nat Genet 2009; 41, 553-562.
⑥ Gack MU, Albrecht RA, Urano T, Inn KS, Huang IC, Carnero E, Farzan M, Inoue S, Jung JU, Garcia-Sastre A:
Inﬂuenza A virus NS1 targets the ubiquitin ligase TRIM25 to evade recognition by RIG-I. Cell Host & Microbe
2009; 5, 439-449.
⑦ 池田和博，上山和也，堀江公仁子，竹田省，井上聡：ホルモン依存性がんの治療をめざしたエストロゲン応答
遺伝子 Efp を標的とする二本鎖核酸分子の開発 第 9 回関東ホルモンと癌研究会

2009 年 1 月 24 日

東京

⑧ Ijichi N, Ikeda K, Horie-Inoue K, Inoue S: Gene expression profiles of nuclear hormone receptors regulated
by estrogen in human breast cancer MCF-7 cells.（2008.9.22-24）The 26th Congress of the International
Association for Breast Cancer Research, Kurashiki, Okayama, Japan.
⑨ Inoue S: [Symposium, Invited Talk] New estrogen target genes.（2008.11.8-12）13th International Congress of
Endocrinology, Rio de Janeiro, Brazil.
⑩ Horie-Inoue K, Takayama K, Ikeda K, Inoue S: Systemic identiﬁcation of common and unique response genes for
various steroid hormones in the human ENCODE genomic regions（2008.10.22-24）CBI Annual Meeting 2008
International Symposium, Tokyo, Japan.
6-2．獲得研究費
井上

聡（分担）
（代表：岡﨑）

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業：新技術開発研究費「ゲノム医学を基盤とした疾患の診断・治療標的の包括
的解明と臨床応用への総合研究拠」
配分額：550 万円
652

遺伝子情報制御部門

井上

聡（分担）

文部科学省ゲノムネットワークプロジェクト 「乳がん細胞の薬剤抵抗性に関するネットワークの動態解析」 分担
課題名（ヒト乳がん細胞ならびに薬剤耐性株におけるエストロゲン応答遺伝子の
動的ネットワーク解析）
配分額：400 万円
井上

聡（代表）
・池田和博（分担）

文部科学省科学研究費

特定領域研究 「核内受容体の相互作用による標的遺伝子発現ネットワークの調節とその

病態における意義」
配分額：310 万円
池田 和博（代表）
埼玉医科大学学内グラント 「乳癌の内分泌療法抵抗性獲得メカニズムの解明」
配分額：100 万円
池田 和博（分担）
成育医療研究委託事業 「ヒト幹細胞におけるウイルス感染防御機構の解析」
配分額：100 万円
池田 和博（分担）
科学研究費補助金

萌芽研究 「新規インターフェロン応答 TRIM ファミリー蛋白質の同定とその抗ウイルス作用

の解明」
配分額：10 万円
堀江 公仁子（代表）
文部科学省科学研究費

基盤研究（Ｃ）
「核内受容体と翻訳後蛋白修飾を介するビタミンＫ標的分子ネットワーク

の解析」
配分額：169 万円
堀江 公仁子（代表）
中冨健康科学振興財団研究助成金「筋骨格系におけるビタミン D 受容体サブファミリーおよびエストロゲン関連
受容体の機能解析とその臨床応用」
配分額：100 万円
6-3．受賞
池田和博：第 9 回関東ホルモンと癌研究会

研究奨励賞

2009 年 1 月 24 日

6-4．特許，実用新案
「子宮癌，乳癌，及び膀胱癌の予防乃至治療に好適な二本鎖核酸分子，癌細胞増殖抑制剤，並びに医薬」発明者：
池田和博，井上

聡，出願人：学校法人

埼玉医科大学，株式会社 RNAi，出願日：2008 年 6 月 20 日，出願番号：

PCT/JP2008/61346
「癌の予防乃至治療法に好適な二本鎖核酸分子，癌細胞増殖抑制剤，並びに医薬」発明者 : 井上聡，池田和博，出願人：
学校法人埼玉医科大学，株式会社 RNAi，出願 :2009 年 3 月 11 日，PCT 番号 : ＰＣＴ /JP2009/054673
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
井上

聡：Bone Forum in Hanno（平成 21 年

1 月 14 日）

7．自己点検・評価
教育については，
医学部学生の複数の講義を准教授と講師がそれぞれ担当した．学生には学習内容の理解とともに，
自ら学ぶ姿勢を持って講義に取り組み，基礎医学への興味を覚えてもらうことができたと評価している．保健医療学
部学生の研究体験と卒業研究では実験の体験を通して医学研究に触れ，理解を深めることができた．また複数の特別
研究学生の研究教育を担当し，man to man での直接指導に精力を注いでおり，学位取得の指導を行った．

今後も，

学部学生，大学院生の自主的学習，教育，研究の場を積極的に提供していきたい．
研究についてはエストロゲン受容体，アンドロゲン受容体を中心とした核内受容体について全ゲノムに渡る転写調
節ネットワークの解明，および受容体の新たな下流遺伝子の発見とその機能について，注目すべき成果をおさめつつ
ある．さらに，これらの解析から明らかになったステロイド応答遺伝子を標的とする癌の核酸創薬の開発へと展開し
ている．また，ステロイド X 受容体，エストロゲン関連受容体の骨および脂肪細胞における機能を明らかにし，加
齢性疾患については，疾患関連遺伝子の探索を進めており，新しい診断・治療法の開発への応用が期待されている．
基礎医学研究，トランスレーショナル研究を進め，臨床医学への応用を目標に，さらなる研究成果を目指したい．
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3．発生・分化・再生部門
1．構成員
奥田晶彦（OKUDA Akihiko）
：教授，研究副主任 / 教育員：幹細胞
丸山昌良（MARUYAMA Masayoshi）
：助教：研究員 / 教育副主任
片野

幸（KATANO Miyuki）
：助手

菱田友昭（HISHIDA Tomoaki）
：ポストドクトラルフェロー
平木啓子（HIRAKI Keiko）
：特任技術員
来田里奈（TAKAHASHI Junko）
：派遣技術員
張

佳星（ZHANG Jiaxing）
：大学院生

奥田知子（OKUDA Tomoko）
：研究補助員

2．教育
2-1．目的・目標
医学部学生の教育においては，百科事典的な知識を詰め込むのではなくて，医学・生物学的な現象を，分子・遺伝
子のレベルで理解させることを重視して教育に当たる．そして，その過程で，基礎医学の面白さを伝える．大学院生
に関しては，最先端の研究を達成できるよう指導することはもちろんのこととして，自分が得た成果をうまく世に発
表できる能力を身に付けさせることに関しても重きを置いて指導する．
2-2．教育内容
学部学生の教育に関しては，他の部門と協力して 1 年生の細胞生物学コースの中の第 9 章＜遺伝的な変動＞を担
当した．その他，2 年生の PBL を 4 コマ担当した．大学院の教育に関しては，臨床腫瘍学（がんプロ）の中の＜腫
瘍生物学 2 ＞の e- ラーニングによる講義の為の収録を行った．なお，当部門に在籍する大学院生が最終学年であっ
たが，年末に「DUSP6 遺伝子が持つ ES 細胞特異的エンハンサーの同定」に関する論文が BBRC 誌に受理され，その
後，学位審査の手続きを経て，無事，卒業させることができた．
2-3．達成度
1 年生の細胞生物学コースの講義に関しては，＜遺伝的な変動＞という抽象的な内容で，学生に理解させることが
難しい内容ではあるが，毎年，同じ章を担当していることもあって，以前よりも，学生の理解度を高めるよう教育
できるようになった．2 年生の PBL の講義に関しては，30 年近く前に習った知識が蘇って，学生と一緒に楽しい時
間を過ごすことができた．e- ラーニングの収録に関しても，はじめての経験だったので，戸惑った部分はあったが，
指定された期間内に収録を終えることができた．大学院生の指導に関しては，上記に記載したように，期間内に論文
が受理され，卒業させることができた．
2-4．自己評価と次年度計画
細胞生物学コースの授業に関しては，十分に学生の理解度を高めることができたと考えている．また，医学部 2
年生の PBL の講義では，教官が，あまりでしゃばらず，但し，学生の議論を正しい方向に誘導することが重要であ
ると考えられるが，自分が，臨床医学の知識が全くない訳ではないが，それほど深い知識を持っているという訳でも
ないといった状況をうまく利用して，よい指導ができたと考えている．e- ラーニングの収録ビデオに関しては，腫
瘍生物学に関して重要な部分を全て網羅できている質のよいものができたと考えている．大学院生の研究・教育に関
しては，大学院生の研究をまとめた論文が，最初に投稿した雑誌社には受理されず，第二希望の雑誌に掲載すること
になったのは残念だったが，とりあえず，期間内に論文を仕上げ，国際誌に受理され，卒業させることができたので，
及第点はもらえると考えている．

3．研究
3-1．目的と目標
当部門では，開設当初から，全能性，腫瘍原性といった ES 細胞が持つ特徴的な性質を分子レベルで理解し，それ
らの研究で得られた研究成果を，ES 細胞を用いた再生医療の実現に繋げるといった目標を持って研究を行っている．
また，平成 19 年度末からは，人工多能性幹細胞（iPS 細胞）の誕生を受けて，iPS 細胞研究に，研究室の 60％以上
の勢力を注ぎ込んで研究を行っている．iPS 細胞は，免疫拒絶の問題が回避されているといった点など，ES 細胞と比べ，
多くの利点を持つが，現時点で，再生医療に用いる上での安全性において ES 細胞に劣る．私たちは，この iPS 細胞
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が抱える安全性の問題点を払拭し，安全性のレベルを ES 細胞と同等レベルまで引き上げることを目標に研究を行っ
ている．
3-2．研究プロジェクト
1．ES 細胞における c-Myc/Max 転写複合体の役割
2．各種幹細胞における Nucleostemin 遺伝子の役割
3．未分化 ES 細胞特異的転写補助因子 UTF1 の生物学的な役割
4．複数の幹細胞で機能する発現調節領域の同定とその機能解析
5．c-Myc 転写因子による iPS 細胞誘導促進の分子メカニズムの解明
6．partial iPS 細胞から，真の iPS 細胞に変換する為の分子メカニズムの解明
3-3．研究内容と達成度
ES 細胞研究に関しては，既存の Nucleostemin，及び c-Myc タンパク質に対するパートナー因子をコードする
Max 遺伝子のホモ欠失 ES 細胞を中心に研究を行った．Nucleostemin ホモ欠失 ES 細胞を用いた解析に関しては，
Nucleostemin 遺伝子の消失が ES 細胞の致死的なフェノタイプをもたらすことは前年度に確認できていたが，その
後の詳細な解析から，この致死的なフェノタイプは，p53 タンパク質の異常なまでの蓄積が主な原因であり，p53
タンパク質に対する阻害剤であるピフィスリン ? で細胞を処理した場合，完全とは言えないまでも，ES 細胞が生存
可能となり，少なくとも数回の継代に耐えることが可能になることが明らかになった．また，Nucleostemin 遺伝子
の，ES 細胞以外の幹細胞における重要性を検証する為，Austin Smith 博士らの方法を用いて Nucleostemin ホモ欠失
ES 細胞を神経幹・前駆細胞に変換し，その後，Nucleostemin 遺伝子の発現を消失させた．すると，驚いたことに，
これらの細胞では，Nucleostemin 遺伝子の発現がなくても，問題なく，生存できることが明らかになった．これら
の実験結果をまとめ，STEM CELLS に投稿し，受理され，2009 年 5 月に掲載されることが決まった．Max ホモ欠
失 ES 細胞を用いた研究に関しては，平成 20 年度において，2 つの事柄を達成した．1 つには，Rock inhibitor の処
理により，Max 遺伝子発現消失に伴い見られる致死的なフェノタイプを部分的にレスキューできること，2 つ目は，
Max 遺伝子の発現に伴い，顕著に発現が低下する 20 個の遺伝子をレンチウイルスを用いて強制発現させたところ，
Max 遺伝子の発現がなくても自己増殖できる ES 細胞が樹立できたことである．1 つ目に関しては，Max 遺伝子の発
現の消失に伴い，細胞間の接着が弱くなっていることが，顕微鏡の観察から感じられ，かつ，DNA マイクロアレー
解析，及び semi-quantitative RT-PCR 解析から，Rock kinase 1 遺伝子の発現が上昇していることが明らかになった
ので，Rock inhibitor の処理という発想に至った．すなわち，Max 遺伝子の発現消失に伴い，細胞間接着が弱くなっ
た為に Rock kinase が活性化され，そのこと，ヒト ES 細胞の場合と同様に，細胞の viability に影響を与えているの
ではないかと考えている．UTF1 タンパク質の機能解析に関しては，UTF1 ホモ欠失 ES 細胞の樹立，及びノックアウ
トマウスを作成し，それらを用いた解析から，UTF1 遺伝子が，ES 細胞，及びマウス初期胚において必須ではないこ
とが明らかになった．研究項目 4 に関しては，DUSP6 遺伝子において，ES，及び神経幹細胞で機能する発現調節領
域を同定した．iPS 細胞研究に関しては，iPS 細胞誘導過程における c-Myc による誘導促進活性をさらに活性化する
物質の同定に成功した．その他，partial iPS 細胞研究を行う為の partial iPS 細胞のクローンを数多く集めた．
3-4．自己評価と次年度計画
平成 20 年度における顕著な成果の一つは，3 年間以上掛けて行ってきた Nucleostemin 遺伝子研究の論文を発表
することができたことである．その他，上記に記載したように ,
Max ホモ欠失 ES 細胞を用いた解析から，極めて興味深いデータが出つつあるので，この研究に関しては，時間を掛
けてでも，ハイレベルの雑誌に論文を掲載できるように頑張りたいと考えている．iPS 細胞研究に関しても，まだ，
論文投稿といったレベルまで到底達していいないが，技術的には，世界レベルに達することができたと思うので，平
成 21 年度中というのは難しいかも知れないが，その次の年までには，iPS 細胞研究に関して，レベルの高い論文を
我が研究室から輩出したいと考えている．

4．診療 該当なし
5．その他 該当なし
6．業績
6-1．論文・学会発表
原著論文（4 編）
・国際学会口頭発表（1 件）
① Nomura J, Maruyama M, Katano M, Kato H, Zhang J, Masui S, Mizuno Y, Okazaki Y, Nishimoto M, Okuda A.
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Differential requirement of Nucleostemin in embryonic stem cell and neural stem cell viability. Stem Cells in
press
② Zhang J, Nomura J, Maruyama M, Nishimoto M, Muramatsu M, Okuda A. Identiﬁcation of an ES cell pluripotent
state-speciﬁc DUSP6 enhancer. Biochem. Biophys. Res. Commun. 378: 319-323, 2009.
③ Miyagi S, Masui S, Niwa H, Saito T, Shimazaki T, Okano H, Nishimoto M, Muramatsu M, Iwama A, Okuda, A.
Consequence of the loss of Sox2 in the developing brain of the mouse. FEBS Lett 582（18）:2811-2815, 2008
④ van Bragt MP, Roepers-Gajadien HL, Korver CM, Bogerd J, Okuda A, Eggen BJL, de Rooij DG, Pelt AM.
Expression of pluripotency marker, UTF1, is restricted to a subpopulation of early A spermatogonia in rat testis.
Reproduction 136（1）: 33-40, 2008
⑤ 2nd Sox meeting organized by Dr. Hisato Kondoh at Osaka University（Awajishima, Hyogo, Japan September 16
~ 19, 2008）
発表者：Akihiko Okuda（奥田晶彦）
タイトル： Role of Sox2 in mouse developmental brain
6-2．獲得研究費
奥田晶彦（代表）
特定領域研究

細胞増殖制御

公募研究 「ES 細胞特有の細胞増殖調節における UTF1 遺伝子の役割」

配分額：3,200（千円）
奥田晶彦（代表）
科学技術振興機構

戦略的創造研究推進事業（CREST）
「人工多能性幹細胞（iPS 細胞）作製・制御等の医療基盤技

術」研究領域 「iPS 細胞誘導の為の分子基盤の解明による安全性の確保」
配分額：300,000（千円）
奥田晶彦（代表）
科学技術進行機構産学共同シーズイノベーション化事業

顕在化ステージ「JAM-B タンパク質を指標とした簡便で，

効率のよい造血幹細胞分離法の確立」
配分額：2,600（千円）
奥田晶彦（分担）
（代表：岡崎康司）
私立台戦略的研究基盤形成支援事業「ゲノム医学を基盤とした疾患の診断・治療標的の包括的解明と臨床応用への
総合研究拠点」
配分額：4,500（千円）
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

該当なし

7．自己点検・評価
今年度の研究において特記すべきことは，長年行っていた Nucleostemin 遺伝子研究を，論文として発表できたこ
とと，Max ホモ欠失 ES 細胞を用いた解析が，非常に興味深い展開を示しつつあることである．なお，長年，ES 細
胞研究を行ってきた実績が認められ，CREST（iPS）の一員として，iPS 細胞研究のオールジャパンのメンバーに入れ
ていただき，
平成 20 年度から平成 26 年 3 月至るまで，総額，約 1 億 5 千万の研究費を付与されることになった．従っ
て，この研究プロジェクト期間中には，この研究費に見合うだけの成果を生み出し，
「埼玉医科大学に奥田研究室あり」
と世界中の研究者に認知してもらえるようになるよう頑張りたいと考えている．
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4．病態生理部門
1．構成員
片桐岳信（KATAGIRI Takenobu）
：教授：生理的および病的骨形成の分子レベルにおける解明に関する研究
福田

亨（FUKUDA Toru）
：助教：生理的および病的骨形成の分子レベルにおける解明に関する研究

鹿又一洋（KANOMATA Kazuhiro）
：助手：生理的および病的骨形成の分子レベルにおける解明に関する研究
中村

厚（NAKAMURA Atsushi）
：博士研究員：骨形成促進因子の作用機序に関する研究

野島淳也（NOJIMA Junya）
：大学院生（口腔外科）：骨誘導因子の作用機序に関する研究
古株彰一郎（KOKABU Shoichiro）
：大学院生（口腔外科）：BMP シグナル調節因子の機能解析に関する研究

2．教育
2-1．目的・目標
埼玉医科大学医学部 1 年生を対象とした細胞生物学 I の講義を通して，生命科学への興味を深め，将来，臨床医と
して活躍するために大切な探求心，解決能力などを身につける．また，大学院生の学位取得に向けた論文作成に取り
組む．
2-2．教育内容
埼玉医科大学医学部 1 年生の講義では，細胞生物学第 19 章「細胞分裂」を，ゲノム医学研究センター遺伝子構造
機能部門とゲノム科学部門と共に担当した．片桐と福田が分担し，担当グループの学生による講義をゲノム医学研究
センターにおいて 6 時間，講義当日 5 時間指導した．片桐は，医学部 1 年生の PBL チュータを 4 時間担当した．
また，大学院生については，毎日，研究計画の立案，実施，結果の解釈についてディスカッションを行い，さらに，
毎週，論文抄読会による勉強，研究データの報告会，毎月の月例報告会で指導した．2 名の大学院生には，学会発表
と論文発表を積極的に経験させ，学位取得にむけて着実に実績を積み重ねた．本年度から，片桐はゲノム医学研究セ
ンターの教育主任として全体の教育活動にも携わった．
2-3．達成度
医学部学生に対する講義は評価も高く，講義後に行われる小テストの成績も優秀であったことからも，当初の目標
を十分に達成出来たものと思われる．また，大学院生（野島）は，研究成果を国内外の学会で複数回にわたり発表す
ると共に，本学において学位を取得した．もう一名の大学院生（古株）も複数回の国内学会での口頭発表，海外学会
でのポスター発表を行うなど学位取得に向け，十分な研鑽を積むことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
医学部の学部生及び大学院生への教育は，それぞれ十分に目標を達成した．特に，大学院生 1 名は予定通り，大
学院修了時に本学で学位を取得した．博士研究員の研究をさらに充実させる必要がある．次年度も，今年度と同様に
研究を通した教育を充実させる計画である．

3．研究
3-1．目的・目標
病態生理部門では，生理的および病的な骨形成調節機構を分子レベルで解明し，骨代謝の基本的原理を明らかにし，
関連した疾患に対する新しい治療法の確立を目指している．さらに，その研究過程を教育に生かすことを目標として
いる．
3-2．研究グループ
病態生理部門では，部門長片桐岳信のもと，全員が BMP シグナルを介した骨形成に関わる複数の研究テーマを分
担した．
3-3．研究内容と達成度
病態生理部門では，2007 年に我が国の難病に指定された進行性骨化性線維異形成症（FOP）と呼ばれる疾患の発
症原因解明と治療法の確立に向けて取り組んでいる．片桐は，厚生労働省の FOP 研究班の分担研究者として，片桐
と福田は埼玉医科大学 FOP 診療・研究プロジェクトのメンバーとしても，FOP 研究に携わった．病態生理部門は，
我が国における FOP の基礎研究の中心的研究グループとなりつつあり，海外の FOP 研究グループとも積極的に共同
研究を行っている．
その成果として，今年度は，いくつかの重要な研究論文を発表できた．特に，FOP の治療薬開発に関連した骨化
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を抑制する低分子化合物（LDN-193189）は，米国 MGH のグループとの共同研究として Nat. Med 誌に発表した．
さらに，FOP 関連の活動として，我が国の FOP 患者さんや家族，その支援者，あるいは医療従事者が主催する講
演会，学会等において，FOP に関する最新の情報を伝えることも重視した．さらに，新聞やテレビなどのマスメディ
アの FOP に関する取材にも積極的に対応すると共に，埼玉医科大学 FOP 診療・研究プロジェクトのホームページを
頻繁に更新することで，FOP の情報発信に努めた．継続的な活動により，少しずつ FOP という疾患の認知度が高まっ
ている．
以上のように，今年度は研究活動が充実した年であり，目標を十分に達成できた．
3-4．自己評価と次年度計画
上記のように，今年度の研究は十分な成果を挙げており，当初の目標以上の成果を挙げた年度であった．次年度は，
さらに発展的に FOP 研究を進め，発症機序を解明すると共に，それに基づいた治療法確立に向けた研究を推進したい．
また，これらの研究過程・成果をさらに教育とも連携させることを重視したい．

4．診療
「該当なし」

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
「該当無し」
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
編集委員
片桐岳信：Journal of Bone and Mineral Metabolism（Board member）
査読
片桐岳信：Biochem. Biophys. Res. Commun., J. Bone Miner. Metab., J. Bone Miner. Res., Bone, J. Histochem.
Cytochem., Endocrine J., Platelet, Canc. Sci., Hum. Mut.
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
1．片桐岳信：歯科基礎医学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表
英文論文 6 報
日本語総説 9 報
招待口演 20 回
学会発表 14 回
① Mizuno Y, Yagi K, Tokuzawa Y, Kanesaki-Yatsuka Y, Suda T, Katagiri T, Fukuda T, Maruyama M, Okuda A,
Amemiya T, Kandoh Y, Tashiro H, and Okazaki Y. miR-125b inhibits osteoblastic differentiation by downregulation of cell proliferation. Biochem Biophys Res Commun（2008）368: 267-272.
② Ohta Y, Nakagawa K, Imai Y, Katagiri T, Koike T, and Takaoka K. Cyclic AMP enhances Smad-mediated BMP
signaling through PKA-CREB pathway. J Bone Miner Metab（2008）26: 478-484.
③ Kaplan FS, Shen Q, Lounev V, Seemann P, Groppe J, Katagiri T, Pignolo RJ, and Shore EM. Skeletal
Metamorphosis in ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressiva（FOP）. J Bone Miner Metab（2008）26: 521-530.
④ The International Clinical Consortium on FOP,（Katagiri T, contributing member）. The Medical Management of
Fibrodysplasia Ossiﬁcans Progressiva: Current Treatment Considerations. Clin Proc Intl Clin Consort FOP（2008）
3: 1-82.
⑤ Fukuda T, Kanomata K, Nojima J, Kokabu S, Akita M, Ikebuchi K, Jimi E, Komori T, Maruki Y, Matsuoka M,
Miyazono K, Nakayama K, Nanba A, Tomoda H, Okazaki Y, Ohtake A, Oda H, Owan I, Yoda T, Haga N, Furuya H,
and Katagiri T. A unique mutation of ALK2, G356D, found in a patient with ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressiva
is a moderately activated BMP type I receptor. Biochem Biophys Res Commun（2008）377: 905-909.
⑥ Yu PB, Deng DY, Lai CS, Hong CC, Cuny GD, Bouxsein ML, Hong DW, McManus PM, Katagiri T, Sachidanandan
C, Kamiya N, Fukuda T, Mishina Y, Peterson RT, and Bloch KD. BMP type I receptor inhibition prevents ectopic
ossiﬁcation in a mouse model of ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressiva. Nat Med（2008）14: 1363-1369.
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⑦片桐岳信，高橋直之
⑧片桐岳信，福田

BMP シグナルと骨疾患 . 骨粗鬆症治療（2008）7:98-101.

亨，野島淳也，鹿又一洋，中村

厚

骨形成における BMP シグナルと Wnt シグナルのクロス

トークの重要性 . クリニカルカルシウム（2008）18:194-201 .
⑨ Katagiri T, Suda T, and Miyazono K. The bone morphogenetic proteins. In The TGF-β Family.（2008）Miyazono
K and Derynck R, editors. Cold Spring Harbor Press, New York, pp 121-149.
⑩片桐岳信

進行性骨化性線維異形成症（FOP）研究における最近の進歩 . 難病と在宅ケア（2008）13:55-58.

6-2．獲得研究費
片桐

岳信（分担）
（代表：岡崎康司）

私立大学戦略的基盤形成支援事業：
「ゲノム医学を基盤とした疾患の診断・治療標的の包括的解明と臨床応用への
総合研究拠点」
配分額：450 万円
片桐岳信（代表）
文科省科学研究費

萌芽研究：
「血流を介して骨吸収と骨形成を共役させる全身性因子の解明」

配分額：150 万円
片桐岳信（分担）
文科省科学研究費

基盤研究（C）
：
「硬組織の再建への応用を目的とした新規 BMP 活性制御因子の同定」

配分額：10 万円
片桐岳信（分担）
厚生労働省科学研究費

難治性疾患克服研究事業：「脊柱靭帯骨化症に関する調査研究」

配分額：250 万円
片桐岳信（分担）
厚生労働省科学研究費

難治性疾患克服研究事業：「特定疾患患者の生活の質（Quality of Life, QOL）向上に関す

る研究」
配分額：60 万円
福田亨（代表）
文科省科学研究費

若手研究（B）
：
「BMP 応答性骨格形成細胞前駆細胞の可視化とその応用」

配分額：190 万円
片桐岳信（代表）
（財）三共生命科学研究振興財団：
「進行性骨化性線維異形成症（FOP）の評価モデル系の確立」
配分額：100 万円
片桐岳信（代表）
（財）川野小児医学奨学財団

平成 20 年度研究助成金：「進行性骨化性線維異形成症の小児期における診断法に関

する研究進」
配分額：250 万円
片桐岳信（代表）
ノボノルディスク成長・発達研究賞 2008：
「難病・進行性骨化性線維異形成症（FOP）の診断・治療に関する研究」
配分額：100 万円
6-3．受賞
片桐岳信：日本骨代謝学会研究奨励賞
古株彰一郎：第 2 回国際骨代謝学会 Travel Grant
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
卒後教育委員会主催学術集会
平成 20 年 6 月 6 日（金）17：30 〜 19：00
進行性骨化性線維異形成症の診療経験と臨床研究
東京大学大学院医学系研究科

外科学専攻

リハビリテーション医学分野

芳賀 信彦

感覚・運動機能医学講座
先生

ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会
平成 20 年 12 月 1 日（月）16：00 〜 17：00
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筋サテライト細胞の ”self-renewal の分子機構 ” と ” 機能的不均一性 ”
ロンドン大学キングスカレッジ・リサーチ・アソシエイト

小野

悠介 先生

卒後教育委員会主催学術集会
平成 21 年 1 月 8 日（木）16：00 〜 17：30
筋ジストロフィー研究の最近の進歩 ‐筋強直性ジストロフィー（DM1）を中心に‐
国立病院機構

大牟田病院

神経内科医長・臨床研究部長

古谷 博和

先生

卒後教育委員会主催学術集会
平成 21 年 2 月 20 日（金）16：00 〜 17：30
FGF23 によるミネラル代謝調節機構とその異常
東京大学医学部附属病院

腎臓・内分泌内科

福本 誠二

先生

7．自己点検・評価
今年度は，米国の研究グループとの共同研究として，FOP の治療薬開発に関する論文を Nat. Med. 誌に発表した．
これは，長年にわたる病態生理部門における BMP 研究の成果の 1 つであり，FOP の克服に向けた大きな前進であっ
た．FOP 研究に関して，病態生理部門は，着実に我が国の基礎研究をリードしているものと考える．今後，病態生
理部門が中心となった仕事を，こうした質の高いレベルで継続的に発表できるような研究体制を構築する必要がある
と考える．
さらに，こうした研究成果を広く一般社会に還元することも重視したい．このために，埼玉医科大学 FOP 診療・
研究プロジェクトのホームページを利用した情報発信や，学会・講演会などによる発表，マスコミを通した情報発信
など，さまざまな方法を検討する．
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5．ゲノム科学部門
1．構成員
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：教授：教育員：研究主任：ゲノム科学：循環器病学：分子生物学：分子遺伝学
須田立雄（SUDA, Tatsuo）
：客員教授
安藤俊夫（ANDO, Toshio）
：客員教授
西井易穂（NISHII, Yasuho）
：客員教授
坊農秀雅（BONO, Hidemasa）
：客員准教授
八木

研（YAGI, Ken）：非常勤講師

水野洋介（MIZUNO, Yosuke）
：助教：教育副主任：研究員
八塚由紀子（YATSUKA, Yukiko）
：助手
徳澤佳美（TOKUZAWA, Yoshimi）
：特任研究員
仲地

豊（NAKACHI, Yutaka）
：特任研究員，大学院生

吉川尚子（YOSHIKAWA, Naoko）
：ポストドクトラルフェロー
二宮裕一（NINOMIYA，Yuichi）
：共同研究員
伊関大敬（ISEKI, Hiroyoshi）
：共同研究員
Igor Kurochkin：共同研究員
伊関美緒子（ISEKI，Mioko）
：特任技術員
山下

泉（YAMASHITA, Yzumi）
：大学院生

水野由美（MIZUNO, Yumi）
：大学院生
鈴木基之（SUZUKI, Motoyuki）
：専攻生
神田将和（KOHDA，Masakazu）
：専攻生
高梨孝子（TAKANASHI, Takako）
：研究補助員
北里

舞（KITAZATO, Mai）
：研究補助員

清水千春（SHIMIZU, Chiharu）
：研究補助員

2．教育
2-1．目的・目標
当部門においては，学生にゲノム全体の構造や生物学の基本的知識の習得を意識しつつ，分子生物学の基本的な技
術や考え方を学びながら，個々の遺伝子についての細胞分化，増殖，さらには各種疾患との関連性を明らかにするこ
とを目標としている．学生教育においては，単に知識の暗記ではなく，病気に対して興味をもち，考える癖と考える
力を養う指導を心がけている．常に世界的な研究レベルを意識させるように心がけている．積極的に大学院生を受け
入れ，医学・医療に還元できる人材を育てたい．
2-2．教育内容（担当者）
医学部 1 年生における細胞生物学コースを分担し，「Essential 細胞生物学」の第 20 章「遺伝学，減数分裂と遺伝
の分子機構」の講義を担当した．担当班の学生をゲノム医学研究センターに集合させ，学生自身による講義のため
の準備の指導を行った．また，学生講義に参加し，小テスト監督等を行った．夏期プログラムでは「テーラーメイド
医療を目指して，一人一人の遺伝子型を調べる方法を学ぶ」というテーマのもと，医学部 2 年生 2 名が参加し，Ｐ
ＣＲ法を用いて遺伝子型の違いにより疾患や薬剤応答に個人差があることを体感してもらった．また大学院生 3 名
（仲地豊，山下泉，水野由美）と専攻生 1 名（鈴木基之）に対して，個々の研究テーマに基づいた研究指導を行った．
仲地と鈴木については，学位取得のための論文作成と学位申請について指導を行った．
2-3．達成度
医学部 1 年生における細胞生物学コースの講義担当，夏期プログラム，大学院生教育に関して，当初の計画通り
適切な講義，指導を行うことができた．特に仲地と鈴木については，学位取得を達成した．
2-4．自己評価と次年度計画
医学部 1 年生に対する細胞生物学コースについては，担当学生グループに対して適切に指導ができた．また発表
練習を入念に行ったため，担当学生は内容を十分に理解したうえで，分かりやすい発表を行うことができた．今後も
引き続き
「細胞生物学」
の一部を担当することで学生教育の一翼を担っていきたいと考えている．大学院生に対しては，
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学位取得に向けて，論文作成に必要なデータ取得のための実験等の細かい指導を行なった．夏期プログラムでは今回
2 名学生の応募があり，適切に指導を行うことができた．次年度はプログラムの内容をさらに充実させ，可能であれ
ばより多くの学生に参加してもらい，分子生物学的手法の一部を体験することを通して遺伝子型の個人差を体感して
もらいたいと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
ゲノム情報から得られる大量のデータをバイオインフォマティクス，実験医学の両方の手技を駆使し，生活習慣病，
メタボリック症候群，骨粗鬆症等に関連する遺伝子機能調節ネットワークを解明することにより病態解明に迫る．こ
れにより，診断あるいは創薬標的に結びつくような研究展開を行う．このために，骨芽細胞，脂肪細胞への分化能を
有する間葉系幹細胞を用い，脂肪細胞分化と骨芽細胞分化に関る転写制御系ネットワークを明らかにして両者のクロ
ストークを見いだす．特に各方向への分化時の遺伝子制御ネットワークのハブとなる因子とそのネットワーク周辺を
詳細かつ正確に解析し，脂質代謝及び骨代謝を制御する創薬ターゲットを発見することを目標とし，これらの遺伝子
機能の解明を通して，疾患の病態と関連のある標的を通じて診断や治療に結びつけることを目指す．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）脂肪細胞分化誘導および骨芽細胞分化誘導に関連する遺伝子ネットワークの描出（八木，水野洋，徳澤，坊農，
仲地，須田，岡崎）
2）新規生理活性物質同定（山下，吉川，八木，岡崎）
3）ペルオキシソーム局在タンパク質の解析（Kurochkin，水野由，岡崎）
4）がん関連遺伝子の機能解析（伊関大，岡崎）
5）ヒト臍帯血由来 T 細胞の同定とその機能解析（鈴木，仲地，岡崎）
3-3．研究内容と達成度
脂肪細胞，骨芽細胞分化の転写制御ネットワークを発現アレイ等の様々な網羅的データを用いて統合的に解析した
結果，特定の転写因子が脂肪細胞分化を抑制し，骨芽細胞分化を促進させる事を，培養細胞レベルとノックアウトマ
ウスを用いた個体解析レベルの両方で明らかにしてきた．この転写因子について，メタボリック症候群及び骨粗鬆症
などの生活習慣病に深く関連する可能性の極めて高い遺伝子という観点から，分子メカニズムの解明も含めた検証実
験を行い，得られた知見をまとめて原著論文として投稿した．
また，マイクロ RNA 発現アレイを用いて，経時的に取得した脂肪，骨芽細胞分化誘導サンプルにおけるマイクロ
RNA の発現量を網羅的に定量し，脂肪，骨芽細胞分化時に発現が変動するマイクロ RNA，すなわち，脂肪，骨芽細
胞分化を調節するマイクロ RNA を同定してきた．それらの中で，特定のマイクロ RNA が，骨芽細胞分化を正に調節
する因子であることを新たに同定し，その成果を原著論文として投稿した．
脂肪，骨芽細胞分化誘導時の遺伝子発現量変化をより詳細かつ正確に把握するために，各方向へ分化誘導したサン
プルを細かい分化時間毎に経時的に取得し，発現アレイを用いて非常に細かいタイムポイントでの遺伝子発現変動プ
ロフィールを描出してきた．このデータを用いて，脂肪，骨芽細胞分化の転写ネットワークを精度の高いバイオイン
フォマティクスを用いて解析することにより，既に脂肪，骨芽細胞分化との関連性が報告されているいくつかの転写
因子と共に，これまで脂肪，骨芽細胞分化との関連性が知られていなかった転写因子についての分化への制御関係を
多数示すことができた．それらのいくつかについては，分化に影響を与えるものであることを培養細胞レベルで検証
することができた．
さらに，線虫において脂肪蓄積に関与することが報告されている遺伝子群のマウスホモログ遺伝子について，
PPAR γを介した脂肪細胞分化誘導にどのような関わりがあるかを調べ，得られたデータをもとに原著論文として投
稿した．
また，脂肪細胞分化時の鍵転写因子である PPAR γが制御する遺伝子をゲノムワイドに探索するため，抗 PPAR γ
抗体を用いたクロマチン免疫沈降実験を行った．その結果，PPAR γによって制御される複数の遺伝子を新たに同定
し，その成果を原著論文として発表した（Biochem. Biophys. Res. Commun. 372（2）:362-6，2008）．
ペルオキシソーム局在タンパク質の解析においては，観察を容易にするために，特定の既知ペルオキシソーム局在
タンパク質遺伝子に蛍光タンパク質遺伝子を融合させたものを安定的に発現する細胞培養株を樹立した．この細胞株
を用いて計算科学的に予測されたペルオキシソーム局在タンパク質候補を解析したところ，Tysnd1 と Zadh2 の 2 遺
伝子が実際にペルオキシソームに局在することが示され，この成果を原著論文として発表した（BMC Bioinformatics.
9, 2008）
．
また，ヒト臍帯血由来の制御性 T 細胞（HOZOT 細胞）を樹立し，その免疫抑制機序について検討を行った結果，
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HOZOT 細胞の培養液中の可溶化画分に免疫抑制を担う物があると考え，その検討実験を行った成果を原著論文とし
て発表した（Experimental Hematology, 2009）．
3-4．自己評価と次年度計画
当研究室ではこれまでに遺伝子やマイクロ RNA の発現アレイデータや，ChIP-on-Chip データ，タンパク質間相互
作用データなどの大規模なゲノム情報を統合的に活用して，脂肪，骨芽細胞分化ネットワークを調節する重要な遺伝
子やマイクロ RNA を見出し，in vitro, in vivo の両方の観点から解析を行ってきたが，今年度はそれらについて複数
件原著論文としてリバイスも含めて投稿し，
その中のいくつかについては採択された．次年度ではこれらの膨大なデー
タを有効に活用し，さらに様々な観点から解析を進めて，論文化につなげていきたいと考えている．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
岡崎康司：文部科学省「ゲノムネットワークプロジェクト実施会議」委員
岡崎康司：文部科学省

革新的細胞解析研究プログラム（セルイノベーション）のあり方に関する意見交換会委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
岡崎康司：情報計算化学生物学会（CBI 学会） ジャーナル刊行委員会
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
岡崎康司：個人の遺伝子情報に応じた医療の実現プロジェクト委員会委員（全国医学部長病院長会議）
岡崎康司：日本学術会議連携会員
岡崎康司：情報計算化学生物学会（CBI 学会） 理事
岡崎康司：情報計算化学生物学会（CBI 学会）2008 年大会実行委員長
岡崎康司：オミックス医療研究会理事

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的な論文 10 篇以内を記載）
【論文】
（総数 英文 4 編，和文 0 編，和文原著 1 編，和文図書 1 編）
① Suzuki M, Sugimoto A, Harashima A, Otani T, Yamamoto M, Nakamura S, Yamasaki F, Nishiyama M, Okazaki Y,
and Kibata M. Novel mechanisms of suppressor activity exhibited by cytotoxic regulatory T cell lines, HOZOT.
Experimental Hematology. 37（1）:92-100（2009）.
② Mizuno Y, Kurochkin IV, Herberth M, Okazaki Y, Schonbach C. Predicted Mouse Peroxisome-targeted Proteins
and their Actual Subcellular Locations. BMC Bioinformatics. 9（Suppl 12）
（S16）:1-11（2008）.
③ Takagi R, Higashi T, Hashimoto K, Nakano K, Mizuno Y, Okazaki Y, and Matsushita S. B Cell Chemoattractant
CXCL13 Is Preferentially Expressed by Human Th17 Cell Clones. J. Immunol. 181（1）: 186-9（2008）.
④ Nakachi Y, Yagi K, Nikaido I, Bono H, Tonouchi M, Schonbach C, Okazaki Y. Identiﬁcation of novel PPARgamma
target genes by integrated analysis of ChIP-on-chip and microarray expression data during adipocyte
diﬀerentiation. Biochem. Biophys. Res. Commun. 372（2）:362-6（2008）.
⑤ 岡崎康司：DHA をリード化合物とした PPAR γアゴニスト活性をもつ新規化合物を用いた抗炎症作用効果の検
討

東京生化学研究会

助成研究報告集

平成 19 年度版 （第 22 集） p. 25-31 （2008）

⑥ 水野洋介 , 二階堂愛 , 岡崎康司：遺伝子医学 MOOK10 号「DNA チップ / マイクロアレイ臨床応用への実際」 1. 疾
病の解析 - 発現解析各論 マッピングの可能性 -

1）マイクロアレイを用いた生活習慣病関連遺伝子の解明 - 発現マッピングと eQTL

p. 228-233 （株）メディカル

ドゥ （2008）

【学会発表】
（総数 国外 3 回，国内 20 回）
6-2．獲得研究費
岡崎康司（代表）
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
「ゲノム医学を基盤とした疾患の診断・治療標的の包括的解明と臨床応用への総合研究拠点」
配分額：900 万円
岡崎康司（分担）
（代表：奥田晶彦）
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CREST 「iPS 細胞誘導の為の分子基盤の解明による安全性の確保」
配分額：900 万円
岡崎康司（代表）
文部科学省

ゲノムネットワークプロジェクト 「脂肪・骨芽細胞分化ネットワークのクロストークと冗長性の解

明」
配分額：2,900 万円
岡崎康司（分担）
（代表：松田秀雄）
文部科学省

動的ネットワークプロジェクト 「脂肪細胞・骨芽細胞分化ネットワークの再構成と特性解析」

配分額：3,200 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
文部科学省主導のナショナルプロジェクトである「ゲノムネットワークプロジェクト研究」の公募委託研究
（H16-H20）において，5 年間に渡って研究を遂行し，今年度 3 月に無事終了したが，このプロジェクトにおいては
遺伝子発現プロフィールやタンパク質 -DNA あるいはタンパク質 - タンパク質相互作用データなどのゲノム全体を俯
瞰する非常に大規模なデータを取得することができた．これらのデータを活用して，解析により得られた有用な知見
のいくつかを原著論文にまとめて投稿し，発表まで至ることができた．これらの大規模データには，現在解析中のも
のも含めて有用な知見がまだまだ大量に存在していると考えられ，今後も様々な観点からデータを解析して，成果を
原著論文として発表していく予定である．また，今年度から私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「ゲノム医学を基
盤とした疾患の診断・治療標的の包括的解明と臨床応用への総合研究拠点」が新たに始まった．このプロジェクトを
通して，学内外の研究者との連携研究も積極的に進めながら，これまでに蓄積されてきた膨大な解析結果を有効活用
する．また，臨床グループと積極的に共同研究を進め，生活習慣病関連遺伝子および各種病態ネットワークの解明に
向けた重要な知見を獲得し，診断，創薬に向けた臨床応用を目指す．
教育面では，学部学生に対しては，1 年生の細胞生物学コースや夏期プログラムでの指導を通して，遺伝子と疾患
に関する知識を中心とした基礎医学を学んでもらうことができた．大学院生の教育では，今年度は 2 名が学位を取
得した．他の大学院生 2 名については，
学位論文作成のための指導を行っている．今後も新たな大学院生が興味を持っ
て入学してくれるよう，積極的に勧誘活動を続けていきたいと考えている．
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6．遺伝子治療部門
1．構成員
三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）
：准教授：遺伝子治療学，ウイルス学，分子生物学（アデノウイルスベクター
を用いた遺伝子治療法並びに染色体操作法の開発と応用）
増原

薫（MASUHARA, Kaoru）
：助教：発生学，分子生物学

鈴木啓一郎（SUZUKI, Keiichiro）
：特任研究員：分子生物学
Kittiphong Paiboonsukwong：特別協力研究員：分子生物学
足立

圭（ADACHI, Kei）
：ポスドク：ウイルス学

相澤絵美（AIZAWA, Emi）
：助手
平林裕香（HIRABAYASHI, Yuka）
：研究補助員
瀧森陽子（TAKIMORI, Yoko）
：研究補助員

2．教育
2-1．目的・目標
医学部学生に，
「細胞生物学」の担当分とその他の講義を通して，基礎医学の重要さと面白さを伝える．
2-2．教育内容
「細胞生物学」
（医学部 1 年生）の指導の一部を担当した．
夏期プロで医学部学生を指導した．
2-3．達成度
「細胞生物学」で指導した担当班の学生達の発表のレベルは，合格レベルに達していたと考える．
2-4．自己評価と次年度計画
上記の活動の他，大学院学生を受け入れるべく努力をしたが，残念ながらまだ大学院生がいない．平成 21 年度も
引き続き，学部生や大学院生に対する講義等の機会には積極的に関わっていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
「相同組換えによる塩基配列特異的な遺伝子の組み込み」
幹細胞を用いた再生医療は，難病治療の新しい概念として注目を浴びているが，将来のより広い範囲の応用に向け
て，遺伝子導入やノックアウトなどの相同組換えを利用した幹細胞の染色体操作技術の確立が重要となる．また，遺
伝病の遺伝子治療において，治療遺伝子のランダムな染色体部位への挿入は，癌原遺伝子の活性化をはじめとする挿
入変異の原因となるばかりでなく，サイレンシングによる遺伝子発現の不安定化などの原因となるため，染色体上の
部位特異的に遺伝子を挿入する技術が必要である．私たちは，これらの問題を解決し，幹細胞を含むより多様な細胞
への応用が可能な方法として，ウイルスベクターを利用した高効率な相同組換え法の確立を目指している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
ウイルスベクターを利用した霊長類胚性幹細胞への遺伝子導入と染色体操作
増原薫，鈴木啓一郎，相澤絵美，平林裕香，瀧森陽子，三谷幸之介
ウイルスベクターを利用した造血系遺伝病の遺伝子修復治療法の確立
Kittiphong Paiboonsukwong，相澤絵美，平林裕香，瀧森陽子，三谷幸之介
アデノウイルスの増殖特性の解析
足立圭，三谷幸之介
3-3．研究内容と達成度
私達が以前開発した改良型（ヘルパー依存型）アデノウイルスベクターを用いることによって，過去に相同組換え
の成功例がほとんど報告されていないヒト ES 細胞における遺伝子ノックアウトに成功した．また，過去の報告より
も遙かに高い効率（約 95% の感染細胞）で，幹細胞の未分化性と多分化能に影響を与えることなく，一過性の遺伝
子導入に成功した．これらの成果により，各種幹細胞の染色体操作を容易にする技術が確立されたと言える．一方，
ヒト造血細胞を標的とした遺伝子修復治療のモデル実験においても，アデノ随伴ウイルスベクターを用いて，ファン
コニ貧血患者由来の不死化 B 細胞に対して数千個に 1 個の頻度で変異遺伝子の修復が可能であることを示した．い
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ずれのプロジェクトにおいても，さらなる相同組換え効率の上昇と，非相同組換えによるランダムな染色体部位への
ベクターの組み込みの減少などが，今後の課題である．
また，NEDO のプロジェクトとして行ったヒト ES 細胞における高頻度相同組換え技術の開発を，PNAS 誌での論
文発表後にプレス発表し，朝日，毎日，日経，東京等の全国紙ならびに地方紙に掲載された．
3-4．自己評価と次年度計画
ヒト ES 細胞への遺伝子導入や染色体操作法を確立することができた（論文として発表）．また，ヒト造血系遺伝
病（ファンコニ貧血）の治療モデルでの良好な結果を得た（投稿準備中）．ヒト ES 細胞研究においては更なる応用
を目指し，造血系遺伝病研究においては造血幹細胞を標的とした研究へと向けて発展させていきたい．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
学術誌査読

Journal of Virology, Biochemical And Biophysical Research Communications, Molecular Therapy，

PLoS Pathogens
5-3．その他
学会
日本遺伝子治療学会（渉外・国際委員）
日本ウイルス学会 （将来構想検討委員）
米国遺伝子治療学会

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数

1

① Suzuki K, Mitsui K, Aizawa E, Hasegawa K, Kawase E, Yamagishi T, Shimizu Y, Suemori H, Nakatsuji N, Mitani K.
"Highly efficient transient gene expression and gene targeting in primate embryonic stem cells with helperdependent adenoviral vectors."
Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Sep 16;105: 13781-6.
学会発表・招待講演総数

6

6-2．獲得研究費
三谷

幸之介（分担）
（代表：岡崎康司）

「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」
「ゲノム医学を基盤とした疾患の診断・治療標的の包括的解明と臨床応用
への総合研究拠点」
配分額：400 万円
三谷

幸之介（代表）

NEDO（モデル細胞を用いた遺伝子機能等解析技術開発／研究用モデル細胞の創製技術開発）：「ヒト ES 細胞の加
工技術開発（ウイルスベクターを用いた相同組換えによるヒト ES 細胞の染色体操作法の開発と研究用モデル細胞
の創製）
」
（平成 17-21 年度）
配分額（平成 20 年度）
：1,700 万円（間接経費 10%）
三井薫（代表）
文部科学省科研費（若手研究（B）
）
「野生型マウス由来体細胞からの誘導性多能性幹細胞（iPS 細胞）の樹立」（平成 20-21 年度）
配分額（平成 20 年度）
：200 万円（間接経費 30%）
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許・実用新案
該当なし
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
ウイルスベクターを用いた相同組換えによるヒト胚性幹細胞の染色体操作とヒト造血細胞の遺伝子修復を目指した
研究テーマに取り組み，現在の所，過去の他グループからの報告例よりも遙かに優れた結果が得られている．今年度
は一報 PNAS 誌に報告したが，さらに，それ以外の結果についても論文発表する必要がある．また，NEDO からの研
究資金を得られている間に，将来文科省から安定に研究費を獲得するためのより基礎的なプロジェクトを確立させる
必要がある．また，これらの研究で得られた知見を，ヒト人工多能性幹細胞（iPS 細胞）を用いた多様な研究へと発
展させていきたい．
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7．トランスレーショナルリサーチ部門
1．構成員
岡﨑康司（OKAZAKI，Yasushi）: 教授（ゲノム科学部門兼担）
：ゲノム科学，循環器病学，分子生物学，分子遺伝学
西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：教授（国際医療センタートランスレーショナルリサーチセンター兼担），
教育員，
研究副主任：がんトランスレーショナルリサーチ，分子腫瘍学，がん化学療法，
臨床腫瘍学
岩佐泰靖（IWASA, Hiroyasu）
：非常勤講師
神田将和（KOHDA，Masakazu）
：研究員
平田智子（HIRATA，Tomoko）
：実験助手
大倉千春（OHKURA，Chiharu）
：研究補助員

2．教育
2-1．目的・目標
該当なし
2-2．教育内容（担当者）
該当なし
2-3．達成度
該当なし
2-4．自己評価と次年度計画
該当なし

3．研究
3-1．目的・目標
私立大学学術研究高度化推進事業である学術フロンティア研究を推進するために，臨床各科と共同して遺伝子配列
解析，
遺伝子発現解析，
大量 SNP 解析さらには バイオインフォマティクス解析を主体とした共同研究体制を作り上げ，
ゲノム医学的な観点から病態の解明，疾患遺伝子の同定を目指し最終的に診断・オーダー メード医療への展開を目
指す．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）全ゲノム相関解析（神田将和，平田智子，岡崎康司）
臨床グループと共同で，SNP chip を用いた全ゲノムの相関解析を行う．
2）SNP chip を用いた遺伝性疾患の解析（神田将和，平田智子，岡崎康司）
Homozygosity Fingerprinting 法，Homozygosity Haplotyping 法，Whole genome scan による染色体構造異常解
析などを用いることにより疾患遺伝子の同定を目標とする．
3）遺伝子配列解析プロジェクト（岩佐泰靖，平田智子，八塚由紀子，岡崎康司）
臨床グループとの共同研究で遺伝性疾患の原因となる遺伝子変異を遺伝子診断レベルの精度で直接同定すること
を目標とする．
3-3．研究内容と達成度
1）全ゲノム解析においては，前年度より眼科・遺伝子情報制御部門と共同で加齢性眼疾患に関するトランスレー
ショナルリサーチを継続するとともに，新たに糖尿病性網膜症の全ゲノム解析（糖尿病内科

片山茂裕教授，粟

田卓也教授との共同研究）を開始した．450 症例についての SNP タイピングを行い，疾患発症に深く関わる
SNP の統計解析についても粟田卓也教授と連携して行った．
2）SNP chip を用いた遺伝性疾患の解析として平成 18 年度に共同研究を立ち上げた神経内科との遺伝性痙性対麻
痺については，科学研究費補助金を獲得し，遠隔地に住まれる発端者の親戚からも協力を得て継続的に DNA 収
集を行った．また精神発達遅滞患者を対象にして，Whole genome scan による染色体の微細構造異常解析を国
立精神・神経センターとの共同研究として開始した．これまでの研究に用いた手法とは異なり，Aﬀymetrix 社の
新世代 SNP chip を応用することで染色体の微細な増幅・欠失を検出する実験系を構築した．家族性・孤発例合
わせて 30 例のタイピングを行い，精神発達遅滞の発症に関わると考えられる微細構造異常候補を数カ所同定し
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た．麻酔科学教室（菊地博達教授）との共同研究で悪性高熱症の一家系で候補領域を同定した．
3）小児科学教室（大竹 明教授）との共同研究にて，ミトコンドリア異常症（ミトコンドリア DNA 欠乏症候群）
の原因遺伝子の配列解析を行った結果，一部の症例において病因となる遺伝子変異を同定した．麻酔科学教室と
の共同研究で新たに同定した候補領域の遺伝子の配列解析を開始した．東京歯科大学附属市川病院泌尿器科との
共同研究で，男性不妊症患者において Tysnd1 遺伝子異常の患者が見つかるかについて患者試料の採集を開始し
た．新規に同定した Tysnd1 遺伝子多型に関しては，想定される遺伝形式に一致した遺伝子型の同定を目標とし
て症例を追加し，目標（200 例）の約 3 分の 1 以上の症例の解析を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
全 ゲノム解析においてはジェノタイピングと統計解析を大きなトラブルを起こすことなく継続して活動できた．
加えて新世代 SNP chip への変更に伴う実験プロトコル・解析系にも対応したことで染色体構造異常解析を十分に行
える体制が整った．次年度は精神発達遅滞の症例数を拡大していくとともに発症者の家族での検証を行い，データを
確かなものにして論文にする内容を構築していく予定である．
遺伝子配列解析では，ミトコンドリア異常症の原因である MPV17 遺伝子変異を確定した（論文準備中）
．今後，
他の症例で遺伝子変異の部分的な同定に至った症例の解析を進める予定である．ペルオキシソームに局在，脂肪酸の
β酸化に関わるプロテアーゼ Tysnd1 の異常によるヒト疾患を同定するべく，東京歯科大学附属市川病院との共同研
究を前年度から開始した．目標の症例数に向けて，さらに症例数を追加して解析を行う予定である．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
（※

西山正彦に関しては，トランスレーショナルリサーチセンターを参照）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
該当なし
（※

西山正彦に関しては，トランスレーショナルリサーチセンターを参照）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし
（※

西山正彦に関しては，トランスレーショナルリサーチセンターを参照）

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的な論文 10 篇以内を記載）
【論文】
（英文 2 編）
① Fukuda T, Kohda M, Kanomata K, Nojima J, Nakamura A, Kamizono J, Noguchi Y, Iwakiri K, Kondo T, Kurose
J, Endo K, Awakura T, Nakajima Y, Chiyonobu T, Kawahara K, Nishida Y, Wada I, Komori T, Nakayama K, Nanba
S, Maruki Y, Yoda T, Miyazono K, Tomoda H, Yu P , Shore E, Kaplan F, Kawabata H, Kitoh K, Haga N, Nakamura
K, Ikebichi K, Otake A, Oda H, Jimi E, Owan I, Okazaki Y, and Katagiri T. Constitutively activated ALK2 and
increased Smad1/5 synergistically induce BMP signaling in ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressive. J. Biol. Chem.
284:7149-7156（2009）
② Fukuda T, Kanomata K, Nojima J, Kokabu S, Akita M, Ikebuchi K, Jimi E, Komori T, Maruki Y, Matsuoka M,
Miyazono K, Nakayama K, Nanba A, Tomoda H, Okazaki Y, Ohtake A, Oda H, Owan I, Yoda T, Haga N, Furuy H,
Katagiri T. A unique mutation of ALK2, G356D, found in a patient with ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressiva is a
moderately activated BMP type I receptor. Biochem. Biophys. Res. Commun. 377（3）:905-9（2008）
【学会発表】
（総数 国内 2 回）
（※

西山正彦に関しては，トランスレーショナルリサーチセンターを参照）

6-2．獲得研究費
岡崎康司（代表）
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
「ゲノム医学を基盤とした疾患の診断・治療標的の包括的解明と臨床応用への総合研究拠点」
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配分額：900 万円
神田将和（代表）
文部科学省科学研究費補助金 若手 B「ハプロタイプマッピング法による遺伝性痙性対麻痺の新規原因遺伝子の同
定」
配分額 :247 万円
（※

西山正彦に関しては，トランスレーショナルリサーチセンターを参照）

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
「間葉系幹細胞の多分化能維持用培地，
培養方法，及び分化方法」特願 2008-266721, 2008 年 10 月 15 日 , 発明者：
二宮

裕一 , 岡崎

康司 , 西山

正彦 権利者：学校法人埼玉医科大学

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
引き続き臨床グループとの共同研究を進めるとともに，外部の国立精神・神経センターとも共同研究を開始した点
については当初の目的を十分に達成している．また学内共同研究の中から外部研究資金を獲得するに至った点も評価
できる．
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8．実験動物施設
1．構成員
津久井通（TSUKUI Tohru）
：実験動物施設 管理責任者（講師）：生理学，発生生物学
室伏

孝（MUROFUSHI Takashi）
：飼育責任者（（社）日本実験動物協会認定 実験動物技術者）

村松大介（MURAMATSU Daisuke）
：実験助手（（社）日本実験動物協会認定 実験動物技術者）
伊藤順子（ITO Junko）
：実験助手（
（社）日本実験動物協会認定 実験動物技術者）

2．教育
2-1．目的・目標
ゲノム医学研究センター実験動物施設は，SPF（Speciﬁc Pathogen Free: 指定された病原性微生物の存在しない動物）
レベルを維持する特殊な施設で，国内外の SPF レベルと同等の管理状況を維持する．
2-2．教育内容
平成 20 年度には，施設利用者 8 名の利用者説明会（文部科学省告示：研究機関等における動物実験等の実施に関
する基本指針に基づく教育訓練）を行い，基本技術・感染防止・動物福祉に関する教育を実施した．また，施設内部
でも実験助手を中心に微生物モニタリングに関連して，PCR を利用した微生物モニタリング法の習得や安全管理に
関する教育を実施した．
2-3．達成度
微生物モニタリングに関して，内部検査 3 回，外部検査 1 回（実験動物中央研究所：ICLAS）の検査に対し，本施
設の定義する微生物・ウイルス等は検出されず，安全管理の維持することができた．
2-4．自己評価・次年度計画
当施設利用者および内部スタッフ（実験助手）の実験環境及び飼育環境に対する衛生管理に関する指導及び教育は，
微生物モニタリングの結果からも徹底されており，今後とも感染防止の観点から本施設が維持できるような指導･教
育体制を整えていきたい．

3．研究
3-1．目標・目的
共同利用の研究施設として，各々の研究の目的に対応できる様に施設のソフト面を改善し努力する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
実験計画書の遂行実験数：SPF マウス 23 件（左記の実験のうち組換え DNA 実験に該当し組換え DNA 申請承認数
23 件）
3-3．研究内容と達成度
当施設共同研究として，4 件が遂行中で概ね順調に計画通り遂行されている．
3-4．自己評価と次年度計画
施設利用率の増加から人員不足となり，多少の研究プロジェクトに遅れがあるが，新規人員確保と安全管理（実験
環境･飼育環境及び労働環境）を第一の目標と考え，新規人員の確保・管理を優先して行っていきたい．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当無し
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
該当無し
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
ゲノム医学研究センターに属する実験動物施設（以下「施設」）は，共同利用研究施設で管理責任者（1 名）
，およ
び実験動物技術者 3 名で現在 5 部門の実験動物の飼育管理を行った．
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本施設は 1 階に SPF（Speciﬁc Pathogen Free- 指定された病原性微生物の存在しない動物）と 5 階に Conventional
（SPF に準ずる）もしくは検収･検疫用（海外からの輸入マウスに対処）に飼育室を配置しそれぞれ適正な管理をおこ
なった．飼育動物種はマウスに限定されるが，遺伝子改変動物及び P2A，B1 レベル対応の感染実験が可能な設備を
維持している．また，実験利用者の要望に応じて各種情報提供（遺伝子改変動物，疾患モデル動物．特殊繁殖及び飼
育管理）
，及び実費のみでクリーニングサービス･胚の凍結保存業務を行った．
平成 20 年度の動物使用数は 5261 匹を使用し，平成 20 年度の維持管理数は 1 日平均 590.3 ケージを管理してい
る（表 1 および表 2 参照）
．1 ケージあたりの収容数は 1 〜 5 匹である．
スタッフは管理責任者の適切な指導のもと，専任の実験動物技術者 1 名，その他のスタッフは，本施設管理運営
に関し十分な経験を持ち，
（社）日本実験動物協会認定実験動物技術者資格を持つ実験動物技術者を，中央研究施設
実験動物部門より 2 名出向をしていただき，計 3 名のスタッフで管理している．
医科学･生物学基礎研究の礎として動物実験の重要性をかんがみ，より，適正な実験動物管理が遂行できるよう，
社団法人日本実験動物協会認定実験動物技術者資格を取得すること，あるいは上級資格へのステップアップを推奨し
ている．
安全管理及び自然環境保全の観点から，
「特定化学物質等作業主任者」「第一種圧力容器取扱主任者」等の資格取得
を推奨しており，最新の MSDS の基準に従い洗浄廃液，消毒液等，自然環境に配慮した運営を行った．
本施設で行われる組換え DNA 実験については，本学の組換え DNA 委員会の承認の基に施行された．平成 20 年度
SPF 動物の搬入・搬出実績に関しては，本学組換え DNA 委員会の承認得た後に，SPF レベルを精査し利用者からの
要望により東京大学，大阪大学，大阪府立大学，理化学研究所（つくば，神戸），およびアメリカ合衆国から，マウ
スの搬入・搬出を実地した．実験動物の死体処分に関しても，感染動物は高圧蒸気滅菌後，一般動物は一時冷凍保管
し，密封後に専門業者に処理を委託している．
表 1．平成 20 年度飼育ケージ数推移
平均ケージ数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

579

557

546

523

547

546

10 月 11 月 12 月
582

590

631

1月

2月

3月

650

664

669

1月

2月

3月

333

291

308

表 2．平成 20 年度動物使用数推移
動物使用数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

567

487

566

420

457

468

10 月 11 月 12 月
524

215

625

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Ito M, Muraki M, Takahashi Y, Imai M, Tsukui T（他 13 名 , 5 番目）. Glutathione S-transferase theta 1 expressed
in granulosa cells as a biomarker for oocyte quality in age-related infertility, Fertil Steril, 90, 1026-35, 2008.（査
読有）
② Tsukui T, Imazawa Y, Inoue S. Molecular mechanism of vitamin K and its regulators in bone metabolism. Clin
Calcium（Review）, 11, 1685-91, 2007.（査読無）
③津久井 通 , 今澤 由紀子 , 井上 聡 . ビタミン K 依存性γ - カルボキシラーゼの肝臓作用 . 第 11 回
Aging 研究会 , 2008（東京）.
④今澤

由紀子 , 津久井

通 , 井上

聡

骨代謝におけるエストロゲンシグナル作用の解析 . 第 3 回

Bone form 2008（埼玉）.

6-2．獲得研究費
1）科学研究費補助金：基盤研究（S）
，H20 年度（分担研究者）
「老化における核内受容体とその標的因子の分子作用メカニズムの解明 .」
2）科学研究費補助金：基盤研究（C）
，H20 年度（研究代表者）
「ビタミン K 依存性γ - カルボキシラーゼの肝臓におけるカルシウムホメオスタシスの解析 .」
3）和証券ヘルス財団：
（研究者代表者）
「ビタミンＫを介する血栓症の発症における分子メカニズムの解明．」
6-3．該当なし
6-4．該当なし
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6-5．該当なし

7．自己点検・評価
本実験動物施設は，共同利用の研究施設で感染事故に対し最も注意を払って施設運営を行っており，外部に対し
SPF レベルで搬入した動物を SPF レベルで維持し最終的に関連諸団体（日本実験動物協会，公私立大学実験動物協
議会，国立大学動物実験施設協議会等）の品質管理基準に合致できる動物を搬入・搬出する体制をとっている．今後
とも徹底した動物の衛生管理をしながら，文部科学省告示第 71 号 研究機関等における動物実験等の実施に関する基
本指針・
（社）日本実験動物学会及び NIH（米国）の定める，動物福祉の精神，動物実験指針に基づく基準に従い「人
道的な実験技術の原則（3R）
」に則り動物実験及び飼育管理に関する指導及び助言により，施設スタッフ全員で安全
管理に努めたい．
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9．ＲＩ実験施設
1．構成員
西本正純（NISHIMOTO, Masazumi）: ＲＩ実験施設長，放射線取扱主任者，講師，研究副主任，教育副主任：ＥＳ
細胞を利用した再生医療実現化へ向けた基礎的研究
飯塚裕幸（IIZUKA, Hiroyuki）
：放射線取扱主任者，作業環境測定士，助教（中央研究施設ＲＩ部門兼担，研究内容，
業績は中央研究施設ＲＩ部門参照）
武藤由利絵（MUTOH, Yurie）
：実験助手，ＲＩ管理員

2．教育
2-1．目的・目標
本施設は法律（放射線障害防止法，労働安全衛生法及びその関連法令）に基づき文部科学省より運営が許可され，
また法令遵守を前提に運営がなされている．また本施設は，中央研究施設ＲＩ部門とは法律的には別施設として設置
が許可されており，したがって人的な面で独立した形で運営がなされている．これら本施設の特殊性を理解してもら
うため，法令に基づき，利用希望者，及び既登録者に対する教育訓練の実施が義務付けられている．また放射線の人
体に及ぼす影響を鑑み健康診断も法令により義務付けられており，利用者の安全性が守られている．以上の法令に基
づいた健康診断の受診，教育訓練の受講を修了した者に対してのみ本施設の利用が認められている．
2-2．教育内容
目的・目標に記したように法的に義務付けられた，新規登録希望者に対する教育訓練をゲノム医学研究センターに
て 2 度，全既登録者に対する，再教育訓練をゲノム医学研究セセンターＲＩ実験施設において 1 度，中央研究施設
ＲＩ部門，国際医療センター放射線安全管理室の協力のもと 2 度開催した．
2-3．達成度
放射線取扱主任者のための定期講習を，飯塚，西本両主任者が 18 年度，19 年度にわたり受講したことで，主任
者の職責に対する認識がさらに強化されたと考えている．また，利用者に対する教育訓練も滞りなく実施できたと考
えている．
2-4．自己評価と次年度計画
本施設を運営する上でもっとも重視すべき点は，利用者の安全性を確保すること，違法行為がないこと，ＲＩ汚染
事故がないこと，が挙げられるが，幸い今年度はそのような事態は生じなかった．今後も教育訓練を通じ，利用者に
ＲＩ利用における安全確保についての認識を高めてもらうよう努力を進めて生きたいと考えている．
なお，今年度より再教育訓練を，ゲノム医学研究センターＲＩ実験施設主催でも行うことができたが，今後も利用者
の利便性を図るうえでも，大学予算との関係もあるが，継続して実施していきたいと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
将来再生医療の中心的役割を果たすことが期待されている，胚性幹細胞（ES 細胞）を中心材料として研究を進める．
なかでも，ＥＳ細胞のもつ腫瘍性は再生医療実現化の上で大きな障害となっており，この分子機構解明を目的として，
臨床実用化に向けた取組みを行っている．特に UTF1 は本施設による研究により，ES 細胞の腫瘍性との関連が示さ
れており，上記の目的達成に連なる可能性を鑑み，UTF1 に着目し研究を進めている．
3-2．研究プロジェクト
1）腫瘍性を欠失させたＥＳ細胞樹立を目的とした取組みとして，UTF1 と ES 細胞の腫瘍性との関連を直接的に証
明するために，UTF1 ノックアウト ES 細胞を樹立する．
2）UTF1 の個体発生における役割を明らかとするために，UTF1 ノックアウトマウスを作製し，その表現型につい
て解析を行う．
3-3．研究内容と達成度
UTF1 ノックアウト ES 細胞の樹立に関しては，テトラサイクリンにより UTF1 の発現を消失させることが可能な
ES 細胞の樹立ができた．さらに，UTF1 の遺伝子座を heterozygous に欠失させたマウスが得られた．
3-4．自己評価と次年度計画
UTF1 ノックアウトＥＳ細胞の樹立は長年の懸案であったが，ようやく樹立することができ，今後その表現型につ
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いて解析を進めて生きたいと考えている．UTF1 の個体発生における機能解析は，ヘテロマウスが得られたので，次
年度の目標として，ヘテロ同士を交配させることで，ホモマウスの解析に着手することとしている．

4．診療
該当なし

5．その他
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
①西本正純，山岸敏之，野村淳，丸山昌良，鍋島曜子，鍋島陽一，奥田晶彦
②丸山昌良，野村淳，升井伸治，西本正純，奥田晶彦
③張佳星，野村淳，丸山昌良，西本正純，奥田晶彦

日本分子生物学会 2008 年

日本分子生物学会 2008 年
日本分子生物学会 2008 年

④ Miyagi S. Masui S. Niwa H. Saito T. Shimazaki T. Okano H. Nishimoto M. Muramatsu M. Iwama A. Okuda A.
Consequence of the loss of Sox2 in the developing brain of the mouse. FEBS Letters. 582（18）:2811-5, 2008
6-2．獲得研究費
学内グラント配分額「がん治療法確立に向けたがん幹細胞と胚性幹細胞に共通する腫瘍性維持の分子機構解明」
：
配分額 100 万円

西本正純（代表）

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許・実用新案
該当なし
6-5．学会・研究会・セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
1）施設の運営
ＲＩ実験施設へのＲＩ受け入れ実績（単位：MBq）
核種
20 年度
19 年度
18 年度
17 年度

45Ca
37
0
0
0

125I
0
0
0
0

32P
621.4
898.2
1136.4
1595.9

33P
0
0
0
0

35S
0
0
0
37

3H
9.25
0
9.25
9.25

14C
7.4
0
1.85
0

51Cr
0
0
0
0

RI 実験施設登録者数：平成 20 年度，36 名：平成 19 年度，42 名：平成 18 年度，44 名：平成 17 年度，54 名
施設の運営は，法的に設置が義務付けられている放射線取扱主任者である飯塚，西本の 2 名により，また実務な
どに関してはＲＩ管理員である武藤により，円滑に行われている．また中央研究施設ＲＩ部門，国際医療センター放
射線安全管理室との連携が，施設の円滑な運営に寄与していると考えられる．
飯塚作業環境測定士による施設内の作業環境測定により，利用者の安全性の確認がなされている．
ビデオモニタの設置により，ＲＩの不正な使用，不正な施設への立ち入り，汚染事故などの防止に充分効果を挙げ
ていると思われる．
利用状況については，上に示したように，登録者数，ＲＩ受け入れ量は中央研究施設ＲＩ部門と遜色のないレベル
にあると思われる．このことは，ゲノム医学研究センター所属の人数を考えると，本センターでのＲＩを使用した実
験の重要性を表していると思われる．ただし，近年ＲＩを使わない実験技法が開発されてきており，上の表に見られ
るように受け入れ量，および登録者数の減少が認められ，今後もこの方向は進むとも考えられる．しかし，ＲＩを利
用した実験の代替方法がない場合もあり，今後も施設の重要性はなくならないと考えている．
以上のような問題点はあるが，今後も共同施設として，ゲノム医学研究センターの高度な研究推進に寄与できるよ
う，運営を続けて生きたい．
2）研究
共同施設の管理に携わることで自身の研究時間に制約を受けること，施設が本来ＲＩ実験用に敷設されているため，
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一般実験を行ううえで実験機器，実験場所に制約を受けること，共同施設であり研究費の配分を受けられないことな
どの問題点がある．しかし，この制約のある環境においてもなんとか研究を進めるために，他の研究室との共同研究，
研究費の獲得といったことへのさらなる努力が今後の課題であると考えている．
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1．教育主任部門
1．構成員（すべて兼担）
部門長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：皮膚科教授

部門員

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：医学基礎教授
永島雅文（NAGASHIMA, Masafumi）：解剖学教授
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）
：生理学講師
禾泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：分子生物学教授
丸山敬（MARUYAMA, Kei）
：薬理学教授
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：病理学准教授
永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学教授
山口敏行（YAMAGUCHI, Toshiyuki）: 感染症科・感染制御科講師
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：リウマチ膠原病科教授
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター乳腺腫瘍科教授
松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）：麻酔科教授
松田晃（MATSUDA, Akira）
：国際医療センター造血腫瘍科教授（平成 20 年 8 月 31 日まで）
中村裕一（NAKAMURA, Yuichi）
：血液内科講師（平成 20 年 9 月 1 日より）
小宮山伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）：国際医療センター心臓内科教授
永田真（NAGATA, Makoto）
：呼吸器内科教授
名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：消化器・肝臓内科教授
井上郁夫（INOUE, Ikuo）
：内分泌・糖尿病内科准教授
野村恭一（NOMURA, KYOICHI）
：総合医療センター神経内科教授
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：腎臓内科教授
石原理（ISHIHARA, Osamu）
：産科・婦人科教授
吉田寿美子（YOSHIDA, Sumiko）
：神経精神科准教授
間嶋満（Majima, Mitsuru）
：リハビリテーション科教授
倉持朗（KURAMOCHI, Akira）
：皮膚科教授
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：耳鼻咽喉科教授
三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）：総合医療センター中央検査部准教授
鈴木健之（Suzuki, Kenji）
：放射線科准教授
中元秀友（Nakamoto, Hidetomo）
：総合診療内科教授
小田嶋安平（ODAJIMA, Yasuhei）
：小児科教授（平成 21 年 2 月 7 日逝去）

2．目的
各基本学科の教育主任は，それぞれの基本学科が関わる卒前教育全般について調整・連絡を行う．さらに，教育領
域毎に，教育主任の互選により代表教育主任が選任される．教育主任部門はこの代表教育主任により構成される．本
部門は，教育領域間において教育担当者の意思疎通をはかり，大学全体の教育活動が円滑に行われるようにすること
を目的とする．

3．活動報告
教育主任部門は，卒前医学教育部門とともに，毎月，卒前教育合同会議を開催し，卒前教育の立案，実行などに携
わった．代表教育主任は，総合試験，卒業試験における問題の調整を行った．教育主任はそれぞれの基本学科が関わ
る卒前教育全般について，調整と連絡を行った．

4．評価と次年度目標
教育主任，代表教育主任の役割が広く認識されてきたことにより，各コース・ユニットと各基本学科の間の調整が
より円滑になり，教育活動の成果があがった．今後は，これらの組織がさらに円滑に機能するように，現在の活動を
継続していく必要がある．
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2．入学試験部門
1．構成員
別所正美（BESSHO,Masami）
：医学教育センター長：血液内科学教授兼担
上原政治（UEHARA, Seiji）
：部門長：医学基礎学科・生物学教授兼担
豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：副部門長：精神医学教授兼担
織田弘美（ODA，Hiromi）
：副部門長：整形外科学教授兼担
勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）
：医学基礎学科・物理学准教授兼担
笹島

茂（SASAJIMA，Sigeru）
：医学基礎学科・英語学准教授兼担

椎橋美智男（SHIIBASHI, Michio）
：医学情報施設准教授兼担
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：副部門長：大学事務部長兼担
蛭間庄司（HIRUMA,Shoji）
：大学事務部課長補佐兼担

2．教育
医学部の卒前教育に最も重要な要素は学生の質であり，良質の学生を入試で選抜することが不可欠である．入試委
員会ではこの目的を果たすために様々な方針を策定している．当該部門はこれらの方針に忠実に則り，試験問題の作
成・入学試験の実施の際の実務・その他の入試関連業務を行うことである．
2-1．活動目標
1）推薦入試および一般入試の実施
入試事務室と連携し，入学試験に関わる業務を行う．
2）入試関連広報活動の充実
大学公式ホームページにおける大学紹介の一環として，入学試験に関する情報の充実を図る．オープンキャンパス，
進学相談会の開催，参加を支援する．
3）入学試験の点検
データに基づく入試科目・入試方法の妥当性の検討，入試問題の自己評価及び第三者評価を行う．
2-2．活動の概要
1）平成 20 年度入試部門会議
平成 20 年度入試部門会議を下記の日時に開催し，議題を入試委員会に報告した．
・第 1 回：平成 20 年 5 月 1 日（木）
・第 2 回：平成 20 年 9 月 4 日（木）
・第 3 回：平成 21 年 1 月 16 日（金）
・第 4 回：平成 21 年 4 月 10 日（金）
＊第 4 回会議は平成 21 年度に入って行われたが，H21 年度の入学試験を議題としているので平成 20 年度の記録
とした．
2）平成 21 年度入学試験の運営
（1）平成 21 年度入学試験要項（推薦・一般）の作成
（2）平成 21 年度選抜試験
（ア）一般入学試験
①各科目出題責任者会議を開催し，現行の学習指導要領に基づいて，平成 21 年度一般入試科目・出題範囲・出題
形式等について確認した．また全ての科目で学習指導要領の範囲を逸脱しないよう，高校教科書の内容研究を十
分に行うよう申し合わせた．これらの方針を入試委員会へ報告し，承認を得た．
②各科目の問題作成から納入・準備までの業務は，すべて予定通り進行した．前・後期の完成原稿の国立印刷局へ
の入稿を経て，初校，再校，念校，試験直前点検を行った．
③入試採点作業の状況
前・後期試験とも，資料の出力を含めて全ての集計作業を翌日夕刻までに終了した．
（イ）推薦入学試験
・平成 21 年度推薦入試科目・出題範囲・出題形式等について確認した．入試問題は事務部長を経由して学長に提
出した．
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・プレアドミッションプログラムとして，平成 21 年度推薦入学予定者全員を対象として入学までの学習・生活面
での指導を行った．科目毎に課題を提出させ，入学後に評価を推薦入学者にフィードバックした．
3）入試関連広報
（1）大学ホームページ入試情報
教育情報部門の協力を得て，大学ホームページ内の入試情報の充実を図った．入試委員会の承認のもとに策定し
たアドミッション・ポリシー，一般入試一次試験科目別成績状況，第一次試験ボーダーライン，過去 3 年間の一般・
推薦入試に関する統計，今までに寄せられた頻度の高い質問と回答集（FAQ）等を掲載した．また，入試要項の作
成後に文科省の要請によって入学定員増を行ったが，これらの情報についても最新のものを掲載した．大学ホーム
ページの入試情報へのアクセス数は増大しており，今後も受験生の視点に立った有益情報の提供を通じて，本学志
望者の増加を図る一助になるよう情報の整備と更新を常時行っている．入試に関する情報開示は，受験生個人に対
して便宜を図るだけでなく，公正な入試の実施についても社会的評価を高める方略として有効である．個人情報保
護を配慮しつつ，情報公開度を高める努力を今後とも継続していきたい．
（2）オープンキャンパス
入試広報活動の一環として当該部門の主催により，7 月 27 日（日）及び 9 月 23 日（火）の 2 回にわたり，毛呂山キャ
ンパスで開催した．参加者は受験生と父母を含めて，第 1 回が約 188 名，第 2 回は約 208 名で前年度より増加した．
首都圏を中心に，各地方からの参加もあった．午前に大学の概要と入試説明，在学生・卒業生による話を含む全体
会，午後には体験学習と個別相談を実施した．ポストアンケートの結果は好評であった．実施の概要報告が，毛呂
山会報，同窓会報等に掲載された．
（3）大学進学相談会
外部機関主催の医学関係の進学相談会に大学事務部職員が参加し，受験生への資料提供と個別相談を 6 回行った．
参加した場所は次の通りである : 広島，福岡，大阪，東京．
4）入試問題の分析と公開
教育情報部門の協力により，最近数年間の入試問題の科目別成績と入学後の成績及
び国家試験合否との関連について継続的に解析し，入試委員会へ報告するとともに，
科目出題者へのフィードバックを行った．
平成 21 年度同様，入試科目試験問題（推薦入試を除く）を試験終了後早期に公開し，高等学校やその他の教育機
関には請求に応じ無償で提供した．

3．研究
該当無し

4．診療
該当無し

5．その他
該当無し

6．業績
該当無し

7．自己点検・評価
7-1．一般入学試験当日の混乱
1）問題訂正の多発
前・後期 2 回の入試の実施とマークシート解答方式による出題方式を採用して以来，毎年，試験直前点検（袋詰
め段階）での問題文訂正と試験当日の訂正が散発していたが，平成 21 年度入試では試験直前点検での訂正のみなら
ず試験当日の訂正が前・後期入試で多く見られた．
2）試験時間の延長
特に後期入試では，試験時間終了間際に一部の科目で訂正があり，これが原因となって一部の試験会場で入試委員
会の判断を仰ぐことなく独断で試験終了時間が延長された．
3）対応
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これらの混乱に対しては受験生に不利にならないように対処し，文部科学省に速やかに報告して了承を得た．また，
ホームページでも説明と取り扱いについて受験者に対して周知徹底を図った．
混乱の原因となった問題文訂正については学内外から厳しい批判が浴びせられた．ミスの多発は医学部入試に対す
る信頼を著しく低下させるものであり，問題作成者はこれらの批判を真摯に受け止めている．
ミスの多発を受けて第 4 回入試部門会議を急遽開いて平成 21 年度入試を総括した．問題文訂正があった科目の責
任者には訂正に至った経緯を詳細に記した「入試問題訂正報告書」を入試委員会に提出させ，訂正の重大性を認識さ
せるようにした．問題文の訂正は校正段階で防ぐことが可能であり，次年度の部門会議で校正のあり方や試験時間延
長の再発防止のための対策を具体化する予定である．
7-2．一般入学試験当日の受験生からの質問
試験当日に受験生から一部の科目に質問があったが，文言を訂正するようなものはなく，「自分で考えて判断しな
さい」と答えるにとどめた．
一部の試験会場については，受験生から会場の空調・騒音などの環境について苦情が寄せられた．
7-3．一般入学試験科目の第三者評価
本学入試の特徴の一つは，入試問題について主として現役高校教員による試験会場での点検，および問題評価（す
べての試験日程終了後に依頼）
，いわゆる第三者評価を全科目に積極的に行っていることである．平成 21 年度入試
問題では，一部の科目で文章表現の分かりにくさに対するコメントはあったが，誤りを指摘するようなものはなかっ
た．本学の入試問題は妥当であるとの評価を得た．
7-4．入試事務室
入試事務室は入試委員会・入試部門会議の事務ばかりでなく，オープンキャンパスその他の入試関連業務を担当し
ている．年々これらの業務は増大しているが，入試事務室の現状の能力を超える作業量を他の業務を担当している事
務スタッフの応援を得ることによって遂行できたと評価している．入試関連業務を円滑に進めるために，年間の業務
の一覧を入試事務室と共同作成し，効率的に作業を進めていきたい．
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3．卒前医学教育部門
1．構成員
部門長： 別所正美

（BESSHO, Masami）

兼担（毛呂）血液内科，教授
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 20 年 9 月 31 日

持田

智

（MOCHIDA, Satoshi）

兼担（毛呂）消化器内科・肝臓内科，教授
平成 20 年 10 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

副部門長：土田

哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）

兼担（毛呂）皮膚科，教授
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

松本万夫

（MATSUMOTO, Kazuo） 兼担（日高）心臓内科，教授

同上

森

（MORI, Shigehisa）

同上

茂久

兼担（川越）血液内科，准教授

＜カリキュラム室＞
室

長： 渡辺修一

（WATANABE, Schuichi） 兼担（基礎）生理学，教授，

副室長： 土田哲也
室

同上
同上

員： 持田

智

竹内

勤

（TAKEUCHI, Tsutomu）

兼担（川越）リウマチ・膠原病科，教授

同上

間嶋

満

（MAJIMA, Mitsuru）

兼担（毛呂）リハビリテーション科，教授

同上

（HAGIWARA, Koichi）

兼担（毛呂）呼吸器内科，教授

萩原弘一

同上

松本万夫

同上
同上

中元秀友

（NAKAMOTO, Hidetomo）兼担（毛呂）総合診療内科，教授

同上

辻

（TSUJI, Yoshitaka）

兼担

同上

（MORIYA, Osamu）

兼担（基礎）微生物学，准教授

美隆

守屋

修

保健医療学部，准教授

同上

山崎芳仁

（YAMAZAKI, Yoshihito） 兼担（医学基礎）生物学，准教授

同上

脇本直樹

（WAKIMOTO, Naoki）

同上

向田寿光

（MUKAIDA, Koshimitsu） 兼担（基礎）＠＠＠＠

石島秀樹

（ISHIJIMA, Hideki）

市岡正適

（ICHIOKA , Masamichi） 兼担

稲葉宗通

（INABA, Munemichi）

兼担，毛呂病院

同上

有田和恵

（ARITA, Kazue）

専任，講師

同上

菅野義彦

（KAN-NO, Yoshihiko）

専任，講師

同上

川村勇樹

（KAWAMURA, Yuki）

専任，助教

同上

高橋美穂

（TAKAHASHI, Miho）

専任，助教

同上

兼担（日高）造血器腫瘍科，講師

平成 20 年 10 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
兼担（基礎）公衆衛生学，助教
平成 20 年 4 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
保健医療学部，教授

同上

＜臨床実習推進室＞
室

長： 間嶋

満

平成 20 年 10 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日

副室長： 菅野義彦
辻
室

同上

美隆

員： 山田泰子

同上
（YAMADA, Yasuko）

専任，教授

同上

＜試験管理室＞
室

智

同上

副室長： 稲葉宗通

長： 持田

同上

茅野秀一
室

員： 辻

（KAYANO, Hidekazu）

兼担（基礎）病理学，准教授

美隆

同上
同上

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）

兼担医学情報施設，准教授

同上

神吉泰三郎（KAN-KI, Taizaburoh）

専任，講師

同上

菅野義彦
荒関かやの（ARAZEKI, Kayano）

同上
専任，助教

同上
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大西京子

（OHNISHI, Kyoko）

専任，助教

同上

斉藤

（SAITOH, Megumi）

専任，助教

同上

恵

＜調査解析室＞
室

長： 豊嶋良一

（TOYOSHIMA, Ryouichi） 兼担（毛呂）神経精神科・心療内科，教授

副室長： 椎橋実智男
室

員： 大西京子

同上

佐藤義文

（SATOH, Yoshifumu）

専任，助教

同上

鈴木

（SUZUKI, Satoshi）

専任，助教

同上

（ARAKI, Nobuo）

兼担（毛呂）神経内科，教授

智

同上

同上

＜学生支援室＞
室

長： 荒木信夫

副室長： 稲葉宗通
室

員： 豊嶋良一
斉藤一之

同上
（SAITOH, Kazuyuki）

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
堀川直史
森

兼担（基礎）法医学，教授

同上

兼担（医学基礎）化学，准教授

同上

（HORIKAWA, Naofumi） 兼担（川越）神経精神医学，教授

茂久

岩波

明

同上
同上

同上
同上

（IWANAMI, Akira）

兼担（毛呂）神経精神医学，准教授

名越澄子

（NAGOSHI, Sumiko）

兼担（毛呂）消化器内科・肝臓内科，教授

同上

金

潤澤

（KIN, Jyuntaku）

兼担（毛呂）整形外科・脊椎外科，准教授

同上

藤田恵子

（FUJITA, Keiko）

兼担（基礎）解剖学，准教授

吉田寿美子（YOSHIDA, Sumiko）

同上

同上

石島英樹
東

同上

兼担（毛呂）精神神経科・心療内科，講師

山崎芳仁
笹島

同上

同上

茂

（SASAJIMA, Shigeru）

兼担（医学基礎）英語，講師

丈裕

（HIGASHI, Takehiro）

専任，助教

同上

平成 20 年 10 月 1 日 ~ 平成 21 年 3 月 31 日
斉藤
畑

恵
俊夫

平成 20 年 4 月 1 日 ~ 平成 21 年 3 月 31 日
（HATA, Toshio）

兼担当

非常勤，客員教授

同上

＜学生保健管理室＞
室

長： 稲葉宗通

平成 20 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 9 月 31 日

室

員： 畑

俊夫

同上

堀川直史

同上

吉田寿美子

同上

東

同上

丈裕

2．活動状況
卒前医学教育部門は平成 17 年から「カリキュラム室」，「試験管理室」，「調査解析室」，「学生支援室」，「学生保健
管理室」と機能別に 5 つの室に分かれ，役割を分担して活動してきた．しかし，平成 20 年 10 月 1 日に教員組織の
変更があり，
「学生保健管理室」は医学部，
保健医療学部の学生とともに教員の健康管理を担当する部門に発展すべく，
卒前医学教育部門から独立した．また，
「カリキュラム室」では臨床実習検討ワーキンググループで BSL，CC の在り
方を検討してきたが，卒前医学教育における臨床実習の重要性が増している状況を考慮して，10 月 1 日から同ワー
キンググループを
「臨床実習推進室」
に昇格した．これに伴って，卒前医学教育部門は新たな 5 室の体制へと移行した．
平成 20 年度には，5 つの室における活動状況を卒前医教育部門の全構成員が共有し，問題点について自由な意見交
換をすることを目的として「卒前医学教育懇談会」を立ち上げた．同懇談会の構成員は医学教育センター長，卒前医
学教育部門長，
各室長，
副室長および卒前医学教育部門長が必要と教員から構成され，原則的に月に 1 回開催している．
同懇談会で討論した事項は「卒前教育合同会議」に諮り，卒前教育委員会の構成員，コースおよびユニットディレク
ター，各基本学科の教育主任に情報を提供するとともに，意見を求めている．
2-1．カリキュラム室
シラバス，講義日程の作成，オリエンテ−ション，医学概論，医学英語，休暇中プログラム，少人数教育・PBL，
臨床入門，臨床実習に関して，平成 20 年度のカリキュラムを遂行すべく実務作業を行うとともに，平成 21 年度の
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方針を検討した．医学教育センタ−の専任教員，兼担教員でこれら業務を分担し，月 1 回の定例会議を介して進捗
状況を共有するとともに問題点を整理し，カリキュラム室全体での意志統一を図った上で作業を進めた．
①シラバス，講義日程の作成：平成 20 年度からはシラバスを学生，教員がホームページでも閲覧できるようになっ
た．また，
平成 21 年度に関しては，
医学部が保健医療学部と共同で実施する学園祭の日程変更，
「臨床推論」
ユニッ
トなどカリキュラムの改変，5 年生総合試験の日程変更などを考慮して講義，実習の日程を調整し，平成 17 年
度から導入したシラバス作成システムを利用して新たなシラバスを作成した．また，6 年生に関しては新たな試
みとして，平成 20 年度の医師国家試験の出題内容を考慮して，平成 21 年度になってから講義内容を決定する
枠を設定することになった．
②オリエンテ−ション：1 年生のオリエンテ−ションは例年どおり宿泊を伴うプログラムで実施し，学生にはポス
トアンケート調査を実施して，その結果を公開した．2 〜 6 年生のオリエンテーションは各学年の小委員会に依
頼して実施した．試験，進級判定および授業評価の意義と方法などに関しては，各学年で伝達情報に差異が生じ
ないよう注意を払った．
③医学概論，④ 医学英語：平成 19 年度と同様の方針で実施した．
⑤夏季休暇中プログラム：平成 20 年度らはプログラム一覧をホームページに掲載し，学生が自宅など学外からも
ホームページにアクセスし，ID とパスワードを用いて閲覧できるようにした．この結果，104 の課題が提示さ
れ，延べ 317 名の学生が参加したが，課題数，参加学生数とも前年度より増加している（94 課題，延べ 267 名）
．
参加した学生にはポストアンケート調査を実施して，その結果を公開した．なお，参加学生の約 1/3 は学外か
らホームページにアクセスして，プログラムに応募したことが明らかになった
⑥少人数教育・PBL，⑦ 臨床入門：少人数教育を重視する方向でカリキュラムを改変するが，担当する教員の確
保には限界がある．また，5 年生における臨床実習の質を向上させるためには，4 年生の臨床入門での実習内容
も改変することが求められる．これら問題を解決するためのワーキンググループ（担当：土田哲也教授）を立ち
上げた．また，8 月 9 日に実施した第 26 回医学教育ワークショップ第 2 部全体集会では教員からの意見を求め，
その結果，平成 21 年度のカリキュラムは以下のように改変した．
（1）1 〜 3 年生の「臨床入門･ PBL」ユニットは総課題数を 14 〜 11 に減少し，各課題に費やす日時も短縮するこ
とになった．しかし，各課題の内容は，臨床における推察力を向上させることを目的とし，自らの力で学習させ
るシステムに改変した．このため，各課題に関して，「人体の構造と機能」コースおよび「ヒトの病気」コース
のユニットディレクターによる見直し作業を実施した．これに伴って，1 〜 3 年生の「臨床入門･ PBL」ユニッ
トは「臨床推論」ユニットを改称し，各学年の「良医への道」コースに含むことになった．
（2）4 年生の「臨床入門･ PBL」ユニットは「症候と鑑別」ユニットの一部と統合し，「臨床推論」ユニットとして
同学年の「良医への道」コースに含めることにした．同ユニットでは，少人数教育の一環として，臨床例を提
示して病態の解釈，初期計画の作成などを行う能力を育むことも目的とした実践な PBL を実施することにした．
なお，実践的なケーススタディーの内容は，臨床系の基本学科の教育主任のアンケート調査を実施することで確
定した．
「臨床推論」ユニットに関しては，内容の標準化を図るため，平成 21 年度には担当教員を対象とした
FD を実施することとなった．
（3）4 年生の「地域社会と健康」ユニットの一部として，埼玉県立大学が実施している IP 演習（Interprofessional
Education）に乗り入れることが決定した．同演習は，他職種を目指す学生とチームを編成してチーム医療に関
して学習することを目的としており，将来的には本学の保健医療学部と共同で実習することを目指している．
⑧臨床実習 :：5 年生におけるクリニカルクラ−クシップの運営方法は，臨床実習検討ワーキンググループ（担当：
間嶋満教授）で検討されてきたが，これは「臨床実習推進室」に引き継がれ，平成 21 年度以降の方針に関して
も検討がなされた（2-2. 臨床実習推進室を参照）．
2-2．臨床実習推進室
平成 20 年度の 5 年生における BSL，クリニカルクラークシップの運営に関して以下の作業を行い，平成 21 年度
の臨床実習の方針を確定した．
（1）平成 20 年度の BSL に関しては，各診療科に対象として取り上げて欲しい疾患として「臨床実習（従来型）に
おいて必修すべき疾患（国家試験ガイドラインから）」を提示し，実習内容の標準化を図った．
（2）5 年生で留年した 9 名は個別に面談を行い，その結果，明らかになった学力不足を解消するために，内科，
小児科および産婦人科を中心に実習を行って，学力養成を目指す個別のカリキュラムを設定した．また，クリニ
カルクラークシップに際しても，専門性の高い診療科の学習を中心とした個別のカリキュラムを実施することに
した．
（3）5 年生の共通プログラムは「基礎臨床技能シリーズ：.5. 身体診察と基本手技」をテキストとして用いて講義，
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演習を実施することにし，同テキストを担当する各診療科に配布した．
（4）平成 20 年度のクリニカルクラークシップは 3 学期に 8 週間（4 週間× 2 診療科）に渡って実施するが，その
運営方法に関して 3 キャンバスでそれぞれ説明会を開催した（6 月 17 日：毛呂，6 月 19 日：川越，6 月 20 日：
日高）
．学生には同実習に関する説明会を 12 月 20 日に実施した．
（5）クリニカルクラークシップは各診療科が 4 週間のスケジュールおよび実習の概要を提示し，これを学生が学
内および学外からホームページにアクセスして閲覧できるようにした．
（6）クリニカルクラークシップにおける電子カルテの記載は，研修医と同様に書き込みを可能とするが，これを
指導医が確認して修正するシステムを構築した．同システムに関しては 3 病院の院長に説明し，採用するかど
うかは各診療科に任せることとした．なお，電子カルテの運用方法に関しては，3 キャンバスでそれぞれ説明会
を開催した（12 月 15 日：毛呂，12 月 17 日：川越，12 月 19 日：日高）．
（7）クリニカルクラークシップの終了時に提出する指導医用および学生用の評価表を作成した．
（8）平成 21 年度「臨床実習」ローテート表を作成した．なお，同年度は後期総合試験の日程を変更し，従来型
BSL が終了した後にクリニカルクラークシップ開始前（1 月 21，22 日）に実施することとした．なお，OSCE
に関してはクリニカルクラークシップ最終週（3 月 20 日）に実施することとした．
（9）平成 21 年度の従来型 BSL（4 〜 12 月）に関しては，実習担当診療科を対象としたアンケート調査の結果に
基づいて，指導医が内容を確認するとの条件付きで電子カルテの学生画面を使用可能とすることが決定した．
（10）臨床実習中の針刺し事故などが発生した場合の対応，連絡経路について再確認した．学生および指導医は各
病院のマニュアルに従って当該診療科を受診させるとともに，情報を大学事務部学生課へ連絡し，学生課は長期
経過についても監視できように医学教育センター内の該当部署へ連絡することとした．
（11）臨床医学生認定式を平成 21 年 3 月 28 日に 30 周年記念講堂で開催した．
2-3．試験管理室
6 年生の卒業試験，総合試験，実力試験，2 年生および 5 年生の総合試験の問題作成を各基本学科に依頼し，登録
された問題をブラッシュアップして，最終調整するまでの一連の過程を統括している．また，CBT，OSCE からなる
共用試験の実施，運営も試験管理室が担当した．共用試験 CBT の公募問題，厚生労働省から依頼のある医師国家試
験のプール問題の公募にも対応している．共用試験実施機構の実施する CBT 問題ブラッシュアップ委員会にも室員
が参加している．さらに，試験管理室は，試験問題の管理だけではなく，学内で実施される全ての試験の管理運営も
担当している．平成 20 年度に行った事業は以下の通りである．
（1）
「6 年生実力試験」は前年度までは各基本学科に依頼して，新傾向問題を作成して出題してきた．しかし，今
年度は医師国家試験の出題形式および出題傾向がかわったため，第 102 回医師国家試験を出題して，学生には
早期に学習の方向性を再認識させるようにした（4 月 17 日〜 19 日実施）．
（2）
「6 年生総合試験①」には例年同様に第 1 回 TECOM 模擬試験を充当した（7 月 16 日〜 18 日実施）．その成
績は試験終了直後に各自が採点して提出することとして，各学生のチューターにはこれを基に夏季休暇の学習方
針を指導するよう依頼した．
（3）6 年生総合試験②（8 月 25 日〜 27 日実施），卒業試験①（10 月 22 日〜 24 日実施），卒業試験②（12 月 3
日〜 5 日実施）
に関しては，
前年度までと同様に各基本学科に出題を依頼したが，医師国家試験の動向を考慮して，
X3 タイプ，
R タイプの問題も出題することにした．なお，本年度は 9 名の教員をブラッシュアップ委員に任命し，
出題内容の質向上に努めた．
（4）5 年生総合試験（前期：9 月 5 日，
後期 3 月 4 日〜 5 日実施）および 2 年生総合試験（2 月 24 日〜 25 日実施）
は，前年度までと同様に各基本学科に依頼して登録された新作問題とともに験管理室で管理している過去問題を
出題し，その成績を基に今年度の学生の達成度に関して解析した．
（5）各領域の試験連絡代表者を決定し，その推薦で試験実務担当者を確定した．領域ごとに試験問題の依頼方式
に関するアルゴリズムを作成し，各基本学科での重複，欠落などがなく，試験問題を登録できるようにシステム
を再構築した．
（6）
「試験監督業務に関する指針」の一部を改定し，進級に直接関係しない総合試験，実力試験は，医学教育センター
卒前医学教育部門長が選定した医学教育センター専任教員 1 名を事務部門職員が補助することで実施し，各基
本学科の教員の負担軽減を図った．また，進級に関連する試験の監督は，毛呂山キャンパスの教員が中心となっ
て行ってきたが，平成 21 年度以降は川越，日高キャンパスの教員も参加して実施することが決定した．
（7）
「受験心得（実力試験・総合試験・卒業試験を除く）」および「実力試験・総合試験・卒業試験

受験心得」

を一部改定し，今まで大学で用意していた筆記用具は，学生が各自用意することとした．筆記用具は黒の鉛筆お
よびシャープペンシル，消しゴムのみを許可し，筆記用具ケースなどは机の上に置いてはならないことになった．
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（8）6 月 9 日に毛呂山キャンパスで「第 102 回医師国家試験の報告会」を開催し，本学の成績とその分析結果に
関する情報を報告した．川越および日高キャンバスにはテレビ会議システムで中継し，3 会場で計 123 名の教
員が参加した．
（9）6 月 25 日に毛呂山キャンパスで「試験問題作成のための FD」を開催した．試験問題作成に関する FD に参加
経験のない講師以上の全教員，問題作成に係わる助教および希望する教員が対象で，川越および日高キャンバス
にはテレビ会議システムで中継した．
（10）10 月 19 日に昭和大学医学部で開催された共用試験実施評価機構主催の「OSCE 評価者認定講習会」に 6 名
が参加し，頭頸部ステーション 1 名，腹部ステーション 1 名，神経ステーション 4 名の新たな認定評価者が誕
生した．また，学内評価者 56 名は毛呂山，川越および日高キャンパスで，テレビ会議を利用した「認定評価者
による評価者講習会」を受講した．
（11）共用試験 CBT は平成 21 年 2 月 19 日，20 日に実施し，本学の平均点は 76.79 点であった．合否判定基準で
ある 65 点ないしは平均− 1.5 SD に相当する 67.16 点以上を合格とした．その結果，4 名の学生が不合格となり，
3 月 13 日に再試験を実施した．
（12）4 年生共用試験 OSCE は，共用試験 OSCE 外部モニター委員および外部評価者 6 名に参加いただいて，平成
21 年 3 月 10 日に実施した．また，5 年生臨床実習後の OSCE は平成 21 年 3 月 7 日に実施したが，同試験では
「医療面接」と「腹部診察」の 2 ステーションを統合した advanced OSCE を導入する試みを行った．なお，平成
19 年度の 4 年生共用試験に関しては，共用試験実施評価機構から本学の平均点は 88.0 点で，全国平均の 85.6
点を上回っているとの報告があった．
（13）2009 年度医学系 CBT の問題公募には，試験管理室が選別した問題を応募したが，本学の採択率は，82.4%
であり，全国平均の 69.6％を大きく上回っていた．
2-4．調査解析室
平成 19 年度より継続して「学生による授業評価」を実施し，学生の出欠状況を把握するとともに，その結果を介
して各教員の講義改善に役立つようにしている．また，各教員の教育に関する活動を評価することを目的として，
「教
育活動の実績記録システム」の構築を試みている．平成 20 年度の主たる活動は以下のとおりである．
（1）出席調査と授業評価を兼ねた「学生による授業評価」を 5 年生を除く全学年の講義を対象に実施した．学生に
よる評価結果は，
原則として授業から 2 日以内に各教員に通知し，その後の講義の改善に役立つようにした．また，
各学期の終了時には，当該機関に実施された全講義の評価結果を，各ユニットの中での位置づけとの関連で公開
した．
（2）
「授業評価」について，少数ではあるが代筆の可能性が疑われる評価票が提出されたため，掲示にて厳重注意を
した．
（3）平成 19 年度は 3 年生，4 年生および 6 年生の全授業を対象に「学生による授業評価」を実施したが，その結
果をまとめて，当該教員に通知した．更に，全授業の評価結果，ユニットごとに評価結果を散布図としてまとめ
たものなどを公表し，これを教員のみならず学生にもフィードバックした，
（4）
「教育活動の実績記録システム」に関しては，入力するためのフォーマットが完成し，これをホームページ上で
公開し，
「教育活動の評価項目一覧」に不足している事項の有無について，全教員に確認を求めた．同システム
は平成 21 年度 4 月から試行して，運用上の問題点を検討することが決定した．
2-5．学生支援室
学生と教員の意見交換の場としての学年小委員会を開催すること，学生と教員の心の交流と相談窓口の機能を果た
す担任制を円滑に運営すること，精神的問題を抱えた学生に対応するための心の相談室の運営すること，出席調査に
よる問題学生の早期発見と対応，学生一人ひとりの意見を聞き取り満足度の高い学生生活を実現するための学生意見
箱の管理運営などが主な業務である．月に 1 回，学生支援室活動会議を開き，室全体の意志統一を図りながら業務
を遂行した．
（1）各学年の小委員会は原則的に月 1 回開催し，その内容は卒前教育合同会議で報告され，学生間で持ち上がって
いる問題点を教員が共有できるようにした．
（2）6 年生は前年度までと同様に学生の希望を優先してグループ分けを行い，それぞれのチューターを決定した．4
月 8 日に学生とチューターの顔合わせ会を開催，また，小委員会が 5 月下旬にグループ毎にチューターを交え
た面談を実施し，その後の学習方針を再確認することで，個別に適切な指導を行った．
（3）5 年生は前年度と同様の実習班ごとに総合医療センターの教員をチューターに任命し，5 月 24 日に川越キャン
バスで顔合わせ会を実施した．
（4）2 年生および 3 年生は留年生が集中しないように学生支援室でグループ分けを行った．一方，4 年生は試験的
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に学生に一任してグループを分けた．何れの学年も学生支援室が主導で各グループのチューターを決定した．前
年度までは学年ごとに全グループが同日にチューターとの顔合わせを実施していたが，本年度はグループ毎に任
意の日程で，年 2 回程度の会合を実施することにした
（5）出席に問題のある学生を対象に個人面談を実施した．また，1 年生 1 学期定期試験成績不振学生 10 名の保護
者面談を実施した．
（6）ハラスメント委員会に委嘱して，事例発生時のフローチャートを作成した．また，臨床実習推進室と協力して，
針刺し事故にに対する対応のフローチャートも作成した．
（7）
「担任制」は名称を「アドバイザー制度」に変更し，チューターもアドバイサーを称することを決定した．なお，
「担
任制」は医学部学生の保護者で構成される毛呂山会と緊密に連携を取って実施してきた制度なので，名称変更に
関しては毛呂山会とも協議して，理解を得た．
2-6．学生保健管理室
入学時および各学年の健康診断，
予防接種を担当するほか，常設の学生保健管理室で学生の求めに応じて診療を行っ
ている．平成 20 年 10 月以降は教員組織の改編に伴って，卒前医学教育部門から独立した．
（1）
「心の相談室」は担当教員が変更したが，継続して運営を続けた．
（2）1 年生を対象に麻疹，百日咳（3 種混合ワクチン），B 型肝炎ウイルスの予防注射接種を励行した．

3．自己点検・評価
医学教育センタ−の卒前医学教育部門は新設された「臨床実習推進室」を加えた 5 室からなる体制に改変され，
各々
の役割分担がより明確にして活動を行っている．「学生保健管理室」は卒前医学教育部門から独立したが，学生，教
員の健康管理に関するシステムが平成 20 年度中には明確になっておらず，その位置づけを明らかにすることが今後
の課題である．また，各室ごとに平成 21 年後以降に向けて，解決すべき課題を抱えている．
（1）カキキュラム室：
「臨床推論」ユニットを円滑に運営するために，担当する教員の FD を実施する必要がある．
また，その成果を評価するシステムを構築し，特に 4 年生の「臨床推論」ユニットの演習内容を，5 年生の臨床
実習に直結するものへとブラッシュアップを加えていることが望まれる．また，4 年生では初めての試みとして
埼玉県立大学との協力で IP 演習を実施するが，これは将来的には本学の保健医療学部とも実施できるように発
展させていく必要がある．更に，1 年生および 2 年生で実施している「人体の構造と機能」コース，
「細胞生物学」
コースは，その在り方を見直す時期に差し掛かっている．
（2）臨床実習推進室：クリニカルクラークシップは量的，質的にも発展させる必要があり，平成 22 年度以降は 6
年生でも全学生を対象として実施することを検討する必要がある．一方，従来型の BSL は 3 キャンバスの病院
によって実習内容に差異があることが明らかになっており，その標準化を早急に図ることが求められる．更に，
臨床実習に対する学生の評価に関しても，学期終了時のみではなく，各診療科の実習終了ごとにリアルタイムで
判定するシステムを構築することが平成 21 年度以降の課題となる．
（3）試験管理室：6 年生にのみ多数の留年生が発生する現状を省みて，試験および進級の判定に関して，より低学
年で適切は評価ができるシステムを確立する必要がある．また，医師国家試験の今後の動向を反映した問題が卒
業試験に増加させるために「試験問題の作成に関する FD」を繰り返し開催すること，充実した advanced OSCE
を実施するためにワーキンググループで検討を開始することなども，平成 21 年度の課題となる．
（4）調査解析室：
「学生による授業評価」の結果は各教員にフィードバックしているが，これを基に講義の質を向
上させるシステムを構築する必要がある．また，「教育活動の実績記録システム」を本格的に運営するためには，
その意義を全教員に理解していただくよう努力するとともに，試験運用を介してシステムの問題点を抽出するこ
とが課題となる．
（5）学生支援室：
「学生による授業評価」による出欠状況や「アドバイサー」の面談報告を参考にして，問題を抱
えた学生の指導を継続して行うことが求められる．
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4．大学院教育部門（平成 20 年 9 月で廃止）
1．構成員
部門長

竹内勤 (TAKEUCHI, Tsutomu）
：総合医療センターリウマチ膠原科

副部門長

松下祥 (MATSUSHITA, Sho）
：医学部免疫学

教授

教授

委員の任期は，平成 20 年 4 月 1 日から平成 20 年 9 月 30 日までである．

2．目的
大学院教育部門は，大学院教育に関連する種々の活動を，既設の大学院委員会や教育センター他部門と連携を計り
ながら，それを支援し，大学院教育を充実させる事を目的として設置された．大学院教育の現状を分析し，問題点を
抽出しながら，理想的な大学院作りに向けた検討を重ねる．具体的には，大学院教員組織，大学院入学試験，大学院
カリキュラムの編成，および学位に関連する諸問題について検討する．

3．活動報告
本年度も大学院委員会，研究科委員会と連携し，継続して大学院に関する諸問題について企画・立案・運営をおこ
なった．

4．評価と次年度目標
日高キャンパスにおける大学院基本学科の整備，学位規則運用細則等の見直し，学位審査申請について，カリキュ
ラムの整備などである．今後も，社会の多様な教育形態に対応するための整備が必要である．
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5．卒後医学教育部門
1．構成員
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：部門長（兼担），教授：国際医療センター・心臓内科
御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）
：副部門長（兼担），教授：総合医療センター腎・高血圧内科
三村俊英（MIMURA，Toshihide）
：副部門長（兼担），教授：リウマチ膠原病科
大谷吉秀（OHTANI, Yoshihide）: 副部門長（H20.6.22 まで）（兼担）, 教授：国際医療センター・消化器外科
上野宗久（UENO, Munehisa）
：部門員（H20.10.1 より副部門長）
（兼担）
，教授：国際医療センター・泌尿器腫瘍科
根本
辻

学（NEMOTO, Manabu）
：部門員（兼担），准教授：国際医療センター・救命救急科
美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：部門員（兼担），准教授：医学教育センター・FD 部門

村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）
：部門員（兼担），准教授：国際医療センター・心臓内科
菅野義彦（KANNO, Yoshihiko）
：部門員（兼担），講師：医学教育センター
高平修二（TAKAHIRA，Shuji）
：部門員（兼担），講師：国際医療センター・救命救急科
斉藤

恵（SAITO, Megumi）
：部門員（兼担），助手：医学教育センター

永島松男（EISHIMA, Matsuo）
：部門員
竹村公一（TAKEMURA, Koichi）
：部門員（H20.6.30 まで）
神田満須美（KANDA, Masumi）
：部門員（H20.7.1 より）

2．教育
2-1．目的・目標
卒後 2 年間の初期臨床研修，その後の中〜後期の臨床研修，それ以降の生涯教育を大学病院及び総合医療センター
の研修管理委員会，大学の卒後教育委員会，医学教育センターの他部門と連携して推進することを目的とする．
2-2．教育内容（担当）
平成 16 年度から開始された 2 年間の初期臨床研修の実施と評価，いわゆる後期臨床研修の企画・立案に関しては，
各病院の研修管理委員会に委ねた．医学教育センター FD 部門を中心として開催された臨床研修指導医養成のための
ワークショップの開催を支援した．医師の生涯教育に関しては，西村，御手洗が卒後教育委員会のメンバーとなり，
参画した．いわゆる後期臨床研修に関しては，西村，三村，御手洗が各病院の研修管理委員会と連携して実施にあたっ
た．大学病院，総合医療センター，国際医療センターで，後期研修のプログラムが作成され，研修医募集，面接試験，
判定会議等がおこなわれた．
根本，辻，菅野，村松は研修管理委員会と連携し初期臨床研修の実施にあたった．永島，竹村，神田は各病院の研
修管理委員会及び医学教育センター FD 部門と連携し事務局として活動した．倉林は卒後教育委員会の事務局として
活動した．
平成 20 年 4 月から文科省公募の大学病院連携型高度医療人養成推進事業に参加した．この事業は，卒後研修にお
いて大学病院間と地域医療を支える教育基幹病院が連携するネットワーク構築と専門医のキャリア設計に多彩なコー
スを提供し，地域医療の維持，発展を目的としたものである．群馬大学主管の関東・信州広域循環型専門医養成プロ
グラム（参加大学；群馬大学，信州大学，獨協医科大学，日本大学，埼玉医科大学）と慶応大学主管の地域躍動型専
門医養成一貫教育プログラム（参加大学；慶應大学，東海大学，杏林大学，岩手医科大学，東京歯科大学市川総合病
院，埼玉医科大学）に三病院が加わり，前者のプログラムでは 32 コース，後者のプログラムでは 6 コースを作成した．
2-3．達成度
平成 16 年度から開始された新医師臨床研修は各病院で順調なスタートを切り，2 年間の初期臨床研修修了者を決
定し，修了書を発行した．後期臨床研修に関しては各病院の研修管理委員会で受け入れのための試験等を実施し，内
科系，外科系については，プログラムを作成し，おおむね目標を達成した．
2-4．自己評価と次年度計画
国際医療センターでの後期研修プログラムの募集が開始され，大学病院連携型高度医療人養成推進事業にも参加す
ることができた．次年度は，3 病院が緊密に協力し初期臨床研修および後期研修プログラムの質を高め，応募者の増
加を目指したい．

688

卒後医学教育部門

3．研究
4．診療

該当なし
該当なし

5．その他 該当なし
6．業績

該当なし

7．自己点検・評価
初期臨床研修に関する業務は．各病院の研修管理委員会で実施した．菅野，辻を中心に研修管理委員会と連携して
初期臨床研修の体制整備が行われた．卒後研修，生涯学習に関しては，卒後教育委員会を中心に活動が行われている．
次年度は，研修管理委員会との連携の中で，当部門のあり方や独自の活動について更に考えていく必要がある．文科
省公募等の大学間連携の事業にも参加していく．また，全国的にも，大学病院での研修医マッチング率が低迷してお
り，研修医を増やすために，さまざまの課題解決に努力していきたい．
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6．教育情報部門
１．構成員
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：准教授，部門長：医学教育
鈴木

智（SUZUKI, Satoshi）
：助教：医学教育

佐藤義文（SATO, Yoshifumi）
：助手：同上
大西京子（OHNISHI, Kyoko）
：助手：同上
高橋美穂（TAKAHASHI, Miho）
：助手：同上
齋藤

恵（SAITO, Megumi）
：助手：同上

杉田俊哉（SUGITA, Toshiya）
：写真技師
松澤理枝子（MATSUZAWA, Rieko）
：事務員

２．教育
2-1．目的・目標
医学教育センター専任教員の立場から、本学の医学教育に貢献する。具体的な目的は、科目ごとに設定し、シラバ
スに記載した。
2-2．教育内容
鈴木：2 年生選択必修 UD 補佐、試験監督。
佐藤：2 年生選択必修「医学写真入門」を担当。1 年生医学概論 UD 補佐、試験監督。
大西：2,3 年生 PBL テュータ、4 年生臨床入門を担当。臨床入門・PBL UD 補佐、試験監督。
高橋：2-4 年生医学概論 UD 補佐、ホームページ担当責任者、試験監督。
齋藤：2,3 年生 PBL テュータ、4 年生臨床入門を担当。医学英語 UD 補佐、試験監督。
2-3．達成度
医学教育センター専任教員の立場から、
主に UD 補佐として教育活動を行った。また、鈴木、佐藤、大西、高橋、
齋藤は、
教育情報部門のみならず、卒前医学教育部門、FD 部門においてもそれぞれの立場で教育の実践に寄与した。試験監
督は教育の評価を厳格にかつ公正に行うための大変重要な業務であるが、それぞれ 30 回近い試験監督を行った。
2-4．自己評価と次年度計画
ひとつひとつの教育業務を着実に遂行し、本学の教育の実践に多大な貢献をしたものと評価している。次年度は本
年度と同様に着実に教育活動を実施し、さらに、FD などに積極的に参加することで各人の資質を向上させ、教育に
貢献する。

３．研究
3-1．目的・目標
自己学習のためのマルチメディアを用いた医学教材を開発する。情報機器を用いた医学教育の支援システムを開発
する。
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
（1）自己学習のためのマルチメディアを用いた医学教材の開発（高橋、椎橋）
（2）学生による授業評価の実施とその評価（佐藤、鈴木、大西、高橋、齋藤、椎橋）
（3）試験問題収集・評価システムによる試験問題の質的向上（大西、齋藤、荒関、椎橋）
（4）電子シラバスの開発と運用による教育効果の検討（高橋、椎橋）
3-3．研究内容と達成度
（1）は、マルチメディア医学教材の研究会に参加し知見を広めた。（2）は、6 年生、4 年生および 3 年生において
全授業の学生による授業評価を通年で実施した。その成果を医学教育学会に報告した。（3）は、試験問題収集・評
価システムを用いて、卒業試験、総合試験などの客観試験問題の集積と運用を行った。また、ブラッシュアップの効
果についても解析を行った。
（4）は、表計算ソフトで実現してきた結果を踏まえ、本格的システム導入へ向けて準
備を開始した。
3-4．自己評価と次年度計画
（1）については、十分な成果を上げることができなかったと自己評価している。（2）、
（3）および（4）については、
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医学教育センターの業務として行っていることであるが、そこから得られたデータ、さらに成果の測定のためのデー
タを追加し、これらが医学教育にどのような効果をもたらすのかを客観的に明らかにしていきたい。

４．診療
該当なし

５．その他
5-1．該当なし
5-2．椎橋：日本医学教育学会編集委員会委員
5-3．椎橋：日本生理学会教育委員会委員、日本医学教育学会広報委員会委員、医療系大学間共用試験実施評価機構
共用試験 CBT モニター委員、医療系大学間共用試験実施評価機構医療系 CBT 実施小委員会ブラッシュアップ専門部
会委員、医療系大学間共用試験実施評価機構共用試験制度・システム開発委員会検証委員

６．業績
6-1．論文・学会発表
（論文）
（学会発表）
6-2．獲得研究費
・文部科学省 , 平成 20 年度私立大学等経常費補助金「教育・研究方法等改善支援経費」
継続 「電子シラバスと連動した医学教育・医学学習方法の改善」
・文部科学省 , 平成 20 年度私立大学等経常費補助金「教育・研究方法等改善支援経費」
継続 「学生による全講義の授業評価に基づく講義の改善」
・文部科学省 , 平成 20 年度私立大学等経常費補助金「情報通信設備（借入）」
継続 「マルチメディア医学・情報処理教育システム」
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許、実用新案
該当なし
6-5．学会、研究会、セミナーなどの開催実績
該当なし

７．自己点検・評価
教育情報部門は、教育情報の収集・保管・分析、客観的評価の支援、教育のための情報環境の整備、情報機器を活
用した新しい教育方法への取り組み等を行うことによって、本学の医学教育の発展に貢献することを目的としている。
本年度は、これらの目的を達成するために下記の活動を行った。
・講堂の IT 機器のメンテナンス
講義開始前の毎朝の点検、講義時の利用説明、サポート
・学内で開催される医学教育に関係する講演会・研究会の広報
主要個所へのポスターの掲載（毎月）
、ホームページへの掲載（随時）
・電子シラバスシステムの構築
・教育活動実績登録システムの構築
・試験問題作成システムの運用
2 年生総合試験、4 年生総合試験、5 年生前期試験・総合試験、6 年生実力試験・総合試験・卒業試験、試験管
理責任者の講習会、試験問題作成 FD
・医学教育ワークショップ、教授総会等の支援
第 26 回、第 27 回埼玉医科大学医学教育ワークショップ
第 10 回、第 11 回教授総会
・臨床入門ユニットの模擬患者
・臨床推論ユニット立ち上げ準備作業
・学生の担任面談・教育相談結果報告書のデータ処理
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・大学案内パンフレットの作成
・学外向けホームページのリニューアル
・夏期休暇中の学生受入プログラムのデータ整理・HP 掲載
・5 年生 CC プログラムのデータ整理・HP 掲載
・入学試験：1 次試験監督、推薦入試：B 面接のアシスト
・入学試験のデータ処理
・共用試験 CBT のサポート
・共用試験 OSCE のサポート
・大学事務部における成績処理の支援
・授業評価の実務（全学年）
・出欠データの処理
・市民公開講座の支援
・教育資料、AV 資料作成の支援
・写真撮影業務
上記の活動によって、教育情報部門の目的はほぼ達成できたものと自己評価している。医学教育センターの他部門
や大学事務部との連携も十分に行われたものと考える。
次年度は、本年度の活動に加え、教育情報の分析・報告や研究、シラバスの電子化、資料作成室２による資料の収
集と保管も充実させたい。
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7．Faculty Development 部門
１．構成員：
渡辺修一（WATANABE Shu-Ichi）
：部門長，教授（兼担）：生理学
辻

美隆（TSUJI Yoshitaka）
：副部門長，
准教授（兼担）
：保健医療学部看護学科，総合医療センター消化管一般外科（兼

森

茂久（MORI Shigehisa）
：准教授（兼担）：総合医療センター血液内科

担）
村松俊裕（MURAMATSU Toshihiro）
：准教授（兼担）：国際医療センター心臓内科
有田和恵（ARITA Kazue）
：講師：保健医療学部理学療法学科（兼担）
菅野義彦（KANNO Yoshihiko）
：講師：大学病院腎臓内科（兼担）
鳥海佳代（TORIUMI Kayo）

2．教育：
2-1．目的・目標：学生および研修医をはじめとする医師が「埼玉医科大学の期待する医師医療人像」に到達するこ
とを支援するために，卒前および卒後の医学教育カリキュラムのあり方を調査・研究し，適切なプログラムを実施す
るとともに，教育に関わる機関およびその構成員の能力開発に協力して，教育内容の充実を図る．
2-2．教育内容
2-2-1．問題基盤型学習：1 年生から 3 年生の問題基盤型学習（PBL）の企画・運営の一環として，新規テュータの
ためのワークショップを 10 回実施した．
2-2-2．客観的臨床能力試験（OSCE）
：4 年生の共用試験 OSCE，5 年生の臨床実習後 OSCE の企画・運営の一環として，
学内評価者となる教員のべ 56 名に対し計 6 回の学内評価者講習を施行した（都合のつかなかった教員に対しては個
別対応を行った）
．全体講習およびステーション別講習は，共用試験 OSCE 認定評価者の資格を持つ本学教員のべ 30
数名が担当した．
2-2-3．模擬患者の養成：講習会を 9 回行い，本学で養成した模擬患者さん 11 名に対し，講習を行い，標準化を図っ
た．これらの模擬患者さんは 1-2 年生の臨床入門（コミュニケーション），および 4 年生 5 年生の OSCE においてご
協力頂いている．
2-2-4．医学教育ワークショップ：川越ビルにて（東武ホテル宿泊），平成 19 年 8 月 6-7 日に第 24 回埼玉医科大学
医学教育ワークショップ（WS）
（第１部参加者 28 名，第２部参加者 141 名）を，11 月 10-11 日に第 25 回埼玉医
科大学医学教育 WS（第 6 回臨床研修指導医講習会；参加者 27 名）を企画・運営した．
2-2-5．試験問題作成に関する FD：試験管理室との共催で各科・基本学科の試験問題管理責任者に対し，学内の試験
および共用試験 CBT の問題作成演習などを取り入れた FD を 3 回行った．
2-3．達成度
2-2-1 〜 2-2-5 に記載した事項については，ほとんど全て滞りなく完了した．
2-4．自己評価と次年度計画
実施した FD 活動については，上述のように十分な成果をあげていると考えている．今後は，さらに共用試験 CBT
問題作成やその他の領域の FD を含め，その充実を図る．模擬患者養成については，医学教育センター全体の課題と
しての位置づけに発展させるべきであると考える．

3．研究：
本学医学部独自のプログラムを開発していくことが重要課題であるが，新体制発足 3 年目となっても依然として
上記の教育関連の定例的企画の運営に集中せざるを得なかった．

4．診療：該当なし
5．その他：該当なし
7．自己点検・評価
7-1．ワークショップ：Faculty Development の一環としての各種ワークショップを実施しているが，PBL テュータや
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OSCE 評価者に対するワークショップ・講習会では，参加者の都合が多様であるため複数回のワークショップ開催を
余儀なくされること，また，医学教育ワークショップや臨床研修指導医講習会では依然として急なキャンセルが目立
つなどの問題点があった。参加者の自覚を促すには限界があり，教育主任の重要な役割として FD への教員の参加促
進を位置づけたい．なお，共用試験 OSCE の外部評価者として認定されている学内の先生方に，評価者講習の講師を
お願いし満足のいく成果を得た．さらに，学内に認定評価者の資格をもつ人材を増加させる必要がある．本学教員の
タスクフォースの養成は重要な課題である．
7-2．スキルスラボ：クリニカルクラークシップを中心とした臨床実習への準備教育として，低学年での基本的臨床
能力教育の拡充が必要とされる．また，インストラクタ養成も含めた管理・運営体制の確立が次年度以降の課題とな
る．この点については，資源の総合的管理・運用を医学教育センターと大学病院・総合医療センターや関連諸学校と
の連携によって効率的に行っていく必要がある．
FD 部門は、これまでに多くの研修会を開催しており，「研修会開催のノウハウ」を蓄積している．たとえば、関係
者・参加者への連絡、資料・機材等の準備、会場設定等々についてである（医学教育センター教育情報部門にご支援
を頂いています）
．したがって、今後「研修会主催」等について種々のアドバイス，手伝いを充実させていきたい．
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8．大学評価部門（平成 20 年 9 月で廃止）
部門長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
（平成 20 年 9 月まで）

平成 18 年 10 月に，財団法人日本高等教育評価機構による大学評価を受審し，全項目で合格点が得られた．建学
の精神・大学の理念に基づいた教育目標を達成するための努力，6 年一貫教育のカリキュラム，医学教育センター・
医学研究センター・国際交流センターの発足，教員の資格と職位の導入などを，高く評価していただいた．しかし，
表面上は整備されていても，まだ準備段階の部分も少なからず認められたことを自覚し，昨年度に引き続き本年度も，
点検，整備した各項目の更なる内容充実のために各領域において努力が続けられた．
大学評価は教育のみならず，全学的な問題を包括していることから，今後は，教育センターの中の一部門が主たる
担当ということではなく，全学の組織としての自己点検・評価委員会のレベルで対処していくことになる．
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9．企画部門
1．構成員
部門長：別所正美（BESSHO Masami）: 兼担，血液内科教授，H.20.10.1 〜 H.22.9.30
副部門長：豊嶋良一（TOYOSHIMA Ryouichi）: 兼担，神経精神医学教授，同上
部門員：渡辺修一（WATANABE Schu-Ichi）: 兼担，生理学教授，H.20.11.1 〜 H.22.9.30
土田哲也（TSUCHIDA Tetsuya）: 兼担，皮膚科教授，同上
持田

智（MOCHIDA Satoshi）: 兼担，消化器・肝臓内科教授，同上

間嶋

満（MAJIMA Mitsuru）: 兼担，リハビリテーション科教授，同上

辻

美隆（TSUJI Yoshitaka）: 兼担，保健医療学部准教授，同上

椎橋実智男（SHIIBASHI MICHIO）: 兼担，医学情報施設准教授，同上
荒木信夫（ARAKI Nobuo）: 兼担，神経内科教授，同上
西村重敬（NISHIMURA Shigechika）: 兼担，心臓内科教授，同上
小室秀樹（KOMURO Hideki）: 兼担，大学事務部，同上
堀江正人（HORIE Masato）: 兼担，大学事務部，同上

2．活動状況
医学教育センターの各部門を横断的に統括し，本学の医学教育の進むべき方向について総合的に企画・提案するこ
とを目的に隔月に１回程度の頻度で会議を開き，①各部門の課題を共有し，解決策を考案すること，②共通課題につ
いて部門を超えた検討を行うこと，③本学の医学教育全般にかかわる問題について医学教育センターとしての方針を
示し，各部門間の役割や目標を調整すること，を目標に活動している．
検討してきた課題としては①夏期プログラムや教養教育に関して保健医療学部との相互乗り入れ，②専門職連携教
育（IP, interprofessional education）に関する保健医療学部との連携，③教育実績記録システムの創設，などがある．
今後の課題としては，①授業改善に向けての総合的な取り組み，②臨床実習の充実，③地域医療機関と連携した卒前・
卒後の医学教育，等があげられる．

3．自己点検・評価
本学の場合，医学教育の中心となる組織が医学教育センターであるが，その進むべき道筋を示す羅針盤としての役
割を担うべく，当部門は平成 20 年 10 月 1 日に生まれた．昨今の医学教育を取り巻く環境は大きく変化しつつあり，
これに適切に対応するためには，全教職員が一丸となって正しい方向に進んでいくことが重要であり，この時期に当
部門が活動を開始したのは時機を得たものと言える．平成 20 年度は，当部門で取り上げるべき課題について意見交
換を行い，教育実績登録システム（ポイント制），教員便覧の作成，卒前教育合同会議欠席者への対応，教育センター
各部門の配置，進級判定の見直し，保健医療学部との連携，などの課題について検討を要することが確認された．今
後の活動目標が明確化された点も，初年度の実績としては評価できる．
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10．事務部門
1．構成員（全員兼担）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：部門長（20.6.30 まで）
小室秀樹（HIDEKI,Komuro）
：部門長（20.7.1 より）
水村順孝（MIZUMURA,Yoritaka）
堀江正人（HORIE, Masahito）
蛭間庄司（HIRUMA, Shoji）
鈴木利明（SUZUKI, Toshiaki）
永島松男（EISHIMA, Matsuo）
千葉健彦（CHIBA, Takehiko）
大関ひとみ（OHZEKI, Hitomi）
須賀川裕子（SUKAGAWA, Hiroko）
吉山美穂子（YOSHIYAMA, Mihoko）
鳥海佳代（TORIUMI, Kayo）
松澤理枝子（MATSUZAWA, Rieko）
小鷹徳子（ODAKA, Noriko）
川俣栄希（KAWAMATA, Eiki）
綿貫

誠（WATANUKI, Makoto）

倉林靖浩（KURAHAYASHI, Yasuhiro）
坂井菜穂（SAKAI, Nao）
山口奈緒子（YAMGUTI,Naoko）
竹村公一（TAKEMURA, Kouichi）
（20.6.30 まで）
神田満須美（KNDA,Masumi）
（20.7.1 より）
内田一枝（UCHIDA, Kazue）
：
（非常勤）

2．教育
2-1．部門の目的・目標
センター機能を支える部門として，各部門の円滑的な業務遂行のための事務的支援を行う．また，大学事務部との
連携を図り，卒前・卒後医学教育全般を通じて効果的かつ効率的な事務業務遂行を主たる目的とする．また，市民公
開講座の所管部署としての役割を認識し，本学の教育研究の成果を広く多くの一般市民に還元できるよう公開講座の
運営に努める．
2-2．教育内容：該当なし
2-3．達成度
「建学の理念」をより具現化するために制定された「埼玉医科大学の期待する医師像・医療人像」の見直しに伴い、
新たに「埼玉医科大学の期待する医療人像」と改訂された本学の人材育成目標を建学の理念とともに周知に努めた。
市民公開講座では平成 20 年度は「加齢と病気」をテーマにした 11 回の公開講座を開催し延べ 2037 名（内新規
642 名）の参加者を集めるなど目標は達成できたと判断できる。
また、センター全般の事務的支援および予算管理業務においては、総じて効果的かつ効率的に事務業務を遂行でき
たと言えるが，部門担当事務間の協力体制，大学事務部との連携等においては，さらなる充実が望まれる．
2-4．自己評価と次年度計画
事務部門として各部門に対する事務的支援は，ある程度できたと判断している．特に今年度は、改定された「埼玉
医科大学の期待する医療人像」の周知についてホームページへの掲載、学生案内や学生便覧などさまざまな媒体を利
用し学内外の周知に努めた。
5 年生臨床実習においては臨床参加型実習（クリニカル・クラークシップ（CC））が本格的に導入され、3 キャン
パス間での事務担当者との関係を密にし、
適切な連携が取れるように配慮した．特に CC の実施にあたっては川越キャ
ンパスにおいて、宿泊施設の利用希望者が多く調整に苦慮したが同キャンパス担当者等の協力を得て無事実施できた
ことは評価できるが、次年度の大きな課題ともなった。
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また、日高キャンパスにはブランチ長を定めるなど、教育環境の充実を図ったが、次年度以降の更なる充実を期待
したい。
次年度計画としては、市民公開講座では「病気の予防」をテーマに 11 回開催を予定しており，広報活動の充実な
どにより，できるだけ多くの市民の方々に受講していただけるよう準備したい．また、国民のニーズに応えるべく、
医師不足の解消に向けた医学部定員増を見越した教育環境の整備と充実を図る上で事務的サポートを行っていく。

3．研究：該当なし
4．診療：該当なし
5．その他：主な活動内容
・部門の統廃合や新設に伴う事務部門の支援体制を見直した。
＜参考＞
＝廃止部門＝
「大学院教育部門」
：大学院事務機能の強化により廃止
「大学評価部門」
：自己点検・評価委員会へ機能を移転したため廃止
＝新設部門＝
「シミュレーション教育部門」
：スキルスラボの機能強化と有機的利用を検討するため
「企画部門」
：既設部門に属さない、または複数部門にまたがる課題への取り組みのため
・各部門間の調整と各部門への支援を行ない，医学教育センター内の事務業務を効率良く遂行した．
・各種委員会および部門会議等における事務局としての役割を果たした．
・大学事務部と連携し，学事行事の円滑な遂行に努めた．
・学生情報の集中化を図り．学生面談等における資料提供を行うとともに，保護者会等からの要望に対し，教育相
談等の資料の提供を行なった．
・教育環境の充実と課題解決のため，各キャンパスのブランチ長および事務担当者との連携の強化に努めた。

6．業績：該当なし
7．自己点検・評価
「埼玉医科大学の期待する医療人像」の学内外への周知を行った。また、各部門と連携し医学教育センターの役割
の明確化に努めた。これらは医学教育センターのあり方，運営，方向性等といった問題を議論していく上で，大きな
検討課題を得たと言えるであろう．
平成 17 年度にスタートした川越ビルでの市民公開講座は，4 年目を迎え順調に運営を行うことができた．さらな
る発展のために，多くのニーズに対応すべく市民公開講座の充実に努めていきたい．
全般的に医学教育センターに関わる事務業務は順調に遂行できたものと判断している．また，5 年生臨床実習
（ベッ
ド・サイド・ラーニング（BSL）
）などでは，大学病院，総合医療センター，国際医療センターの 3 病院で実施され
たことにより．多くの症例や各病院の特性を活かした臨床実習の充実が図れたが臨床参加型実習（CC）では宿泊施
設利用の問題など課題も残された．
こうした教育環境の変化とともに事務部門の業務は毎年増加しており，部門担当事務間及び各ブランチ、大学事務
部との協力・連携が特に重要となっている．相互に協力・援助し合いながら医学教育センター事務部門の更なる効果
的かつ効率的な支援体制の充実を図っていきたい．
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1．研究主任部門
1）構成員
池淵研二（IKEBUCHI kenji）部門長
持田

智（MOCHIDA satoshi）副部門長

岡崎康司（OKAZAKI yasushi）副部門長
木嵜昌弘（KIZAKI masahiro）副部門長

2）教育：該当なし
3）研究：研究活動にとって有意義な情報が医学研究センターおよび大学事務部から発信されているため，この情報
が研究主任を通して基本学科の研究員の隅々まで伝達できるよう，体制整備を行う．研究主任は基本学科の研究の責
任者であると同時に研究費を適正に管理・運用する責任者であることも自覚していただき，その適正な運用に努めて
いただく．学内での共同研究が推進できるよう体制整備に努め支援活動を行う．

4）診療：該当なし
5）その他：
6）業績：該当なし
7）自己点検・自己評価
医学研究センターにおける研究主任部門の果たす役割を提案する．
1．研究評価部門が作成を計画している業績登録システムへの登録を指導する．
2．知財管理部門，
産学連携部門が作成を計画している研究内容紹介ホームページ作成に協力する．研究室のテーマ，
研究機器，実験手技などを紹介し，その研究室を訪問してみたい，研究者と意見交換をしてみたい，共同研究を
スタートさせよう，という前向きの動きに繋がるような後押しをすることなど議論した．ホームページ作成のた
めの条件，予算など IT センターからアドバイスをいただいた．
3．学内および学外研究者との共同研究を推進するための情報提供システムを確立する．
4．公的な機関から依頼される研究施設としての要件を満たしているか否かの調査に積極的に参加し推進する．
5．研究主任部門主催の研究発表会の定期開催を企画する．最初に取り組むべき企画として学内グラント受賞者成
果発表会を検討した．学内グラント受賞者にその成果を発表していただき，学内でどのような研究が実践されて
いるか情報を共有する機会を設けることを企画する．そのため開催時期，回数，開催場所，テレビ会議を併用す
るか，グラント受賞者にはその発表を義務とするか否か，大学院生が参加した場合は大学院授業単位として認定
できるか否か，など議論した．
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2．共同研究推進部門
1．構成員
部門長

：米谷

新（YONEYA Shin）: 教授

副部門長：糸山進次（ITOYAMA Shinji）: 教授
副部門長：森

圭介（MORI Keisuke）: 准教授

構成員：中央研究施設

RI 部門：犬飼浩一（INUKAI Kouichi）：准教授

実験動物部門：鈴木政美（SUZUKI Masami）：准教授
形態部門：穐田真澄（AKITA Masumi）：教授
機能部門：坂本

安（SAKAMOTO Yasushi）：教授

共同研究の場は中央研究施設であり，その運営委員会と密接に関係し活動を展開．共同研究推進部門と中央研究施
設運営委員会を必要に応じて開催．

2．目的
毛呂，川越，日高

各キャンパスにおける研究遂行を積極的に支援すること．

3．活動報告
毛呂キャンパスの中央研究施設を中心に，基礎研究を支援しており，その円滑な運営を図る目的で運営会議を別紙
のごとく開催した．
議事内用の詳細は議事録を参照．

4．課題
現在，中央研究施設と川越キャンパスとの関係が希薄であることが問題となっている．また，以前より指摘されて
いた中央研究施設利用と研究成果の関係を，より具体的なデータとして残す点についても不充分であった．共同研究
推進の成果を記録として残す意味からも，今後この点については改善される必要がある．
以上の点を考慮すると，全体とての目標達成度は 75％を判断される．
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3．知財戦略研究推進部門
1．構成員
岡崎康司（OKAZAKI Yasushi）
：部門長，教授，ゲノム医学研究センター所長
西山正彦（NISHIYAMA Masahiko）
：副部門長，教授，国際医療センター・トランスレーショナルリサーチセンター
副センター長
安河内正文（YASUKOCHI Masafumi）
：副部門長，非常勤講師
須田立雄（SUDA Tatsuo）
：部門員，客員教授
竹内

勤（TAKEUCHI Tsutomu）
：部門員教授，副学長

三谷幸之介（MITANI Kounosuke）
：部門員，教授
佐々木康綱（SASAKI Yasutsuna）
：部門員，教授
菅原哲雄（SUGAHARA Tetsuo）
：部門員，助教
山田栄一（YAMADA Eiichi）
：部門員，実験助手
飯野

顕（IINO Akira）
：大学知的財産アドバイザー（特許庁事業），客員教授

2．教育：該当なし
3．研究
知財戦略研究推進部門は職務を通じて生み出された発明等の知的財産権を管理・活用し，シーズ情報を学外に発信
することを目的として設置された．平成 20 年度は，特許庁の「大学知的財産アドバイザー派遣事業」の最終年度であり，
アドバイザーの指導の下，自立して知財・産学官連携活動を実施できるよう，その体制のさらなるブラッシュアップ
を行っている．

4．診療：該当なし
5．その他：該当なし
6．業績：該当なし
7．自己点検・評価
アドバイザーの指導の下，整備されていない知的財産ポリシーの策定と，これまであった職務発明規定を見直し，
大学を取り巻く状況の変化に対応した新しい知的財産規定を策定すること，及び特許等の知的財産権を民間企業へ技
術移転することを目標にした．
7-1．規程等の制定
・
「埼玉医科大学知的財産ポリシー」 平成 20 年 3 月 28 日制定
・
「埼玉医科大学知的財産に関する規定」改訂版

平成 21 年 5 月 28 日制定

7-2．学内啓発活動：知的財産に関する講演会を実施
契約勉強会「大学職員なら知っておきたい契約の基礎知識」（4 回シリーズ）開催
飯野アドバイザーに講師をお願いし，基本的な契約の仕組みから契約書の読み方までを講義いただいた．
第 1 回：平成 20 年 7 月 30 日
テーマ：大学職員なら知っておきたい契約の基礎知識―総論
第 2 回：平成 20 年 8 月 6 日
テーマ：
「仕事におけるなぜ？」
「本学にとって良くない契約例」「本学にとって良い契約例」
第 3 回：平成 20 年 8 月 20 日
テーマ：
「契約書例として最近締結された共同研究契約書，及び受託研究契約書について」
第 4 回：平成 20 年 8 月 27 日
テーマ：
「契約書例として最近締結された共同研究契約書，及び受託研究契約書について」
「平成 14 年度税制改正受託研究の非課税措置の創設について」
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7-3．学外セミナーの開催
連携 7 大学産学連携セミナー
平成 19 年 11 月，本学と埼玉りそな銀行は医療分野の研究成果を地域社会発展に活用することなどを目的として
相互協力の覚書を締結した．本セミナーは埼玉りそな銀行が中心となり，7 大学（埼玉大学，女子栄養大学，日本工
業大学，東洋大学，西武文理大学，埼玉医科大学，埼玉工業大学）と埼玉県内の企業 300 社が参加した．
開催日

：平成 20 年 10 月 7 日（火）13 時〜 17 時

開催場所：大宮ソニックシティ
7-4．特許出願状況：21 件出願
PCT/JP2008/059665

骨折および骨量減少を伴う骨疾患の予防および治療剤

特願 2008-527793

医薬，スクリーニング方法，及び薬剤

特願 2008-195099

骨芽細胞分化促進剤及び抑制剤並びに骨形成促進剤，骨粗鬆症の治療薬，抗肥満約及び
スクリーニング方法

PCT/JP2008/061346

子宮癌，乳癌，及び膀胱癌の予防乃至治療に好適な二本鎖核酸分子，癌細胞増殖抑制剤，
並びに医薬

特願 2008-304965
特願 2008-167267

SARS コロナウイルスの細胞傷害性 T 細胞エピトープペプチド及びその用途
ヒト Jagged1 遺伝子の発現を指標とした，Th17 アジュバント活性及び該活性の阻害の
評価方法，ならびに Th17 アジュバント活性を有する物質及び該活性を阻害する物質の
スクリーニング方法

特願 2008-258235

間接リウマチに対する抗 TNF α抗体薬の薬効予測方法，及び薬効予測装置

特願 2008-266721

間葉系幹細胞の多分化能維持用培地，培養方法，及び分化方法

特願 2008-189427

ドーパミン D2 様受容体アゴニストを有効成分とする，1 型糖尿病の治療又は予防のため
の医薬及びスクリーニング方法

特願 2008-229880

カルシミメティクスを有効成分として含む Klotho または

FGF23 に関連する疾患の

予防または治療剤
特願 2008-274951

機能画像の画像データ解析装置，方法，及びコンピュータプログラム

特願 2008-274950

心電図同期画像処理装置，方法及びコンピュータプログラム

特願 2008-303444

鳥インフルエンザワクチン

特願 2009-020915

間接リウマチに対する可溶性 TNF α /LT αレセプター薬の薬効予測方法，及び薬効予測
装置

特願 2009-061455

イリノテカンの感受性判定方法及びその利用

PCT/ JP2009/053976

急性呼吸器感染症起炎病原体の鑑別方法

特願 2009-061208

骨芽細胞分化マーカー，骨形成促進剤及び骨形成抑制剤

特願 2009-079895

偏向特性測定装置および偏向特性測定方法

PCT/JP2009/054673

癌の予防乃至治療に好適な二本鎖核酸分子，癌細胞増殖抑制剤，並びに医薬

特願 2009-056756

三次元形状測定装置

特願 2009-085128

Th21 細胞クローン並びにその製造及び利用

7-5．技術移転（ライセンス）状況
成立特許および，発明の出願前譲渡等により知財収入が増加．以下主な技術移転成功例を記す．
・診断薬メーカーとの交渉により特許を受ける権利（2 件）の出願前譲渡を成立させ，80 万円の知的財産に関わ
る収入を得る．
・大手の検査会社とライセンス契約を締結した．本特許の活用により検査会社の昨年度売り上げ（約 2 億円 / 年）
に貢献した．本件は契約条件のための折衝に約 1 年を費やしたが，一時金に該当する収入や毎年継続的にロイ
ヤリティが入る（約数百万円 / 年）など，本学にとって有利な条件を設定することができた．該特許による平成
20 年度実施料収入は 254 万円である．
本年度は，総計 334 万円の知的財産収入を得た．
7-6．その他
本学の知財活動がメディアに取り上げられた．
テレビ東京

ワールドビジネスサテライト

平成 20 年 10 月 14 日（火） 23：00 〜 23：54
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特集「知の争奪戦」
：休眠特許をめぐる国際的な争奪戦を追う．
知財戦略研究推進部門長・ゲノム医学研究センター長

岡崎康司 教授等 出演
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4．グラント部門
1．構成員
部門長

松下

副部門長

糸山進次（ITOYAMA, Shinji）
：総合医療センター病理部，教授

副部門長

仁科正実（NISHINA, Masami）
：医学研究センター，准教授

部門員

大竹

森

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学部免疫学，教授

明（OHTAKE, Akira）
：小児科，教授

隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部，准教授

津久井通（TUKUI, Tohru）
：ゲノム医学研究センター実験動物施設，講師
町田早苗（MACHIDA, Sanae）
：医学研究センター，助教
委員の任期は平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 1 日

2．目的
公的な小規模グラントの振興策、各種財団助成金などの申請に係る学内選考、ならびに、学校法人埼玉医科大学か
ら交付される研究費の配分に関与する。

3．活動報告
1）平成 20 年度グラント部門・部門会議
5 月 2 日〜 5 月 9 日にわたりメール会議にて、平成 20 年度学内グラント募集について審議した。20 年度募集
要項に以下の文言が追加することになった。
①同一テーマの重複申請を防止するため、昨年度より研究主任押印欄を設けている。
②一基本学科からの複数の申請を妨げるものではない。
20 年度においても、19 年度学内グラント募集に使用した研究計画調書を年度以外変更しない内容で募集するこ
とになった。不採択になった研究計画において、提出した研究者に結果理由報告が求められている。松下部門長
より「グラント選考委員会に一任する」という案が提出され、承認された。
2）学内グラント研究成果報告
報告書提出に関しての案内を学内グラント受賞研究代表者にメール配信した（1 月 19 日）。
3）民間グラントのお知らせ（医学部・保健医療学部の全研究者にメール配信）
第 1 報：平成 20 年 4 月 30 日（全研究者 1,684 名）
第 2 報：平成 20 年 5 月 26 日（全研究者 1,677 名）
第 3 報：平成 20 年 6 月 30 日（全研究者 1,679 名）
第 4 報：平成 20 年 7 月 31 日（全研究者 1,675 名）
第 5 報：平成 20 年 8 月 25 日（全研究者 1,653 名）
第 6 報：平成 20 年 9 月 30 日（全研究者 1,655 名）
第 7 報：平成 20 年 10 月 31 日（全研究者 1,684 名）
第 8 報：平成 20 年 11 月 28 日（全研究者 1,674 名）
第 9 報：平成 20 年 12 月 226 日（全研究者 1,671 名）
第 10 報：平成 21 年 1 月 29 日（全研究者 1,662 名）
第 11 報：平成 20 年 2 月 27 日（全研究者 1,662 名）

4．自己点検・評価
学内グラントの公募および授与は順調に遂行された。応募総数が若干少ないと感じる。学内グラント応募が科研費
等の学外助成金応募の準備として有効に働くためにも、今後応募総数が増えるよう対策を講じる必要がある。
医学会雑誌を冊子体としても発行することができ、大学内の研究活動の有効な記録となる。さらに発行数を増やす
ために、論文等の掲載記事の応募を増やす対策が必要である。
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5．安全管理部門
1．構成員
部門長

禾

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：分子生物学，教授

DNA 分野
副部門長

禾

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：分子生物学，教授

部門員

津久井通（
（TUKUI, Toh-ru）
：ゲノム医学実験動物施設，講師

部門員

森

部門員

村山芳武（Murayama Yoshitake）
：国際医療センター呼吸器内科，准教授

部門員

北村邦男（KITAMURA, Kunio）
：保健医療健康学科健康医療科学，教授

隆（MORI, Thakshi）：総合医療センター研究部，准教授

動物分野
副部門長

森

隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部，准教授

部門員

鈴木政美（
（SUZUKI, Masami）
：中央研究施設

部門員

津久井通（TUKUI, Toh-ru）：ゲノム医学実験動物施設，講師

実験動物部門，准教授

部門員

西川

部門員

鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：保健医療健康学科健康医療科学，教授

亮（NISHIGUCHI, Akira）
： 国際医療センター脳神経外科，教授

薬物分野
副部門長

丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：薬理学，教授

部門員

西本正純（NISHIMOTO, Masazumi）：ゲノム医学 RI 実験施設，講師

部門員

岸野

部門員

藤田健一（FUJITA, Ken-ichi）
：国際医療センター腫瘍内科，助教

部門員

小山岩雄（KOYAMA, Iwao）
：保健医療健康学科健康医療科学，教授

亨（KISHINO, Akira）
：総合医療センター薬剤部，課長

RI 分野
副部門長

粟田卓也（AWATA, Takuya）
：中央研究施設 RI 部門，教授

部門員

飯塚裕幸（IIZUKA, Hiroyuki）
：中央研究施設 RI 部門，助教

部門員

西本正純（NISHIMOTO, Masazumi）：ゲノム医学実 RI 実験施設，講師

部門員

本田憲業（HONDA, NOrinari）
：総合医療センター：放射線科，教授

部門員

西川

部門員

間瀬年康（MASE, Toshiyasu）
：保健医療健康学科健康医療科学，教授

亮（NISHIKAWA, Akira）
：国際医療センター脳神経外科，教授

廃液環境分野
副部門長

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：医学基礎，教授

部門員

森

部門員

野寺

隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部，准教授

部門員

安達淳一（ADACHI, Junichi）
：国際医療センター脳神経外科，講師

部門員

西本正純（NISHIMOTO, Maszumi）
：ゲノム医学実験動物施設，講師

誠（NODERA, Makoto）
：保健医療健康学科健康医療科学，准教授

感染分野
副部門長

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：微生物，教授

部門員

池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：臨床検査医学・輸血細胞移植部，教授

部門員

井上公仁子（INOUE, Kuniko）
：ゲノム医学遺伝子情報制御，準教授

部門員

森

部門員

石川真穂（ISHIKAWA, Maho）
：国際医療センター：血液内科，助教

部門員

佐藤正夫（SATO, Masao）
：保健医療健康学科健康医療科学，准教授

隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部，准教授

2．目的
研究管理に必要な安全管理を徹底的に行う．そのために組換え DNA 実験安全委員会，RI 実験安全委員会，環境安
全委員会，動物実験安全委員会と協力して管理作業を行う．
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3．活動報告
研究活動における専門性を考慮して本部門は上記の 6 部門より成る．各部門別に活動を報告する．
DNA 分野
1. 平成 21 年度組換え DNA 実験安全委員会を開催し（H21.1.21 開催，基礎棟 4F 会議室，出席者 10 名）
，平成
21 年度科学研究費申請に伴う 21 件の第二種拡散防止措置申請を審議し，承認した．誤記入が認められた申請書
は訂正箇所を指摘し，至急訂正していただくこととした．2. 本年度内（H20.4.1~H21.1.21）で随時に提出されて
委員長，副委員長によって承認された 42 件の第二種拡散防止措置申請を審議し，委員会でこの随時申請に対する
承認を確認した．3. 本年度の遺伝子組換え生物等譲渡届け 6 件に関して審議し，委員長，副委員長による承認を
確認した．
動物分野
1. 現在，埼玉医科大学には毛呂山キャンパス・日高キャンパス・川越キャンパスに各々実験動物施設が設置さ
れている．各施設では，実験動物施設責任者（専任教員）の指導のもとに実験動物技術者（係長・主任を含む）が
配置され施設運営及び管理を円滑に行われている．本年度は，保健医療学部における新たな動物実験施設設置に向
けて，
埼玉医科大学の動物実験会（委員長

森

隆）より答申書が大学へ提出され，条件付で承認する運びとなっ

た．今後，国際医療センターにおける動物実験の需要も高まってくるものと予想される．2. 平成 18 年 6 月 1 日，
文部科学省より，
「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」が告示された．この告示に従い，本
学においても「埼玉医科大学動物実験規程」が平成 19 年 12 月 1 日に施行された．本学の研究者および施設職員
は，機関内規程を遵守して円滑な施設運営および研究活動を行なわれている．学内にて実施される全ての動物実験
は，各キャンパスに設置されている動物実験小委員会及び埼玉医科大学の動物実験委員会により動物実験計画書の
審査・承認を行い適切に実施されている．さらに，遺伝子組換え生物等を使用した動物実験を行う場合には，組換
え DNA 実験安全委員会による第二種使用等拡散防止措置承認申請書の審査・承認を行い適切に実施されている．3.
今後，動物を用いた細菌あるいは遺伝子組換え生物体を用いた感染実験の需要が高まる傾向が予想され，学内での
感染実験の審査・承認に向けた各種書類そして規程の整備に向け，準備を整える予定でいる．
薬物部門
1. 平成 20 年 11 月に文科省の調査要請に基づいて大学施設における農薬の保持状況を調査した．メールで依頼
したが，各科各部門のご協力により迅速に調査を完了することができ，該当農薬が見いだされなかったことを報告
した．本部門は残念ながら細かい管理の助言や統括的管理を行う能力をまだ備えていないので管理当局からの「注
意・調査・要請」を伝達するのが精一杯である．使用済みの薬物については，速やかは破棄するか，破棄用貯蔵場
所で基本学科として一括管理することをお願いした．2. 今年度の農薬調査は無事終了した．しかし，規定薬物が
存在した場合の対処などについての準備が整っていないことが明らかになった．3. 薬物ごとに著しくその対処は
異なるため想定準備は困難であるが，危機管理として今後の課題としたい．各研究者の日常的な薬物管理の徹底を
引き続きお願いしていきたい．
廃液環境分野
1. 毛呂山キャンパスでは廃液 , 廃試薬の処理については従来通り , 大学指定の専門の業者に委託して回収を行っ
た．特に問題点はなく , 廃液 , 廃試薬については適切に処理されたものと考える．廃液 , 廃試薬の処理については
次年度も従来方式を継続し , 適切な処理を行いたい．2. 日高キャンパスにおける廃液処理は施設部が中心となって
行っている．排水される下水については , 定期的に専門業者による水質検査を実施されている．市の下水道課によ
る定期検査があり，検査値はいずれも水質基準値の範囲内にあることが確認され , 廃液処理は適切に行われている．
日高キャンパスでは平成 21 年度に教員研究棟 7 階実験室フロアー利用部署の入れ替えがある予定なので , 新規利
用者に対し , なるべく早い時期に , 実務者会議から「実験室利用の手引き」を配布し，廃液の貯め方，出し方を指
導する．3. ゲノム医学研究センターでは一般実験排水は , 平成 13 年 10 月 1 日作成（平成 15 年 10 月 1 日改訂）
の「組換え DNA 実験指針及び実験系廃棄物処理の手引き」に基づき , 有害と指定された薬品を含む廃液は貯留し ,
業者による回収 , 処理を行っている．また流しから生じた上記の薬品を含まない排水は , 中水処理されている．な
お RI 実験施設の流しから生じた実験排水は ,2008 年 7 月 15 日 , 12 月 17 日 , 2009 年 2 月 19 日の三度に渡り ,
法律に基づいた処置として一般排水として放流し , ゲノムセンター設立時に設けられた中水処理施設へまわさし ,
中水処理がなされた．なお , この RI 実験施設からの実験排水の安全性を確認するため , 放射線濃度を測定し , 法的
限度を遥かに下廻っていることを確認している．これらの結果はゲノム事務室に提出され , 保管されている．
RI 分野
1. 放射線安全取扱いに関する新規教育訓練（放射線の人体に与える影響 , 放射性同位元素安全取扱い , 放
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射線障害防止関連法規 , 放射線障害予防規程）を 4 回（H20.5.21，H20.5.30，H20.11.18，H20.11.20），
5 月は基礎医学棟 B2F 会議室，11 月は基礎医学棟 4F 会議室で午前 10 時より午後 4 時 30 分まで行った．
参加者は各々 1 名，5 名，3 名，3 名であった．2. 放射線業務従事者に対する再教育訓練（講演：医療と放
射線 : 放射線防護と安全の考え方）を本部棟第五講堂で行った（H21.3.26 ;17:00 〜 18:00）．参加者は 35 名
であった．3. 全学的な新体制による RI 安全委員会を開催し（H21.3.4，基礎医学棟 4F 会議室，出席者 7
名）組織や規則，RI 施設の修繕・RI 廃棄物処理について検討した．4. 次年度の目標として各 RI 施設管
理者が放射性同位元素のリスクに対して適切に対応できるように情報を共有するシステムを作る．
感染分野
1．例年 1 月に文科省から依頼される病原性微生物等の保管・管理調査が，今年度は 3 月 16 日付であったので，
調査・回答は次年度に持ち越された．2．昨年度末の教員代表者会議で承認された「病原性微生物等管理委員会」
の構成メンバーが決まり，委員会が立ち上げられた（国際医療センターのメンバーは未定のまま）．構成員は赤塚
俊隆（微生物）
，松井政則（微生物）
，高橋

俊（臨床検査医学），井上公仁子（ゲノム医学研），森

隆（総合医療

セ）
，佐藤正夫（保健医療学部）
，綿貫公男（施設部）である．

4．評価と次年度目標：
本年度，安全部門は研究の安全性を 6 副部門に分割して管理する体制に変えて 2 年目を迎えた．各副部門は各キャ
ンパス（または研究施設）において順調に管理活動ができている．各部門員の協力は高く評価できる．安全管理は事
故がなくて普通のことであるので，次年度も各副部門長は油断することなく，さらに利便性がよくかつ効率の高い管
理を行うように部門ごとに努力する事を目標とする．
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6．フェローシップ部門
1．構成員：
部門長

丸山

副部門長

森

敬（MARUYAMA, Kei）
：薬理学教授（任期：H23.7.31）
茂久（MORI, Shigehisa）
：総合医療センター血液内科准教授（任期：H23.7.31）

部門長

別所正美（BESSHO, Masami）
：大学病院，国際医療センター 血液内科教授

部門員

斎藤一之（SAITOH, Kazuyuki）
：法医学教授

部門員

片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：ゲノム医学研究センター病態生理部門教授

部門員

名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：大学病院 消化器内科・肝臓内科教授

部門員

木村文子（KIMURA, Fumiko）
：国際医療センター画像診断科教授

2．目的
教員以外の非常勤研究者の経済的・身分的支援について協議し答申する．

3．活動報告：
1．新部門長：丸山，新副部門長：森，また，新部門員として名越，木村が加わった．
2．別所前部門長は引き続き部門員となった．
3．専攻生，日本学生支援機構奨学金返還の免除（猶予）職など公的基準を必要とする特任研究員，協力研究員，
特別協力研究員については平成 19 年度と同じく，各埼玉医科大学規則に従った．
4．本学固有の卒後教育フェローシップを「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金規程」として作成した選考基
準に基づき，選考した．
5．選考基準内規を改定し（1）日本人枠の配慮，（2）給付期間総和の 5 年限度を設定した．
6．毛呂山キャンパスの基礎医学系，大学病院，日高キャンパスのゲノム医学研究センター，国際医療センター，
川越キャンパスの総合医療センター，の各教員，事務部門が連携して協議する体制をさらに整備した．
7．部門会議は随時メール会議を行った．オフラインの会議は平成 20 年 7 月 4 日，8 月 12 日，平成 21 年 3 月 5
日に外部オブサーバーの参加を要請して，約 3 時間開催し，議事録を運営会議に報告した．

4．評価と次年次目標：
「埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金規程」を実施したこと，毛呂山キャンパスの基礎医学系，大学病院，日
高キャンパスのゲノム医学研究センター，国際医療センター，川越キャンパスの総合医療センター，の各教員，事務
部門が連携して協議する体制を構築したことは評価できる．次年次もさらに連携を深めながら，非常勤研究者の支援
を充実させたい．
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7．研究評価部門
1．構成員
部門長：赤塚俊隆
副部門長：椎橋美智男，伊崎誠一
部門員：伴場裕己，山田

栄

2．目的：種々の研究評価を行うための研究業績データを集積し，提供する．学外からの人的経済的資源の確保をめ
ざした広報活動を行う．

3．活動報告
3-1．業績データベース登録：H20 年度の新規登録者数は 137 名（医学部 119 名 ; 保健医療学部 18 名），全登録者
数は 1,889 名（医学部 1,871 名 ; 保健医療学部 18 名）であった．
3-2．ReaD へのデータ移行：ReaD データ交換者数（保健医療学部を含む）は 672 名．データ交換にあたり以下の手
続きを行なった．転出削除処理：138 名，新規登録：295 名（医学部 218 名，保健医療学部 77 名）
3-3．データ提供依頼が 3 件あった．1）特定機能病院報告（161 件），2）中央研究施設（H19 年度施設利用業績）
，
3）
国際医療センター血液内科（H19 年度教室員業績）

4．評価と次年度目標
業績データベースが保健医療学部でも運用が開始され，本部門の活動が定着してきた．しかし H19 年度の人事考
課実施期間中のデータベースアクセス件数や同意書提出率をみると，臨床系の助教クラスを中心とした人たちの利用
が半数程度に留まっていて，今後業績の集積のさらなる徹底と，そのためのデータベースの仕様改善が必要である．
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8．トランスレーショナルリサーチ部門
1．構成員
＊日高キャンパスブランチ
佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）：部門長（兼坦）教授：国医セ

臨床腫瘍科・腫瘍内科

西山 正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：副部門長（兼坦）教授：国医セ

トランスレーショナルリサーチ・センター

＊毛呂山キャンパスブランチ
萩原 弘一（HAGIWARA, Koichi）
：部門員 , ブランチ長（兼坦）教授 : 大学病院
大竹 明（OHTAKE, Akira）
：部門員 , 副ブランチ長（兼坦）教授 : 大学病院

呼吸器内科

小児科

＊川越キャンパスブランチ
竹内 勤（TAKEUCHI, Tsutomu）
：部門員 , ブランチ長（兼坦）教授 : 総医セ リウマチ膠原病内科
木崎 昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：部門員 , 副ブランチ長（兼坦）教授：総医セ

血液内科

＊ゲノム医学研究センターブランチ
岡崎 康司（OKAZAKI, Yasushi）
：部門員 , ブランチ長（兼坦）教授：ゲノム

ゲノム科学部門

奥田 晶彦（OKUDA, Akihiko）
：部門員 , 副ブランチ長（兼坦）教授：ゲノム 発生・分化・再生部門

2．目的
1）設置目的
シーズの発見から初期臨床評価までを含める新規医療開発研究（トランスレーショナルリサーチ）を鋭意推進する
ため，基盤となる全学的な目標や具体的な戦略を構築・明示し，その実現に必要不可欠な研究環境の整備や連携体制
の確保などに関わる活動を行う．
2）年次活動目標
トランスレーショナルリサーチを推進するための全学的な基盤整備を，下記項目につき，順次行う．
1．各ブランチのトランスレーショナルリサーチの実態調査
2．毛呂山キャンパス中央研究施設など利用可能な施設・設備の詳細情報の開示請求とその広報
3．計画ないしは実施されているトランスレーショナルリサーチの情報収集
4．全学的に支援すべきトランスレーショナルリサーチの公募
5．トランスレーショナルリサーチに付随・関連する指針等への対応と学内基盤整備

3．活動報告
1）平成 20 年度トランスレーショナルリサーチ部門・部門会議
第1回

平成 20 年 4 月 9 日（水）18：30 〜 19:30

国際医療センター
第2回

Ｃ棟 3 階カンファレンスルーム 33

平成 20 年 5 月 7 日（水）18：30 〜 19:30

国際医療センター

Ｃ棟 3 階カンファレンスルーム 33

川越キャンパス総合医療センター
第3回

Ｃ棟 3 階カンファレンスルーム 33

川越キャンパス総合医療センター

2 階第 3 会議室（日高⇔川越

テレビ会議）

平成 20 年 9 月 9 日（火）18：30 〜 19:30

国際医療センター

Ｃ棟 3 階カンファレンスルーム 33

川越キャンパス総合医療センター

2 階第 3 会議室（日高⇔川越

テレビ会議）

平成 20 年 11 月 11 日（火）18：30 〜 19:30

国際医療センター

Ｃ棟 3 階カンファレンスルーム 33

川越キャンパス総合医療センター
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テレビ会議）

Ｃ棟 3 階カンファレンスルーム 33

川越キャンパス総合医療センター

第6回

2 階第 3 会議室（日高⇔川越

平成 20 年 7 月 8 日（水）18：30 〜 19:30

国際医療センター
第5回

テレビ会議）

平成 20 年 6 月 10 日（水）18：30 〜 19:30

国際医療センター
第4回

2 階第 3 会議室（日高⇔川越

2 階第 3 会議室（日高⇔川越

テレビ会議）

トランスレーショナルリサーチ部門

第7回

平成 21 年 1 月 29 日（木）18：30 〜 19:30

国際医療センター

Ｃ棟 3 階カンファレンスルーム 33

川越キャンパス総合医療センター
第8回

2 階第 3 会議室（日高⇔川越

テレビ会議）

平成 21 年 3 月 3 日（火）18：30 〜 19:30

教員研究棟 1 Ｆ大学院講義室
川越キャンパス総合医療センター

2 階第 3 会議室（日高⇔川越

テレビ会議）

2）研究センター運営委員会への主な提言と活動
1．ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関わる個人情報管理者の整備→倫理審査委員会への上申
2．臨床研究の遂行に不可欠な医学・医療統計アドバイザーの雇用要請
3．遺伝カウンセリングを担当する遺伝子診断部の設置要望書の提出
4．UMIN 臨床試験登録の義務化と登録方法の手引きのホームページ掲載
5．組織バンク，臨床情報データバンクの樹立の必要性の広報，日高ブランチ・トランスレーショナルリサーチセ
ンターでの project oriented なバンク設立の準備と試行

4．評価と次年度目標
本部門は平成 20 年 3 月 22 日をもって開設された新規部門であり，事実上の初年度の活動となる．トランスレーショ
ナルリサーチの重要性が必ずしも全学に浸透していない状況で，おのずからその活動は，その広報と実態調査に基づ
く基盤整備とに集中した．課題はいまだ山積しているが，①ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関わる個人情報管理者の
整備，②臨床研究の遂行に不可欠な医学・医療統計アドバイザーの雇用，③遺伝カウンセリングを担当する遺伝子診
断部の設置，④ UMIN 臨床試験登録の義務化，⑤組織バンク，臨床情報データバンクの樹立，に関する要望，上申
を行い，ほぼすべてに関して実現あるいは実現に向けての進展がみられた．その活動は本学の研究基盤の確立に大き
く貢献するものと考えられ，期間や内容からみて活発かつ効果的な活動状況と自己評価している．次年度は，本学を
トランスレーショナルリサーチの国内屈指の拠点とすべく，さらに活動内容の充実を図る．
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1．国際交流センター
1．構成員
野村正彦
（NOMURA, Masahiko）
：特任教授，
名誉教授，国際交流センター長，運営責任者：相互交換留学生の総括業務，
外国との交流の総括
劉

文甫

(LIU, Wenfu )：顧問

斉藤雅子（SAITO, Masako）
：事務員

2．教育
9 月 30 日医学概論『良医への道，先輩からのメッセージ』で，野村が 3 年生に講義を行った．講義の中で，5 年
生の交換留学経験者数名が 8 月に体験してきた海外大学病院での研修を，体験談を交えて広く伝えた．

3．研究 該当なし
4．診療 該当なし
5．その他 該当なし
6．業績
6-1．ハンガリー，Pecs 大学と相互交換留学制度発足の調印式を，4 月 1 日に本学で行なった．出席者は丸木理事
長，山内学長，野村国際交流センター長，辻美隆准教授，Pecs 大学からは Dean の Dr. Peter Nemeth，International
Relations の Dr. Gabor Menyhei が本学へ来訪し協定書にサインをした．これにより Pecs 大学が第 10 番目の相互交
換留学相手校となった．
6-2．相互交換留学制度：5 年生の夏休みを利用して，提携校である海外 10 大学に 22 名の学生が 4 週間留学して臨
床実習を行った．また，海外提携校から各 2 名ずつ，本学に 4 週間滞在し，それぞれ 3 病院で臨床実習を行った．
6-3．低学年の学生を対象にした春季語学研修：

医学部および保健医療学部の学生が 3 月 4 日から 20 日までの 2

週間，医療に特化した英語の語学研修を行った．オーストラリア，メルボルンの Monash

大学で行われたこの事業

も 3 年目となり，今年度は両学部から 19 名が参加した．
6-4．教員の留学を実現すべく委員会で規則・細則などを作成した．平成 21 年度 4 月から実施する．対象者は，基
本的に講師および助教とし，定員は年間 5 名とする．留学期間は最大 3 ヶ月間であり，大学は在籍のまま有給の形
で海外の大学へ出張するという形をとる．基本学科の運営責任者の許可のもと，申請書類を堤出する．当センター内
に設置される選考委員会が，申請者の中から選考し，留学候補者として適任者を選ぶ．
6-5．第 22 次埼玉医大訪中視察団
期間：2008 年 8 月 30 日〜 9 月 5 日
団長：金澤

實

団員：川崎潤（総合医療センター麻酔科）
，
佐伯俊昭（国際医療センター乳腺腫瘍科），田島賢司（経理部長），劉文甫（国
際交流センター顧問・通訳）
，
6-6．行事を経時的に記載した．
＊ 4 月 1 日：

相互交換留学制度 10 番目の相手校として丸木理事長，山内学長と Pecs 大学 Dean Dr. Peter

Nemeth とで調印式を行った．
＊ 4 月 21 日：
＊ 7 月 6 日：

Albert

Einstein 大学の留学生 2 名が，丸木理事長，山内学長と面談．

Linkoping /Liverpool /Chung Gang/Semmeiweis /Pecs 大学から各 2 名の交換留学生が来日，研修

医宿泊施設「ラベンダー」に 4 週間滞在した．10 名がそれぞれの希望の臨床研修科を選択し，本学の 3 病院で
研修を行った．
＊ 7 月 9 日：

丸木理事長主催の留学生壮行会を丸木記念館で開催．関係各位が参加した．

＊ 7 月 12 日 ?14 日：

河口湖「サニーデリゾート」にて直前準備合宿を行った．留学予定の 5 年生 22 名と本学

に滞在中の交換留学生 10 名が参加．
＊ 8 月 4 日：

22 名の本学交換留学生が成田から海外へ研修に出発．10 名の海外からの交換留学生が同時に帰
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国した．
＊ 8 月 25 日：

Charie-University Medicine Berlin より留学生 2 名が来日．9 月 8 日，学長と面談．

＊ 8 月 30 日〜 9 月 1 日：

ハンガリー，Semmelweis 大学の Prof. Sandor が来日．交換留と卒後の教員の留学に

ついて学長と面談を行った．
＊ 8 月 30 日：

22 名の本学交換留学生が無事帰国．

＊ 9 月 15 日：

University of Bochum より留学生 2 名が来日．10 月 8 日，学長と面談．

＊ 9 月 30 日：

Monash 大学春季語学研修の成果発表会，および説明会が毛呂山キャンパス第 1 講堂で行われ，

両学部から学生が参加した．
＊ 10 月 7 日：Prof. Tenderlich が客員教授として，国際医療センターへ来日．
＊ 10 月 29 日：
＊ 11 月：

交換留学生 22 名が，
8 月の留学の成果を英語で発表した．学長名のある修了証書が授与された．

平成 21 年度交換留学生の募集を交付した．

＊ 12 月 20 日：

教授総会が 30 周年記念講堂で開催され，国際交流センター長として発表をした．内容は，学

生の相互交換留学制度および低学年生を対象にした春季語学研修について．加えて，平成 21 年度から『教員短
期留学制度』を発足する準備が進んでおり，翌年 4 月に実現する予定である事が発表された．
＊ 12 月 26 日：

理事長，専務理事による 7 号館の視察．

＊ 2009 年 2 月 13 日：

教員代表者会議で正式に『教員短期留学』を発足する報告をした．平成 21 年度の公募

を 2 月 16 日（月）から行い，4 月から制度として実施する．
＊ 2 月 13 日：

平成 21 年度の交換留学生の選考会を行った．

＊ 2 月 26 日；

平成 21 年度の交換留学予定者 22 名が発表された．

＊ 3 月 4 日〜 20 日：春季語学研修．19 名参加．
＊ 3 月 11 日：

University of Manitoba より 2 名の留学生が来日．（4 月 2 日，学長と面談）．

7．自己点検・評価
学生の相互交換留学制度は 14 年目を修了する事ができた．総数は 253 名にも及んだ．また，迎えた外国人医学
部生は総数 210 名の実績である．低学年の学生を対象にした春季語学研修は，両学部からの学生の参加があり，大
学としての貴重な成果である．
いずれの事業にも，留学と研修を終えた後，発表会を催している．英語でスピーチする事で，それぞれが如何に成
果を得て来ているかが推測されて，評価も教員のみならず，学生間同士でも理解ができる試みだと確信している．相
互交換留学事業においては学長名のある修了証書を手渡す事で，学生諸君も自分で行って来た業績にその価値観が高
まっている．
2008（平成 20）年度交換留学生一覧
Linkoping University

高杉

綾香

竹内

博美

Charite University Medicine Berlin

小林

久美子

高橋

紘

山本

英一郎

高見澤

幸子

University of Liverpool

塩崎

正幸

中出

泰輔

University of Manitoba

河西

瑛里子

河合

沙友希

University of Bochum

柏木

宏幸

中村

敬

Albert Einstein College of Medicine

小暮

亮太

山本

智恵子

Johns Hopkins University

上原

なつみ

小田

理沙子

Chang Gung University

川本

真帆

吉永

玲恵

Semmelweis University

川野

道隆

佐伯

真理奈

University of Pecs

鯨井

一正

坂下

徳
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Linkoping University
Charite University Medicine Berlin
University of Liverpool
University of Manitoba
University of Bochum
Albert Einstein College of Medicine
Chang Gung University
Semmelweis University
University of Pecs

Anna Persson
Anja Kahl
James Selwood
Purnima Rao
Caroline Kaiser
Amy Tun
Steven H-C Shen
Peter Nardai
Peter Bodrogi

Karin Lundberg
Carolin Baumann
Heba Madi
Jayda MacLean
Martin Lehmann
Ashima Gupta
Alice Y-L Chiang
Betti Schafer
Gabor Woth

以上，海外派遣 22 名，受入 18 名．
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1．地域医学・医療センター
1．構成員
鈴木洋通（SUZUKI，Hiromichi）
：教授（兼担），センター長，運営責任者：地域医療
柴﨑智美（SHIBAZAKI，Satomi）
：准教授，教育主任；公衆衛生学，地域保健，疫学
鈴木政美（SUZUKI, Masami）
：准教授（兼担）：毒性学，実験動物学
大野洋一（OHNO，Yoichi）
：講師：地域医療，高血圧
荒木隆一郎（ARAKI，Ryuichiro）
：助教
宮﨑

孝（MIYAZAKI, Takashi）
：助教

羽生真由子（HANYU, Mayuko）
：助教
佐藤真喜子（SATOH, Makiko）
：助手
佐藤純子（SATOH, Junko）
：事務員
＜客員＞
渕上博司（FUCHIGAMI, Hiroshi）
：客員講師：健康管理，予防医学
＜非常勤講師＞
尾嵜新平（OZAKI, Shinpei）

安達修一（ADACHI, Shuichi）

秋和敏彦（AKIWA, Toshihiko）
＜専攻生＞
市来あけみ（ICHIKI, Akemi）
望月

河西美代子（KASAI, Miyoko）

徹（MOCHIZUKI, Tohru）濱田幸宏（HAMADA，Yukihiro）

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育の目標としては，地域，環境，職場などの地域社会における健康関連事象に関する課題について関心を持
ち，その現状を把握し，原因に関する知見や現在社会でとられている対策を理解することを通じて，医師としてその
課題の解決方法を考えるための知識・技能・実践する能力を身につけるとともに，社会医学的・予防医学的な心を持
ち，地域医療に貢献できる臨床医となるための素養を育むことである．卒後教育は，衛生学，なかでも予防医学の理
論とその応用を教授研究し，その学問的修練を極めて衛生学，予防医学の発展に寄与することを目的とした．具体的
には，環境保健，産業保健をはじめとする地域社会の保健・医療・福祉に関する課題に関心を持ち，その課題を解決
するための様々な研究手法について学ぶ．研究手法のうち，解決すべき課題によって適切な研究手法を選択し，実践
することができるようになることが目的である．特に，地域や職域における疾患の発生や流行の現状を把握し，流行
の予防のための方法を疫学的，実験科学的，遺伝学的，臨床的，社会的見地から多面的に考え，解決できるような社
会医学的な資質の育成も目的とする．衛生学，予防医学，地域医学に関する基礎的・実践的な知識を身につけると同
時に最先端の知識を深め，衛生学，予防医学，地域医学領域の基礎的・臨床的・社会医学的研究ができる能力を有す
る人材を育成することを目標とした．
2-2．教育内容
卒前教育としては，
6 年生 7 コマ ( 社会医学，試験問題解説 )，1 年生 2 コマ（PBL），4 年生「地域社会と健康」ユニッ
ト講義 30 コマ，実習 6 コマ，
「救急中毒」講義 5 コマの計 50 コマを担当した．
4 年生の実習では，従来から実施している学生ひとりが環境・食品・職業・地域医療に関するテーマを 1 テーマ担
当し，教員の指導のもと，既存資料の収集や実地調査を行い，学術論文形式の報告書を作成し，成果報告を行う調査
解析実習を行った．また，
「良医への道」コース「臨床入門」ユニットにおいては 1，2 年生で社会福祉法人毛呂病
院光の家療育センターでの，コミュニケーションや臨床医としてひとと共感する心を育むための体験実習を担当して
いる．1 年生については 14-15 人のグループ単位で半日の実習を 8 週間実施した．2 年生については，20 人のグルー
プが 1 日担当利用者様について，病歴等の情報の収集，介護の体験を行い，障害を持って生きることについて考えた．
そのほか，1 年生，2 年生「良医への道」コース，「医学概論」ユニットにおいて，地域医学の導入の講義をそれぞ
れ 2 コマ実施した．1 年生，2 年生，3 年生でも PBL のチューターを，「人体の科学入門Ⅰ」でもチューターを担当
した．
卒後大学院教育に関しては，
「実用実験医学入門 ( 実習 )：実践医学統計解析」を担当した．大学院生自身が現在抱
717

地域医学・医療センター

えている実験データ・臨床データを解析する上での問題点を解決するために，マンツーマン形式で適切な統計検定手
法の選択手順および実験・臨床研究デザインを検討する形とし，本課題を選択した 2 名を対象に延べ 10 日間の実習
を実施した．
医学部教育の他，看護専門学校等にて生物統計学・衛生公衆衛生学教育を計 22 コマ（44 時限），国試対策 4 コマ（8
時限）を担当し，
保健医療学部では健康医療科学科の保健社会学 5 コマ，環境化学講義 2 コマ，実習 7 コマを担当した．
2-3．達成度 90%
2-4．自己評価と次年度計画
地域保健，地域医療，国民栄養，食品保健，環境保健，産業保健に関して，社会医学的な素養を身につけることを
目標に，より基礎的な知識を定着させ，さらに地域における課題や事例を用いて，実践的な社会医学教育に取り組ん
だ．低学年に導入としての講義を行うほか，中心となる 4 年生の教育としては，地域，食品，環境，産業に関する
課題について既存資料や文献調査を実施し，学会形式の成果報告会，学術論文形式のレポートの提出を目標に，全教
職員あげて教育に取り組むことができた．しかし，教育内容が膨大であり，特に六年生の国家試験対策に対してはコ
マ数が少なく必ずしも十分ではなかった．6 年生に関しては，社会医学領域の総合試験，卒業試験問題の作成を担当
し，精度の高い試験問題の作成を心がけた．卒後としては専攻生の市来あけみが，医学博士の学位を取得した．次年
度は，地域医学・医療の社会医学的素養を身につけることを目指して，地域の現場での実習を取り入れるなど，地域
や臨床の現場に近づけるための教育に取り組む予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
予防医学の理論とその応用について研究し，学問的，実践的に予防医学の発展に寄与することが目的である．具体
的には，環境保健，産業保健をはじめとする地域社会の保健・医療・福祉に関する課題について，特に，地域や職域
における疾患の発生や流行の現状を把握し，流行の予防のための方法を疫学的，実験科学的，遺伝学的，臨床的，社
会的見地から多面的にとらえ，原因の究明を行うとともに，地域の疾病予防対策に生かしていくことを目標としてい
る．
3-2．研究グループ ( 研究プロジェクト )
①微量栄養素の欠乏症（宮﨑孝，冨永信子，荒木隆一郎，野寺誠，佐藤真喜子，柳澤裕之，鈴木洋通）
②亜鉛欠乏による免疫力の低下機構の解明（宮﨑孝，冨永信子，荒木隆一郎，野寺誠，佐藤真喜子，柳澤裕之，鈴
木洋通）
③アンチエイジング遺伝子 Klotho と微量栄養素（宮﨑孝，冨永信子，荒木隆一郎，野寺誠，佐藤真喜子，柳澤裕之，
鈴木洋通）
④窒素酸素混合ガスによる高気圧障害予防に関する検討（望月徹，池田知純，小林浩，後藤與四之，野寺誠，柳澤裕之）
⑤舌痛症に対する亜鉛製剤の効果の検討（荒木隆一郎−本学口腔外科との共同研究）
⑥口腔水分計の測定方法，データ解析手法，および臨床的診断基準策定に関する基礎および応用研究，( 荒木隆一郎，
鈴木洋通−本学口腔外科との共同研究 )
⑦地域感染症・学校感染症の時空間疫学（羽生真由子，荒木隆一郎，佐藤真喜子，柴崎智美，大野洋一，鈴木洋通 .）
⑧感染症伝播のシミュレーション疫学（荒木隆一郎，羽生真由子，佐藤真喜子，柴崎智美，鈴木洋通）
⑨毛呂山町生活習慣病予防に関する検討 ( 柴﨑智美，大野洋一，宮﨑孝，佐藤真喜子，羽生真由子，鈴木洋通 )
⑩妊娠高血圧に関する要因分析に関する疫学研究 ( 大野洋一，羽生真由子，鈴木洋通 )
⑪高血圧患者における檮骨動脈 Augmentation Index の正常域の検討 ( 大野洋一，鈴木洋通 )
⑫腎臓内科外来の蛋白尿の診断と管理 ( 大野洋一，鈴木洋通 )
3-3．研究内容と達成度
①微量栄養素の欠乏症：倉沢らの大規模な疫学調査の結果，亜鉛の欠乏あるいは亜欠乏の日本人は思ったより多い
ことが予想される．亜鉛欠乏モデルを用いて亜鉛欠乏による免疫力の低下，活動性の低下，成長遅延など亜鉛欠
乏に伴う種々の症状・症候を解明する．
②亜鉛欠乏による免疫力の低下機構の解明：亜鉛欠乏モデルラットを用い，小腸粘膜アルカリフォスファターゼ
（ALP）
活性，
小腸 TNF- α発現量，
nitro-tyrosine 量の変化の関係を調べた．亜鉛欠乏時には ALP 活性の低下により，
腸内常在グラム陰性菌が産生する LPS の弱毒化が抑制され，小腸粘膜組織の炎症誘発性変化が起こっているこ
とが示唆された．
③アンチエイジング遺伝子 Klotho と微量栄養素：動物の亜鉛欠乏は老化モデルになることから，腎臓での抗老化
ホルモン Klotho 遺伝子の発現を Real-timePCR 法で検索したところ，亜鉛欠乏では Klotho 遺伝子の発現は低下
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する結果を得，亜鉛欠乏による老化は Klotho 遺伝子の発現低下を介していると考えられた．
④窒素酸素混合ガスによる高気圧障害予防に関する検討：潜水作業中の窒素酔いおよび減圧症発症の予防を目的と
して，酸素分圧を増加させた窒素酸素混合ガスを港湾・沖合いでの潜水作業で実際に用い評価した．減圧性気泡
の出現状況等から，その安全性を示唆する結果を得た．
⑤舌痛症に対する亜鉛製剤の効果の検討：器質的病変を伴わない ( 狭義の ) 舌痛症患者の血清亜鉛濃度測定と亜鉛
補充療法の効果を検討している．当該年度は，Protocol 策定と予備的な調査を行い，狭義の舌痛症と亜鉛欠乏・
亜欠乏状態の関連を示唆する結果を得た．
⑥口腔水分計の測定方法，データ解析手法，および臨床的診断基準策定に関する基礎および応用研究：近年問題と
されているドライマウスを症候とする各種疾患の診断および治療効果判定に有用な新しい計測機器である口腔水
分計の至適測定条件を決定するため，統計学的・数値解析的手法を併用して検討し，臨床的に至適と考えられる
諸条件を提案した．
⑦地域感染症・学校感染症の時空間疫学：地域の学校はしばしば感染症の温床として地域での感染症流行の起点と
なる．そのため，従来都道府県あるいは二次保健医療圏単位で把握・分析が行われてきた流行状況を，地区ある
いは小中学校の学区毎に把握し，伝播の時間的・空間的な様相を探ることで効果的な流行抑止策を明らかにする
ことを目指す．当該年度は，毛呂山町および坂戸市の公立小中学校 27 校について，WEB ベースのサーベイラ
ンスシステムを用いて学校感染症の発生状況を速やかに把握する体制を確立し，さらに今後時空間疫学的検討を
進めるためのフレームワークを構築した．
⑧感染症伝播のシミュレーション疫学：ヒト - ヒト感染症の地域社会における伝播の様相を明らかにする上で疫学
的なサーベイランスは重要であるが，新型インフルエンザ等未知の感染症の伝播・流行の様相を予め知り，また
流行拡大を効果的に抑止するための公衆衛生学的・医療的介入の効果について任意の条件で調べることは困難で
あり，また動物実験等も適用できない．したがって感染症伝播を可能な限り忠実にモデル化したコンピュータモ
デルが有力な武器となる．当該年度は，疫学統計委員会・情報 (IT) 委員会での検討結果を受け，微分方程式ベー
スの数理疫学モデルおよびエージェントベースモデル構築に必要なソフトウェアフレームワークを整備し，また
モデルに基づくシミュレーションを効率的に実行可能なハードウェア環境を整備した．
⑨毛呂山町生活習慣病予防に関する検討：健診受診率の向上を目的として，特定保健指導積極的支援対象者に対し
て，指導前後にブドウ糖負荷試験を実施し血糖の変化を明らかにするとともに，中心血圧測定等を実施し，指導
の効果を明らかにした．
⑩妊娠高血圧に関する要因分析に関する疫学研究：腎臓内科，産科と共同で，妊娠高血圧の分娩後の早期の血圧低
下を規定する要因を母体と胎児の両面から解析している．
⑪高血圧患者における檮骨動脈 Augmentation Index の正常域の検討：高血圧患者と正常血圧者の檮骨動脈
Augmentation Index 値の差から高血圧による檮骨動脈 AI の警報領域を ROC 曲線により男性 60 歳の場合 90%
以上と推定した．
⑫腎臓内科外来の蛋白尿の診断と管理：腎臓内科と共同で「蛋白尿を主訴として来院された患者の診断と管理」に
ついて，外来診療録調査を行った．腎生検をされた約 1/3 の症例の場合，高血圧の既往があるものは腎硬化症
と診断されており，腎生検の適応を検討する上で高血圧の既往・罹病期間は重視する項目と考えられた．
3-4．自己評価と次年度計画
亜鉛欠乏を中心とした微量栄養素と健康に関する研究を進めるとともに，毛呂山町との連携を深めた生活習慣病予
防，感染症予防対策という現在の地域社会のニーズに沿った研究に取り組んだ．腎臓内科，歯科口腔外科，総合医療
センター内分泌・糖尿病内科，国際医療センター脳血管内治療科，乳腺腫瘍科，短期大学看護学科等との共同研究あ
るいは，研究支援を行った．地域医学・医療センターとして，今後ネットワークの構築，連携をテーマに，地域医療・
保健の課題を解決すべく様々な視点から，研究を展開していく予定である．

4．診療
該当せず

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員
鈴木洋通：東松山市立市民病院あり方検討委員会委員
柴﨑智美：毛呂山町教育委員，毛呂山町社会福祉協議会評議員，毛呂山町地域福祉計画推進委員，坂戸保健所感染
症診査会委員，長崎県小値賀町健康おぢか 21 協議会委員
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員
荒木隆一郎：日本微量元素学会誌編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当無し

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文 8 篇，学会発表総数 13 件である．
① Eﬀect of angiotensin receptor blockers on cardiovascular events in patients undergoing hemodialysis: an openlabel randomized controlled trial. Suzuki H, Kanno Y, Sugahara S, Ikeda N, Shoda J, Takenaka T, Inoue T, Araki R.
Am J Kidney Dis 2008; 52(3):501-506.
② An efficient novel method for analyzing STR loci from a single sperm captured by laser microdissection
T.Miyazaki, M. Hara, A. Ichiki, Y. Yamamoto, A. Takada, A. Kido, M. Nodera, H. Yanagisawa, H. Suzuki, Saito K
Forensic Science International:
Genetics Supplement Series 2008:Vol. 1, Issue 1, 437-438
③ STR and Y- STR genotyping assays of 25-year-old semen stains
Miyazaki,, K. Saito

M. Hara, A. Kido, H. Kameyama, A. Takada, T.

Forensic Science International: Genetics Supplement Series 2008:Vol. 1, Issue 1, 428-429

④ Ascorbate inhibits apoptosis of Kupffer cells during warm ischemia/reperfusion injury. Akemi Ichiki,
Takashi Miyazaki, Makoto Nodera, Hiromichi Suzuki, Hiroyuki Yanagisawa. Hepatogastroenterology,
2008.:55(82-83):338-44.
⑤ High concentration simvastatin induces apoptosis in ﬁbroblast-like synoviocytes from patients with rheumatoid
arthritis. Yokota K, Miyoshi F, Miyazaki T, Sato K, Yoshida Y, Asanuma Y, Akiyama Y, Mimura T. J Rheumatol.
2008;35:193-200.
⑥口腔乾燥症患者に対する口腔保湿剤アクアムーカス (R) の効果 . 福島洋介，依田哲也，荒木隆一郎，中嶋京一，
小林明男，鈴木洋通，三村俊英 . 日本口腔粘膜学会雑誌 . 2008;14(2):57-58.
⑦歯科口腔外科の時間外受診患者に関する統計学的検討 . 中本紀道 , 小林明男 , 古株彰一郎 , 田口茂和 , 荒木隆一郎 ,
依田哲也 . 日本口腔診断学会雑誌 . 2008;21(2):163-168.
⑧脳血管内治療と感染症 石原秀章 , 石原正一郎 , 根木宏明 , 大川原舞 , 金澤隆三郎 , 神山信也 , 山根文孝 , 柴崎智美 ,
前崎繁文 , 橋北義一 Journal of Neuroendovascular Therap 2008:vol 2(2):107-112
6-2．獲得研究費
①埼玉医科大学平成 20 年度学内グラント (20-3-1-06)
発感染症全数調査システムの構築と応用 . 研究代表者
②埼玉医科大学平成 19 年度学内グラント
上のためのプログラムの開発

2008( 平成 20) 年度：地域学校保健情報に基づく小児好
荒木隆一郎

150 万円

2007( 平成 19) 年度〜 2008( 平成 20) 年度：地域住民の健康意識向

研究代表者

柴﨑智美

75 万円

6-3．受賞
該当無し
6-4．特許，実用新案
該当無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当無し

7．自己点検・評価
地域医学・医療センターとして，初めて年間を通じて教育を担当した．4 年生における教育はこれまでの環境・食品・
産業に加え，地域医療・地域保健を担当し，地域医療に関心を高めるための教育を心がけた．学外からの非常勤講師
として保健所長の医師やケーワーカーを招くなど，臨床的な視点や地域を重視する視点を取り入れて学生教育を充実
することができた．実習での学生によるプレゼンテーション，定期試験・卒業試験の結果等から判断し，良い成果が
得られたものと思われる．地域医学・医療センターとしては，一層充実した地域医学・医療学，予防医学教育の実践
を今後も目指したい．研究面では，亜鉛欠乏を中心とした実験室レベルでの研究から，地域住民を対象とした研究ま
で広い範囲の研究テーマに取り組んだ．まだ十分な成果を得るまでには至っていないが，今後さらに地域医学・地域
保健への貢献を念頭に置き，地域ならびに学内関連部署との連携を深めて，より実用的な予防医学・地域医学研究を
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展開する．
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資料

1．人事（教員）
教員異動（平成２０年４月１日〜平成２1 年３月３１日）
医学基礎部門

採 用
教

昇 格

退 職

授

准教授

基礎医学部門

講

師

助

教

助

手

教

授

小川宏人（生物学）

廣瀬隆則（病理学）
菰田ニ一（生化学）

准教授

医学教育センター他

講

師

助

教

助

手

教

授

高橋美保子（公衆衛生学）

小林信春（微生物学）

2

比留間民子（解剖学）
山岸敏之（解剖学）
2

山田泰子（アドミッションセンター） 坂本
阿部 岳（中央研究施設（寄附研究部門）

安（中央研究施設）

准教授
講

師

助

教

ゲノム医学研究センター

助

手

教

授

1

准教授
講

師

助

教

1

2

助

手

1

1
加澤鉄士（神経精神科・心療内科）

教

授

小田嶋安平（小児科）
陣内逸郎（血液内科）
出口修宏（泌尿器科）

大久保毅（包括地域医療部）
菅原壯一（腎臓内科）
梶原 健（産科・産婦人科）
金 浩澤（神経内科・脳卒中内科）
沼知寿美子（神経精神科・心療内科）

准教授
大
助

教

助

手

学 病
講

中村 玲（総合診療内科）
都丸恭寿（歯科・口腔外科）
大庫秀樹（総合診療内科）
中込一之（呼吸器内科）
師 市原靖子（麻酔科）

院

46

井上清彰（総合診療内科）
小林和裕（腎臓内科）
難波 聡（産科・婦人科）
堀永 実（泌尿器科）
杣 知行（呼吸器内科）
兒玉圭司（呼吸器内科）

須賀原裕一（血液内科）
田村康博（内分泌内科・糖尿病内科）
大澤洋之（産科・婦人科）
島田佳明（眼科）
小林和裕（腎臓内科）
泉田太郎（内分泌内科･糖尿病内科）
大久保雄彦（乳腺腫瘍科）
野中昭一（泌尿器科）
榎本京子（放射線科）
33
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採 用
教
総合医療センター
国際医療センター
合

724

授

准教授

出口順夫（血管外科）
永松秀樹（泌尿器科）
一柳暢孝（泌尿器科）

講

師

助

教

助

手

教

授

62

昇 格

陶山哲夫（リハビリテーション科）

間藤 卓（高度救命救急ｾﾝﾀｰ）
澤野 誠（高度救命救急ｾﾝﾀｰ）
森脇浩一（小児科）

高橋健夫（放射線科）
今井康雄（内分泌内科・糖尿病内科）

上原 淳（救急科（ＥＲ）
）
山田博信（整形外科）
佐々木修（心臓内科）
海老根真由美
上條貢司（脳神経外科）
（産婦人科（総合周産期母子医療センター産科））
福島憲治（高度救命救急ｾﾝﾀｰ）
渡邉 徹（泌尿器科）
大河原健人（高度救命救急ｾﾝﾀｰ） 松田 章（内分泌内科・糖尿病内科
重田恵一（耳鼻咽喉科）
儀賀理暁（呼吸器外科）
65

矢澤康男（整形外科（骨・軟部腫瘍科））宮澤光男（消化器外科）
根本 学（救急医学科）
先﨑秀明（小児科（小児心臓科）

大谷吉秀（消化器外科）

小柳和夫（消化器外科）

竹田明彦（消化器外科）
市川 度（腫瘍内科）
宮 敏路（腫瘍内科）
田口理史（皮膚科）
新井正康（救急医学科）

加藤律史（心臓内科）

准教授

高根裕史（腎臓内科）
増谷 聡（小児科（小児心臓科））
原
幹（心臓内科）
俵 英之（消化器外科）
長谷川幸清（産婦人科（婦人科腫瘍科）河相開流（救急医学科）
師
芳神秀穂（救急医学科）

講

助

教

35

助

手

1

計

退 職

中山光男（呼吸器外科）
三鍋俊春（形成外科・美容外科）

165

石田 徹（心臓血管外科）
矢ケ崎史治（血液内科）
佐野剛一（心臓内科）
長島文夫（腫瘍内科）
岡 潤一（心臓血管外科）
須谷顕尚（呼吸器内科）
26

32
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平成 20 年度 退職教授の在職年数・在任年月
氏

名・所

属

在職年数

廣瀬隆則（病理学）

10 年 7 ヶ月

菰田ニ一（生化学）

13 年

大学

在任年数
教授 10 年 7 ヶ月
教授

13 年

准教授 23 年

小田嶋安平（小児科）

3 年 9 ヶ月

教授

3 年 9 ヶ月

陣内逸郎（血液内科）

5 年 3 ヶ月

教授

5 年 3 ヶ月

出口修宏（泌尿器科）

14 年 6 ヶ月

教授

14 年 6 ヶ月

総合医療センター

陶山哲夫（リハビリテーション科）

11 年 9 ヶ月

教授

10 年 1 ヶ月

国際医療センター

大谷吉秀（消化器外科）

大学病院

2 年 8 ヶ月

准教授 1 年 8 ヶ月
教授

2 年 8 ヶ月

教員異動（平成 20 年４月１日〜平成 21 年３月 31 日）
採 用
佐々木
保健医療学部

教

授

昇 格

退 職

古地

榮子（看護学科）
順子（看護学科）

小林 直樹（医用生体工学科）

小山

岩雄（健康医療科学科）

吉岡

幸子（看護学科）

黒川 幸雄（理学療法学科）
准教授
講

師

助

教

助

手

神子嶋

誠（理学療法学科）

小倉

邦子（看護学科）

澤田 豊（理学療法学科）
3

1

7
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教職員名簿
【学

長

山内

俊雄】

【副学長

別所

正美】

医学基礎部門
基

本

生

学 科

物

教
学 上
学 吉

化
物

理

原

授
政

田

治

喜太郎

学

英

語 川

端

一

計

准 教

授

講

師

菅 原

隆

山 崎

芳 仁

磯 部

正 良

森

口

武

史

赤 羽

明

向

田

寿

光

勝 浦

一 雄

赤 間

啓 一

男（客） 笹 島

2（1）

助

教
1

茂
7

2

1

基礎医学部門
基

本

解

学 科

剖

生

理

教

分

子

生

物

裕

昭

駒 﨑

伸 二

比留間

民

子

雅

文

藤 田

恵 子

山

岸

敏

之

松

村

讓

兒（客）

山

科

正

平（客）

学 渡

辺

修

一

高 田

眞 理

中

平

健

祐

村 和

法（客） 池 田

正 明

伊

丹

千

晶

中

尾

啓

子

田

二

一

穗

苅

泰

壽

松

本

田

中

淡

路

健

雄

石

澤

圭

介

信

春

学 禾
学 丸

山

病

理

学 廣

瀬

免
公
法

物
疫

衆

衛
医
計

726

生

師

島

理

生

講

村

薬

微

授

永

学 菰

化

准 教

学 中

吉
生

授

敬

千本松

孝 明

隆

則

新 井

栄 一
秀 一

小

森

隆

司（客） 茅 野

学 赤

塚

俊

隆

学 松

下

3

求

2

林

松 井

政 則

名

和

曽

根

敏

雄

田

晶

子

正

昭

村

和

法（客）

井

正

規

太

学 斎

藤

一

之

原

木

戸

啓（客）

髙
9

3

仁

小

吉

4

2

修

学 永

教

茂

守 屋

祥

11（5）

征

助

1

優

田

1

綾
16

16
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医学教育センター・医学研究センター他
基

本

学 科

教

医学教育センター 山

田

畑

授

准 教

授

講

師

泰

子

菅

野

義

俊

夫（客）

神

吉

泰三郎

有

田

和

大

島

西

正

夫（客）

山

科

正

平（客）

医学研究センター 飯

野

形 態 部 門 穐

田

中央研究施設

大

顕（客） 仁 科
真

助

彦

2

恵

正 実

澄

教

3
晋

実験動物部門

鈴 木

政 美

1

R

犬 飼

浩 一

1

椎 橋

実智男

I

部

門

機 能 部 門 坂

本

安

医 学 情 報 施 設
国際交流センター 平

山

計

廉

1

三（客）

3（5）

4

4

8

ゲノム医学研究センター
【所

長
基

岡崎
本

康司（村松

学 科

正實（客）
）
】
教

授

准 教

授

講

師

助

教

ゲノム医学研究センター

遺 伝 子 構 造
黒
機 能 部 門

川

遺 伝 子 情 報
井
制 御 部 門

上

発 生 ･ 分 化
奥
･ 再 生 部 門

田

晶

彦

病態生理部門 片

桐

岳

信

1

ゲノム科学部門 岡

崎

康

司

1

須

田

立

雄（客）

西

井

易

穂（客）

安

藤

俊

夫（客）

遺伝子治療部門 三

谷

幸之介

理

樹

1

聡（客） 井 上

公仁子

池

田

博

1

実験動物施設

津久井

Ｒｉ実験施設

西

計

和

5（5）

本

1

通
正

純

3

4

地域医学・医療センター
【センター長

鈴木

基

学 科

衛

本
生
計

洋通】
教

授

准 教
柴 﨑

学
0

授

智 美
1

講
大

野

師
洋
1

一

助

教
3
3
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臨床医学部門
【病院長
基

片山
本

茂裕】

学

科

教

消化器内科･肝臓内科 持

田

授
智

名

越

科 金

澤

永

田

萩

原

弘

一

沼

崎

宗

夫（客）

内分泌内科・糖尿病内科 片

山

茂

裕

粟

田

卓

也

呼

血

吸

器

液

内

内

澄

准
今

井

臼

井

教
幸

授
紀

子
實

裕

真

科 別

所

正

美

陣

内

逸

郎

講
山

伸

朗

稲

生

実

枝

中

込

一

之

知

行

雄

一

杣

井

中

室

橋

郁

生（客）

神経内科・脳卒中内科 荒

木

信

夫

島

津

邦

男（客） 山

岩

﨑

愼

一（客） 小

細

川

リウマチ膠原病科 三

村

上

村

金

郁

裕

夫

一

師

中

野

口

栗

原

泉

田

太

中

山

耕之介

伊

藤

善

啓

脇

本

直

樹

浩

澤

富

岳

亮

元

敏

正

中

里

良

森

哲

夫

糸

川

かおり

山

雄

次

淺

沼

ゆ

佐

藤

浩二郎

1

7

武（客）
俊

英

秋

う

洋

通

池

田

直

史

原

壯

一（客）

小

林

和

裕

竹

中

恒

夫

感染症科・感染制御科 前

﨑

繁

文

山

口

敏

行

総 合 診 療 内 科 中

元

秀

友

井

上

清

彰

中

村

大

庫

秀

樹

髙

木

英

爾

兒

玉

圭

司

溝

井

令

一

野

消化器･一般外科 篠

12

彦

木

内

6

郎

菅

臓

教
12

進

科 鈴

腎

助

塚

望

岡

田

浩

一

8
8

7

玲

小

川

展

二

淺

博

6

大

崎

昭

彦

大久保

雄

彦

野

康

治

米

川

浩

伸

2

潤

澤

宮

島

剛

9

修

Sandor Jozsef（客）
乳

腺

腫

瘍

科
科 里

見

昭

大

整形外科・脊椎外科 織

田

弘

美

金

高

橋

啓

介

白

後

藤

立

花

陽

明

吉

岡

浩

二ノ宮

節

夫（客）

河

野

慎次郎

加

藤

直

樹

時

岡

一

幸

8
12

小

児

外

巻

高

光

塚

貴

志

市

岡

滋

科 雨

宮

伸

中

野

裕

史

大

竹

明

岡

田

邦

之

望（客）

善

利

裕

實

小

経

児

外

佐々木

728

宮

路

正

之

科 藤

神

林

建

形成外科･美容外科 中

脳

小

土

人

太

2

資料

皮

泌

膚

尿

器

科 土

田

倉

持

哲

也
朗

中

村

晃一郎

科 出

口

修

9

宏

野

中

昭

一

中

平

洋

子

矢内原
眼
耳

鼻

咽

喉

科 米

谷

堀

永

介

魵

澤

伸

介

恵

子（客） 村

山

耕一郎

島

田

佳

明

瀬

康

弘

浪

弘

中

嶋

正

人

伊

藤

彰

紀

柴

﨑

正

浩
吾

三

木

健

難

波

聡

今

井

謙一郎

坂

田

康

彰

都

丸

泰

寿

谷

紀

文

俊

晴

原

板

倉

永

田

白
歯 科・ 口 腔 外 科 依

善

理

岡

垣

敦

夫

梶

原

一

郎（客） 藤

村

正

樹

水

健

士（客）

田

哲

也

林

明

男

小

竜

善

リハビリテーション科 間

嶋

滿

倉

林

均

科 菊

地

博

達

水

上

智

蔵

松

本

延

幸

岩

瀬

範

東

包 括 地 域 医 療 部 武

田

文

和（客） 大久保

麻

酔

実

子

野

人

圭

八

水
婦

森

仁

科 加

科 石

産

新

良

明

徳

市

原

靖

子

秀

之

洋

医

学

磯

部

線

科 田

中

淳

司

鈴

木

健

之

瀬

戸

神経精神科・心療内科 豊

嶋

良

一

横

山

富士男

黒

木

太

田

敏

男

小田垣

雄

塚

田

加

澤

鉄

士

金

澤

治

沼

知

寿美子
森

吉

美

浅

田

留美子

石

澤

圭

二

臨 床 検 査 医 学
則

5

5

新

井

栄

一

茅

野

秀

一

規

陽

1

臣

14

攻

穂
介
1

輸 血・ 細 胞 移 植 部
健康管理センター 河

9

毅

射

隆

3

1

東

瀬

9

修

放

中 央 病 理 診 断 部 廣

1

津

捷

二

倉

光

足

立

薫
雅

武

永

強

2

樹

内科ローテ（後期研修）

9

外科ローテ（後期研修）

1

計

44（13）

35

61
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総合医療センター
【病院長
基

吉本
本

信雄】

学 科

教

消化器内科・肝臓内科 屋嘉比
心

臓

内

授
康

治

准 教

授

智 章

加

佐々木

中

村

孝

司（客）

科 吉

本

信

雄

伊 藤

博 之

羽

田

勝

征（客） 西 岡

利 彦

科

植 松

和 嗣

内分泌・糖尿病内科

今 井

康 雄

呼

吸

器

内

血

液

内

科 木

嵜

昌

弘

神

経

内

科 野

村

恭

一

リウマチ・膠原病内科 竹

内

腎・ 高 血 圧 内 科 御手洗

哲

肝胆膵外科・小児外科 橋
血

管

外

科 佐

田

本

秀

大

藤

大 村

栄 治

森

茂

久

吸

器

外

脳

形
神

外
経

外

730

鼻

咽

喉

得

平

道

英

5

渡

部

玲

子

大

貫

高

濱

美

里

津

坂

憲

政

学

10

人

孝

一

松 村

治

加

藤

松

田

横

山

宮

﨑

達

石

橋

敬一郎

小

澤

文

明

6

松

本

春

信

2

大

西

清

3
2

行

定
紀

松 木

盛 行

星 野

高 伸

小 髙

明 雄

出 口

順 夫

8
11

仁
昭

彦
勝

12

也

科 中

山

光

男

江

口

圭

介

菊

池

功

次（客）

儀

賀

理

暁

今 中

和 人

山

火

秀

明

2

科 酒

井

宏

哉

丸 山

徹

平

岡

久

忠

7

山

田

博

信

科 松

居

徹

張

谷

口

民

樹

上

條

貢

司

百

澤

明

7

荒

川

浩

15

櫻

井

淑

男

鈴

木

啓

二

國

方

徹

也

寺

尾

俊

哉

永

松

秀

樹

一

柳

暢

孝

彦

河

井

信一郎

8

茂

大

畑

敦

1

嶋

﨑

雄

一

重

田

恵

一

総合周産期母子
側
医療 C 新生児科

耳

2

秀

徳

眼

麻佐子

澤

春

器

澤

田

正

膚

矢

叶

俊

尿

6

亀

村

泌

10

元

鍋

皮

修

長谷川

科 田

児

教
13

也

形成外科・美容外科 三
小

助

吾

宏 一

心 臓 血 管 外 科
整

師
真

天 野

乳 腺・ 内 分 泌 外 科
呼

藤

勤

（ 人 工 腎 臓 部 ）
消化管外科・一般外科 石

講

川 本

島

久

森 脇

漢

秀

浩 一

典

科 伊

崎

誠

一

寺 木

祐 一

科 山

田

拓

己

諸 角

誠 人

科 櫻

井

科 菊

地

真

6

9

10
4

資料

産

婦

人

科 竹

田

総合周産期母
關
子医療Ｃ産科

省（客） 林

直

樹

髙 井

泰

博

之

齋 藤

正 博

10

村

山

敬

彦

4

7

馬

場

一

憲

髙 木

健次郎

歯 科・ 口 腔 外 科 下

山

哲

夫

堀 江

憲 夫

金

子

貴

広

リハビリテーション科 陶

山

哲

夫

山 本

満

山

田

睦

雄

科 宮

尾

秀

樹

小 山

薫

川

﨑

重

松

照 井

克 生

麻

酔

潤
俊

之（客）

産 科 麻 酔 科
救 急 科（ Ｅ Ｒ ）
放

射

線

業

健

夫（客） 新 保

津

堀

川

直

史

仙

波

純

一（客）

部 池

田

部 糸

山

進

次

田

丸

淳

一

輸 血・ 細 胞 移 植 部 前

田

平

生

中

央

病

健

検

神

査

理

康

管

理

杉

健

部 浅

究
康

推
計

進

齊

晴
山

野

孝

三 橋

3
1

也

長

田

宗 史

阿

部

松

木

亮

久

人

9

敦
秀

幸

6

知 明
2

大久保

光 夫

丸 山

義 明

彦

間 藤

卓

森

脇

龍太郎

聡

澤 野

誠

井

口

浩

一

中

科

高 度 救 命 救 急 Ｃ 堤

研

真

憲

橋

精

健 治

奥

田

高
経

輿 水

科 本
科 深

神

1
21

雄（客） 森

田

一

之

熊井戸

邦

佳

福

島

憲

治

大河原

健

人

5

隆
1

室
34（8）

37

49

229

731

資料

国際医療センター
【病院長
基
消
心

松谷
本

化

器

臓

雅生】

学 科
内
内

教

授

准 教

科 喜

多

宏

人

科 西

村

重

敬

村 松

松

授

講
新

井

師
晋

石

川

恵

子

俊 裕

佐

野

剛

一

島

本

万

夫

松 村

誠

中

小宮山

伸

之

加 藤

律 史

関

河

本

修

身（客）

小

清

水

渉（客）

飯

淑

江

憲

司

泉

智

三

田

慎一郎

原
呼

吸

器

内

科 小

林

国

彦

科 松

田

晃

新

津

望

神経内科・脳卒中内科 棚

橋

血

液

内

紀

腎

臓

内

科

腫

瘍

内

科 佐々木

康

鎌

哲

滝

緩 和 医 療 科 奈良林
感
消

染
化

症
器

外

夫

村 山

川 井

芳 武

信 孝

古 屋

大 典

武 田

英 孝

綱

助

教
4
14

幹

須

谷

顕

尚

小

山

信

之

齊

藤

恵理香

大

谷

秀

雄

矢ヶ﨑

史

治

高

直

樹

橋

4

6

5
髙

根

裕

史

長

島

文

夫

8

也（客）
至

1

科 光

武

耕太郎

科 小

山

勇

山

口

茂

樹

俵

英

之

宮

澤

光

男

佐

藤

貴

弘

小 柳

和 夫

宮

里

明

小

澤

修太郎

子
6

丸

山

圭

一（客）

岡

本

光

順

乳

腺

腫

瘍

科 佐

伯

俊

昭

藤

内

伸

子

5

戸

井

雅

和（客）

呼

吸

器

外

科 金

子

公

一

呉

屋

朝

幸（客）

心 臓 血 管 外 科 新

浪

整
脳

形
小

坂

口

浩

三

2

朝 倉

利 久

4

石

川

雅

透

上

部

一

彦

加

藤

雅

明（客）

岡

潤

一

西

村

元

延（客）

福

嶌

教

偉（客）

小 児 心 臓 外 科 加藤木

利

行

神

外
経

成

外

外
児

枡

岡

歩

1

10

鈴

木

孝

明

科 矢

澤

康

男

科 松

谷

雅

生

三 島 一

彦

安

達

淳

一

西

川

亮

石 原

正一郎

山

根

文

孝

森 川

栄 治

神

山

信

也

柳 澤

隆 昭
2

科
科 小

林

俊

樹

竹

田

津未生

先

﨑

秀

明

増

谷

聡

小 児 腫 瘍 科
732

博 徳

Gero Tenderich（客）

形

博

石 田

田 中

竜 平

4
1

資料

皮
泌

膚
尿

器

眼

科

腫

耳

鼻

咽

産

婦

瘍
喉
人

科 山

本

明

史

田 口

理 史

科 上

野

宗

久

吉 村

一 良

科 金

子

明

博（客）

科 菅

澤

科 藤

原

正
恵

肥 後

隆三郎

一

心臓リハビリテーション科 前

島

伸一郎

牧 田

茂

科 北

村

晶

西 部

伸 一

磨

田

裕

中 村

信 一

和

丸 山

晃 一

章

新 井

正 康

麻

酔

救

放

急

林

田

部 佐

藤

森

野

根

本

眞
正

3
黒

田

小

山

政

史

中

平

光

彦

4

後

藤

友

子

3

長

尾

昌

二

長谷川

幸

晴

山

松

岡

明

髙

学

鳥

小 澤

栄 人

淳

4

孝

裕

11

平

修

二

尾

哲

也

河

相

開

流

龍

神

秀

穂

水

越

村

文

子

酒

井

文

和

岡

田

吉

隆

内

野

核 医 学 科 松

田

博

史

久 慈

一 英

今

放 射 線 腫 瘍 科 土器屋

關 根

広

線

1

2
有

科 木

射

功

和

歌

直

子

林

悦

子

塚

本

信

宏

4

和

田

信

2

永

田

治

4

西

3

晃
卓

志

精

神

腫

瘍

科 大

西

秀

樹

病

理

診

断

科 清

水

道

生

清 水

禎 彦

村

田

晋

一

桜 井

孝 規

安

田

政

実

江 口

英 孝

耕

Gregory Y.Lauwers（客）
輸 血・ 細 胞 移 植 科 池

淵

研

二

Ｔ Ｒ セ ン タ ー 西

山

正

彦

1
1

内科ローテ（後期研修）
外科ローテ（後期研修）
計

1
47（12）

29

50

121

注）
（特）… 特任教授
（客）… 客員教授
（ ）＝ 客員教授数（内数）

733

資料

保健医療学部
【学長
基
看

山内

俊雄

本

学 科

護

学

学部長

大野

教

良三】
授

准 教

授

講
岡

師

科 大

野

良

三

菊 池

チトセ

吉

幸

子

岡

部

惠

子

辻

美

隆

林

江

連

和

久

浅 川

典 子

山

路

静

真佐子

子

千

田

みゆき

大 森

智 美

武

田

洋

子

石

津

みゑ子

冨 田

幸 江

天

野

雅

美

佐

鹿

孝

子

堀

内

仁

美

松

下

年

子

久

保

京

子

佐々木

榮

子

内

野

聖

子

邦

子

古

地

順

子

健 康 医 療 科 学 科 和

合

治

久

長谷川

小

倉

正 博

間

山

北

村

邦

男

市

岡

正

適

野 寺

誠

小

峰

伸

一

佐 藤

正 夫

鈴

木

正

彦

間

瀬

年

康

渡 邉

宏 志

奥

崎

政

美

村

田

栄

子

有

田

医 用 生 体 工 学 科 西

坂

下

岡

聡

剛

見 目

恭 一

中

島

孔

志

行

田 邊

一 郎

脇

田

政

嘉

池

田

研

二

石

井

郁

夫

山

下

芳

久

吉

澤

徹

加

納

隆
西

岡

亮

治

伸

小

林

直

樹

川

幸

雄

髙

橋

邦

泰

神子嶋

誠

赤

坂

清

和

澤

田

豊

髙

倉

保

幸

時

田

幸之輔

28

注）
（特）… 特任教授
（客）… 客員教授
（ ）＝ 客員教授数（内数）

734

教
8

5

彰

理 学 療 法 学 科 黒

計

助

藤 田

博 暁

12

18

3

16

資料

2．人事（事務局）
１．法人事務局
事務局長
堀 口 一 夫
《総合企画部》
部 長
茂 木
明
副部長
小曽根
寛
次 長
井 上 隆一郎
企画財政課長
井 上 隆一郎（兼）
《広 報 室》
室 長
須 田
沃
課長補佐
岸 田 恒 雄
《秘 書 室》
室 長
大 澤 公 好
課長補佐
村 田 正 樹
２．大学事務局
事務局長
堀 口 一 夫
《総 務 部》
部 長
茂 木
明
次 長
内 田 和 利
人事課長
原
静 江
総務課長
中 村 榮 一
総務企画課長
山 﨑 豊 幸
総務課長補佐
松 本 正 夫
《施 設 部》
部 長
綿 貫 公 男
次 長
北 澤
清
施設管理課長
栗 原 武 浩
建設企画課長
北 澤
清（兼）
建設企画課長補佐
堀 川 好 則
《経 理 部》
部 長
田 島 賢 司
次 長（経理課及び研究支援課担当）
綿 貫 忠 彦
第一購買課長
内 田 尚 男
第二購買課長
和 田
実
《情報システム部》
部 長
小 髙 康 夫
情報システム課長
堀 江
稔
情報システム課長
松 井 裕 行
情報システム課長補佐
田 中 義 明
《大学事務部》
部 長
小 室 秀 樹
教務課長
堀 江 正 人
学生課長
西 宮 富士雄
ゲノム医学研究センター事務室長（課長待遇）
長谷部 基 夫
学生課長補佐
蛭 間 庄 司
庶務課長補佐
笠 間
忍
保健医療学部事務室長（課長待遇）
松 尾 有 裕
保健医療学部教務課長
松 尾 有 裕（兼）
保健医療学部庶務課長
長谷部 基 夫（兼）
保健医療学部学生課長補佐
岡 田 一 観
保健医療学部事務室川角分室長（課長待遇）
村 岡 繁 樹

３．大学病院
《医 務 部》
部 長（病院群事務長） 奥 富 篁 幸
次 長
齋 藤 喜 博
第一医務課長
皆 川
勉
第二医務課長
村 嶌 隆 義
庶務課長
武 久 秀 夫
健康管理センター事務室課長
北 村
勉
診療情報管理室課長
関 口
勤
健康管理センター事務室課長補佐
山 口 哲 郎
《看 護 部》
事務担当課長
中 村 榮 一（兼）
４．附属図書館
事務長（課長待遇）
小野澤 繁 雄
事務室課長
柴 田 義 貴
日高キャンパス分館事務室課長補佐
本 多 貞 夫
５．総合医療センター事務部
事務局長
河原塚 耕 作
秘書室長
河原塚 耕 作（兼）
部 長
諸 田 一 雄
次 長
北 澤 昭 彦
医務課長
萩 原 敏 夫
医務課長
田 島 契 司
医務課長付
大 内 義 也
総務課長
津久井 一 浩
経理購買課長
大 野 由起夫
施設課長
北 澤 昭 彦（兼）
看護専門学校事務室室長 中 島 美智雄
医務課長補佐
小 川 睦 己
経理購買課長補佐
高 沢 信 也
中央材料部課長補佐
浅 見 達 男
６．川越ビル事務所事務室
室 長
木 村 昌 行
次 長
町 田 千 秋（兼）
７．かわごえクリニック
事務長（課長待遇）
町 田 千 秋
８．国際医療センター事務部
部 長
佐 藤 健 二
秘書室長
佐 藤 健 二（兼）
副部長
山 川 修一郎
次 長
池 澤 敏 幸
次 長
水 村 順 孝
医務課長
池 澤 敏 幸（兼）
医務課長
雨 間
昇
総務課長
水 村 順 孝（兼）
秘書室（教員棟１階）課長
矢 野
勲
医務課長補佐
松 井 幹 代
総務課長補佐
岩 澤 昌 人
総務課長補佐
松 本 照 男
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3．文部科学省科学研究費補助金
医学部
毛呂山キャンパス

研究種目

川越キャ
ンパス

日高キャンパス

保健医療
合
学部

計

ゲノム医
医学基礎 基礎医学
臨床医学 総合医療 国際医療
共通部門
学研究セ
部門
部門
部門 センター センター
ンター
特定領域研究
0件
0件
0件
1件
0件
0件
2件
0件
3件
若手研究 A
0件
0件
0件
1件
0件
0件
0件
0件
1件
若手研究 B
0件
5件
1件
4件
1件
3件
4件
5件
23 件
基盤研究 B
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
基盤研究 C
3件
11 件
0件
14 件
10 件
9件
2件
4件
53 件
萌芽研究
0件
0件
0件
0件
1件
0件
1件
0件
2件
特別研究員奨励費
0件
0件
0件
0件
0件
0件
1件
0件
1件
若手研究
（スタートアップ） 0 件
0件
0件
1件
0件
0件
0件
0件
1件
合
計
3件
16 件
1件
21 件
12 件
12 件
10 件
9件
84 件
（転入者）
（0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件）
（転出者）
（1 件） （1 件） （0 件） （1 件） （1 件） （1 件） （0 件） （0 件） （5 件）
研究種目

部門

部局名

氏

教

授

萩原 弘一

ゲノム医学研究 遺伝子情報制御 客
センター
部門
教

員
授

井上 聡

授

奥田 晶彦

臨床医学部門
特定領域研究

所属
呼吸器内科

ゲノム医学研究 発生・分化・再
教
センター
生部門
リウマチ膠原病
講
若手研究（A）臨床医学部門
科

若手研究（B）

師 佐藤 浩二郎

基礎医学部門

生理学

助

教

菅 理江

臨床医学部門

小児外科

講

師

米川 浩伸

基礎医学部門

生理学

講

師

伊丹 千晶

基礎医学部門

解剖学

助

教

松本 英子

基礎医学部門

薬理学

助

教

浅井 将

臨床医学部門

呼吸器内科

研究員

田中 知明

基礎医学部門

分子生物学

講

師

松本 征仁

臨床医学部門

消化器・一般外
研究員
科

伊関 大敬

保健医療学部

看護学科

教

永田 暢子

教

古敷谷 昇

教

若山 俊隆

教

東 丈裕

助

国 際 医 療 セ ン 頭 頸 部 腫 瘍 科・
助
ター
耳鼻咽喉科
保健医療学部
医用生体工学科 助
医学教育セン
助
共通部門
ター

736

名

研究課題名
ホモ接合ハプロタイプ法の改良と，それに
よる疾患遺伝子解析
核内受容体の相互作用による標的遺伝子発
現ネットワークの調節とその病態における
意義
ＥＳ細胞特有の細胞増殖調節におけるＵＴ
Ｆ１遺伝子の役割
Ｔｈ１７サブセットが炎症性疾患特に膠原
病において果たす役割の解析
虚血性脳障害による精神病理学的後遺症の
神経基盤
胎仔小腸分離細胞の再構築過程における腸
管壁内神経細胞遊走のメカニズム
ＢＤＮＦによる抑制性細胞を介した体性感
覚野臨界期可塑性の制御メカニズム
ネトリン受容体ＤＣＣの細胞表面移行を介
した大脳皮質ニューロン軸索分岐の調節
新規アミロイド低下剤ＫＭ３５５８の作用
機序の解明とマウスにおける効果の測定
全ゲノムＳＮＰ解析を用いた非小細胞肺癌
関連遺伝子の同定
破骨細胞の自己管理システムと新規化合物
による分化制御の分子機構の解明
大腸癌におけるｄｅ ｎｏｖｏメチル化形
成とｃ−Ｍｙｃの転写抑制との関連
急性白血病患者の希望を支える看護師の関
わり方
ＮＯおよびＮＯ関連物質を応用した骨・軟
骨系細胞の効果的誘導、増殖機構の解明
渦スペクトルセンシングに関する研究
Ｔｈ２アジュバント活性定量法を用いたア
トピー性皮膚炎の環境要因の評価

期間

平成 20 年度
直接経費

備考

20-21 ￥3,000,000
20-21 ￥3,100,000
20-21 ￥3,200,000
19-21 ￥7,300,000
18-20

￥700,000

18-20

￥500,000

19-20 ￥1,600,000
19-20 ￥1,000,000
19-20 ￥1,100,000
19-20 ￥1,300,000
19-20 ￥1,200,000
19-20

￥900,000

19-21 ￥1,000,000
19-20 ￥1,400,000
20-21 ￥2,700,000
20-21 ￥2,000,000

20/3/31
転出

資料

研究種目

部門

所属

部局名

氏

ゲノム科学部門

研究員

吉川 尚子

遺伝子治療部門

助

教

三井 薫

ゲノム科学部門

研究員

神田 将和

血管外科

助

教

赤木 大輔

病態生理部門

助

教

福田 亨

形成外科

助

教

横川 秀樹

頭頸部腫瘍科

助

教

安部 貴大

臨床医学部門

歯科・口腔外科

助

教

佐藤 毅

保健医療学部

看護学科

講

師

林 静子

保健医療学部

看護学科

助

教

中島 春香

保健医療学部

看護学科

講

師

内野 聖子

総合医療セン
ター
総合医療セン
ター
総合医療セン
ター

リウマチ・膠原
講
病内科
輸血・細胞治療
教
部

師

亀田 秀人

授

前田 平生

ゲノム医学研究
センター
ゲノム医学研究
センター
ゲノム医学研究
センター
総合医療セン
ター
ゲノム医学研究
センター
国際医療セン
若手研究（B） ター
国際医療セン
ター

研究部

准教授

名

森 隆

臨床医学部門

リハビリテー
教
ション科

授

間嶋 満

基礎医学部門

解剖学

講

師

山岸 敏之

基礎医学部門

病理学

教

授

廣瀬 隆則

リウマチ・膠原
助 教
病内科
国 際 医 療 セ ン 放射線科（核医
教 授
ター
学）
国際医療セン
脳神経外科
教 授
基盤研究（C） ター
総合医療セン
産婦人科
准教授
ター
臨床医学部門

松田 博史
松谷 雅生
高井 泰

分子生物学

教

授

禾 泰寿

医学基礎部門

医学基礎 化学

講

師

森口 武史

基礎医学部門

薬理学

講

師

淡路 健雄

ゲノム医学研究
実験動物施設
センター

講

師

津久井 通

国際医療セン
臨床腫瘍科
ター

助

教

藤田 健一

保健医療学部

講

師 山路 真佐子

講

師

国際医療セン
精神腫瘍科
ター

和田 信

期間

脂質代謝におけるＤ‐プロリンおよびプロ
20-21
リンラセマーゼの機能解析
野生型マウス由来体細胞からの誘導性多能
20-21
性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の樹立
ハプロタイプマッピング法による遺伝性痙
20-21
性対麻痺の新規原因遺伝子の同定
重症虚血肢の末梢微小循環及び組織代謝に
20-22
関する非侵襲的検査による検討
ＢＭＰ応答性骨格形成細胞前駆細胞の可視
20-21
化とその応用
振動による血行促進効果および血栓形成抑
20-21
制に関する研究
骨粗鬆症モデルにおけるビスホスホネート
20-21
のγδＴ細胞免疫応答能の解析
骨細胞分化および細胞間ネットワーク制御
におけるｓｅｍａｐｈｏｒｉｎの関与の検 20-22
討
病床環境観察時の視覚情報・思考過程から
20-22
みた認知メカニズムの解析
電子カルテにおける呼吸・循環系の情報・
20-21
アセスメントの記載に関する研究
回想法のケアスタッフへの効果 〜回想法
20-21
実践能力の向上を目指して〜
関節リウマチにおける滑膜細胞の異常増殖
17-20
機構の解明とその制御
T 細胞・HLA・パピローマウイルスの 3 分
17-20
子解析による子宮癌ペプチドワクチン
アルツハイマー病の病態進展過程における
18-21
グリア細胞の役割
脳血管障害患者におけるインスリン抵抗性
18-20
の発現機序に関する検討
心臓発生過程でおこる心内膜床形成でのｗ
ｎｔと骨形成因子（ＢＭＰ）の協調作用機 18-20
構
脂肪性腫瘍の発生機構に関する分子遺伝学
18-20
的解析とその病理診断学的応用

淺沼 ゆう 関節リウマチにおける炎症と動脈硬化

基礎医学部門

看護学科

研究課題名

画像統計解析による超早期アルツハイマー
型認知症の診断法の確立
頭蓋内胚細胞腫瘍の新規腫瘍ﾏｰｶｰの探索と
発生機序・治療感受性に関する解析
性同一性障害患者の卵巣を用いたヒト卵巣
組織の凍結保存法の発展と確立
ＲＮＡポリメラーゼＩの活性化の分子基盤
とリボソーム合成調節との階層性
鉄置換型ヒドロキシアパタイトを利用した
水中溶存有機物の光フェントン分解反応
ミトコンドリア機能可視化による脂肪酸受
容体の機能解析
ビタミンＫ依存性γーカルボキシラーゼの
肝臓におけるカルシウムホメオスタシスの
解析
モルヒネの薬効・有害反応の個体差の原因
となる因子の解明
地域づくり型自殺対策における自己効力感
とソーシャル・キャピタルの意義に関する
研究
がん外来化学療法における患者のニード調
査・多施設比較研究

平成 20 年度
直接経費

備考

￥2,400,000
￥2,000,000
￥1,900,000
￥1,700,000
￥1,900,000
￥1,100,000
￥1,300,000
￥900,000
￥2,000,000
￥1,700,000
￥900,000
￥700,000
￥600,000
￥600,000
￥1,000,000
￥1,000,000
￥900,000

18-21

￥800,000

18-20

￥500,000

18-20

￥900,000

18-21

￥800,000

19-20 ￥1,100,000
19-20

￥500,000

19-21

￥700,000

19-20 ￥1,300,000
19-20

￥900,000

19-21

￥700,000

19-20

￥800,000
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研究種目

部門
臨床医学部門
総合医療セン
ター
ゲノム医学研究
センター
総合医療セン
ター

所属

部局名

消化器内科・肝
教
臓内科
呼吸器内科

授

准教授

氏

名

持田 智
植松 和嗣

遺伝子情報制御
講
部門

師 堀江 公仁子

血液内科

教

授

木崎 昌弘

総 合 医 療 セ ン リウマチ・膠原
助
ター
病科

教

鈴木 勝也

臨床医学部門

小児科

准教授

大竹 明

研究課題名
HCV 感染者の肝炎活動性を規定する宿主要
因：オステオポンチンの発現調節機構
胸膜中皮腫におけるＷＮＴシグナル活性の
意義
核内受容体と翻訳後蛋白修飾を介するビタ
ミンＫ標的分子ネットワークの解析
活性酸素によるヒト白血球病幹細胞の増殖
制御機構の解析と治療への応用
ＳＬＥ制御性Ｔ細胞ＦＯＸＰ３アイソ
フォーム発現とその免疫抑制機構における
役割
ミトコンドリア呼吸鎖異常症の診断と分子
病理に関する研究：小児高乳酸血症の病因
解明
前置癒着胎盤の病態解明と予知について
頭頸部癌患者の術後嚥下機能と加齢による
悪化に対する統合的研究
糖尿病網膜症および加齢黄斑変性症の遺伝
子解析：ＰＥＤＦ遺伝子多型を中心として
呼気分析を応用した極低侵襲心拍出量測定
法の開発

期間

備考

19-20 ￥1,500,000
19-21 ￥1,000,000
19-20 ￥1,300,000
19-20 ￥1,600,000
19-21 ￥1,300,000

19-21 ￥1,000,000

臨床医学部門
産婦人科学
教 授 板倉 敦夫
19-20
国 際 医 療 セ ン 頭 頸 部 腫 瘍 科・
准 教 授 肥後 隆三郎
19-22
ター
耳鼻咽喉科
中央研究施設 RI
教 授 粟田 卓也
基礎医学部門
19-20
部門
総 合 医 療 セ ン 高度救命救急セ
講 師
澤野 誠
19-21
ター
ンター
神経精神科・心
准教授
臨床医学部門
岩波 明 幻聴の生理学的研究
19-20
療内科
実行動下における昆虫脳神経活動のｉｎ
医学基礎部門
医学基礎 生物学 講 師 小川 宏人
19-20
ｖｉｖｏイメージング
ヒトＮＫＴサブセットのアジュバント効果
基礎医学部門
免疫学
講 師
植村 靖史
20-22
を応用したＴｈ１７応答制御法の開発
放射線異感受性腫瘍に対する重粒子マイク
総合医療セン
放射線科
准教授
高橋 健夫 ロビーム照射・抗癌剤併用に関する基礎研 20-22
ター
究
基盤研究（C）
保健医療学部
医用生体工学科 教 授
吉沢 徹
高機能３次元内視鏡システムの開発
20-22
リハビリテー
運動療法がメタボリック症候群の血管内皮・
准教授
臨床医学部門
倉林 均
20-22
ション科
単球・血小板機能と動脈硬化に及ぼす影響
ＬＳＰ教員研修を基盤とした実践的外国語
医学基礎部門
英語
講 師
笹島 茂
20-23
（英語）教員研修カリキュラムの構築
自由多視点魚眼カメラ画像による高精度３
保健医療学部
医用生体工学科 教 授
石井 郁夫
20-22
次元形状計測法の研究
シナプス成熟過程におけるイオンチャネル
基礎医学部門
生理学
講 師
中平 健祐
20-22
局在化のメカニズム
アルツハイマー病進行抑制薬候補ベルベリ
基礎医学部門
薬理学
教 授
丸山 敬
20-22
ン
核内染色体高次構造の異常がもたらす核酸
国際医療セン
病理診断科
教 授
村田 晋一 転写環境の変化と新しい発癌・進展メカニ 20-22
ター
ズム
薬物動態・遺伝子多型を指標とした抗がん
国際医療セン
腫瘍内科
講 師
長島 文夫
20-22
ター
剤投与量の新しい調節法の開発
レーザーマイクロダイゼクションを用いた
基礎医学部門
法医学
講 師
原 正昭
20-22
指紋隆線試料からのＤＮＡ解析法の構築
臨床医学部門
呼吸器内科
教 授
永田 真
難治性喘息の気道炎症病態の解析
20-22
アジュバント活性の多様性の解析とその応
基礎医学部門
免疫学
教 授
松下 祥
20-22
用
ＣＤ１０３分子を介した多様な機能発現に
総 合 医 療 セ ン リウマチ・膠原
教 授
竹内 勤
20-22
ター
病内科
関与するシグナル伝達経路の解析
血中分子マーカー定量による悪性グリオー
国際医療セン
脳神経外科
講 師
安達 淳一
20-22
ター
マの抗腫瘍剤感受性のモニタリング
骨代謝における神経制御機構の解明：転写
臨床医学部門
整形外科
講 師
加藤 直樹 因子Ｐａｘ６を介したシグナル伝達につい 20-24
て
脱落膜化異常が関与する疾患の病態解明と
臨床医学部門
産婦人科
講 師
梶原 健
20-22
その治療について
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平成 20 年度
直接経費

￥1,000,000
￥800,000
￥1,000,000
￥1,000,000
20/3/31
転出
20/9/30
￥1,000,000
転出
20/3/31
￥1,800,000
転出
￥700,000

￥1,000,000
￥1,800,000
￥1,900,000
￥900,000
￥2,300,000
￥1,300,000
￥1,100,000
￥2,700,000
￥3,100,000
￥1,700,000
￥1,300,000
￥1,500,000
￥1,600,000
￥1,500,000
￥1,000,000
￥1,100,000

20/7/31
転出
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研究種目

部門

部局名

氏

名

臨床医学部門

形成外科

教

授

中塚 貴志

臨床医学部門

形成外科

教

授

市岡 滋

臨床医学部門

歯科・口腔外科

教

授

依田 哲也

看護学科

教

授

松下 年子

生理学

講

師

中尾 啓子

国 際 医 療 セ ン 放射線科（放射
教
ター
線腫瘍科）

授

関根

臨床医学部門

師

小林 明男

基盤研究（C） 保健医療学部
基礎医学部門

萌芽研究

所属

歯科・口腔外科

講

広

ゲノム医学研究
病態生理部門
准 教 授 片桐 岳信
センター
総 合 医 療 セ ン 輸血・細胞治療
准 教 授 大久保 光夫
ター
部

若手研究
臨床医学部門
麻酔科
（スタート）
特別研究員 ゲノム医学研究
遺伝子治療部門
奨励費
センター

助

教

成田 弥生

准教授

三谷 幸之介

研究課題名
ｐ５３欠損マウスを用いた再生軟骨周囲の
軟骨膜様組織における再生誘導機構の解明
難治性潰瘍に対する酸素環境設計と新しい
バイオマテリアルによる血管新生療法の開
発
ＨＵＭＡＲＡ ａｓｓａｙおよび免疫染色
を用いた咀嚼筋腱腱膜過形成症の病態解明
出産・育児を通じた女性のＳＯＣ（首尾一
貫感覚）の変化
視覚中枢原基の神経上皮幹細胞は間期に神
経前駆細胞に転換する
時間因子組込直線２次モデルとボロノイ図
による癌放射線治療の効果的な照射方法の
確立
アフタ病態解明に向けた糖質コルチコイド
変動とγδ T 細胞免疫応答能の解析
血流を介して骨吸収と骨形成を共役させる
全身性因子の解明
卵巣癌腫瘍マーカーＣＡ１２５を癌隔絶抗
原とする活性化Ｔ細胞治療法に関する研究
リアノジン受容体を介した樹状細胞応答の
解析
ウイルスベクターを用いた効率良い遺伝子
修復による造血系遺伝病の治療法の開発

期間

平成 20 年度
直接経費

備考

20-22 ￥1,700,000
20-22 ￥1,400,000
20-23

￥700,000

20-22 ￥1,200,000
20-22 ￥1,500,000
20-22 ￥1,700,000
20-22

￥800,000

19-20 ￥1,500,000
19-21 ￥1,100,000
19-20 ￥1,350,000
18-20 ￥1,000,000
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4．年

譜

4月
1 日 ・保健医療学部定員変更（入学定員

健康医療科学科 80 名→ 70 名，理学療法学科 40 名→ 50 名）

1 日 ・改正埼玉医科大学の期待する医療人像

運用開始

1 日 ・入社式（創立 30 周年記念講堂）
1 日 ・ゲノム医学研究センター所長
7 日 ・医学部第 37 回入学式

岡崎康司（任期：2 ヵ年）

107 名（推薦 10，一般 97），保健医療学部第 3 回入学式

257 名（創立 30

周年記念講堂）
21 日 ・大学病院
23 日 ・松本

病院機能評価認定証交付（再認定，認定期間：2008 年 1 月 20 日〜 2013 年 1 月 19 日）

勲名誉教授（医学部麻酔学）逝去（享年 71）

26 日 ・平成 20 年度第 1 回埼玉医科大学市民公開講座（川越ビル）『老化に伴う目の病気』
30 日 ・第 15 次中国山西省医学研修医師団 3 名来学（平成 20 年 10 月 29 日迄）

5月
15 日 ・大学病院

地域連携小児夜間・休日診療開始

20 日
− 6 月 20 日 ・中国西部大地震国際緊急援助隊医療チーム参加（総合医療センター高度救命救急センター）
24 日 ・平成 20 年度第 2 回埼玉医科大学市民公開講座（川越ビル）『加齢に伴う排尿障害』

6月
12 日 ・国際医療センター救命救急センター

救命救急センター指定（埼玉県）

14 日 ・教員総会（創立 30 周年記念講堂）
21 日 ・平成 20 年度第 3 回埼玉医科大学市民公開講座（川越ビル）『睡眠について』
22 日 ・大谷吉秀教授（国際医療センター消化器外科）逝去 ( 享年 51)

7月
19 日 ・平成 20 年度第 4 回埼玉医科大学市民公開講座（川越ビル）『加齢に伴う耳の病気』
20 日 ・法人役員：理事長

丸木清浩，副理事長

濱口勝彦，専務理事

尾本良三，丸木清之，常務理事

堀

口一夫（以上任期 2 ヵ年）
26 日 ・医学部

教授総会

8月
1 日 ・埼玉医科大学病院

病院長

片山茂裕（任期：2 ヵ年），埼玉医科大学名誉病院長

横手祐二

2 日 ・故大谷吉秀教授（国際医療センター消化器外科）国際医療センター病院葬
8 − 9 日 ・第 26 回医学教育ワークショップ（川越ビル）
28 − 29 日 ・保健医療学部

第 5 回医療人の教育者のためのワークショップ（丸木記念館）

30 日 ・がんプロフェッショナル市民公開セミナー（川越ビル）
31 日 ・第 29 回八都県市合同防災訓練（朝霞市合同防災訓練場）参加（総合医療センター）

9月
1 日 ・日高キャンパス敷地内全面禁煙
6 日 ・平成 21 年度大学院医学研究科博士課程第 1 期入試，第 53 回大学院医学研究科語学試験（会場：基
礎医学棟）
6 日 ・保健医療学部

第 2 回公開講座（創立 30 周年記念講堂）『考えて看護するということ−実践と理論

をつなぐ−』
8 日 ・第 6 回 ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合に係る 9 ヶ国の施設見学実施（総合医療センター）
9 日 ・堤
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晴彦総合医療センター高度救命救急センター長，平成 20 年度救急功労者総務大臣表彰受賞
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20 日 ・平成 20 年度第 5 回埼玉医科大学市民公開講座（川越ビル）『加齢と心臓』
25 日 ・医学部

学生ホール竣工式

28 日 ・保健医療学部

3 年次編入学試験（看護学科）（会場：保健医療学部棟）

10 月
5 日 ・大学病院

市民公開講座（肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会主催）（毛呂山町福祉会館）『C 型慢

性肝炎・肝がんの診断と治療』
11 日 ・保健医療学部看護学科

領域別実習要件認定式

18 日 ・平成 20 年度（第 36 回）解剖体慰霊祭（創立 30 周年記念講堂）
25 日 ・平成 20 年度第 6 回埼玉医科大学市民公開講座（川越ビル）『加齢に伴う肺の病気』

11 月
2 日 ・保健医療学部

推薦入試前期（看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科・理学療法学科）（会場：

保健医療学部棟）
8 − 9 日 ・第 27 回医学教育ワークショップ（川越ビル）
15 日 ・平成 20 年度第 7 回埼玉医科大学市民公開講座（川越ビル）『加齢と運動器』
15 日 ・第 35 回動物慰霊祭
16 日 ・医学部
23 − 24 日 ・大学祭

推薦入試（会場：短期大学）
越華祭

医学部第 37 回越辺祭，保健医療学部第 3 回秋華祭合同開催（日高キャンパス

テー

マ：医心伝心）

12 月
7 日 ・保健医療学部

AO 入試（健康医療科学科・医用生体工学科）（会場：保健医療学部棟）

7 日 ・小山岩雄教授（保健医療学部健康医療科学科）逝去（享年 55）
13 日 ・平成 20 年度第 8 回埼玉医科大学市民公開講座（川越ビル）
『リウマチってなに？−病気の種類・診断・
治療は？−』
20 日 ・医学部・保健医療学部合同教授総会（創立 30 周年記念講堂）
21 日 ・保健医療学部

後期推薦入試（健康医療科学科・医用生体工学科）（会場：保健医療学部棟）

24 日 ・医学部入学定員増認可（100 名→ 110 名）

1月
5 日 ・新年拝賀式・永年勤続表彰
14 日 ・国際医療センター

災害拠点病院指定

17 日 ・故小山岩雄教授（保健医療学部健康医療科学科）保健医療学部・短期大学合同葬
17 日 ・平成 20 年度第 9 回埼玉医科大学市民公開講座（川越ビル）『国民病であるＣ型肝炎：高齢化に伴う
治療の問題点』
24 日 ・保健医療学部第 3 回公開講座（創立 30 周年記念講堂）『「理学療法の役割と治療の変遷，今後の課題
と展望」−教育の変遷を参考に−，歩行機能に関する最近のトピックス』
31 日 ・平成 21 年度大学院医学研究科博士課程第 2 期入試，第 54 回大学院医学研究科語学試験（会場：基
礎医学棟）

2月
1 日 ・医学部

前期一般入試一次入試（会場：TOC ビル）

1 日 ・保健医療学部

一般入試前期一次試験（会場：山村学園高校）

1 日 ・平成 21 年度大学院医学研究科博士課程第 2 期入試，第 54 回大学院医学研究科語学試験（会場：基
礎医学棟）
7 日 ・小田嶋安平教授（大学病院小児科）逝去 ( 享年 53)
8 日 ・医学部

前期一般入試二次入試（会場：短期大学）

8 日 ・保健医療学部

一般入試前期二次試験（会場：保健医療学部棟）

14 日 ・平成 20 年度第 10 回埼玉医科大学市民公開講座（川越ビル）『アルコールと病気』
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22 日 ・医学部

後期一般入試一次入試（会場：TOC ビル）

1 日 ・医学部

後期一般入試二次入試（会場：短期大学）

3月
4 − 20 日 ・埼玉医科大学春季語学研修 EHSP（オーストラリア・モナッシュ大学）
10 日 ・保健医療学部

一般入試後期

14 日 ・医学部第 32 回卒業式 90 名 ( 創立 30 周年記念講堂）
21 日 ・平成 20 年度第 11 回埼玉医科大学市民公開講座（川越ビル）『食事と病気』
27 日 ・第 103 回医師国家試験合格者発表（合格率 92.8％
28 日 ・学位（博士）授与式

新卒・既卒含む）

25 名（創立 30 周年記念講堂）

28 日 ・医学部新 5 年生臨床医学生認定式（白衣授与式） 96 名（創立 30 周年記念講堂）
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編

集

後

記

本年度（20 年度）は，18 年度の保健医療学部，19 年度の国際医療センターと相次いだ新設が一段落し，
規模の拡大に伴って生じた様々な課題を克服し，教育，研究，診療のすべての分野において更なる内容の充
実を目指した年度になりました．本年報の内容も，その努力を反映したものになっています．
年報は，実績の記録のみならず，過去 1 年間の活動を振り返って自己点検・評価し，次年度への改善に
繋げるための報告書であり，大学評価の基礎をなすものです．その基本的意義は変わりません．
編集においては，16 年度から変更された形式を基本に，以下の方針で行いました．
1）教育，研究，診療に分けて，年度目標，活動実績，目標達成度，次年度の課題を記す．ただし，診療
部分の詳細は病院要覧に委ね，要約のみを記載する．
2）業績は，論文・学会発表実績は，基本学科毎（保健医療学部は学科内の分野毎）に代表的なもの 10
編とし，全業績は大学データベースに蓄積する．
3）委員会報告も年次目標，活動実績，目標達成度，次年度の課題を記す．
構成については，
単科大学から総合大学への移行をふまえて，この 3 年間見直しを行ってきた結果，大学院，
医学部，保健医療学部の関係，および毛呂山キャンパス，川越キャンパス，日高キャンパスの関係が明瞭な
項目立てにすることができるようになりました．関係各位のご協力と庶務課の方々の大変なご努力に深く感
謝いたします．
今後は，発刊の時期をもう少し早める努力が必要ですが，これからも，年報が自己点検・評価，改善課題
についての更なる積極的な取り組みに役立っていくことを願っています．

土田
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