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これまで学長が医学部長を兼務していたが，医学部の課題が山積する中で適切に問題を処理・対応するために，平
成 22 年 4 月には，保健医療学部と同様，医学部長を置くこととし，別所正美が就任した．また，医学部入学定員が
さらに 5 名増え，1 学年 115 名の定員となった．そしてまた，「先端医療開発センター」，「医療人支援センター」が
設置された．
医学教育センターを中心として，臨床実習，特にクリニカル

クラークシップ（CC）の推進を進め，座学型の教

育から体験学習への方向を進めた．また，
そのためのファカルティ

ディベロップメント（FD）として，医学教育ワー

クショップの充実，臨床研修指導医講習会を積極的に推進した．なお，本年は，平成 2 年から始まった医学教育ワー
クショップが第 30 回となる節目の時にあたっていたが，この間少しずつ手直しが行われ，教員の全体集会が取り入
れられるなど，教員の能力向上に大きな影響を与えてきた．
大学院については，医科学研究科ならびに看護学研究科の 2 つの修士課程大学院が設置されたが，ガンプロフェッ
ショナル養成プログラムや社会人大学院制度の導入，大学院入学試験や入学時期を春・秋の 2 期にしたことなども
相まって，大学院学生の増加がみられた．このことによって，大学院の実質化と向上に向けての動きが一層加速され
るという意味では，大学院は重要な局面を迎えている．
地域医療人を育成する目的で作られた奨学金制度を大学院教育にも連動させることを企図し，本学での研修ととも
に，大学院在学中も奨学金の返還義務年限に加算する方策をとった．今後は，本学の教育方針である「優れた医療人
の育成」の重要なキーワードとして大学院を視野に入れ，卒前教育とともに，初期研修，専門研修，さらには生涯教
育も一体化したものとして，医療人育成を行う方向である．
国際的感覚と視野を持った医療人を育成するために，低学年から国際感覚を身につけ，相互交換留学を行い，教員
の短期留学制度を設けるなど，国際交流センターを中心として進めてきたが，より実効性を高めるために本年度から
常勤の外国人教員を雇用し，国際性の推進を図っている．また，優れた医療人になるにふさわしい学生を入学させる
ために，アドミッションセンターを中心として，適切な入学選抜方法を導入する努力を重ねてきたが，高校の指導要
領にそった問題作成を心がける体制も整備した．
大学は常に新しい感覚で，長期的な視点を持って，柔軟に，目指すべき方向を定め，そのための方策を立てること
を怠らないことが大切である．そのためには，これまで実行してきたことと，その成果を検証することによって次の
ステップを定めることが必要である．ここで行われる自己点検評価が実あるものとなることを願っている．

平成 23 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 38 年を経た，この平成 22 年度（2010 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

栗原

専務理事

丸木 清美

浩

常務理事

丸木 清浩

8月

埼玉医科大学附属病院開設

1月

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博士課程開設（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 51 年

病院長

大島 良雄

丸木 清浩

昭和 58 年

6月

病 院 長 宮川

昭和 60 年

3月

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

平成元年

5月

病院長

所
10 月

長

学長代行

平成 2 年

8月

学

長

平成 6 年

4月

理事長

正

坂元 正一
東

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
東 博彦，名誉学長

所長

遠山

博

平成 9 年

8月

学長

平成 10 年

7月

専務理事

石田 正統，病院長

平成 11 年

4月

総合医療センター

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

達
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

尾本 良三

濱口 勝彦

村松 正實

1月

総合医療センター

6月

埼玉医科大学創立 30 周年記念式典・祝賀会

センター長

小川 雄之亮

9月

総合医療センターセンター長

平成 15 年

5月

常務理事

飯沼 壽孝

8月

医学教育センター設立

平成 16 年

7月

埼玉医科大学かわごえクリニック開設

8月

学長

丸木 清之，尾本 良三，藤森 貞夫
センター長

山内 俊雄，名誉学長

東

山内 俊雄
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
1

沿革

平成 17 年

平成 18 年

9月

総合医療センターセンター長

2月

日高キャンパス地鎮祭

吉本 信雄

8月

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

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

（入学定員：看護学科 80 名・健康医療科学科 80 名・医用生体工学科 40 名）
医学部教員組織の変革
第二次長期総合計画
7月

平成 19 年

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

8月

地域医学医療センター設立

3月

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（入学定員 40 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）
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

センター長

センター長

ゲノム医学研究センター

所長

松下

山内 俊雄

祥

岡崎 康司

保健医療学部 入学定員の変更
看護学科入学定員 80 名（入学定員 80 名）
健康医療科学科入学定員 80 名より 70 名に変更（入学定員 70 名）
医用生体工学科 40 名（入学定員 40 名）
理学療法学科入学定員 40 名より 50 名に変更（入学定員 50 名）
8月

大学病院 病院長
名誉病院長

片山 茂裕

横手 祐二

地域医学医療センター
平成 21 年

平成 22 年

4月

4月

センター長

鈴木 洋通

医学部医学科入学定員 100 名より 110 名に変更（入学定員 110 名）
アレルギーセンター設立

センター長

永田

真

東洋医学センター設立

センター長

三村 俊英

教職員・学生健康推進センター設立

センター長

今井 康雄

情報技術支援推進センター設立

センター長

椎橋 実智男

ゲノム医学研究センター

村松 正實

医学部

学部長

名誉所長

別所 正美

医療人育成支援センター設立

センター長

西村 重敬

先端医療開発センター設立

センター長

西山 正彦

医学部医学科入学定員 110 名より 115 名に変更（入学定員 115 名）
埼玉医科大学大学院修士課程開設
医学研究科医科学専攻 （入学定員 8 名）
看護学研究科看護学専攻（入学定員 10 名）
6月
平成 23 年 ３月
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埼玉医科大学かわごえクリニック

院長

埼玉医科大学かわごえクリニック

名誉院長

講義棟 15 号館オルコスホール竣工

佐々木 望
川添 太郎

沿革

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
博士課程

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
修士課程

医学研究科

看護学研究科

医科学専攻

看護学専攻

埼玉医科大学
医

学

部 医学科

保健医療学部

看護学科，健康医療科学科，医用生体工学科，理学療法学科
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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 22 年度もさまざまな取り組みをおこなった．

4

総論

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の涵養
■医療人は，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・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
（医学研究科博士課程）
平成 22 年度大学院志願者

25 名 （一般選抜 11 名，社会人特別選抜 14 名，外国人特別選抜 0 名）

合格者

22 名 （一般選抜 9 名，社会人特別選抜 13 名，外国人特別選抜 0 名）

入学者

21 名 （一般選抜 8 名，社会人特別選抜 13 名，外国人特別選抜 0 名）

（医学研究科修士課程）
・医科学専攻
平成 22 年度大学院志願者

19 名 （一般選抜 12 名，社会人特別選抜 7 名）

合格者

15 名 （一般選抜 8 名，社会人特別選抜 7 名）

入学者

14 名 （一般選抜 7 名，社会人特別選抜 7 名）

（看護研究科修士課程）
・看護学専攻
平成 22 年度大学院志願者

19 名 （一般選抜 3 名，社会人特別選抜 16 名）

合格者

18 名 （一般選抜 3 名，社会人特別選抜 15 名）

入学者

18 名 （一般選抜 3 名，社会人特別選抜 15 名）

2．大学院学生数内訳
①専攻別内訳
博士課程
1 年次

総定員 入学定員

男

2 年次
女

1（0） 1（0）

3 年次

男

女

0

0

男

4 年次
女

1（1） 1（1） 1（0）

女

生物・医学研究系専攻

40

10

16

4

臨床医学研究系専攻

144

36

12（9） 5（3） 8（7） 1（0） 17（14） 4（1） 5（3） 2（2） 54（39）

計

200

50

13（9） 6（3） 8（7） 1（0） 18（15） 5（2） 6（3） 2（2） 59（41）

1 年次

2 年次

入学定員

医科学専攻

16

8

看護学専攻

20

10

5（3） 13（12）

18（15）

計

36

18

15（9） 17（13）

32（22）

男

女

10（6）

4（1）

男

女

合計
14（7）

（）内は社会人学生
②外国人学生数
中国

私費外国人留学生
2名

（大学院 4 年男 2 名）

③その他
特別研究学生
協力研究員

5（2）
0

総定員

国名

0

合計

社会医学研究系専攻

修士課程

14

男

6 名 （男 4 名，女 2 名）
17 名 （男 11 名，女 6 名）

教育，カリキュラム（奨学金等）

3．学位授与
No. 種 学位記番号
1

甲 1133

氏
赤

名

堀

太

学位論文タイトル

一

Implantation of capillary structure engineered by optical lithography improves
hind limb ischemia in mice

2

甲 1134

宮

下

起

幸

慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者ならびにリスク保持者における長時間作用型
吸入性抗コリン薬の呼吸機能ならびに生活の質におよぼす効果

3

乙 1135

佐

藤

俊

一

Eﬀects of Metabolic Syndrome on Cardiovascular Structure and Function in
Hypertensive Patients

4

乙 1136

長谷川

瑞

江

Size of noncancerous hilomediastinal lymph nodes measured on coronal and
sagittal reconstruction CT images

5

乙 1137

伊

藤

康

男

Nitric Oxide Production during Cerebral Ischemia and Reperfusion in eNOSand nNOS-Knockout Mice

6

甲 1138

中

島

徳

志

7

乙 1139

吉

本

世

一

8

乙 1140

宗

未

来

9

乙 1141

野

康

一

Eﬀects of edaravone against glomerular injury in rats with chronic puromycin
aminonucleoside nephrosis
頭頸部悪性腫瘍における下顎骨区域切除症例の再建術式と術後合併症に関する
研究

中

薬物治療抵抗性のうつ病性障害 12 例に対する対人関係療法の効果
Short term results of endoscopic submucosal dissection in superﬁcial
esophageal squamous cell neoplasms

10

乙 1142

山

口

剛

史

Salbutamol modulates the balance of Th1 and Th2 cytokines by mononuclear
cells from allergic asthmatics

11

乙 1143

上

條

貢

司

Acute extracranial-intracranial bypass using a radial artery graft along with
trapping of a ruptured blood blister‒like aneurysm of the internal carotid
artery

12

乙 1144

高

橋

進

エゴグラム尺度（自我状態）と 2 型糖尿病患者の血糖コントロールについて，
6 カ月間外来初期治療による観察

13

甲 1145

飯

塚

14

乙 1146

大

沢

愛

篤

健常人末梢血単核球におけるα E β 7（CD103）分子の発現に関する研究

子

Family participation can improve unilateral spatial neglect in patients with

15

乙 1147

相

澤

まどか

16

乙 1148

鈴

木

俊

成

17

乙 1149

齋

藤

尚

子

acute right hemispheric stroke
Neonatal Sucking Behavior :Comparison of Perioral Movement During Breastfeeding and Bottle Feeding
Fluid therapy with hydroxyethyl starch for massive blood loss during surgery
Relaxo-volumetric multispectral quantitative magnetic resonance imaging of
the brain over the human lifespan: global and regional aging patterns
18

乙 1150

二

宮

忠

明

Fixation strength of the interference screw in the femoral tunnel: The eﬀect of
screw divergence on the coronal plane

19

乙 1151

南

村

愛

20

乙 1152

重

村

淳

多血小板血漿を用いた新しい褥瘡治療の試み〜基礎研究および臨床応用〜
Gender diﬀerences in the fear of terrorism among Japanese individuals in the
Washington, D.C. area

21

乙 1153

小

川

祥

江

Eﬃcacy and safety of cyclosporine A in patients with refractory systemic lupus
erythematosus in a daily clinical practice

22

乙 1154

堀

江

俊

裕

大後頭神経および周囲組織の局所解剖学―頸椎運動の影響とその臨床的意義に
関する検討―

23

甲 1155

髙

久

洋太郎

Changes in Airway Inﬂammation and Hyperresponsiveness after Inhaled
Corticosteroid Cessation in Allergic Asthma

24

乙 1156

大

澤

智

徳

Colorectal cancer susceptibility associated with the hMLH1 V384D variant

25

乙 1157

土

屋

沙

緒

Morphologic study of mandibles in Japanese patients for mandibular
reconstruction with ﬁbula free ﬂaps

26

乙 1158

半

澤

京

子

Y-Box binding protein-1 expression in diﬀuse large B-cell lymphoma: an impact
15

教育，カリキュラム（奨学金等）

on prognosis in the Rituximab era.
27

乙 1159

平

間

崇

Tuberculosis screening programme using the QuantiFERON®-TB Gold test and
chest computed tomography for healthcare workers accidentally exposed to
patients with tuberculosis

28

乙 1160

畠

井

芳

穂

29

乙 1161

安

達

木綿子

低酸素濃度ガス吸入療法の中枢神経系に及ぼす影響に関する研究
Brachial and lumbar plexuses in chronic inﬂammatory demyelinating
polyradiculoneuropathy: MRI assessment including apparent diﬀusion
coeﬃcient

30

甲 1162

伊

藤

公

輝

18F-FDG versus 11C-choline PET/CT for the imaging of advanced head and
neck cancer after combined intra-arterial chemotherapy and radiotherapy: the
time period during which PET/CT can reliably detect non-recurrence.

31

甲 1163

杜

昆

TLS and PRMT1 synergistically coactivate transcription at the survivin
promoter through TLS arginine methylation

32

甲 1164

杉

佳

紀
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甲 1165

孫

34

甲 1166

大

野

志

乃

35

乙 1167

岩

本

洋

一

血液濾紙検査を用いた心肥大のない非弁膜症性心房細動例におけるファブリー
病の診断

驍

Non-activated APJ suppresses Angiotensin II type1 receptor, while apelinactivated APJ acts conversely
アペリン -12 の胃酸分泌とヒスタミン分泌増加作用に関する研究―ラット胃内
腔及び灌流単離胃を用いた検討―
Usefulness of Respiratory Variation of Inferior Vena Cava Diameter for
Estimation of Elevated Central Venous Pressure in Children with Cardiovascular
Disease
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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 2 期の 2 年間は平成 21 年度
末で終わり，平成 22 年度は「新しい教員組織」に基づく第 3 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 22 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
3 期目を迎えた「新しい教員組織」も，第 1 期および第 2 期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
要約版は平成 21 年 4 月から学内ホ−ムペ−ジに掲載されている．
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 24 日）
．また，平成 19 年度から開催されている医学部と保健医療学部との間の情報の共有を図る
ための両学部合同の教授総会も例年どおり実施された（12 月 18 日）．
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 22 年度も継続して開催された．
なお，平成 21 年度まで学長が兼務していた医学部長職が新たに独立して設けられることになり，別所正美副学長
が担当することになった．これにともない，副学長職は廃止された．教員代表者会議には，人事異動により 5 名の
構成員が任期満了にて退任し 12 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 22 年度も全教員を対象
に実施した．22 年度の主な変更点は，二次評定後，総合評定者として医学部長が評価し，学長が最終評定者として
評価すること，および教授も一次評定の対象となることである．
教員任期制による再任判定については，該当者 84 名のうち，再任希望者は 82 名，再任を希望しない者が 2 名（1
名は退職予定，1 名は休職中）であった．再任希望者については，人事考課で D 評定が付されている者を対象に，再
任の可否に関する検討を行ったが，全員の再任を可と判断した．

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 23 年
度募集の一般入試の志願者は，4,175 名（前期 2,195 名，後期 1,947 名），合格者は 114 名（前期 66 名，後期 48 名）
であった．推薦選抜の志願者は 33 名で，合格者は 10 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，本学では平成 20 年 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（推薦入試 10 名，一般入試前期 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．平成 22 年
度の募集定員については，文部科学省から更なる定員増の要請があり，募集定員を 115 名（推薦入試 10 名，一般
入試前期 60 名から 62 名，後期 40 名から 43 名）としたが，平成 23 年度の募集定員については，いっそうの定員
増の要請があり，120 名（推薦入試 10 名，一般入試前期 63 名から 65 名，後期 42 名から 45 名）とすることとした．

4．地域医療奨学金制度
地域医療を担う医師不足に対する対策として文部科学省は医学部の定員を，今後 10 年間をめどに増加することと
しているが，医学部を卒業した医師が確実に地域に定着するためには奨学金制度の充実が必要とされてきた．これ
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に対し，埼玉県は埼玉県地域枠医学生奨学金を創設し，平成 22 年度から募集を開始した．本学は独自に埼玉医科大
学医学部地域医療奨学金制度を創設し，平成 22 年度から募集を行うこととした．これら奨学金の募集および選考に
ついては運営委員会が担当することになり，第 1 回の募集および選考を行った．埼玉県地域枠医学生奨学金につい
ては 20 名の応募があり，地域医療へ貢献する意欲，1 学期の学業成績などを勘案し，5 名の奨学生を決定した．埼
玉医科大学医学部地域医療奨学金の応募者と決定した奨学生数は次のとおりである．1 年生 : 応募者 11 受給決定者
10，2 年生 : 応募者 9 受給決定者 9，3 年生 : 応募者 8 受給決定者 7，4 年生 : 応募者 3 受給決定者 3，5 年生 : 応募
者 4 受給決定者 5，6 年生 : 応募者 11 受給決定者 11．

5．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
−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議長となり，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 22 年度の課題は，6 年生の 4 月までクリニカルクラ−クシップを延長し，学外での実習も
可能とすること，出席の取り扱いの変更，講義収録システムの試行開始，教育実績登録システムの利用などであった．
クリニカルクラ−クシップについては 3 病院で大きな問題もなく円滑に行うことができた．6 年生の総合学習の期間
が短縮されたことが医師国家試験の合格率に影響を与えるか，注目されるが，クリニカルクラ−クシップの延長は学
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．

6．医師国家試験
第 105 回の医師国家試験は，平成 22 年 2 月 12-14 日に行われた．本学の新卒者は 104 名が受験し，92 名が合
格した（合格率 88.5%）
．既卒者は 11 名が受験し，7 名が合格した．全体としては，115 名が受験し，99 名が合格
した（合格率 86.1%）
．合格率は新卒，全体ともに全国平均および私学の平均を下回った．第 102 回の医師国家試験
から全国平均を上回る合格率を示していた．今回の合格率低下の原因については，十分に調査し，改善を期す必要が
ある．

7．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．今年度も，卒後教育委員会の主催・後
援する学術集会を開催した．
文部科学省事業である大学病院連携型高度医療人養成推進事業については，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−（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，平成 20 年度より継続的に実施され
ている．

8．大学院
大学院では，大学院委員会を中心にして，大学院組織の確立，大学院教育の実質化，大学院生の確保に重点的に取
り組んできた．平成 22 年度は従来の医学研究科博士過程に加えて，学看護学研究科修士課程，医科学専攻修士課程
の開設が認可された．各研究科の詳細については，それぞれの項を参照されたい．

9．教員人事
3 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 22 年度の教授採用は 5 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 8 名であった．

10．その他
1）3 つのポリシ−の策定 : 従来からあるアドミッションポリシ−を見直すとともに，ディプロマポリシ−，カリキュ
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ラムポリシ−を策定した．今後は，この 3 つのポリシ−に基づいて医学部教育を実施していく．
2）オルコスホ−ル 15 号館の竣工 : 医学部定員増に対応するため，教育棟が新設され，オルコスホ−ル 15 号館と
命名され，竣工式が 3 月 29 日に実施された．
3）医学部の卒業認定日 : 医師国家試験の合格発表早期化に対応するため，医学部の卒業認定日を 3 月上旬に設定
することが，全国医学部長病院長会議から要請された．これに応えるため，本学の卒業認定日を 3 月 7 日とす
ることにした．ただし，この日が日曜日の場合には前日の 6 日にすることとした．
4）相互交換留学 : この制度は開始から 16 年目に入るが，平成 22 年度も世界 7 か国の 10 大学との交換留学が行
われた．平成 18 年度から始まった低学年を対象とした語学研修プログラム，教員を対象とした短期留学制度が
実施された．詳細は国際交流センタ−の項を参照されたい．
5）
市民公開講座 : 一般市民を対象とした市民公開講座も 6 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，参加者は次第に増加し，100 名を超える状況が続いている．

11．平成 22 年度の総括
平成 22 年度は「新しい教員組織」に基づく第 3 期目の年度であり，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，等を軸とした構成で運営されることになった．また，医学部の入学定員が
120 名となり，大学院修士課程が認可された年度でもあった．
年度末近くまで学事は概ね順調に推移することができたが，卒業式の前日 3 月 11 日に東北地方に巨大地震と大津
波が発生し，東北地方から関東地方にかけて多数の人命喪失を含む未曾有の被害がもたらされた．引き続いて発生し
た福島原子力発電所の放射能漏洩事故は，今なお終息のめどが立たない状況にある．本学は，大きな被害は免れたも
のの，この放射能漏洩事故から派生した東京電力管内の電力不足は，大学にとっても深刻な問題となった．平成 23
年度は節電が大きなテ−マとなろうが，教職員が一丸となって，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
●全体
教員代表者会議（医）
◎別所（医部長）･山内（学長）･土田（副医部長）･西村（副医部長）･松下（副医部長）･木崎（医部補）･持田（医部補）
･岡田（医部補）･片山（大長）･吉本（医セ長）･松谷（国セ長）･川添（クリ長）･荒木（学生部長）･織田（図長）･鈴木洋（地
セ長）松本万（交セ長）･岡崎（ゲ長）･椎橋（IT セ）･渡辺（生理）･豊嶋（精神）･間嶋（リハ）･永島（解）･鈴木健（国
放射）･三橋（川中検）･石原（産）･永井（公衛）･佐々木（病理）･中元（総診）･松本延（麻）･池淵（国輸血）･米谷（眼）
･禾（分生）･丸山（薬理）･赤塚（微）･田丸（川病）･小林（呼内）･金澤（呼内）･粟田（内糖）･加瀬（耳）･田中（放）
･雨宮（小児）･三村（リ膠）･篠塚（消外）･御手洗（川腎）･前田（川輸血）･田村（川小児）･宮尾（川麻酔）･松居（川
脳外）･石田（川消外）･小山（国消外）･加藤木（国小心外）･佐藤（国救）･棚橋（国神内）･上野（国泌尿）･佐々木（国
腫内）･齋藤（法医）･吉田（化学）･村越（生化）･今井（健推長）･永田（アレ長）･西山（先セ長）※濱口（副理）
教員組織運営会議（医）
◎別所（医部長）･土田（副医部長）･西村（副医部長）･松下（副医部長）･木崎（医部補）･片山（大長）･里見（大副長）
･吉本（医長）･前田（医副長）･松谷（国長）･加藤木（国副長）※山内（学長）･濱口（副理）
情報技術支援推進センター運営委員会（全）
◎椎橋（IT セ長）･勝浦（物理）･永井（公衛）･丸山（薬理）･依田（口外）･藤原（国産）･前田（川輸）･片桐（ゲ）･有
田（保康）･※山内（学長）
倫理委員会（全）
◎御手洗（川腎）･○松下（免疫）･池淵（輸血）･遠藤（保顧）･里見（小外）･關（川産）･田邊（保医）･村田（保康）･
永井（公衛）･村松（客教）米谷（眼科）･大西（教セ）･野木（外弁士）･井上（外元日赤局長）
ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会（全）
◎松下（免疫）･豊嶋（精神）･池淵（輸血）･禾（分生）･村田（保健康）･伴塲（保健康）･外：田澤（弁護）･外：佐久間（大
教）･外：大嶋（税理）
ＧＩＤ医学･医療推進委員会（全）
◎豊嶋（精）･塚田（ク精）･深津（川精）･石原（産）･永井（公衛）･三鍋（川形）･高井（川産）･山田（川泌）･百澤（川形）
図書館委員会（全）
◎織田（図長）･笹島（英）･永島（解）･山元（神内）･伊崎（皮）･三橋（川検）･片桐（ゲ）･赤坂（保）･松田（国血）
全学自己点検･評価委員会（全）
◎山内（学長）･○大野（保部長）･○別所（医部長）･土田（副医長）･西村（副医長）･松下（副医長）･片山（大長）･吉本（医
セ長）･松谷（国セ長）･岡崎（ゲ長）･松本（交長）･織田（図長）･荒木（学生長）･岡部（保看長）･和合（保健科）･石井（保
医科）･黒川（保リ科）･松下（保看）･堀口（局長）※濱口（副理長）
自己点検･評価委員会（医）
◎別所（医学部長）･土田（副医部長）･西村（副医部長）･松下（副医部長）･片山（大院長）･里見（大副院長）･吉本（医
セ長）･前田（医セ副）･松谷（国セ長）･加藤木（国小心）※山内（学長）･濱口（副理長）
教員数調整委員会（医）
◎土田（副医部長）･○松谷雅生（国院長）･前田（川輸血）･荒木（神内）･松下（免疫）･吉田（化学）
全学学生部委員会（全）
◎荒木（神内）･永井（公衛）･齋藤（法）･加納（保）･鈴木（保）･小島（保理）･蛭間・利根川･倉林（大事）
学生部委員会（医）
◎荒木（神内）･○永井（公衛）･○齋藤（法）･赤羽（物）･太田（精）･名越（消肝）･野村（川神）･黒川（ゲ）･松本（国
心）･森（教セ）･伊藤（神耳）･柴崎（地医）･糸川（健セ）･小室･蛭間（大事）※稲葉（内糖）
喫煙問題検討委員会（全）
◎荒木（神内）･○永井（公衛）･片山（院長）･大野（小外）･伊藤（神耳）･赤羽（物理）･野村（川神内）･根本（国救）
･大野（保部長）･奥田（ゲ発）･平山（看護）･横塚（看護）･斉藤（医務）･柴崎（施設）･松本（総務）･稲尾（短看）･
諸田（川事医）･井上（川ク事）･小室（大事）･村岡（川角）･蛭間（大事）･倉林（大事）
教官棟･会議室･講堂等管理委員会（医）
◎名越（消肝）･別所（医部長）･里見（大副）･穐田（形態）･金（整）･吉野（購）･蛭間（大事）顧 : 山内（学長）
毛呂山キャンパス整備委員会（医）+（短）
◎別所（医学部長）･○丸木（専務）･片山（院長）･織田（図書館長）･荒木（学生部長）･松下（副医部長）･渡辺（生理）
･吉田（化学）･持田（消化）･堀口（局長）･北沢（施設）･綿貫（施設）･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（学長）
ＣＯＩ管理委員会（全）
◎永井（公衛）･松下（免疫）･藤原（国産婦）･堀口（事務局長）
・井上（外元日赤事務局長）
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●医学教育関連
卒前教育合同会議（医）
◎持田（消内）･○土田（皮）･別所（教セ長）･森（教セ）･池田（生理）･菅原（医基）･永島（解）･吉田（医基）･荒木（神
内）･山崎（医基）･笹島（医基）･藤田（解）･禾（分生）･安田（国病）･山元（神内）･渡辺（生理）･金（整）･椎橋（IT）
･名越（消内）･丸山（薬理）･鈴木（腎）･山口（感染）･永井（公衛）･鈴木（放）･萩原（呼）･小田垣（精）･斉藤（法）
･松本（麻）･倉持（皮）･加瀬（耳）･間嶋（リハ）･大竹（小児）･小宮山（国心内）･松田（国血）･三橋（川中検）･井上（内糖）
･豊嶋（精）･石原（産）･三村（リ膠）･永田（呼内）･中元（総診）･松本（国心内）･茅野（病理）･仁科（研セ）･穐田（中施）
･田丸（川研）･西山（国 TR）･柴崎（地域）･穂苅（生化）･佐々木（病理）･赤塚（微）･曽根（免）･奥田（ゲ）･山本（心
内）･脇本（血内）･篠塚（消外）･大崎（乳腫）･大野（小外）･藤巻（脳外）･時岡（形）･朝倉（泌）･米谷（眼）･依田（口
外）･松木（ER）･森吉（臨検）･浅田（輸血）･足立（健管）･屋嘉比（川消内）･伊藤（川心内）･植松（川呼内）･松田（川
内糖）･木崎（川血）･野村（川神内）･天野（川膠）･加藤（川腎）･芳賀（消外）･小髙（川肝外）･大西（川乳外）･中山（川
呼外）･松本（川血外）･山火（川心外）･平岡（川整）･谷口（川脳）･百澤（川形）･側島（川小）･伊崎（川皮）･諸角（川
泌）･河井（川眼）･菊地（川耳）･馬場（川産）･下山（川口外）･山本（川リハ）･宮尾（川麻）･輿水（川 ER）･杉山（川
救）･長田（川放）･堀川（川精）･前田（川輸）･丸山（川健）･新井（国消内）･村山（国呼内）･犬飼（国内糖）･武田（国
神内）･高根（国腎）･奈良林（国腫）･宮里（国感）･宮澤（国消外）･藤内（国乳腫）･金子（国呼外）･上部（国心外）･
矢澤（国整外）･西川（国脳）･中塚（国形）･竹田津（国小心）･鈴木（国小心外）･田中（国小腫）･堤田（国皮）･小山（国
泌）･菅澤（国耳）･長尾（国産）･小林（国口外）･前島（国リ）･林田（国麻）･根本（国救）･内野（国放）･大西（国精）
･池淵（国輸）･中平（生理）･守屋（微）･駒崎（解）･赤間（医基）･勝浦（医基）･赤羽（医基）･磯部（医基）･森口（医基）
･向田（医基）･神吉（教セ）･中村（解）･高田（生理）･伊丹（生理）･坂本（中施）･中尾（生理）･荒木（分生）･松下（免）
･中村（血内）･織田（整）･板倉（産）･森野（国小救）
卒前教育委員会（医）
◎持田（消内）･土田（皮膚）･別所（医教セ長）･森（教セ）･池田（生理）･菅原（医基）･永島（解剖）･吉田（医基）･
荒木（神内）･山崎（医基）･笹島（医基）･藤田（解剖）･禾（分生）･佐々木（国病理）･山元（神内）･渡辺（生理）･金（整
形）･椎橋（IT セ）･名越（消肝内）･丸山（薬理）･鈴木（腎内）･山口（感染）･永井（公衛生）･鈴木（放射）･萩原（呼内）
･小田垣（精神）･斉藤（法医）･松本（麻酔）･倉持（皮膚）･加瀬（耳鼻）･間嶋（リハ）･大竹（小児）･小宮山（国心内）
･松田（国血内）･三橋（川中検）･井上（内糖）･豊嶋（精神）･石原（産婦）･三村（リ膠）･永田（呼内）･中元（総診内）
･松本（国心内）･茅野（病理）
卒後教育委員会（医）
◎西村（副医学部長）･○三村（リ膠）･○御手洗（川腎内）･○上野（国泌）･別所（医教長）･松本（国交セ長）･依田（口
腔）･橋本（川肝膵）･屋嘉比（川消内）･宮澤（国消外）･※山内（学長）

●医学研究関連
医学研究センター運営会議（全）
◎松下（免）･○岡崎（ゲ）･池淵（輸血）･米谷（眼）･禾（分生）･丸山（薬理）･赤塚（微）･三村（リ膠）･木崎（川血）
・
森圭（眼）･西川（国脳）･西山（国 TR）･仁科（研セ）･安河内（研セ）･森隆（川研）･森茂（教セ）･椎橋（IT）･伊崎（川
皮）･吉田（化）･犬飼（RI）･飯野（特）・石井（保）･坂本（機）･田丸（川病）･小林（国呼）
中央研究施設運営委員会（医）
◎米谷（眼）･禾（分生）･中村（解剖）･荒木（神内）･犬飼（RI）･鈴木（動物）･穐田（中施）･坂本（機能）･椎橋（IT セ）
･中村（皮膚）･名越（消肝）･吉田（化学）･和田（購買）･田島（経理）
動物実験委員会（全）
◎森隆（川研）･○鈴木政（動物）･三谷（ゲ遺治）･西川（国脳外）･千本松（薬理）･田丸（川病理）
・横尾（ゲ動物）
・坂本（機
能）･鈴木（保健医）･中島（保健医）
環境安全委員会（医）
◎松下（免疫）･禾（分生）･吉田（化学）･丸山（薬理）･綿貫（施設部）
ＲＩ安全委員会（医）
◎粟田（内糖）･犬飼（RI）･田中（放）･守屋（微）･飯塚（RI）･本田（川放）･糸山（川病）･潮田（川研）･西本（ゲ RI）
組換えＤＮＡ実験安全委員会（医）
◎禾（分生）･○赤塚（微生物）･山崎（生物）･森（川研部）･三谷（ゲ治療）･萩原（呼内）･荒木（分生）･松本（分生）
･松井（微生）･池田（生理）･千本松（薬理）･奥田（ゲ発生）･黒川（ゲ構）
特許委員会（全）
◎岡崎（ゲノム）･○萩原（呼内）･濱口（副理長）･丸木（専務）･須田（ゲ客員）･別所（血内）･松下（免疫）･御手洗（川
腎内）･小室（大学事務部）･安河内（研セ）･飯野（特教）･石井（保医工）※山内（学長）
グラント選考委員会（全）
◎松下（免疫）･山内（学長）･大野（保学部長）･別所（教セ長）･池淵（国輸血）･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）･田丸（川病）･石田（川消外）※濱口（副理事長）･
田島（経理）･和田（購買）

21

教員代表者会議各種委員会

病原性微生物等管理委員会（全）
◎赤塚（微）･松井（微）･高橋（中検）･井上（ゲ情）･森隆（川研）･宮里（国感染）･佐藤（保）･綿貫（施）
寄附研究部門設置委員会（全）
◎山内（学長）･濱口（副理事長）･松下（免疫）･岡崎（ゲノム）･米谷（眼）･別所（血内）･木崎（川血内）･片山（大院長）
･吉本（医セ長）･松谷（国セ長）･飯野（特任教授）
・田島（経理）

●ゲノム医学研究センター関連
ゲノム医学研究センター運営委員会（全）
◎岡崎（ゲ科）･黒川（ゲ構造）･井上（ゲ情報）･奥田（ゲ発生）･片桐（ゲ病態）･三谷（ゲ治療）･禾（分生）･粟田（内
糖）･西山（国 TR セ）・木崎（川血内）

●入試関連
アドミッションセンター運営委員会（全）
◎山内（アドセ長）･○大野（保学部長）･○別所（医学部長）･丸木（専務）･堀口（局長）･椎橋（IT セ長）･上原（アド
特教）･小室（大部長）･松尾（保医部室長）･川島（短大）･梶田（川看専）･館（毛看専）
医学部 入学試験委員会（医）◎別所（医学部長）
･○土田（副医部長）･山内（学長）･片山（大院長）･吉本（医セ長）･松谷（国セ長）･吉田（化学）･豊嶋（精神）･荒木（学
生部長）･持田（消内）･織田（整形）･上原（アド特）･※濱口（副理長）
医学部 入学試験実施委員会（医）
◎別所（医部長）･○吉田（化）･豊嶋（精）･織田（整）･赤間（物）･勝浦（物）･菅原（生物）･山崎（生物）･笹島（英）
･椎橋（IT セ）･上原（ア特）･森（教セ）･荒関（教セ）･山田（教セ）･小室･蛭間（大事）

●国際交流関連
国際交流センター委員会（全）
◎松本（交セ長）･菅（生理）･三村（リ膠）･荒木（神内）･村松（国心内）･佐伯（国乳）･茅野（病理）･辻（保）･笹島（英）
･千本松（薬理）･田丸（川病）･篠塚（消外）･石原（国脳）･奥田（ゲ）･劉（交セ）･チャド（医基）･野村（顧問）※藤田（解）
･※小山（国消外）･※：市岡（保）･丸木（専）
教員短期留学制度選考委員会（全）
◎松本（国交セ長）･三村（リ膠）･荒木（神内）･佐伯（国乳腫）･奥田（ゲノム）･辻（保健）･田丸（川病）

●地域医学･医療関連
地域医学･医療センター運営会議（全）
◎鈴木洋（地セ長）･大野（保部長）･千田（保看護）･宮山（医政）･足立（健管）･柴﨑（地セ）･大野（地セ）･荒木（地
セ）･宮崎（地セ）･羽生（地セ）･椎橋（IT セ）･鈴木政（地セ）
地域医学･医療センター教育研修委員会（全）
◎鈴木洋（地セ長）･森（医教セ）･千田（保看護）･足立（健管）･柴﨑（地セ）･大野（地セ）･荒木（地セ）･宮崎（地セ）
･羽生（地セ）･冨永（地セ）･外：稲葉（毛病）
地域医学･医療センター地域支援検討委員会（全）
◎鈴木洋（地セ長）･千田（保看）･宮山（医政）･足立（健管）･柴﨑（地セ）･大野（地セ）･荒木（地セ）･宮崎（地セ）
･羽生（地セ）
地域医学･医療センター情報統計疫学委員会（全）
◎鈴木洋（地セ長）･椎橋（IT セ）･柴﨑（地セ）･大野（地セ）･荒木（地セ）･宮崎（地セ）･羽生（地セ）

●アレルギー関連
アレルギーセンター運営会議（全）
◎永田（呼内）･○加瀬（耳）･中村晃（皮）･松下（免）･徳山（小児）･森圭（眼）･植松（川呼）･和合（保康）

●大学院関連
大学院委員会（全）
◎山内（学長）･別所（医研科長・医部長）･岡部（看研科長）･大野（保部長）･木崎（川血）･土田（皮）･松下（免）･岡崎（ゲ
長）･西村（国心内）･片山（大長）･吉本（医セ長）･松谷（国セ長）･鈴木（地セ長）･永島（解）･赤坂（保リ）･横手（名
病長）･宮尾（川麻）･西山（国 TR セ）･石津（保看）※濱口（副理）
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大学院医学研究科委員会（医）
◎別所（医研科長）･山内（学長）･木崎（川血）･土田（皮）･松下（免）･岡崎（ゲ長）･坂本（中施長）･西村（国心内）
･片山（大長）･吉本（医セ長）･松谷（国セ長）･松本（交セ長）･鈴木（地セ長）･椎橋（IT 長）･永島（解）･渡辺（生理）
･村越（生化）･禾（分生）･奥田（ゲ発）
・丸山（薬理）･安田（国病診）･赤塚（微）･永井（公衛）･齋藤（法）･池淵（輸血）
･前﨑（感染）･佐々木（国腫内）
・萩原（呼吸）･三村（リ膠）･持田（消肝）･粟田（内糖）･野村（川神内）･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）･太田（精）
･中村（皮）･織田（整）・松居（川脳）･朝倉（泌）･菅澤（国耳鼻）･米谷（眼）･松本（麻）･松田（国核）･依田（口外）
･中塚（形）･倉林（リハ）･佐藤（国救）･鈴木正（保）･小林（保）･赤坂（保）･横手（名院長）･御手洗（川腎）･宮尾（川
麻）･西山（国 TR）※濱口（副理長）
医学研究科博士課程運営委員会（医）
◎木崎（川血液）･別所（医研科長）･土田（皮）･松下（免）･永島（解）･奥田（ゲ発）･永井（公衛）･萩原（呼吸）･三村（リ
膠）･菅澤（国耳）･松谷（国セ院長）･宮尾（川麻）･西山（国 TR セ）･※山内（学長）
医学研究科修士課程運営委員会（医）
◎土田（皮）･別所（医研科長）･赤塚（微）･鈴木（保）･奥田（ゲ発）･小林（保）･赤坂（保）･大野（保部長）

平成 22 年 4 月 1 日現在（※順不同 敬称略）
◎：委員長・議長

○：副委員長・副議長

（医）
：医学部／（全）
：全学 ／※：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
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6．3）学事
１．入学式
入学式：平成 22 年 4 月 5 日
新入生オリエンテーション：平成 22 年 4 月 7 日〜 4 月 9 日

２．授業・試験
１年生
１学期
授業

4 月 6 日〜 6 月 30 日

定期試験①

7 月 1 日〜 7 月 17 日

２学期
授業

9 月 1 日〜 11 月 6 日
11 月 22 日〜 12 月 25 日

定期試験②

11 月 8 日〜 11 月 20 日

３学期
授業

1 月 5 日〜 1 月 28 日

定期試験③

1 月 29 日〜 2 月 28 日（再試験含む）

２年生
１学期
授業

4 月 6 日〜 6 月 21 日

定期試験①

6 月 22 日〜 7 月 17 日

２学期
授業

9 月 1 日〜 10 月 9 日
10 月 25 日〜 12 月 25 日

定期試験②

10 月 12 日〜 10 月 23 日

３学期
授業

1 月 5 日〜 1 月 8 日

定期試験③

1 月 11 日〜 2 月 18 日（再試験含む）

総合試験

2 月 22 日，2 月 23 日

３年生
１学期
授業

4 月 6 日〜 5 月 8 日
5 月 24 日〜 6 月 30 日

定期試験①

5 月 10 日〜 5 月 22 日

定期試験②

7 月 1 日〜 7 月 17 日

２学期
授業

9 月 1 日〜 10 月 13 日
10 月 25 日〜 12 月 25 日

定期試験③

10 月 14 日〜 10 月 23 日

３学期
授業

1 月 5 日〜 1 月 22 日

定期試験④

1 月 24 日〜 2 月 28 日（再試験含む）

４年生
１学期

24

授業

4 月 6 日〜 6 月 29 日

定期試験①

6 月 30 日〜 7 月 17 日

学事

２学期
授業

9 月 1 日〜 12 月 25 日

３学期
授業

2 月 21 日〜 3 月 3 日

定期試験④

1 月 5 日〜 2 月 16 日（再試験含む）

共用試験 CBT

2 月 17 日，2 月 18 日

共用試験 OSCE

3月5日

５年生
BSL オリエンテーション 平成 22 年 3 月 26 日
１学期
BSL

4 月 5 日〜 7 月 31 日

前期総合試験

9 月 11 日

２学期
BSL

9 月 6 日〜 12 月 25 日

３学期
CC ①

1 月 10 日〜 2 月 5 日

CC ②

2 月 7 日〜 3 月 5 日

後期総合試験

1 月 6 日，7 日

advanced OSCE

3月9日

６年生
１学期
CC ③

4 月 5 日〜 4 月 30 日

授業

5 月 1 日〜 7 月 24 日

実力試験

4 月 1 日〜 4 月 3 日

総合試験①

7 月 26 日〜 7 月 28 日

２学期
授業

8 月 28 日〜 10 月 9 日
10 月 23 日〜 11 月 20 日

総合試験②

8 月 25 日〜 8 月 27 日

第１回卒業試験

10 月 19 日〜 10 月 21 日

第２回卒業試験

12 月 1 日〜 12 月 3 日

３．卒業式
平成 23 年 3 月 12 日

４．その他
定期健康診断：１年生

平成 22 年 4 月 6 日

２年生

平成 22 年 4 月 7 日

３年生

平成 22 年 4 月 7 日

４年生

平成 22 年 4 月 7 日

５年生

平成 22 年 3 月 26 日

６年生

平成 22 年 5 月 13 日

受診率

680 ／ 682（休学 2 名含む） 100％

解剖体慰霊祭：平成 22 年 10 月 16 日
越華祭（大学祭）
：平成 22 年 10 月 30 日，10 月 31 日
臨床医学生認定式：平成 23 年 4 月 2 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

進級者

平成 21 年度留年者
（休学者含む）

1年

（入学者）119

6

125（81：44）

2年

109

7

116（74：42）

3年

103

10

113（67：46）

4年

109

5

114（76：38）

5年

95

2

97（56：41）

6年

95

21

1

117（74：43）

合計

630

51

1

682（428：254）

平成 22 年度

再入学

計（男：女）

進級（卒業）
・留年状況

学年

在学者

進級・卒業

留年

休学

退学

1年

125

2年

116

121

3

0

1

98

16

2

0

3年

113

106

6

1

0

4年

114

101

12

0

1

5年

97

91

4

1

1

6年

117

104

5

2

6

合計

682

621

46

6

9

平成 23 年 3 月 31 日現在
卒業
平成 22 年 10 月 19 日〜 10 月 21 日の第 1 回卒業試験及び 12 月 1 日〜 3 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 7 日付けで 104 名が卒業した．
なお，この 3 月の卒業者 104 名中，留年しないで卒業した者は 85 名であり，同一年度（平成 17 年度）入学者 103
名の 83% にあたる．

２．卒業者数
平成 23 年 3 月卒業

104 名（男 66 名，女 38 名）

３．卒業生進路状況（第 105 回医師国家試験合格者）平成 23 年 3 月現在
埼玉医科大学病院

26 名

埼玉医科大学総合医療センター 26 名
埼玉医科大学国際医療センター
他大学附属病院・他指定病院
合

４．第 105 回

計

5名
35 名
92 名

医師国家試験
受験者

新

卒

104

26

既

卒

11

合格者
計
115

新

卒

92

既

卒
7

合格率
計
99

新

卒

88.5

既

卒

63.6

計
86.1

入学，進級，卒業，入試

５．入学試験と入学者
平成 23 年度入試は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
試験日

平成 22 年 11 月 1 日〜 10 日
11 月 14 日

合格発表

11 月 17 日

入学手続期間

11 月 17 日〜 11 月 30 日

志願者

33 名

受験者

33 名

合格者

10 名

入学者

9 名（男 5 名，女 4 名）,（現役 6 名，他 3 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 22 年 12 月 13 日〜平成 23 年 1 月 22 日

1 次試験

1 月 30 日

1 次合格発表
2 次試験

2月2日

2月6日

2 次合格発表

2月9日

入学手続期間

2 月 9 日〜 16 日

志願者数

2,195 名

1 次受験者

1,887 名

1 次合格者

366 名

2 次受験者

331 名

2 次合格者

66 名

入学者

51 名（男 33 名，女 18 名）

②後期
出願期間

平成 22 年 12 月 13 日〜平成 22 年 2 月 12 日

1 次試験

2 月 20 日

1 次合格発表
2 次試験

2 月 23 日

2 月 27 日

2 次合格発表

3月2日

入学手続期間

3 月 2 日〜 3 月 9 日

志願者数

1,947 名

受験者数

1,633 名

1 次合格者

322 名

2 次受験者

294 名

2 次合格者

48 名

入学者

63 名（男 40 名，女 23 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），

2次

面接

小論文（基礎学力試験）
○入学者（合計）
123 名（男 78 名，女 45 名）
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○入学者出身別
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北海道

5

茨

城

3

山

口

1

青

森

1

千

葉

4

岡

山

0

山

形

2

神奈川

13

広

島

1

岩

手

0

東

京

26

香

川

2

秋

田

2

静

岡

2

徳

島

0

宮

城

3

愛

知

2

高

知

3

福

島

2

岐

阜

1

愛

媛

1

山

梨

3

三

重

0

福

岡

0

長

野

5

兵

庫

1

佐

賀

0

新

潟

2

大

阪

3

長

崎

1

福

井

0

京

都

0

大

分

0

石

川

0

和歌山

0

熊

本

1

富

山

0

奈

良

0

宮

崎

1

群

馬

5

滋

賀

1

鹿児島

0

埼

玉

24

鳥

取

0

沖

0

栃

木

1

島

根

1

縄
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6．5）教育，カリキュラム（奨学金等）
○奨学金等
平成 22 年度奨学生状況は以下の通りである．
①埼玉県地域枠医学生奨学金（新設）
貸与決定者

１年生 5 名

※各年度定員 5 名・貸与額 1 人 20 万／月
②埼玉医科大学医学部地域医療奨学金（新設）
貸与決定者

1 年生 10 名
2 年生

9名

3 年生

7名

4 年生

3名

5 年生

4名

6 年生 11 名
合計

44 名

※ 1 学年定員 10 名・貸与額 1 人 5 万円／月
③日本学生支援機構（旧日本育英会）奨学生数
（学部）
1年

2年

3年

4年

5年

6年

計

一種

1

5

4

1

1

2

14

二種

8

7

2

2

5

4

28

計（延数）

9

12

6

3

6

6

42

計（併用者含む）

9

10

6

3

6

4

38

（大学院）
1年

2年

3年

4年

計

一種

1

0

0

0

1

二種

0

0

0

0

0

合計

0

0

0

0

1

※貸与月額表
（学部）
第一種奨学金貸与月額（無利子貸与）
国・公立

（単位：円）
私立

自宅

自宅外

自宅

自宅外

45,000

51,000

54,000

64,000

44,000

50,000

53,000

63,000

第二種奨学金
医学・歯学課程

基本月額を超える部分の利率（年）

30,000・50,000・80,000
100,000・120,000

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．
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（大学院）
第一種奨学金貸与月額（無利子貸与）

30

（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
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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〉

〈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
22 年度版］として各教員に配布し，また，ホームページ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 22 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，
新たに着任した戸井田教授，昇任した藤田，見目教授を加えて，看護学科教授 10 名，
健康医療科学科教授 8 名，医用生体工学科教授 6 名，理学療法学科教授 6 名，学長の計 31 名からなる．平成 22 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 5 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 22 年 4 月 5 日，入学式を挙行した．看護学科 88 名，健康医療科学科 77 名，医用生体工学科 43 名，理学
療法学科 50 名，および看護学科 3 年次編入学生 8 名の計 266 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．各学科のガイダンスなどに加え，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の結果から，早期臨床医学体験では医療系の学生としての自覚，学
習への意欲の向上というプログラムの目的はほぼ達成できたものと考えられる．なお，2 〜 4 年生の健康診断を同時
に実施したため，要員の確保に問題点が生じたことから，次年度の計画を見直すこととした．
（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きた同プログラムに，昨年度から保健医療学部として正式に参加しており，今年度は保健医療
学部の 11 プログラムに延べ 140 名，医学部の 18 プログラムに延べ 42 名，計 182 名の本学部学生が参加し，通常
の授業では得られない体験型学習を楽しんだ．本プログラムへの参加学生数は着実に増加しているが，プログラムの
提供が一部の学科に偏り，参加する学生の所属にも偏りがみられることについて，次年度以降の改善を図りたい．
（3）看護学科の領域別実習要件認定式
平成 22 年 10 月 9 日，看護学科 3 年生を対象に，第 3 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 22 年度の学生便覧においても，4 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 16 クラス分の分冊となった．
（5）学生による授業評価
演習・実習科目用のマークシート用紙を新たに作成し，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．
なお，自己点検評価委員会において 4 年間の授業評価結果を分析した結果，授業評価の実施が教員の授業方法改
善などに有用であるとの結論が得られた．また，教員の総合評価の指標として，評価シートの全 10 項目の平均（一
部は 5 段階評価に換算）を用いることとした．
（6）教員表彰制度
平成 22 年度から学生による授業評価を基にした教員表彰制度を導入した．講義科目については，各学科から 3 名
ずつの Teacher of the Year 賞および各学科から 1 名ずつの Best Eﬀort of the Year 賞を，演習科目については，各学
科から 3 科目ずつの Subject of the Year 賞を授与するものである．
（7）学生の海外語学研修
本学国際交流センターが主催する春休みの海外語学研修（2 週間）が，今年度もサンフランシスコの語学学校にお
いて実施され，2 年次の学生 5 名が参加した．
理学療法学科では，昨年同様に北京の中国リハビリテーションセンターにおける海外研修（2 週間）が実施され，
3 年次の学生 11 名が参加した．また，
今年度は米国サンフランシスコを中心とした海外研修（10 日間）も追加され，
4 年次の学生 4 名が参加し，カリフォルニア大サンフランシスコ校などにおいて研修を行った．
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（8）学生会，部活動と学園祭の開催
平成 22 年度において部活動に参加している学生数は，22 団体のべ 530 名（前年度は 24 団体 524 名）であった．
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おり，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．
医学部との合同開催となって 3 回目の学園祭（第 3 回越華祭）が，10 月 30 日〜 10 月 31 日の 2 日間にわたり日
高キャンパスで開催された．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，学園祭初日はあいにくの台風と重なり，野外でのイベントが困難となったが，新設された学生ホールを臨時
で使用することで乗り切ることができた．
（9）学生保健室
平成 22 年度の学生保健室利用状況は計 905 件（川角校舎 197 件を含む）であり，うち心理相談に訪れたのは 58
件であった．前者は前年比およそ 100％，後者は 109％となる．
学生保健室は，昨年新設された教職員・学生健康推進センターにより運営されており，健康診断，ワクチン接種な
どにつき組織的な取り組みが可能となった．
（10）学生ホールの新設
平成 22 年 9 月に 2 階建て約 370 席の座席をもつ学生ホールが完成し，学生への福利厚生環境は大幅に改善した．
学部棟から学生会室が移転し，さらに 2 つの会議室も利用可能となり，クラブ活動のミーティングや学園祭に向け
ての活動拠点として大いに役立つことと思われる．
なお，学生ホールの使用については，新たに「学生ホール利用に関する内規」を定め，ホール利用の利便性を図る
とともに，セキュリティ対策にも十分の配慮をはらった．
（11）咳を主徴とする上気道感染症への対応
平成 22 年 6 月，咳を主徴とする上気道感染症が医学部および保健医療学部学生に多発，百日咳の集団感染も懸念
されたため，咳エチケットの徹底，全学生に対するアンケート調査の実施，部活動および集会の禁止，感染者の自宅
待機などの対応を行った．なお，詳細な検体検査の結果，百日咳の集団感染は否定され，流行は約 1 か月でほぼ終
息した．
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 22 年 8 月，第 7 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 6 回と同様に curriculum planning とし，教員 12 名，事務職員 3 名の計 15 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．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，教育の原理についての基本的な認識を共有することを目的としてきた．
ただし，学部教員の大多数がすでに参加を終えたことから，次年度以降はテーマを変更し，内容を特化した FD 活動
とする予定である．
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，雑誌による学部紹介，駅
構内および電車内へのポスター掲示，学部案内パンフレットの作成と送付，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は 9 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，
在校生との交流などとした．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 22 年 9 月に第 5 回の公開講座（担当：看護学科，テーマ：他者を認める，自己を認める）を，さらに，平成
22 年 12 月，第 6 回の公開講座（担当：健康医療科学科，テーマ：未病）を実施した．
なお，本公開講座は年 2 回として開催しているが，次年度からはこれに加えて，医学部が開催している市民公開
講座の一部に参画することとした．
7）学部プロジェクト研究
平成 22 年度学部プロジェクト研究（平成 22 年 10 月 6 日応募締め切り）については，プロジェクト研究審査委
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員会による厳正な審査の結果，平成 22 年 9 月，35 件中 30 件を採択した．
なお，今年度は募集開始時期がずれ，審査，研究費配分の日程が例年より若干遅れることとなった．今後さらに当
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．
8）保護者会（たちばな会）
平成 22 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（7 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）の計 3 回にわたり，保護者会主催の会合が開催された．
なお，今年度は東日本大震災の直後ということもあり，3 月の連絡会は中止となった．
9）同窓会の設立
第 1 期生の卒業から 1 年近くが経過した平成 23 年 2 月，保健医療学部同窓会が設立され，記念行事が開催された．
同窓会総会では同窓会会則が制定され，各役員が選出された．
10）埼玉医科大学の教育方針の策定
埼玉医科大学では，建学の精神を敷衍した「埼玉医科大学の期待する医療人像」をもって大学全体のディプロマ・
ポリシーとしている．今年度は医学部および保健医療学部，それぞれのディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリ
シー，アドミッション・ポリシーを策定・開示することとなり，保健医療学部においては，学部のディプロマ・ポリ
シーのもとに各学科のそれを別個に明示，アドミッション・ポリシーについても，各学科において既存のものをより
具体的な内容に改訂したポリシーとして明示した．
11）第 3 次長期総合計画の策定
平成 23 年度から 27 年度の 5 年間を見据えた埼玉医科大学の第 3 次長期総合計画「誇り」の策定にあたり，各学
科の現況と将来構想について意見を聴取・集約し，保健医療学部に関する部分を作成した．
12）教員便覧の作成
平成 22 年度から医学部・保健医療学部を包括した教員便覧が作成され，ホームページ上に開示された．保健医療
学部の部分の構成は，Part Ⅰ：保健医療学部の教育方針，Part Ⅱ：教育・研究の組織，Part Ⅲ：学事予定の決定，
時間割およびシラバスの作成，Part Ⅳ：授業，Part Ⅴ：履修登録と単位の認定，Part Ⅵ：試験に関する規則，総括
的評価基準と卒業・進級の基準，Part Ⅶ：学生・教職員への配慮，Part Ⅷ：学生支援，Part Ⅸ：資料となっている．
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7．2）教授会各種委員会（保健医療学部）
平成 22 年度
委員会名

任期等

委

員

名（◎は委員長，○は副委員長）

学務委員会

自 H22.4. 1
至 H24.3.31

◎大野良三（学部長） ＊古地順子（看護）
渡辺宏志（健康） ＊下岡聡行（医用）
高倉保幸（理学） ＊辻 美隆（看護）

佐鹿孝子（看護）
脇田政嘉（医用）
間山 伸（健康）

学生部委員会

自 H22.4. 1
至 H24.3.31

◎鈴木正彦（健康）
＊加納 隆（医用）

自己点検・評価委員会

自 H22.4. 1
至 H24.3.31

◎大野良三（学部長） ＊菊池チトセ（看護） 松下年子（看護） ＊佐藤正夫（健康）
村田栄子（健康） ＊脇田政嘉（医用） 戸井田昌宏（医用） ＊小島龍平（理学）
藤田博暁（理学）

入試委員会

自 H22.4. 1
至 H24.3.31

◎大野良三（学部長） 山内俊雄（学長） ○市岡正適（健康）
＊冨田幸江（看護）
江連和久（看護） 和合治久（健康）
＊石井郁夫（医用） ＊山下芳久（医用） 小林直樹（医用）
＊乙戸崇寛（理学）
國澤佳恵（理学）

岡部惠子（看護）
北村邦男（健康）
黒川幸雄（理学）

広報委員会

自 H22.4. 1
至 H24.3.31

◎市岡正適（健康） ＊千田みゆき（看護） 久保恭子（看護）
＊見目恭一（医用） 若山俊隆（医用） ＊高橋邦泰（理学）

長谷川正博（健康）
福田敏幸（理学）

図書館委員会

自 H22.4. 1
至 H24.3.31

◎間瀬年康（健康）

加藤基子（看護）

加藤綾子（医用）

藤田博暁（理学）

倫理委員会

自 H22.4. 1
至 H24.3.31

◎岡部惠子（看護）
＊田邊一郎（医用）

松下年子（看護）
宮本裕一（医用）

＊和合治久（健康）
＊高橋邦泰（理学）

村田栄子（健康）
西岡亮治（医用）

＊淺川典子（看護） 本山仁美（看護）
中島孔志（医用） ＊澤田 豊（理学）

＊有田 彰（健康）
＊神子嶋誠（理学）
間山 伸（健康）
小島龍平（理学）

注）（＊）の委員の任期は H23.3.31 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 22 年 4 月 5 日
新入生オリエンテーション：平成 22 年 4 月 6 日〜 9 日

2．授業・試験
1 年生
前期

授業

4 月 12 日〜 7 月 26 日

定期試験

9 月 3 日〜 9 月 25 日（追試験・再試験含む）

後期

9 月 27 日〜 1 月 24 日

授業

定期試験

1 月 31 日〜 2 月 19 日（追試験・再試験含む）

2 年生
前期

授業

4 月 12 日〜 7 月 26 日

定期試験

9 月 3 日〜 9 月 25 日（追試験・再試験含む）

後期

9 月 27 日〜 1 月 24 日

授業

定期試験

1 月 31 日〜 2 月 19 日（追試験・再試験含む）

3 年生
前期

授業

4 月 12 日〜 7 月 26 日

定期試験

9 月 3 日〜 9 月 25 日（追試験・再試験含む）

後期

9 月 27 日〜 1 月 24 日

授業

定期試験

1 月 31 日〜 2 月 19 日（追試験・再試験含む）

4 年生
前期

授業

4 月 12 日〜 7 月 26 日

定期試験

9 月 3 日〜 9 月 25 日（追試験・再試験含む）

後期

9 月 27 日〜 1 月 24 日

授業

定期試験

1 月 31 日〜 2 月 19 日（追試験・再試験含む）

3．卒業式
平成 23 年 3 月 12 日

4．その他
定期健康診断：1 年生

平成 22 年 4 月 8 日

2 年生

平成 22 年 4 月 6 日

3 年生

平成 22 年 4 月 7 日

4 年生

平成 22 年 4 月 9 日

受診率：975 ／ 995
第 6 回公開講座：平成 22 年 9 月 4 日
第 7 回公開講座：平成 22 年 12 月 4 日
解剖体慰霊祭：平成 22 年 10 月 16 日
大学祭：平成 22 年 10 月 30，31 日
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７．
４）入学，進級，卒業，入試
1．入学
（1）学科別入学者数
看護学科

88 名（男 12 名，女 76 名）現役 86 名

健康医療科学科

77 名（男 23 名，女 54 名）現役 71 名

医用生体工学科

43 名（男 18 名，女 25 名）現役 40 名

理学療法学科

50 名（男 27 名，女 23 名）現役 46 名

計

258 名（男 80 名，女 178 名）現役 243 名

（2）出身別入学者数
都道府県名

人数

都道府県名

人数

都道府県名

人数

青森県

5

群馬県

16

長野県

7

岩手県

5

埼玉県

109

静岡県

4

宮城県

1

千葉県

6

三重県

1

秋田県

2

東京都

40

宮崎県

1

山形県

5

神奈川県

2

鹿児島県

1

福島県

8

新潟県

6

沖縄県

1

茨城県

16

福井県

1

栃木県

17

山梨県

4

2．進級と卒業
進級（卒業）
・留年状況（平成 23 年 3 月 31 日現在）
○看護学科
学

（名）

年

在学者（男･女）

進級・卒業

留年

退学

1年

90（13・77）

90

0

0

2年

88（6・82）

87

1

0

3年

97（8・89）

94

2

1

４年

95（8・87）

95

0

0

計

370（35・335）

366

3

1

○健康医療科学科
学

年

（名）
在学者（男･女）

進級・卒業

留年

退学

1年

81（27・54）

79

1

1

2年

73（39・34）

69

1

3

3年

69（24・45）

66

1

2

4年

52（14・38）

48

4

0

計

275（104・171）

262

7

6

○医用生体工学科
学

年

（名）
在学者（男･女）

進級・卒業

留年

退学

1年

45（20・25）

38

1

6

2年

40（33・ 7）

37

1

2

3年

36（22・14）

30

6

0

4年

34（27・ 7）

31

3

0

計

155（102・53）

136

11

8
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○理学療法学科
学

年

（名）
在学者（男･女）

進級・卒業

留年

退学

1年

50（27・23）

49

1

0

2年

52（25・27）

46

4

2

3年

45（29・16）

43

1

1

4年

44（18・26）

44

0

0

計

191（99・92）

182

6

3

3．卒業
学科別卒業者数
看護学科

95 名（男 8 名，女 87 名）

健康医療科学科

48 名（男 12 名，女 36 名）

医用生体工学科

31 名（男 24 名，女 7 名）

理学療法学科
計

44 名（男 18 名，女 26 名）
218 名（男 62 名，女 156 名）

4．国家試験結果
○第 100 回看護師国家試験

（人）

受験者
新

卒

既

87

合格者

卒

計

2

89

新

卒

既

86

卒
2

合格率（％）
計
88

新

卒

98.9

既

卒

100

○第 97 回保健師国家試験
卒

95

既

合格者

卒

計

14

109

新

卒

既

83

卒
7

合格率（％）
計
90

新

卒

87.4

既

卒

50.0

○第 57 回臨床検査技師国家試験
卒

36

既

合格者

卒

計

21

57

新

卒

既

28

卒
9

計
37

新

卒

77.8

既

卒

42.9

31

既

合格者

卒

計

1

32

新

卒

既

29

卒
1

○第 46 回理学療法士国家試験

38

計
64.9
（人）

受験者
卒

82.6

合格率（％）

○第 24 回臨床工学技士国家試験
新

計

（人）

受験者
新

98.9
（人）

受験者
新

計

（人）

受験者

合格者

合格率（％）

44

42

95.5

合格率（％）
計
30

新

卒

93.5

既

卒

100

計
93.8

入学，進級，卒業，入試

（人）

5．卒業生進路状況（国家試験合格者）
区

分

看護学科

健康医療科学科

医用生体工学科

理学療法学科

埼玉医科大学病院

12

3

2

4

埼玉医科大学総合医療センター

14

2

3

6

埼玉医科大学国際医療センター

28

2

5

0

法人関連病院

４

0

0

3

他の医療機関等

33

17

19

29

進学
合

計

3

4

0

94

28

29

4＊
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＊理学療法学科における「進学」欄の 4 人は就職者との重複である．

6．入学試験
平成 23 年度入学試験が次のとおり実施された．
（1）推薦入試
出願期間

平成 22 年 10 月 25 日〜 11 月 1 日

試験日

11 月 7 日

合格発表

11 月 9 日

入学手続期間

11 月 10 日〜 17 日

試験科目

小論文，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

43 名

27 名

19 名

15 名

受験者

43 名

27 名

19 名

15 名

合格者

40 名

21 名

17 名

14 名

入学者

40 名

21 名

17 名

14 名

（2）AO 入試
出願期間

平成 22 年 12 月 1 日〜 12 月 14 日

試験日

12 月 19 日

合格発表

12 月 21 日

入学手続

12 月 22 日〜 12 月 28 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

健康医療科学科

医用生体工学科

志願者

14 名

3名

受験者

14 名

2名

合格者

10 名

2名

入学者

9名

2名

（3）一般入試
○前期
出願期間

平成 23 年 1 月 5 日〜 21 日

1 次試験日

1 月 27 日

1 次合格発表

1 月 27 日

2 次試験日

1 月 29 日

2 次合格発表

2月1日

入学手続期間

2 月 2 日〜 9 日
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入学，進級，卒業，入試

試験科目
・１次試験
看護学科

｝

健康医療科学科
医用生体工学科
理学療法学科
・2 次試験

面接

国語，外国語（英語），理科（物理，化学，生物から１科目選択）
数学，外国語（英語），理科（物理，化学，生物から１科目選択）

学科名

看護学科

健康医療科学科

医用生体工学科

志願者

227 名

69 名

33 名

理学療法学科
73 名

1 次受験者

222 名

69 名

33 名

73 名

1 次合格者

104 名

58 名

30 名

62 名

2 次受験者

100 名

58 名

30 名

58 名

2 次合格者

69 名

54 名

25 名

47 名

入学者

35 名

32 名

16 名

29 名

○後期
出願期間

平成 23 年 2 月 7 日〜 2 月 25 日

試験日

3月2日

合格発表

3月4日

入学手続期間

3 月 4 日〜 11 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）

健康医療科学科

｝ 外国語（英語），数学・理科（数学，生物，化学から 1 科目選択）

理学療法学科
医用生体工学科

外国語（英語）
，数学

面接
学科名

看護学科

志願者

78 名

健康医療科学科
19 名

医用生体工学科
8名

17 名

受験者

70 名

19 名

6名

16 名

合格者

17 名

14 名

5名

8名

入学者

13 名

10 名

4名

7名

（4）看護学科 3 年次編入学試験
試験日

平成 22 年 9 月 26 日

試験科目

英語，専門科目，面接

志願者

5名

受験者

5名

合格者

4名

入学者

4名

（5）入学予定者
看護学科

88 名（男 6 名，女 82 名）現役 79 名

健康医療科学科

72 名（男 21 名，女 51 名）現役 67 名

医用生体工学科

39 名（男 31 名，女 8 名）現役 35 名

理学療法学科

50 名（男 29 名，女 21 名）現役 46 名

計
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249 名（男 87 名，女 162 名）現役 227 名

理学療法学科

総論（保健医療学部）

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．
なお，平成 21 年度からの指定規則の改定に伴い，平成 21 年度入学生からは新カリキュラムを導入，平成 19 〜 20
年度入学生については旧カリキュラムを適用している．新カリキュラムの導入に伴い，卒業要件単位は 129 単位か
ら 128 単位に変更されている．
平成 22 年度，新カリキュラムによる 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・栄養学，生化学，病原微生物学，免疫学，薬理学，環境論，生活と健康，公衆衛生学，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，看護技術論，基礎看護技術Ⅰ〜Ⅲ，
基礎看護学実習Ⅰ，感染看護学が，2 年次には，「生活している人間の理解」として生命倫理，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」として看護倫理，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，疫学，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，Ⅴ，看護方法演習，基礎看護学実習Ⅱ，
成人看護学概論，成人看護方法論Ⅰ，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，精神
看護学概論，老年看護学実習Ⅰ，在宅看護学概論，地域看護学概論，家族看護学，災害看護学，看護過程論，パリア
ティブケア論，リハビリテーションと看護，生殖医療と看護の各科目が開講された．さらに，旧カリキュラムによる
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，「看護専門職に必要な基本的知識・技術・態度の修
得」として，看護過程論，クリティカルケア論，看護研究概論，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．さらに，4 年次前期には成人看護学実習Ⅱ，Ⅳ，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，在宅看護学実習が行われ，また，医療経済学，地域診断論，学校看護論，国際看護論が開講さ
れた．後期には地域看護学実習を行うとともに，医療の基本Ⅲ，看護政策論，看護学概論Ⅱ，看護技術論，看護管理
論，救急救命論が開講された．また，4 年次前後期を通じて看護研究セミナーが行われた．
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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，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ることができる．
平成 22 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，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，医学英語が，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．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．4 年次前期には専門基
礎科目の基礎医学系として公衆衛生学および実習，保健医療福祉総論が，専門科目の総合科目として病理細胞検査診
断学，画像診断学，看護学概論，在宅看護学，実験動物学，薬事関係法規，医薬品化学，医薬品安全性学が開講され，
また，関連各病院における臨地実習が実施された．4 年次後期には専門科目保健系の産業保健学，人類遺伝学，人類
生態学が，環境食品系として衛生管理学，環境衛生工学が，総合科目として原書講読Ⅱ，救命救急論，検査学特論Ⅰ
〜Ⅴおよび企業実習が実施され，さらに前後期を通じて専門基礎科目の医療の基本Ⅳおよび専門科目の総合科目とし
て卒業研究が実施された．
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 22 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，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．4 年次前期には専門科目として関連臨床医学演習および医用音響工学が，後期に
は医用生体工学演習，医用機器学演習，生体機能代行機器学演習が開講され，また，前後期を通じて卒業論文の作成
が実施された．
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
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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 22 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，3 年次には専門基礎科目として医療の基本Ⅲ，ヒトの病気Ⅶ，骨・関節疾患各論，チーム医
療学および運動学実習が，専門科目として理学療法研究法，臨床運動学，小児理学療法学，筋・骨格系理学療法学演
習，神経・筋系理学療法学演習，中枢神経系理学療法学演習，心肺系理学療法学演習，物理療法学演習，筋・骨格系
徒手技術学演習，中枢神経系徒手技術学演習，理学療法学総合演習および機能・能力診断学臨床実習が開講された．

2．平成 22 年度の実績と自己点検・評価
平成 22 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 5 年目にあたり，理学療法学科は 4 年目と
なる．1 〜 4 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，また，看護学科では指定規則の改定に伴い，
平成 21 年度入学生から新カリキュラムを導入して 2 年目となった．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 〜 4 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点検・評価を実施し，
健康医療科学科および医用生体工学科では平成 24 年度からカリキュラムの一部改訂を行うための準備を進めている．

3．奨学金等
日本学生支援機構による奨学金
（1）平成 22 年度奨学生状況
平成 22 年度における奨学生数は以下のとおりである．
（保健医療学部）

（名）

区分

1年

2年

3年

4年

計

一種

35

25

15

17

92

二種

64

77

75

42

258

計

99

102

90

59

350

（大学院修士課程）

（名）

区分

1年

2年

計

一種

0

0

0

二種

1

0

1

計

1

0

1

（2）平成 22 年度奨学金貸与月額表
（保健医療学部）
・第一種奨学金貸与月額（無利子貸与）

（単位：円）

入学年度

年次

自宅

自宅外

2010 〜 2007（H22 〜 19）

1〜4

54,000

64,000
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・第二種奨学金貸与月額（有利子貸与）
年次
希望額を選択
30,000・50,000・80,000
全学年
100,000・120,000

（単位：円）
貸与月額の利率（年）
3.0％を上限とする変動利率

（大学院修士課程）

（単位：円）

区分

希望額を選択

第一種奨学金貸与月額（無利子）

88,000・50,000

第二種奨学金貸与月額（有利子） 50,000・80,000・100,000・130,000・150,000
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8．附属図書館
平成 22 年度特記事項
1）引用索引データベース Scopus を提供開始した（4 月）
2）8 月 2 日（月）から 7 日（土）までを休館し，2 階保存書架内図書（うち，和書）の（親子）バーコードラベ
ル貼り作業を行った（附属図書館）
3）特定非営利活動法人日本医学図書館協会（以下「協会」）80 年記念誌原稿（「埼玉医科大学附属図書館」
）を作
成した（8 月）
4）日高キャンパス分館で，10 月 1 日から開館時間を 45 分延長し，19：45 までとした
5）2 次長計（長期総合計画）
（
「附属図書館」の項）検証報告書を作成し（9 月），次いで 3 次長計原稿を作成した
（10 月）
6）医学部の定員増に関する基本計画書（
「図書・設備」の項）原稿を作成した（10 月）
7）当初の保守期間（5 年間）が年度末で終了することに伴う図書館業務システム CARIN のリプレイス手続（移行
作業を含む）が行われた（年度末）
8）CiNii（NII 論文情報ナビゲータ）機関定額制利用申請手続きが行われた（提供開始，平成 23 年 1 月，日高キャ
ンパス分館）
9）東日本大震災（3 月 11 日，14：46）被災，以降の時間帯，および 12 日（土）を休館し，2 階（11 日）
，3
階（12 日）復旧作業，14 日（月）以降 24 日（木）までを 1 日 4 時間を開館し，その間に 4 階復旧作業が行わ
れた（復旧作業は 22 日（火）まで，附属図書館），以下，壁に亀裂，落下図書あり，以降の日程で復旧作業（数
日，総合医療センター分館）
，3 階書架から 2，3 千冊の落下図書あり，復旧作業（14 日，日高），落下図書あり，
復旧作業（14 日，川角キャンパス分館）
，以上が行われた

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，
係長，
平成 23 年 3 月まで）ほか常勤職員 3 名（吉田真理 , 忍田純子 , 以上主任，
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，若林茂吉（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，係長）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：間瀬年康（MASE,Toshiyasu，分館長），本多貞夫（HONDA,Sadao，課長補佐）ほか常勤職
員 1 名（松坂敦子，兼担）
，非常勤職員 3 名（穂波理枝，田口宣行，
鈴木智絵）

3．運営状況
3-1．人事
間瀬年康教授（保健医療学部健康医療科学科）が，4 月に日高キャンパス分館分館長に就任した．同じく 4 月に，
日高キャンパス分館に鈴木智絵（契約職員）が配置された．山田いく子（係長）が平成 23 年 3 月末をもって退職し
た．同じく 3 月末で織田弘美附属図書館館長が館長職を離れ，鈴木洋通教授（腎臓内科，地域医学・医療センター）
に交代することになった
3-2．業務
1）附属図書館
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・平成 22 年度図書館委員会（3 回開催，6 月 8 日，11 月 30 日，平成 23 年 2 月 15 日）
・大学病院（近隣）連携医療機関登録医宛て附属図書館入館証配付開始（医務部，4 月）
・看護学研究科，および医科学専攻（医学研究科）利用者データ取込み（4 月）
・新医学部 1 年生利用者番号 7 桁化対応（4 月）
・平成 22 年度第 1 回協会関東地区会会議（4 月 26 日，小野澤繁雄）
・
「2010 年度大学図書館調査票（社団法人日本図書館協会，4 キャンパス）取りまとめ（提出，5 月）
・SALA（埼玉県大学・短期大学図書館協議会）第 23 回総会（5 月 27 日，山田いく子）
・協会第 81 回総会（5 月 28 日から 29 日まで，小野澤繁雄，岩澤務）
・協会年次統計（第 81 次）原稿（4 キャンパス，「会員名簿」原稿を含む）取りまとめ（提出，7 月）
・SALA 新共通閲覧証利用開始（26,27,28,29,30 番受領，7 月）
・
「目録の作成と提供に関する調査」
（社団法人日本図書館協会目録委員会）記入（提出，7 月）
・協会加盟館相互利用便覧データ提出（協会出版委員会，9 月）
・勤務時間管理に関する自主点検実施（人事課，6,7,8 月の勤務時間管理表）
・第 81 回重複雑誌交換実施に伴う作業（データ提出，8 月，以降の作業，交換期間は 11 月 8 日から 12 月 10 日
まで，作業後報告書提出，12 月）
・川角から一部図書（医学基礎部門教員の指定する図書，洋 1 冊を含む 89 冊）を引き取り，装備，データ入力，
配架（8
月には利用できるようになった）
・図書館と県民のつどい埼玉 2010「企画Ａビジネス支援」に関するアンケート（回答，8 月）
・2 階保存書庫内参考図書に書庫表示を付与，貸出できるようにした（9 月）
・看護学生実習指導者講習会（厚生労働省）認可申請に伴う図書冊数（教育学，看護学）の確認依頼（学内準備委
員会）あり，作業後回答（10 月）
・
「大学ランキング 2011」図書館アンケート回答（朝日新聞出版「大学ランキング」編集室，10 月）
・平成 22 年度学術情報基盤実態調査
（大学図書館編，文部科学省研究振興局）で，4 キャンパス調査票取りまとめ
（提
出，12 月）
・
「図書館年鑑 2011」に対する情報提供（事項 2 件，物故者 1 件，県立浦和図書館，12 月）
・PULC（公私立大学図書館コンソーシアム）参加申込み手続き（PULC 事務局，12 月）
・平成 23 年度予算要求書（概算要求一覧，川越を除く 3 キャンパス）提出（経理課，12 月）
・高校教科書のバーコードラベル貼り，データ登録（平成 23 年 1 月）
・平成 23 年度事業計画書（川越を除く 3 キャンパス）提出（総合企画部，1 月）
・一般書架 NLM 分類のブルーバックス抜出し，既存コーナーに集約（2 月）
・学内報（第 170 号）職場紹介記事（図書館）原稿作成（4 キャンパス，3 月）
・NACSIS-CAT/ILL 参加館状況調査アンケート，取りまとめ（回答，3 月）
・業務システム停止（3 月 25 日から 31 日まで）に伴う「ILL 受付業務の中止について」，協会メーリングリスト（主
任）を使ったお知らせ（3 月）
・協会東日本大震災被災調査アンケート（企画調査委員会，提出，3 月）
・SALA 加盟館内で被災状況を共有する試み（メーリングリスト），に協力（3 月）
情報教育・管理室
・Free Online 付きの購読タイトル（31 タイトル）で，Online 提供をできるようにした
・「評価指標の概観 - 電子ジャーナル利用件数順位と各種評価指数との比較 -」報告（平成 22 年度第 1 回図書館委
員会報告事項）
・今日の診療 Web 版で一部タイトルデータ更新，1 タイトル（「臨床中毒学」）追加（9 月）
・利用可なのにナビゲートされない電子ジャーナルタイトル（146），利用不可なのにナビゲートされてしまうタ
イトル（18）対応（9 月）
・ScienceDirect 2011 年提案検討（追加 11 タイトル選択，概算見積り体裁見直し，など，11 月）
・
「2011 年雑誌コレクションおよび電子コンテンツの構築方針」（提案，第 2 回図書館委員会）
・
「RefWorks 次年度導入，冊子体購読中止タイトル，新規購読タイトル，ほか伺い」起案（12 月）
・
「臨床神経学」
（毛呂山購読誌）の一部が J-STAGE でしか出ないことになり，IP 接続利用手続き（平成 23 年 1 月）
2）総合医療センター分館
・平成 22 年度総合医療センター分館図書館委員会（3 回開催，6 月 10 日，9 月 30 日，12 月 9 日）
・病院機能評価受審準備（5 月）
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・第 9 回病院ライブラリー協会現況調査票，記入（返送，6 月）
・8 月 9 日から 21 日までを休館して，システムを使っては初めての蔵書点検作業
・雑誌欠号調査を 2008‐2009 年について行い，補充手配を行った（平成 23 年 1 月）
3）日高キャンパス分館
・平成 22 年度日高キャンパス分館図書館委員会（4 回開催，5 月 25 日，7 月 12 日，9 月 28 日，11 月 25 日）
・システムテーブルデータ更新（新研究科等設定情報，4 月）
・看護学研究科目録データをシステム取込み（4 月）
・保健医療学部図書館（日高キャンパス・川角キャンパス）としてホームページ一新（5 月）
・医科学専攻（医学研究科）設置に伴う設備図書受入（5 月，一部を川角で受入）
・病院機能評価受審準備（7 月）
・新井美由紀司書講習受講期間中の川角支援体制
・看護学研究科図書追加受入（8 月）
・開館時間を 45 分延長し，10 月 1 日から 19：45 までとした
4）川角キャンパス分館
・医科学専攻（理学療法学分野）で受入済み図書（58 冊）を，サテライトキャンパス（川越クリニック 2 階）に
動かした（8 月）
・雑誌製本手配（63 タイトル，10 月）
・理学療法学科 4 年生実習期間中を長期貸出扱いとした（平成 23 年 3 月）
3-3．設備ほか
1）附属図書館
・コインロッカー不具合箇所業者対応（19 箇所，5 月）
・カウンター内で使用中のプリンタ（EPSON LP2500）引き取り修理（6 月）
・AED（1 階ラウンジ）メーカー自主点検（バージョンアップ）実施（8 月）
・4 階エレベータ前床の ? れ業者修理（9 月）
・通用口側外部フェンス業者付け替え工事（10 月）
・ブックトラック 4 台取得，3 階データベース検索コーナープリンタをカラー化（Xerox DocuPrintC1100）
，入替
取得（12 月）
・館内子時計（10 箇所）を電子時計に交換取得（12 月）
・情報機器コーナー（1,3 階）の PC 入替（DELL Optiplex 780）が行われ，期間中提供が中止された（3 月 28 日
から 4 月 10 日まで）
2）総合医療センター分館
・PC（利用者用 2 台，事務用 1 台）取得（9 月）
・書架側板サイン取り付け（平成 23 年 3 月）
3）日高キャンパス分館
・入退館コントロールシステムゲート新研究科等対応追加項目設定作業（6 月）
4）川角キャンパス分館
・事務用 PC（1 台）取得（10 月）
・2 階ゼミ室（セミナールーム，6 室）設置工事（書架移動を含む，3 月）

4．利用状況
4-1．館内利用
年間入館者数は前年度比 4 キャンパスすべてで増えた．トータルでは 7,525 人増え，130,208 人となった（前年
度比 106％）
．貸出者数，貸出冊数では，毛呂山，川越でいずれもともに減り，日高，川角ではいずれもともに増えた．
これは，
昨年度と同じ傾向である．年間貸出者数，貸出冊数は，それぞれ 4 キャンパストータルで 15,990 人（106％）
，
29,773 冊である（110％）
．日高では，年間入館者数，貸出者数，貸出冊数いずれの数字も他の 3 キャンパスを凌ぐ．
電子コンテンツの利用が本格化，来館しない学内利用件数も増加していることから，館内利用のみでは利用状況の評
価ができにくい状況は変わらない．
4-2．図書館間相互貸借サービス
年間貸し件数は 5,572 件で 658 件減少し（前年度比 89%），借り件数は 3,377 件で反対に 114 件増加した（103％）
．
貸し件数の減少は全国的な状況を映す，ここでは，電子ジャーナル利用の本格化が影響しているとみられる．
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4-3．文献検索サービス
4 月提供開始の Scopus 利用件数（1,669 件）を含み，海外データベース利用件数は年間で 732 件増加の 11,169
件となった．Cinahl，
Ovid では件数が減り，
その幅は Ovid で大きい（前年度比 89％）．国内データベース利用件数は，
統計がとれるようになった MedicalOnline の 67,265 件を除いた数字で，年間で 3,969 件増加の 50,470 件となった
（109％）
．こちらも医中誌では増加したが（111％），JDreamII（92％），今日の診療（97％）では減少となっている．

5．教育
5-1．オリエンテーションほか
1）附属図書館
・医学部 1 年生オリエンテーション（4 月 15 日，忍田純子）
・平成 23 年度医学部学生便覧原稿（
「図書館の利用方法 - 毛呂山キャンパス図書館の利用について」）作成（12 月，
忍田純子）
2）総合医療センター分室
・初期研修医オリエンテーション・導入研修（4 月 5 日，林美代子）
3）日高キャンパス分館
・新入生オリエンテーション（4 月 8 日）
・医中誌 Web 講習（健康医療科学科 4 年，4 月 16 日，看護学研究科看護学専攻 1 年，4 月 17 日）
4）川角キャンパス分館
・院生（医科学専攻理学療法学分野）オリエンテーション（4 月 6 日）
・新入生オリエンテーション（4 月 9 日）
5-2．授業

なし

6．研究
6-1．研修ほか
1）
「医学図書館」誌編集委員に百留悦子が委嘱された（5 月）
2）第 17 回医学図書館員基礎研修会（8 月 9 日から 11 日まで，鈴木智絵）
3）司書講習（7 月 23 日から 9 月 24 日まで，新井美由紀）
4）
日本医学図書館協会・日本薬学図書館協議会向け電子ジャーナル・コンソーシアム説明会（9 月 29 日，柴田義貴）
5）SALA 第 22 回研修会（11 月 8 日，
「ILL 担当者へ贈るリポジトリ活用術 - 紀要の電子化とオープンアクセスを
考える」
，忍田純子）
6）第 7 回情報プロフェッショナルシンポジウム（INFOPRO2010）（11 月 18 日から 19 日まで，実行委員会委員，
セッション B1 座長を含む，小野澤繁雄）
7）第 12 回図書館総合展フォーラム（
「学習・研究支援ツール RefWorks と新プラットフォーム」，11 月 25 日，
「Ex
Libris Update- ユーザーグループミーティング -」11 月 26 日，柴田義貴）
8）文献管理ツール（Web サービス）RefWorks の（館員を対象とする）業者説明会（3 月 30 日）
6-2．究発表ほか

なし

7．補助金
平成 22 年度私立学校経常費補助対象事業に係る調査（うち，「ICT 活用教育研究支援」）で，調査票作成（9 件い
ずれも電子ジャーナル，9 月）
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8．統計（平成 22 年度）
毛呂山
開館日数

川越

日高

川角

計

281

265

229

234

39,415

13,498

65,079

12,216

130,208

和

3,295

1,017

1,621

737

6,670

洋

1,726

125

172

94

2,117

計

5,021

1,142

1,793

831

8,787

28

111

28

246

年間入館者数
年間受入冊数（注 1）

視聴覚資料年間受入点数（注 1）
国内

79

外国

16

1

0

0

17

計

95

29

111

28

263

和

125,874

17,635

24,444

5,532

173,485

洋

130,986

9,643

2,325

435

143,389

計

256,860

27,278

26,769

5,967

316,874

国内

1,124

191

901

144

2,360

外国

815

16

0

30

861

1,939

207

901

174

3,221

和

615

137

111

49

912

洋

365

23

24

17

429

計

980

160

135

66

1,341

貸出者数

4,129

859

8,342

2,660

15,990

貸出冊数

8,066

1,318

15,609

4,780

29,773

蔵書冊数（注 1）

視聴覚資料所蔵点数（注 1）

計
受入雑誌種類数（注 2）

館外貸出

相互貸借件数
貸し件数

5,572

借り件数

3,377

文献検索件数（注 3）
ネットワーク 1

11,169

ネットワーク 2

117,735

複写枚数

54,001

22,447

― 4,095

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，海外医学文献データベース利用件数（内訳は，EBM Reviews を含む MEDLINE on Ovid

Online 7,830 件，STAT!Ref 451 件，CINAHL with Full Text 319 件，JCR on the Web 900 件，Scopus（4 月提供開始）
1,669 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 44,233 件，JDreamII 1,947
件，今日の診療 Web 版 4,290 件，MedicalOnline 67,265 件）

9．自己点検・評価
・遡及入力，公開ができていない一部附属図書館保存書庫内図書ほかのうち，保存書庫内図書の（目録データ）遡
及入力に着手することになり，うち，和書のバーコードラベル貼りは，平成 22 年夏に終了した．平成 23 年度
事業計画で，夏に休館して残り洋書のバーコード貼りを行い，以降の日程で遡及入力（外注）を行う．このこと
については，3 月 23 日付で照会のあった「平成 23 年度次世代学術コンテンツ基盤推進事業総合目録データベー
ス遡及入力（支援）事業の公募について」（照会，国立情報学研究所），平成 23 年 4 月 15 日期限で応募するこ
とにした．
・大学院修士課程設置に伴って，設備図書の受入ほかで一定の作業が行われた．日高では，土曜日，夜間の授業が
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始まったことで，10 月 1 日から，開館時間を 45 分延長し 19：45 までとした．土曜日開館は増員がえられ次第，
平成 23 年度から開始する予定である．
・図書館業務システムのリプレイスが年度末に行われた．次世代図書館システム CARIN-i

を選択したが，

CARIN の後継でもあり，
年度末 2 ヵ月間を使って移行作業が終了した．平成 23 年 4 月 1 日本格稼働の予定である．
・東日本大震災で被災し，書架の損傷こそみられなかったものの，とくに毛呂山 4 階（上・下積層書庫）で製本
雑誌の半数近くが落下し，手のつけられない状態となった．14 日（月）以降，1 日 4 時間の開館を続けながら，
日高の応援もえて，3 人から最大 9 人態勢，実質 7 日間で復旧にこぎつけることができた．なお，3 階閲覧室で
大部分の書架で床固定を欠くなど，今後の対策に課題を残す．
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9．ゲノム医学研究センター
1．構成員
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：教育主任

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：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（兼）

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

西本

正純（NISHIMOTO, Masazumi）：講師：RI 実験施設

横尾

友隆（YOKOO, Tomotaka）
：助教：実験動物施設

その他のメンバーに関しては，各部門を参照

2．目的
ゲノム医学研究センターは，ヒトのゲノムの全配列という莫大な情報を基礎研究に応用することを主な目的として
設立された．そして，現在では，その当初の趣旨を堅持するとともに，学内の臨床部門との連携を土台として，臨床
への出口を念頭に置いた基礎研究，すなわち，トランスレーショナルリサーチに最も重きを置いて研究を行っている．
ゲノム医学研究センターでは，設立当初からの 6 つのコア部門と，2005 年に設立されたトランスレーショナルリサー
チ部門の合計 7 つの部門と臨床部門が連携して研究を進めることにより，医学の発展に大きく寄与できる研究拠点
の構築を目指している．

3．活動報告
本年度は，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」が発足して 3 年目の年であり，9 月には，プロジェクトの中間報告を行っ
た．当初の期待通りの成果を挙げることができ，文部科学省からの評価に関しても「AA」の最高の評価をいただく
ことができた．なお，本プロジェクトは，配分される研究費の枠の中で研究を達成するのではなくて，大型の外部
資金を獲得して，研究の規模を拡大することを推奨している．本年度のスタート時において既に，科学技術振興機構
CREST の研究費と武田科学振興財団からの大型研究費を既に獲得していたが，今年度 10 月には，新たな外部資金と
して，文部科学省「革新的細胞解析プログラム（セルイノベーション）」の研究費を獲得し，本学小児科との共同研
究として，ミトコンドリア呼吸鎖異常を起こす遺伝子変異の系統的な検索を大々的に行うことになった．なお，ゲノ
ム医学研究センターの外部資金の獲得状況は，右肩上がりの状況であり，現時点では，私立大学戦略的研究基盤形成
支援事業を除く獲得研究費の総額は 2 億 5 千万円を上回っている．研究成果として最も特筆すべきものは，ゲノム
科学部門からの間葉系幹細胞に関する研究成果（Tokuzawa et al., PLoS Genet e1001019, 2010）で，この論文では，
バイオインフォマティックスを駆使した網羅的な遺伝子発現解析を行った結果，Id4 という転写に関わるタンパク質
が，間葉系幹細胞の骨への分化において極めて重要な働きをすることを明らかにしており，骨粗鬆症に対する新しい
治療法が期待される発見として，読売新聞，産経新聞等，多くの新聞社により大々的に取り上げられた．疾患遺伝子
探索研究に関しても順当に研究を進めることができており，様々な疾患に関してその病態を司る病因遺伝子が存在
する遺伝子座の領域をかなり絞り込むことができている．また，少数例のサンプルから疾患遺伝子を同定する為の新
規アルゴリズム法を開発しており，その方法は，既に，筋委縮性側索硬化症（ALS）の新規原因遺伝子の一つである
Optineurin 遺伝子の同定（Maruyama et al., Nature 465:223-226, 2010）に対して大いに貢献した．
教育に関してであるが，ゲノム医学研究センターでは，優れた研究者を育てることに力を注ぐことはもちろんのこ
ととして，研究マインドを持った臨床医を育てることも重要であると考えており，本年度も学部学生の教育にも積極
的に参加した．

4．評価と次年度目標
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業からの新規プロジェクトも，今年度を終えた時点で，残すとこ
ろ後 2 年であるが，この残された期間で最も大きな成果が期待できるのは，疾患遺伝子探索研究からの成果である．
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Homozygosity Mapping 法を駆使して，家族性痙性対麻痺，悪性高熱症等，家族内発症が見られる疾患に関して，原
因遺伝子のゲノム内での領域の絞り込みが着実に進んでいる．なお，本年度末には，待望の次世代シーケンサーが設
置された．平成 23 年度，本機器をフル稼働させることにより，今年度発足したセルイノベーション研究プロジェク
トや，その他の研究が大いに発展することが期待される．
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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.20.4.1 〜 H.22.3.31
総合医療センタ−ブランチ長 : 三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）: 兼担，総合医療センタ−臨床検査医学教授，
H22.4.1 〜 H24.3.31
国 際 医 療 セ ン タ − ブ ラ ン チ 長 : 松 本 万 男（MATSUMOTO, Kazuo）: 兼 担， 国 際 医 療 セ ン タ − 心 臓 内 科 教 授，
H20.4.1 〜 H22.3.31
各部門の構成員については，各部門の項を参照されたい．

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，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 年度から教育主任部門が加わって 9 部門となり，それぞれの部
門が協力して「入学から生涯教育までをト−タルに考え，埼玉医科大学の明日を創造する」をスロ−ガンに活動を行っ
てきた．
その後，入試部門はアドミッションセンタ−へ，大学院部門は大学院へ，大学評価部門は自己点検評価委員会へと
機能移転が行われ，平成 20 年 10 月 1 日から，医学教育センタ−は，教育主任，卒前医学教育，卒後医学教育，教
育情報，
Faculty Development，
企画，
事務の 7 部門からなる新体制で活動を継続してきた．平成 21 年 4 月には，
シミュ
レ−ション教育部門が新設され，平成 22 年度は 8 部門 5 室体制で活動を行うこととなった．
平成 22 年度の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
医学教育センタ−は発足以来，医学教育を取り巻く内外の環境の変化に柔軟に対応できるよう，組織や体制を常に
最適化してきた．ただし，医学教育センタ−の設立時の目標を見失わないよう，注意を払ってきた．
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 22 年度の特記事項をあげると以下
のようになる．①学生の受講時のル−ルを明確にして講義環境の改善をはかる（卒前医学教育部門），②講義収録シ
ステムの運用（IT センタ−）
，③進級判定基準の見直しに着手（卒前医学教育部門），④アドミッション，ディプロ
マ，カリキュラムの 3 ポリシーの策定（保健医療学部との共同作業），⑤教育実績登録システムの活用（調査解析室）
，
⑥卒業判定時期の検討（卒前医学教育部門）
，⑦評価の低い教員に対する指導（企画部門），⑧出席状況と成績（不合
格科目）との関係の調査（調査解析室）
，⑨新講義棟の利用方法（卒前医学教育部門），⑩ FD についての検討（新任
教員，教員と事務職員の混合研修，など）
．
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．特に，事務作業の効率化を行い，教育支援
体制を改善することが継続的な課題となっている．
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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本学と諸外国との学術，文化，教育，研究，診療等に関する交流を支援・推進する事を目的と
した部門である．主な事業として，
「学生相互交換留学制度」
「春季語学研修制度」
「教員短期留学制度」を統括している．
当部門は平成元年「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体験し，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．
「学生相互交換留学制度」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開始した．平成 7
年 7 月，スウェーデンのリンシューピン大学，イギリスのリバプール大学，そしてドイツのベルリン自由大学から，
6 名の医学生が来日した．そして本学 5 年の学生は上記 3 校に加えて，カナダのマニトバ大学とドイツのボッフム
大学の計 5 校へ 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 22 年度は，
「学生相互交換留学制度」が始まって 16 年目を迎えた．海外の提携校 10 大学との間の留学体験
学生数総数は 543 名を数え，他に類を見ない誇るべき立派な制度となっている．
平成 18 年度より開始した「春季語学研修制度」では昨年度は米国のみの研修であったが，本年度はアメリカ・サン
フランシスコ（10 名）
，オーストラリア・ゴールドコースト（11 名）の 2 カ所での研修を行うことができた．医療
に関連した英語能力を高める目的（English for Health Science Purposes）のもとに英語能力の向上をはかる機会を低
学年の学生に提供している．
そして教員を対象とした留学制度として検討を重ねて来た「教員短期留学制度」が今年度は 2 年目となり，昨年
に引き続き 5 名の留学者を派遣する事ができた．この制度は教員の教育，研究，診療の活動と国際的視野に立った
文化的，社会的な理解を深めることにより本学に貢献する人材の育成を目的としている．
また，今年度から学生の国際的素養と英語力の増進を目的として週 1 回 English Cafe という学生向けの英語会話レッ
スンを開始した．
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る．これに対応し，国際交流センターの役割を
果たすべく前進邁進して行きたいと考えている．
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13．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

富永

信子（TOMINAGA,Nobuko）
：助教（兼担）

佐藤

真喜子（SATOH, Makiko）
：助手

佐藤

純子（SATOH, Junko）
：事務員

＜客員＞
小林

正幸（KOBAYASHI, Masayuki）
：客員教授：在宅医療，緩和医療

武田

文和（TAKEDA, Fumikazu）
：客員教授：緩和医療

渕上

博司（FUCHIGAMI, Hiroshi）
：客員講師：健康管理，予防医学

岨

康二（SOWA, Kouji）
：客員准教授：内科，地域医療

＜非常勤講師＞
尾嵜

新平（OZAKI, Shinpei）

安達

秋和

敏彦（AKIWA, Toshihiko）

修一（ADACHI, Shuichi）

＜専攻生＞
河西

美代子（KASAI, Miyoko） 望月

濱田

幸宏（HAMADA，Yukihiro）

徹（MOCHIZUKI, Tohru）

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 17 コマ（社会医学，試験問題解説），4 年生「地域社会と健康」ユニット講義 35 コマ，
実習 23 コマ，
「救急麻酔」講義 1 コマ，1 年生選択必修 8 コマの計 84 コマを担当した．4 年生の実習では，埼玉県
立大学が行う専門職連携教育（Interprofessional Education：IPE）を取り入れ，希望する学生が，埼玉県立大学保健
医療学部の看護，健康開発，理学，作業，社会福祉学科の学生と一緒に地域医療機関で学ぶ IP 演習に参加した．こ
の IP 演習と，地域の福祉施設，小中学校，健診センター等での活動に参加する地域医療・地域保健体験実習，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の 3 種類の形態
の実習を平行して実施した．
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「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．
4 年生臨床推論実践的ケーススタディ，1 年生，2 年生，の臨床推論のチューター，
「人体の科学入門Ⅰ」のチューター
を担当した．1 年生選択必修として地域医学入門 8 コマを今年度初めて開講し，映像を用いた演習を行った．
医学部教育の他，保健医療学部では健康医療科学科の保健社会学 4 コマ，環境化学講義 2 コマ，実習 7 コマ，疫
学 14 コマ，看護学科の保健行政論 15 コマ，疫学 15 コマ，国試補講 7 コマを担当した．
卒後臨床教育として，埼玉医科大学病院研修委員会において地域医療研修の企画を行い，埼玉県内地域医療機関，
長崎県離島診療所での研修を導入した．
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，地域における保健活動，医療機関での実習，
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．また，昨年度から導入した埼玉県立大学
IP 演習に対して，さらに参加学生を増やし，連携と協働の実際を地域の現場で学ぶ機会を充実するとともに，地域
診療所での体験実習を新たに 5 名の学生に行い，学生の意欲の向上を引き出すことができ，学生からも高い評価を
得た．1 年生選択必修として地域医学入門を開講し，低学年から地域医療への関心を高めることができた．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．次年度
は，地域医療機関での実習をさらに充実させて行き，臨床前教育における早期体験実習を含めた地域医療実習を充実
させていく他，1 〜 3 年生の医学概論において地域・チーム医療をテーマとした内容の講義を計画している．

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亜鉛過剰ラットの血圧上昇と腎臓アンギオテンシン活性（宮﨑孝，佐藤真喜子，羽生真由子，竹中恒夫，宮嶋由
佳，野寺誠，柳澤裕之，大野洋一，柴﨑智美，鈴木洋通）
⑥亜鉛欠乏下の骨量低下との関連（宮﨑孝，佐藤真喜子，羽生真由子，竹中恒夫，宮嶋由佳，野寺誠，柳澤裕之，
大野洋一，柴﨑智美，鈴木洋通）
⑦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）
⑧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）
⑨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 .）
⑩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）
⑪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）
⑫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，鈴木洋通）
57

地域医学・医療センター

⑬予防医学領域におけるシミュレーション研究（大野洋一，鈴木洋通）
⑭高血圧の代謝性因子に関する遺伝要因研究（大野洋一，鈴木洋通）
⑮医学部学生早期体験実習における学生の態度の変容に関する研究（佐藤真喜子，柴崎智美，荒木隆一郎，鈴木洋通 .）
⑯医学部卒前教育における IPE 導入に関する研究（柴﨑智美，大野洋一，荒木隆一郎，宮﨑孝，佐藤真喜子，羽生
真由子，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
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亜鉛過剰ラットの血圧上昇と腎臓アンギオテンシン活性：亜鉛過剰モデルラットを用いて亜鉛過剰群での血圧上
昇を明らかにした．
⑥亜鉛欠乏下の骨量低下との関連：亜鉛欠乏モデルラットの大腿骨の骨量を DEXA 法を用いて測定し，骨量の減
少を明らかにした．
⑦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．
⑧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．
⑨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．昨年度実施した疫学調査の解析を実施した．
⑩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．昨年度整備したハードウエア環境を用いて，モデルに基づくシミュレーションを試行
した．
⑪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．
⑫妊娠高血圧に関する要因分析に関する疫学研究：腎臓内科の渡辺祐輔先生および野平由香先生，産科の板倉教
授・大澤講師と共同で，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 140 例
解析した．母体要因として尿酸高値と血小板数低値，胎児要因として胎児心拍数監視における基線再変動消失が
検出された．今後症例を重ねさらに検討を行う．
⑬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
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Evidence-Based Medicine の成果が積み上げられている．しかし，大規模臨床試験にても十分な Evidence がない
予防医学領域も依然として多い．特定保健指導と降圧薬療法のどちらが有効かについて心血管合併症発症リスク
を指標に仮想日本人集団においてシミュレーション研究を行った．ライフスタイル改善から降圧薬療法へ切換え
至適血圧についても検討した．
⑭高血圧の代謝性因子に関する遺伝要因研究：慶應義塾大学内科（腎内分泌代謝科）との共同研究で，従来より引
き続き高血圧に合併する代謝要因の遺伝的な関与についての研究を継続している．
⑮医学部学生早期体験実習における学生の態度の変容に関する研究：1 年生，2 年生の光の家実習では，ボランティ
アに対する意欲の高まりが見られることが明らかになった．
⑯医学部卒前教育における IPE 導入に関する研究：IP 演習参加学生においては，専門職の連携についての意識が
高まるだけでなく，意欲の向上，日常生活の振り返りが行われることが明らかになった．また，実習を通して，
病気ではなく人を診ることの重要性を再認識し，退院後の生活まで含めて患者であると言うことを再認識してい
る．
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，毛呂山町地域福祉計画推進委員，毛呂山町介護審査会委員，毛呂山町教育振興計画
策定委員，長崎県小値賀町健康おぢか 21 協議会委員
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
① Klotho expression is induced by calorie restriction in adult male rats. Miyazaki T, Takenaka T, Inoue T, Sato M,
Hanyu M, Eiki Y, Nodera M, Yanagisawa H, Ohno Y, Shibazaki S, Suzuki H

Trace Nutrients Research

2010

27:92-96,
② Antihypertensive medication versus health promotion for improving metabolic syndrome in preventing
cardiovascular events: a success rate-oriented simulation study. Ohno Y, Shibazaki S, Araki R, Miyazaki T, Hanyu M,
Satoh M, Takenaka T, Okada H, Suzuki H.

BMC Med Inform Decis Mak. 2011;13;11:8.

③ Telmisartan lowers home blood pressure and improves insulin resistance without correlation between their
changes. Kobayashi K, Ohno Y, Takenaka T, Ikeda N, Okada H, Kanno Y, Suzuki H. Clin Exp Hypertens. 2011;33
（2）:100-5.
④ Height constitutes an important predictor of mortality in end-stage renal disease. Cardiol Res Pract. Takenaka T,
Sato T, Hoshi H, Kato N, Sueyoshi K, Tsuda M, Watanabe Y, Takane H, Ohno Y, Suzuki H. 2010;18（4）:123-8
⑤ Frequency and Risk Factors for Sepsis Resulting from Neuroendovascular Treatment.Ishihara H, Ishihara , neki H,
Okawara M, Kanazawa R,.Kohyama S, Yamane F, Shibazaki S, Maesaki S, Hashikita G.Minim Invas Neurosurg
2010;53：250-254
⑥ Epidemiological diversity analysis upon the incidende of 2009 novel H1N1 ﬂu among school children within and
among small regional communities,Japan Araki R, Hanyu M, Satoh M, Shibazaki S, Ohno Y, Suzuki H. Inﬂuenza
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and Other Respiratory Viruses. 2011. 5:178-179
⑦ Preliminary results of study comparing conventional radiography with phase-contrast radiography for assessing
root morphology of mandibular third molars. Sato T, Nakamoto N, Abe T, FukushimaY, TomaruY, Nakazawa M,
Nakamoto M, .Kawasaki H, Wada Y, Ohara H, Araki R, Tanaka J, Yoda T．

Dentomaxillofaial Radiol.

2011;40

（2）:91-95
⑧ Cardipvascular outcome of angiotensin Ⅱ receptor blocker, Candesartan, in Japan Suzuki T, Araki R Drugs of
Today. 2010 46（6）:427-431
⑨中心動脈と心腎連関 .

大野洋一

Angiotensin Research（先端医学社）2011;8（2）:68-73

〔総数：論文 9 篇，学会発表総数 25 件〕
6-2．獲得研究費
①埼玉医科大学平成 21 年度学内グラント

2009（平成 21）年度〜 2010（平成 22）年度：地域の社会福祉施設

での早期体験実習は医学生の意識をどう変えるか？

研究代表者

佐藤真喜子

75 万

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，従来の環境・食品・産業・中毒に加え，地域医療に関する教育をさらに進めるこ
とができた．特に 4 年生における教育では，埼玉県立大学と連携するなど，地域と連携し，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．卒後臨床教育としては，研修医委員会地域医
療研修の企画を行い，離島診療所での研修を導入した．大学病院では学ぶ機会の少ない住民に寄り添った医療を経験
するなど，研修医にも好評であった．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・
地域医学研究を展開する．
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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

別所

正美（BESSYO, Masami）副センター長・入試問題統括部門長

上原

政治（UEHARA, Seiji）アドミッションセンター特任教授

丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）アドミッションセンター広報部門長，専務理事
堀口一夫（HORIGUTI, Kazuo）アドミッションセンター事務部門長；常務理事
椎橋

美智男（SHIIBASHI, Michio）アドセン調査・研究・解析部門長；IT センター長

2．活動状況
（1）センターの陣容が次のように強化された．
・上原政治がアドミッションセンターに配属された（平成 22 年 4 月１日に発令）．
・一部の科目ではあるが，入試関連業務を主たる業務とする特任講師が選任された．
（2）平成 22 年５月７日（金）にセンター長主催の下に，センター構成メンバーの他に，各ブランチ ( 医学部・保
健医療学部・短期大学・川越看護専門学・毛呂病院看護専門学校 ) の入試問題作成責任者，および特任講師を加
えて，アドミッションセンター拡大会議を開催した．議事内容の次第は次の通りである．
・センター長による特任講師の紹介・アドミッションポリシーの再確認の後 ,，入試関連業務を万事遺漏なきよ
う遂行するようにとの指示があった．
・各ブランチの入試責任者による当該ブランチの入試科目，入試関連業務の問題点，入試日程などの説明があっ
た．
・科目ごとに，特任講師の業務について特任講師と出題者の間で協議を行うための日時などを決めた．

3．自己点検・評価
本センターの目的の一つは，入試問題作成関連業務を円滑に進めることにあるが，特任講師の導入によってこの業
務の遂行は大きく前進した．本年度の特任講師の果たした役割は次の通りである．
（1）一部のブランチから，医学部教員だけでなく，特任講師に入試問題作成の支援要請があった．
（2）多くのブランチにおいて，特任講師は入試問題の作成・事前点検・校正・などの入試業務を行った．一部の
ブランチでは試験当日に試験会場で待機した．

４．次年度の課題
（１）大学入試センター試験を利用して平成 25 年度から学生を選抜できるようにするための準備をする．
（２）特任講師のいない科目でも特任講師を選任する．
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15．アレルギーセンター
アレルギー疾患は近年もなお増加している．アレルギー疾患の特徴として，①体質的素因を基盤とするため，全身
にわたる複数疾患を合併する②その体質のゆえ，治癒が期待しづらい，などがあげられる．従来のアレルギー診療は，
一般に臓器別で行われ，複数科において対処的な診療が行われてきた．一方，アレルギー疾患をもつ患者サイドから
は，包括的かつ専門性の高いアレルギー診療が求められている．
埼玉医科大学は，2009 年 4 月に「アレルギーセンター」を設立した．本センターは，学内（埼玉医大国際医療セ
ンターや総合医療センターも含む）のアレルギー疾患の関連スタッフが力を合わせ，医師，学生やコメディカルへの
教育活動，最新治療をふくむ包括的診療活動，そして病態の解明や治療の発展をめざした研究活動によって，アレル
ギー疾患に苦しむ患者の救済を目指して活動する組織である．埼玉医科大学のこの試みは，全国の大学に先駆けてお
り，広く注目を集めている．
当センターは，下記の目標を基本方針として活動を行っている．
1．アレルギー学の包括的な卒前医学教育体制の構築
2．臓器横断・包括的で高度な診療能力をもったアレルギー専門医の育成
3．地域における臨床アレルギーセンターとしての，アレルギー病態に基づく包括的で専門性の高い医療の提供
4．学内・外での広報・教育活動を通じたアレルギー疾患に対する正しい理解と，evidence-based medicine に基づ
いた科学的で正しい診療の普及
5．アレルギー疾患の病態・治療の研究の推進

1．部門
1）卒前教育部門
2）卒後教育部門
3）臨床部門
4）研究部門
5）広報部門

2．構成員
永田真（NAGATA Makoto）: 埼玉医科大学病院呼吸器内科：教授：センター長（任期：H23.3.31），卒後教育部門長（任
期：H23.3.31）
，広報部門長（任期：H23.3.31）
加瀬康弘（KASE Yasuhiro）: 埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：教授：副センター長（任期：H23.3.31），卒前教育部
門長（任期：H23.3.31）
松下祥（MATSUSHITA Sho）
：埼玉医科大学免疫学：教授：研究部門長（任期：H23.3.31）
中村晃一郎（NAKAMURA Koichiro）
：埼玉医科大学病院皮膚科：教授，臨床部門長（任期：H23.3.31）
徳山研一（TOKUYAMA Kenichi）
：埼玉医科大学病院小児科：教授
和合治久（WAGO Haruhisa）
：国際医療センター保健医療学部：教授
森圭介（MORI Keisuke）
：埼玉医科大学病院眼科：准教授
植松和嗣（UEMATSU Kazutsugu）
：総合医療センター呼吸器内科：准教授
善波弘善（YOSHINAMI Hiroyoshi）
：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：准教授
中込一之（NAKAGOME Kazuyuki）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：講師：事務局
杣知行（SOMA Tomoyuki）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：講師
東丈裕（HIGASHI Takehiro）
：埼玉医科大学免疫学：助教
高久洋太郎（TAKAKU Yotaro）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
山口剛史（YAMAGUCHI Takefumi）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
西原冬実（NISHIHARA Fuyumi）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
小林威仁（KOBAYASHI Takihito）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
小宮山謙一郎（KOMIYAMA Ken-ichiro）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
中野裕史（NAKANO Hiroshi）
：埼玉医科大学病院小児科：非常勤講師
仲田拡人（NAKADA Hiroto）
：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：非常勤講師
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3．教育
アレルギーセンターでは，包括的でかつ高度なアレルギー診療能力を持ったスタッフの育成のために，医師，学生
やコメディカルへの教育を重視し，
（1）卒前教育部門（2）卒後教育部門を設立した．卒前教育部門は，医学生の授
業カリュキュラム，アレルギーセンター見学プログラムなどの教育システムの改善についての調査・研究・解析を行っ
ている．卒後教育部門は，隔月で行う学内講演会（埼玉医科大学「アレルギー・フォーラム」）及び 2 週毎に行う院
内勉強会の開催が主な活動である．詳細は卒前教育部門及び卒後教育部門の年報を参照．

4．診療
アレルギーセンターの診療部門として，埼玉医科大学病院「アレルギー・喘息センター」が，埼玉医科大学病院の
本館 3 階に開設されている．アレルギー・喘息センターでは，呼吸器内科と小児科を基盤に，皮膚科（内科皮膚科
合同外来）
，耳鼻科（内科耳鼻科合同外来）
，眼科が連携して，専門性の高い，包括的アレルギー診療を行っている．
当センターの特徴としては，スギ花粉症，アレルギー性喘息に対しての体質改善であり原因治療であるアレルゲン免
疫療法（減感作療法）や，アナフィラキシーの緊急自己治療薬であるアドレナリン自己注射システム（エピペン（r）
）
の導入，また歯科治療などで用いる局所麻酔薬のアレルギー確認テストなどがあげられる．スギ花粉症に代表される
アレルギー性鼻炎・結膜炎は喘息に高率に合併し，通常は複数の診療科・施設を訪問しなければならないが，当セン
ターでは，必要に応じて耳鼻咽喉科や眼科の専門医とも連携して，総合的に診療している．複数のアレルギー疾患を
持っている場合や，アナフィラキシー既往の場合，また喘息や花粉症で体質改善を希望される場合などで，当センター
への受診を積極的に勧めている．詳細は臨床部門の年報を参照．

5．研究
アレルギーセンターの発足にともない，関連基本学科がさらに連携して基礎・臨床研究の共同推進に努めている．
基礎研究面では，とくに免疫学がこのセンターの重要な要素となっており，アレルギーセンターに参画する基礎研究
希望者に充分な技術指導能力が確保されている．さらに月 1 回，関連研究者にプログレス・レポート等の科学的討
議の場を定期的に設定している．詳細は研究部門の年報を参照．

6．業績
6-1．論文・学会発表
①仲田拡人，中込一之，高久洋太郎，西原冬実，山口剛史，杣知行，萩原弘一，金澤實，加瀬康弘，永田真．鼻炎
症状と喘息症状の連関についてのアンケート調査．アレルギー 2010;59:688-698.
② Higashi T, Hashimoto K, Takagi R, Mizuno Y, Okazaki Y, Tanaka Y and Matsushita S. Curdlan induces DCmediated Th17 polarization via Jagged1 activation in human dendritic cells. Allergol Int. 2010;59:161-166.
③ Kato-Kogoe N, Ohyama H, Nishimura F, Meguro M, Yoshizawa S, Okada Y, Nakasho K, Yamanegi K, Yamada N,
Hata M, Higashi T, Terada N, and Matsushita S. Fibroblasts stimulated via HLA-II produce PGE 2 and regulate
cytokine production from Th cells. Lab Invest. 2010;90:1747-1756.
④中込一之，永田真 . アレルギー性気管支肺アスペルギルス症・好酸球性肺炎 . アレルギー 2011;60:156-165.
⑤星理恵，中込一之，青木洋敏，高久洋太郎，山口剛史，杣知行，西原冬実，小宮山謙一郎，萩原弘一，金澤實，永田真 . ト
リコフィトンの職業性曝露が増悪の原因と考えられた気管支喘息の 1 例 . アレルギー 2011:60:207-213.
⑥ Nakano K, Yamaoka K, Hanami K, Saito K, Sasaguri Y, Yanagihara N, Tanaka S, Katsuki I, Matsushita S, and
Tanaka Y. Dopamine Induces IL-6-Dependent IL-17 Production via D1-Like Receptor on CD4 Naive T Cells and
D1-Like Receptor Antagonist SCH-23390 Inhibits Cartilage Destruction in a Human Rheumatoid Arthritis/SCID
Mouse Chimera Model. J Immunol. 2011;186:3745-3752.
⑦ Mori T, Saito K, Ohki Y, Arakawa H, Tominaga M, and Tokuyama K. Lack of transient receptor potential
vanilloid-1（TRPV1）enhances. Th2-biased immune response of the airways in mice receiving intranasal, but not
intraperitoneal, sensitization. Int Arch Allergy Immunol., in press.
⑧ Nakashioya H, Nakano K, Watanabe N, Miyasaka N, Matsushita S, Kohsaka, H. Therapeutic Eﬀect of D1-like
Dopamine Receptor Antagonist on Collagen-Induced Arthritis of Mice. Modern Rheumatol., in press.
⑨ Matsushita S, Takagi R, Hashimoto K, and Higashi T. Qualitative evaluation of adjuvant activities and its
application to Th2/17 diseases. Int Arch Allergy Immunol., in press.
⑩ Nakagome K, Imamura M, Okada H, Kawahata K, Inoue T, Hashimoto K, Harada H, Higashi T, Takagi R, Nakano K,
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Hagiwara K, Kanazawa M, Dohi M, Nagata M, and Matsushita S. Dopamine D1-like receptor antagonist attenuates
Th17-mediated immune response and OVA-Ag-induced neutrophilic airway inﬂammation. J Immunol., in press.
総数：論文 48 件，学会発表 60 件
6-2．獲得研究費
アレルギーセンターでの獲得
①アレルギー疾患患者における上・下気道連関の研究（永田真） 埼玉医科大学学内グラント（H22）代表
基本学科での獲得
①難治性喘息の気道炎症病態の解析（永田真） 文部科学省科学研究費補助金（H22）代表
②リアルタイムモニター花粉数の情報のあり方の研究と舌下ペプチド・アジュバンド療法の臨床研究（永田真）
厚生労働省科学研究費補助金（H22）分担
③成人気管支ぜん息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方法に関する調査研究（永田
真） 環境再生保全機構委託研究（H22）分担
④ユビキタス・インターネットを活用したアレルギー疾患の自己管理および生活環境改善支援システム，遠隔教育
システム，患者登録，長期観察システムに関する研究（永田真） 厚生労働省科学研究費補助金（H22）分担
⑤アジュバント活性の多様性の解析とその応用（松下祥） 文部科学省科学研究費補助金（H22）代表
⑥ 35 型アデノウイルスベクターによる遺伝子治療の開発とその遺伝子発現制御（森圭介） 文部科学省科学研究
費補助金（H22）代表
⑦難治性喘息におけるヘルパー T17 型免疫応答の意義に関する研究（中込一之） 文部科学省科学研究費補助金
（H22）代表
⑧母乳中の coenzymeA で誘発されるアトピー性皮膚炎の解析と予防医学への展開（東丈裕） 文部科学省科学研究
費補助金（H22）代表
⑨アレルギー・自己免疫病におけるヒト Th17/Th21 細胞の解析（高木理英） 文部科学省科学研究費補助金（H22）
代表
6-3．受賞
①中込一之．第 23 回呼吸器学会学会奨励賞．IL-10 及び IFN- γによる呼吸器疾患の制御機構の解明．学会奨励賞
受賞講演．第 50 回日本呼吸器学会学術講演会，2010 年 4 月 25 日京都．
②西原冬実．日本アレルギー学会春季臨床大会ポスター大賞．埼玉医大アレルギーセンターにおける抗 IgE 抗体療
法導入 8 症例の臨床的検討．第 22 回日本アレルギー学会春季臨床大会，2010 年 5 月 9 日京都．
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永田真．
「アレルギー・好酸球研究会 2010」会長．2010 年 6 月 19 日東京．

7．自己点検・評価
センター創設より 2 年が経過した．本年度は昨年度と同様に，組織構築，資金運用のルール作りなどに重点を置いた．
業績の点でも，本年度は，昨年度と比べて確実に上がっており，概ね目標は達成されたと思われる．次年度において
も，各部門でそれぞれ質を向上させ，業績を上げ，体外的な情報発信を増やしたい．今後も，良い方向を目指して運
営できるように努力したい．
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16．東洋医学センター
総論
埼玉医科大学東洋医学センターは，
東洋医学に関する診療，教育，研究を行う大学横断的な組織である．東洋医学は，
漢方医学，鍼灸治療などを含む概念で，経験と理論の上に成り立つオーダーメード医療と言っても間違いではない．
当センターは，診療においては大学に存在する東洋医学診療科として西洋医学の基盤の上にある東洋医学診療を目
指す．
教育においては低学年から西洋医学とは異なる場における概念（東洋医学）の考察，理解，批判力を養うような教
育を行う．
患者データーベースを作成する．
診療において，東洋医学的治療法の観点から疾患のグループ化を行うようにするとともに，治療効果の科学的な評
価，客観的な病態把握を行える基準を作成する．
当センターから世界に発信するエビデンスを作成する．

業績
論文・学会発表
1）山口

智．Ⅰ．痛みについて 5．各種治療手技の概要と適応 c．東洋医学的アプローチ．運動器の痛み プライ

マリケア 頸部の痛み．南江堂．東京．2010．
2）小俣

浩．維持透析患者の補完代替医療ガイド , 阿岸鉄三 編集：医歯薬出版 ,2010.

3）菊池友和 , 瀬戸幹人 , 山口

智 , 小俣

浩 , 中澤光弘 , 磯部秀之 , 大野修嗣 , 三村俊英 , 北川秀樹 , 高橋啓介 : 鍼

通電刺激が僧帽筋血流量に及ぼす影響‐99mTc04- クリアランス法による検討‐, 日本東洋医学雑誌 61（6）
834-839,2010.
4）鈴木真理

山口

智

五十嵐久佳

小俣

浩

菊池友和

田中晃一

磯部秀之

大野修嗣

三村俊英

君嶋

眞理子：VDT 作業者に対する鍼治療効果（1）−頸・肩こり，眼疲労に及ぼす影響− , 全日本鍼灸学会雑誌 ,
2010；60（5）829-836.
5）磯部秀之：特別講演「漢方と鍼灸の併用療法」第 105 回臨床漢方薬理研究会大会（9,19,2010 京都）
6）小俣

浩：ワークショップ：東洋医学・自律神経治療の成果：西洋・東洋 -WS-2 唾液分泌異常（dry mouth）

に対する鍼灸治療 - 第 63 回

日本自律神経学会総会（10,22,2010 横浜）

7）Kikuchi T, Yamaguchi S, Omata H, Mimura T, Nakazawa M, Isobe H,

Takahashi Ke : EFFECTS OF

INDIVIDUALISED ACUPUNCTURE ON THE QUOLITY OF THE LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC NON-SPECIFIC
LOW BACK PAIN,International Society for the Study of the Lumbar Spine,2010.
8）田中晃一，山口

智，小俣

浩，新井千枝子，阿部洋二郎，浅香

隆，菊池友和，小内

愛，鈴木真理，磯部秀之，

石井弘子，大野修嗣．医科大学病院における鍼灸治療の有用性について−症状別鍼治療効果の比較−．日本東洋
医学会雑誌 2010；61：226．
9）
小内 愛 , 山口 智 , 小俣 浩 , 新井千枝子 , 阿部洋二郎 , 浅香 隆 , 菊池友和 , 田中晃一 , 磯部秀之 , 大野修嗣 , 三村俊英 ,
土肥豊．当センターの癌患者に対する鍼灸治療の実態と治療効果（第 3 報）−癌性疼痛の原因別による鍼治療効
果−．全日本鍼灸学会雑誌 2010；60（3）：572
10）寺澤宏美，小俣

浩，山口

智，磯部秀之，三村俊英：非定型的な三叉神経痛を疑われた術後性上顎洞嚢胞の

一症例，
（社）日本東洋医学会 第 67 回関東甲信越支部学術総会（埼玉）2010 年 10 月
総数：論文 11 件，学会発表 32 件
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17．教職員・学生健康推進センター
教職員・学生健康推進センターが開設されてから 2 年になる．今後教職員・学生の安全，健康推進をさらに進める
ために今までの活動を踏まえ問題点を 3 つ挙げたい．

1）活動拠点について
現在のところ毛呂山キャンパスでは学生健康推進室と職員健康推進室が別個に存在しており，人材，器材，スペース
の面で効率が悪い．両者を統合して文字どおりセンターとしての機能を果たす場にする必要がある．特に現在の学生健
康推進室は狭い空間で学生がプライバシーを守って休養をとったり，面談することができないので早急に学生課とも連
携しやすい場所にセンターを構築する必要がある．

2）スタッフについて
健康推進センターの業務を遂行していくうえでもっとも重要なスタッフは保健師（看護師）である．学生，職員に接
し，理解を深め，状況に応じて対応できるスタッフが常駐していることが重要である．現在医学部学生健康推進室には，
非常勤の看護師 2 名が，基本的には平日常時 1 人の配置で，保健医療学部と川角キャンパス保健室でも非常勤看護師
が同様の勤務形態で対応している．また専任の事務職員もいないことから，事務的な業務に膨大な時間を費やしており
本来の看護師の業務に支障をきたしている．これまでのスタッフの体制から，ニードにあった保健指導を行うことは困
難な状況があり常勤スタッフの補充が必要である．また日高キャンパスには，臨床心理士が学生相談担当として活動し
ており，定期的に心の相談の対応を行い，必要に応じて精神科への対応を依頼できるようになっているが，医学部学生
にはこのような対応ができておらず，精神科医が対応する心の相談件数は低い状態が続いており，臨床心理士によるカ
ウンセリングが行えるように整備する必要がある．職員についても常勤保健師がいるのは現状川越のみで健診後事後措
置は不十分な状況で，治療が必要な方が結果的には放置されている現状がある．

3）データの管理について
現在，学生の個別のデータは，すべて紙で管理されており日々の診断書等の発行や，学生の現状把握等の集団に対す
る対応を検討する際に，一人一人のファイルを探し，再度データを整理するなどの手間がかかっている．職員のデータ
は部分的に電子化が行われているが川越，日高は内部開発のシステムで維持に問題があり，また 3 施設で共通のシス
テムではないため紙ファイルで保存せざるを得ない状況である．共通の健診システムを用い，デジタル化を推進する必
要がある．学生，職員の胸部レ線の管理もデジタル化をすすめ，フィルム管理に無駄な労力を費やさないようにする必
要がある．
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18．情報技術支援推進センター
1．構成員
椎橋

実智男（SHIIBASHI, Michio）
：准教授：運営責任者・教育主任・研究主任：医学教育：博士

吉田

幸生（YOSHIDA, Yukio）
：助手

勝浦

一雄（KATSUURA, Kazuo）
：准教授：兼担

向田

寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）講師：兼担

高橋

美穂（TAKAHASHI, Miho）
：助手：兼担

川崎

智子（KAWASAKI, Tomoko）
：事務員

2．教育
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（担当者）
医学部 1 年生の「人体の科学入門 1」ユニット，
「医学の数学 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，
2 年生の「選択必修」の「プログラミング言語 perl」，
「医療情報システム」，大学院博士課程の「統
計情報解析特論」
，大学院医学研究科修士課程の「統計情報解析特論」，大学院看護学研究科修士課程の「看護情報処
理論」
，
保健医療学部健康医療科学科 1 年生の「統計学」，2 年生の「医用工学実習」，保健医療学部看護学科 2 年生の「医
療情報学」
，保健医療学部医用生体工学科 3 年生の「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 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：95%，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」
：80%，大学院博士課程の「統計情報解析特論」：95%，大学院医学研究科修士課程の「統計情報解
析特論」
：85%，大学院看護学研究科修士課程の「看護情報処理論」
：95%，保健医療学部健康医療科学科 1 年生の「統
計学」
：90%，2 年生の「医用工学実習」
：70%，保健医療学部看護学科 2 年生の「医療情報学」：90%，保健医療学
部医用生体工学科 3 年生の「医療情報システム論」：90%
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
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，高橋）
3-3．研究内容と達成度
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．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
該当なし
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4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
該当なし
4-2．診療実績データ
該当なし
4-3．診療内容，治療成績
該当なし
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
該当なし
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
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
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）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Suzuki T, Miyao H, Terui K, Koyama K, Shiibashi M. Fluid therapy with hydroxyethyl starch for massive blood
loss during surgery. J Anesth. 2010 Jun;24（3）:418-25. 2010.06
② Ito K, Yokoyama J, Kubota K, Morooka M, Shiibashi M, Matsuda H. 18F-FDG versus 11C-choline PET/CT for the
imaging of advanced head and neck cancer after combined intra-arterial chemotherapy and radiotherapy: the
time period during which PET/CT can reliably detect non-recurrence. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010 Jul;37
（7）:1318-27. 2010.07
③椎橋実智男 , 松尾理 . IAMSE（International Association of Medical Science Educators）14th Annual Meeting に
参加して . 医学教育 41 巻 6 号 P439 - P442. 2010.12
④山内俊雄 , 椎橋実智男 : 医学部入学者選別における面接の意義 .

第 42 回日本医学教育学会大会 , 東京 ,

2010.07.30
⑤辻美隆 , 間嶋満 , 森茂久 , 荒関かやの , 椎橋実智男 , 持田智 , 別所正美 : クリニカルクラークシップの成果を問う
advanced OSCE の試み .

第 42 回日本医学教育学会大会 , 東京 , 2010.07.30

⑥内藤隆宏 , 小田竜也 , 小野澤瑞樹 , 磯辺智範 , 笹原朋代 , 岡田昌史 , 大河内信弘 , 古川裕之 , 赤座英之 , 陳漢雄 , 古
瀬一隆 , 椎橋実智男 , 西山正彦 , 滝口裕一 , 丹澤秀樹 : がんプロフェッショナル養成プランにおけるプログラム
ジュークボックス型 e ラーニング構築 .

第 42 回日本医学教育学会大会 , 東京 , 2010.07.30

⑦鈴木智 , 山田泰子 , 佐藤義文 , 高橋美穂 , 吉田幸生 , 大西京子 , 齊藤恵 , 椎橋実智男 , 豊嶋良一 , 別所正美 : 全講義
を対象とした学生による授業評価の効果

− 4 年間のデータ解析結果から− .

第 42 回日本医学教育学会大会 ,

東京 , 2010.07.30
⑧菅野義彦 , 椎橋実智男 , 三村俊英 , 永島松男 , 西村重敬 , 別所正美 : 医師の診療活動記録・解析システムの構築 .
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第 42 回日本医学教育学会大会 , 東京 , 2010.07.30
⑨内藤隆宏 , 小田竜也 , 小野澤瑞樹 , 磯辺智範 , 笹原朋代 , 岡田昌史 , 大河内信弘 , 古川裕之 , 赤座英之 , 陳漢
雄 , 古瀬一隆 , 椎橋実智男 , 西山正彦 , 滝口裕一 , 丹澤秀樹 : がんプロフェショナル養成プランにおけるプロ
グラムジュークボックス型 e ラーニングの構築と運用実績 .

教育システム情報学会第 35 回全国大会 , 札幌 ,

2010.08.26
⑩内藤隆宏，小田竜也，小野澤瑞樹，岡田昌史，古瀬一隆，陳漢雄，椎橋実智男，滝口裕一，西山正彦，大河内信弘，
丹澤秀樹 : 大学連携・大学間競争を促すプログラムジュークボックス型 e ラーニング .

第 30 回 医療情報学連

合大会（第 11 回日本医療情報学会学術大会）, 浜松 , 2010.11.20
総数：論文

3 件，学会発表

7件

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
本年度は，本センター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
・学内 proxy サーバのリプレース
・川越ビルのテレビ会議システムの開設
・日高キャンパス学生ホールのネットワーク敷設
・15 号館オルコスホールのネットワーク敷設，コンピュータ実習室の運用（144 台）
・共用試験 CBT の支援（実習室 C への試験端末の設置）
・川越キャンパスカーサアルムーノの無線 LAN 環境の構築
7-2．本センターの利用状況（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日）
・利用登録者数

教職員：3,494 名 , 学

生：2,034 名

・施設内機器の利用
延べ利用者数：1,203 名 ,

延べ利用時間：816 時間

大型ポスター印刷枚数：1,348 枚
・SMSNET の利用
電子メール利用数：17,348,955 通
WWW 接続回数：2,009,659,878 回（ファイルの転送回数）
接続端末台数

約 3,500 台

センター内の設備の利用，ネットワークの利用については，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．15 号館オルコスホールの完成により，来年度からは IT 活用の医学教育を一層充実させるべく努力を重ねて
いく．

69

総論

19．先端医療開発センター
より安全で効果的な医療を開発し，これをいち早く多くの人々に還元する，このことは，社会の強い要請であり，
医療者の責務といえる．これを推し進めるには，新たな医療シーズを見出し，試験物を特定して医療への実用化を図
る過程：トランスレーショナル・リサーチ（ＴＲ），初期臨床開発研究・治験，広範な展開のための臨床研究，を迅
速に推進する体制・基盤の確立が不可欠であり，国家的規模でトランスレーショナルリサーチセンターの設立，国内
および国際共同研究を行う治験拠点医療機関の整備が進められている．
先端医療開発センターは，こうした背景のもと，医療開発研究に関し，優れた新規医療技術の実用化・臨床応用研
究を促進・展開して迅速な社会還元を図ることを目的とし，全学的組織としてこれを統括，実施，支援する組織とし
て新設され（平成 22 年 4 月 1 日）
，毛呂山，川越，日高の 3 キャンパスに支部（ブランチ）を置き，国際レベルで
の基礎・臨床共同研究にも迅速に対応しうる全学的な協調体制を確立することで優れた医療技術の実用化・臨床応用
研究を促進・展開することを目指すものである．

1．組織
本センターは，円滑な管理運営を図るため，埼玉医科大学先端医療開発センター運営会議を置き，以下の 4 部門
によって構成される．
(1）臨床研究部門
(2）トランスレーショナルリサーチ部門
(3）倫理審査委員会グローバル治験・臨床研究専門部会（検討中）
(4）研究支援・研究依頼相談室（検討中）
また，こうした部門構成とは別に，実質的な機能を担保するために構成員（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坦）をおいている．

2．活動目標
(1）国際標準レベルでの迅速かつ質の高い治験・臨床研究の推進
(2）国内および国際共同臨床研究の新規計画立案と実施
(3）国内および国際共同臨床研究を行う機関ネットワーク，連携システムの構築と調整
(4）国内および国際共同臨床研究の積極的な受入れ
(5）国内および国際共同臨床研究に必要な人材の育成
(6）ゲノム・遺伝子解析を伴う国内および国際共同臨床研究の促進，同解析による付加価値の付与
(7）優れた医療シーズの学内発掘，同定研究の推進およびそのトランスレーショナルリーサーチの支援と実施
(8）試料（臨床検体）バンク，臨床情報データバンクの構築
(9）新規医療開発研究の委託・受託の積極的な受入れ，支援，及び促進
(10）新規医療開発研究に関わる知的財産の創出，技術移転，諸契約の支援・促進
(11）新規医療開発研究に関する卒前，卒後（大学院を含む）教育の支援・充実
(12）外部資金の獲得

3．年次活動目標
埼玉医科大学先端医療開発センター規程に定められた上記業務の遂行をめざし，組織としての基盤整備を行う．
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20．医療人育成支援センター
1．構成員
西村

重敏（NISHIMURA, Shigeyuki）
：センター長

三村

俊英（MIMURA, Toshihide）
：副センター長／大学病院 後期研修担当

間嶋 満（MAJIMA, Mituru）
：医学教育センター卒前医学教育部門
森 茂久（MORI, Sigehisa）
：医学教育センター卒前医学教育部門
辻 美隆（TUJI, Yositaka）
：医学教育センター卒後医学教育部門
御手洗 哲也（MITARAI, Tetsuya）
：総合医療センター 後期研修担当
小宮山 伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）
：国際医療センター後期研修担当
木嵜 昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：大学院研究科
鈴木 洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学・医療センター
名越 澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：大学病院

消化器内科・肝臓内科

稲葉 宗通（INABA, Munemicti）
：同窓会
岡田 一観（OKADA, Kazumi）
：大学病院

研修管理委員会事務局

福田 幸二（FUKUDA, koji）
：総合医療センター

研修管理委員会事務局

川俣 英希（KAWAMATA, Eiki）
：

〃

神田 満須美（KANDA, Masumi）
：国際医療センター
下田 裕子（SIMODA, Yuko）
：

（7 月より）

研修管理室

〃

（23 年 2 月より）

2．目的
委員会の設置目的：地域の医療施設と大学の連携を含む社会貢献活動を推進し，地域医療に従事する医療人の育成
を推進する．
活動目標：卒前・卒後教育において地域の医療施設との連携に必要な環境の整備や，地域で活躍する医療人への支
援策を企画，実施し，その評価を行う．

3．活動報告：
1）委員会開催
本年度より発足した医療人育成センターは，全 11 回の運営会議を開催した．なお必要に応じ，審議内容を教員代
表者会議で報告した．また，すべての議事録は整備されている．
（1）第 1 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 4 月 27 日
医療人育成支援センター規定について，構成員について，奨学金制度と地域連携病院について など
（2）第 2 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 5 月 21 日
今年度の活動について（女性医師支援のパネルディスカッションの実施，大学病院連携型高度医療人養成推進事
業で購入したシュムレーションを用いた講習会の実施），奨学金について など
（3）第 3 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 6 月 21 日
大学病院連携型高度医療人養成推進事業の進捗状況について，女性医師支援のパネルディスカッションについて，
大学病院連携型高度医療人養成推進事業で購入したシュムレーション講習会について など
（4）第 4 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 7 月 26 日
大学病院連携型高度医療人養成推進事業の進捗状況について，女性医師支援のパネルディスカッション プログ
ラム案について，腹部超音波診断の基本と実践（大学病院連携型高度医療人養成推進事業）講習会について な
ど
（5）第 5 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 9 月 27 日
大学病院連携型高度医療人養成推進事業の進捗状況について，女性医師支援のパネルディスカッションについて，
腹部超音波診断の基本と実践（大学病院連携型高度医療人養成推進事業）講習会開催準備について など
（6）第 6 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 10 月 18 日
大学病院連携型高度医療人養成推進事業の進捗状況について，女性医師支援のパネルディスカッションについて，
腹部超音波診断の基本と実践（大学病院連携型高度医療人養成推進事業）講習会 第一回実施報告および第二回
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の開催について，地域医療奨学生への支援事業 など
（7）第 7 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 11 月 22 日
大学病院連携型高度医療人養成推進事業の進捗状況について，女性医師支援のパネルディスカッションポスター
案について，医療人育成支援センター部門案について など
（8）第 8 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 12 月 20 日
女性医師支援のパネルディスカッションについて，腹部超音波診断の基本と実践（大学病院連携型高度医療人養
成推進事業）講習会 第三回の開催について，医療人育成支援センター部門案について医療人育成支援センター
部門案と WG について

など

（9）第 9 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 1 月 17 日
クリニカルクラークシップ施設と医師の称号について，女性医師支援のパネルディスカッションについて，腹部
超音波診断の基本と実践（大学病院連携型高度医療人養成推進事業）講習会 第三回の開催について，キャリア
形成支援部門 WG による検討課題について など
（10）第 10 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 2 月 21 日
女性医師支援のパネルディスカッション実施報告について，腹部超音波診断の基本と実践（大学病院連携型高度
医療人養成推進事業）講習会 第三回実施報について，キャリア形成支援部門 WG による報告について，来年度
の活動予定 など
（11）第 11 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 3 月 28 日
大学病院連携型高度医療人養成推進事業の中間評価について，キャリア形成支援部門 WG による報告について，
医療人育成支援センターの部門および委員について，来年度の活動予定について など

4．評価と次年度の目標
埼玉医科大学 医療人育成支援センターは，
平成 21 年 4 月に発足した「（仮称）埼玉医科大学 生涯研修支援センター」
の準備委員会を経て，平成 22 年 4 月に組織された．
医療人育成支援センターの目的は，今までの “ 医師 ” における卒前教育―卒後研修に加えて生涯研修も担い，教育，
研修において中心的な役割を果たし 1）地域の中核病院として地域で双方向循環研修を実施し専門医，総合医を育成
する，2）卒業生の卒後の動向を追跡し，適切な人材供給源となる機能をもつ，3）生涯研修を実施しながら，新技
術や医療安全，医療倫理研修等を支援する，4）女性医師の再教育あるいは休職からの復帰プログラムの実施等を支
援する等，国や地域，卒業生等から大学内にこれら課題を担う組織を作ることの要望が多く寄せられ設置された．ま
た，本学では平成 20 年度より文部科学省の「大学病院連携型高度医療人養成推進事業」に参画しており，他大学と
も連携した個々の医師における卒後専門医研修および生涯研修体制も本センターにて支援する．
この中で今年度は，女性医師支援として “ 医療人育成プロジェクト・埼玉県の女性医師を応援しよう！ ” と題した
パネルディスカッションを 1 月 29 日にかわごえビルで開催した．特別講演を茨城県医師会副会長の諸岡信裕先生，
基調報告を埼玉県保健医療部副部長の奥野立氏にお願いした．女性同窓生をはじめ多くの参加があった．
大学病院連携型高度医療人養成推進事業としては，本事業で購入したスキルスラボを用いた超音波セミナーを 3
回開催した．連携大学をはじめ地域の医療機関の先生方に案内を行った．参加者の多くは本学 3 病院の医師であっ
たが，地域医療機関の関越病院より 2 名の医師が参加し，内容は好評であった．
次年度は，新研修医制度が始まった平成 16 年からの本学卒業生 " 卒後動向調査 " を追跡し専門医取得状況等を調
べていきたいと考えている．また好評であったスキルスラボを用いたセミナーも引き続き開催し，多くの地域医療機
関の先生方の参加も促していきたい．
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21．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 22 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，学生健康推進室を中心に，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 22 年度第 53 回東日本医科学生総合体育大会が無事終了した．
③大学祭
大学祭（2010 越華祭）が日高キャンパスで行われた．
テーマ：YOU & I

〜友・縁・愛〜

日程：平成 22 年 10 月 30 日（土）〜 31 日（日）
全体としてのテーマは「人とのつながりと感謝」であり，それに沿ったテーマ名と企画を考えた．地域の方々（毛
呂山町の商工会）が参加し，商工会として一店舗出店し，医学部学生，保健医療学部学生が商工会の方々と一緒
に運営し，地域の特産品を出品することとなった．まずは，毛呂山町の方々と越華祭を企画していき，ゆくゆく
は日高市の商工会の方々とも一緒に開催できるようにしていきたい．医学企画では，地域医療について，ゆずの
木台クリニックの鈴木將夫先生に講演をしていただけることとなり，それとともに地域医療の知識を深める企画
を行った．地域の方々との交流を深めるということで，毛呂山町役場の広報誌や日高のケーブル TV などでも情
報宣伝を行った．
１日目は台風と重なってしまったが，保健医療学部のオスラーホールを開放し，無事行われた．２日目は晴天に
恵まれた．
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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22．大学病院
大学病院は，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，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，地域の医療ニーズをふまえた運営を行ってき
た．また，もう一つの目標である医科大学の医療機関として，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った．

1．人事
平成 22 年度は，平成 22 年 8 月 1 日より片山茂裕が病院長（内分泌・糖尿病内）に再任され，2 期目の任期がス
タートした．それに先立つ 4 月 1 日付けで，副院長の別所正美血液内科教授（臨床研修・総合診療内科・救急担当）
が医学部長に就任され，後任の副院長に織田弘美整形外科教授が就任した．また後任の院長補佐に中元秀友総合診療
内科教授が就任した．8 月 1 日からのスタッフは，以下の通りである．副院長：里見昭小児外科教授（医療保健・予
算管理担当）
，金澤實呼吸器内科教授（医療安全，感染対策，医療の質向上担当），織田弘美整形外科教授（中央手術
部担当・ER センター長）と及川泰総看護師長（看護担当）．院長補佐：篠塚望消化器・一般外科教授（中央手術部副
担当・ER 副センター長）
，板倉敦夫産婦人科教授（成育医療センター担当）・中元秀友総合診療内科教授（総合診療
内科担当・ER 副センター長）
，山内秀雄小児科教授（成育医療センター担当）．青木正康医療安全管理者．

2．診療
昨年度までに南館・本館の改修工事をほぼ終了した．看護師数の増員もあり，本年階に度は本館 7 階に HCU を増
床したりして，全体で 32 床増の 801 床での運営となった．平成 22 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 15,477 人，延入院患者数 268,630 人，平均入院患者数 736.0 人，平均在院日数 14.1 日，平均病床
稼働率 91.9％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 7,244 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 463,418 人で，うち初診患者数は
40,032 人であった．
4 月 1 日からは，かねてから準備をしてきた「カルナ」ネットワークシステムを稼動させた．本システムは，大学
病院とあらかじめ契約を結んでいただいた地域の実地医家の先生方が，インターネットで大学病院の CT や MRI など
の高額医療機器の検査予約をとったり，各科へ診察の予約をとれる便利なシステムである．患者さんが検査に来院さ
れると，すぐに検査を行い，その日の夕刻には検査結果のレポートがインターネットでみられることとなり，今後さ
らなる拡大が見込まれる．

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，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．
平成 22 年度の特筆すべきことは，4 月に行われた診療報酬の改正でプラス改訂となったことである．増床や，入
院や手術などの保険点数アップに加えて，勤務医の過重な負担を軽減するための勤務管理や，NST や RST などチー
ム医療での加算などにも申請を行った．今回の改訂で従来は特定機能病院であるがために算定できなかった小児入院
基本管理料などが算定できるようになり，周産期医療での増収も得られ，当初予算の 8.8％増の決算となった．
平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分，マグニチュード 9.0，最大震度 7 の東日本大震災が発生しました．幸い，当院
には人的被害はなく，水漏れなどの軽微な被害はありましたが，建物も 1 ビル 5 階の外壁に一部亀裂がみられる程
度ですみました．
ただ，
福島第一原子力発電所の損傷・停止による東京電力管内の電力不足が大きな問題となりました．
関東地区では計画停電が始まり，当院も 3 月 16・17・18・21 日の 4 回にわたり約 3 時間ずつの停電に見舞われた．
人工呼吸器を装着した患者が 30 数名在院しており，早朝や準夜帯に計画停電があると，無停電装置がついていると
はいえ，医師・看護師に加えて臨床工学士も待機することとなり，連日の変則勤務は肉体的にはもちろんであるが，
精神的にも多大なストレスであった．この間非常用発電機はおおむね順調に作動したものの，神経精神科ビルの非常
用発電機が十分に作動せず，食事時間にあたった 2 回は食事トレイを手渡しで地階から 3・4 階へ上げざるを得ない
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状況に陥った．また，3 月 16 日の計画停電では，川越ビルの非常用発電機が十分に作動せず，3 病院の電子カルテ
が午後いっぱい運用できなくなり，
紙伝票運用になり，多大な努力を強いられた．このような現況を東京電力をはじめ，
埼玉県ならびに官邸へアピールし，3 月 24 日からは当院は計画停電からは除外された．しかしながら，職員が一丸
となって不要な照明を控えたりと，病院の節電に取り組み，約 30％の消費電力量を削減している．被災した東北地
方からの患者さんの受け入れにも協力した．当院は災害拠点病院ではないので DMAT はないが，被災地を支援すべく，
呼吸器内科の萩原弘一教授・鈴木朋子講師が自発的に 3 月 18 日から 23 日まで気仙沼市立病院（二人とも以前にあ
るいは今も勤務経験があり）の診療を支援した．また産婦人科の難波聡講師が JOC の要請で 3 月 28 日から 31 日ま
で宮城県内で支援活動を行った．

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，埼玉医科大学看護短期大
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 22 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 15 名と歯科 1 名で，21 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 34 名，歯科は計 3 名が研修医として在籍している．医科の新研修医数が 2 年連続で減少したことは，大きな
問題であり，来年度の研修医獲得に向けて新らしい試みを行った．理事長・学長・医学部長の力も借りて，「このま
までは大学病院の医療や埼玉県の地域医療が成り立たなくなる．先輩や同僚と本院で研修をしよう．」と機会あるご
とに呼びかけました．全国の他大学医学部在学生へも情報発信をはじめて本格的に行いました．例年のレジナビなど
への参加に加えて，
埼玉医科大学の 3 病院の紹介冊子 7000 部を受験雑誌「国対」の綴じ込み付録として配布しました．
また，大学病院と国際医療センターとの共同でオープンホスピタルバスツアーを実施しました（他大学医学部 4-6 年
生 28 名が参加）
．このような努力の甲斐があってか，平成 23 年度の医科研修医には 34 名がマッチングし，ここ数
年の減少傾向に歯止めをかけられた．

5．医療安全と院内感染対策
平成 22 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．
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 21
回開催され，その出席参加者は延 3,695 人であった．
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入院時スクリーニング検査が継続されている．

5．総括
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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23．総合医療センター
今年度も大過なく終わろうとしていた 3 月 11 日（金），東日本大震災が発生した．当センターでも震度 5 とのことで，
建物に多少の亀裂が入ったり，棚が倒れたりしたが，職員全員が冷静に対処した為，患者さんはじめ人的被害はなかっ
た．しかし，東北地方の被害は甚大で，マスコミ報道とともに未曾有の災害であることが判明してきた．当センター
でも厚生労働省，現地の要請により，DMAT 隊，ドクターヘリの派遣を決定した．以後埼玉医科大学 3 病院で 1 ヶ
月半ほど現地への医療支援，あるいは必要に応じて患者受入をおこなった．診療体制では手術室に被害があったり，
また緊急手術の受入のため，その稼動が半減した．外来も薬の在庫や，ガソリン不足による病院までのアクセスの問
題等で混乱した．さらに福島の原子力発電所の問題などが加わり電力不足のための計画停電により，日常診療には大
きな支障が生じたが，院内的には職員全員の協力により，大きな事故もなく，乗り切れたのではないかと思っている．
周産期，救命救急を中心とする懸案の地域医療再生計画は，政府の事業仕分けや，今回の大地震の影響で予算がき
まらない状況が続いている．しかし，周産期センターについてはかなりの進展があり，来年度着工に向けて計画が進
んでいる．

1．人事
平成 22 年 4 月 1 日付けで麻酔科の小山

薫教授，5 月 1 日付けでリハビリテーション科の山本

満教授，10 月

1 日付けで救急科（ER）の輿水健治教授が昇格した．また平成 23 年 1 月 1 日付けで，以前当センターの放射線科准
教授であった高橋健夫教授が戻ってきた．平静 23 年 3 月 1 日現在の教職員数は，教授 37 名，准教授 33 名，講師
43 名，助教 234 名，研修医 52 名，看護職員 979 名，薬剤師 69 名，事務部門その他 402 名，合計 1849 名である．
初期研修医は 1 年目が 28 名（本学卒業 21，名他大学 7 名），2 年目 20 名の計 48 名．後期研修医は，当院初期研
修終了の 17 名の他，大学病院より 2 名，他病院より 7 名の計 26 名が採用された．

2．診療
平成 22 年度の診療実績としては，入院患者延べ人数 296,751 人，病床稼働率 88.1％平均在院日数 14.4 日，また
外来部門では外来患者延べ人数 626,748 人，1 日平均患者数 2,132 人，紹介率 51.1％であった．
本年度は 5 月に病院機能評価受審と 11 月に特定共同指導をうけた．病院機能評価は再認定を受けることができ，
共同指導については，指導事項の改善に取り組んだ．いずれも療養環境の改善，患者サービスの向上，また，適正な
保険診療の遵守という意味でよい機会であり病院全体で取り組み，それなりの成果があがったと考える．
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24．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 月に開院し，4 年が経過いたしました．平成 21 年度と平成 22 年度を比較しますと，
月平均の入院患者数は 17,053 人から 17,425 人に，年間手術件数は 5438 件（月平均 453 件）から 5774 件（同 481 件）
に，年間病床稼働率は 93.4% から 95.5% に増加しております．週間朝日 MOOK『手術数でわかる病院ランキング』
や PRESIDENT（プレジデント社『最新治療データで判定・病気別「全国 1607 病院」ランキング』においても，多
くの診療科の実績が全国 40 位以内にランクされました．週日はほぼ満床の状態が続いており，これでは早期の入院
を希望される患者の期待に応えられないため，来年度に 100 床の増床（合計 700 床）を行うことになりました．
臨床医学レベルの 1 つの指標でもある治験件数は新規と継続を合わせて 46 件，科研費（文部科学省科学研究費補
助金）は新規と継続を合わせて 32 件といずれも開院以来の最高値を示しました．病院機能評価を高得点でパスした
ことと，心臓移植施設に認定され第一例の心臓移植を無事に終えたことを加え，本院はバランスのよい医科大学病院
として順調に成長しております．
地域医療施設との連携についても，病院全体として月に一度地域医療連携会議を開催し，医学情報と病院情報を交
換し，総合相談支援センターのソーシャルワーカーが各施設のソーシャルワーカーあるいは在宅医療期間と連絡を密
にし，地域医療ネットワークを構成しております．病院を支える大きな部門としての看護部，薬剤部，中央検査部，
ME 部門などでは，専門あるいは認定資格も持つ職員を配置し，院内教育，学生教育に加えて外部の病院からの短期
研修の応じております．
医学部学生の臨床実習および前期研修医教育は，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，
保険医療学部との関連においても，実習病院として学生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．
平成 23 年度から，埼玉医科大学第 3 次長期総合計画が始まります．本院は，開院時からの病院の使命として，患
者中心主義を貫きつつ，埼玉県全域を範囲とし，がん，心臓病に対する高度専門医療に特化し，かつ高度の救命救急
医療を提供することを掲げております．第 3 次長期総合計画においても，この使命を追求すべく，従来の病院シス
テムの枠を超えた運営体制を導入します．それにより病院−患者−地域の 3 者が信頼の絆で結ばれ，地域全体に良
質な医療が提供できれば，その成果が日本の医療の進歩に貢献できる施設となります．当院はその絆の中心としての
役割を果たしていきます．
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1．1）情報技術支援推進センター運営委員会
1．構成員
委員長

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター：准教授（任期：H24.3.31）

委

員

勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）
：基礎医学部門医学基礎：准教授（任期：H24.3.31）

委

員

永井正規（NAGAI, Masaki）
：基礎医学部門公衆衛生学：教授（任期：H24.3.31）

委

員

丸山

委

員

依田哲也（YODA, Tetsuya）
：大学病院口腔外科：教授（任期：H24.3.31）

委

員

藤原恵一（FUJIWARA, Keiichi）
：国際医療センター産婦人科：教授（任期：H24.3.31）

委

員

前田平生（MAEDA, Hirao）
：総合医療センター輸血・細胞治療部：教授（任期：H24.3.31）

委

員

片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）：基礎医学部門ゲノム医学研究センター：教授（任期：H24.3.31）

委

員

有田

オブザーバ

敬（MARAUYAMA, Kei）
：基礎医学部門薬理学：教授（任期：H24.3.31）

彰（ARITA, Akira）
：保健医療学部健康医療科学科：教授（任期：H24.3.31）

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）：学長（任期：H24.3.31）

2．目的
情報技術支援推進センター運営委員会は，
埼玉医科大学情報技術支援推進センター運営委員会規則に則り，センター
運営の基本方針に関すること，予算の立案および執行に関すること，規程等の制定および改廃に関すること，その他
センターの重要事項を審議することを目的としている．

3．活動報告
該当なし

4．評価と次年度目標
情報技術支援推進センターは順調に機能し，運営された．次年度はネットワークの高速化，利便性の向上を中心に
審議を行う．
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1．2）
（１）倫理委員会
1．構成員
1）埼玉医科大学倫理委員会（構成員の任期は全員平成 24 年 3 月 31 日）
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：

祥（MATSUSITA, Sho）
：医学部免疫学教授

池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：国際医療センター輸血・細胞移植部教授
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
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
米谷

新（YONEYA, Shin）
：大学病院眼科教授

学外委員
遠藤

井上晶子（INOUE, Akiko）：一般人・女性委員

實（ENDO, Makoto）
：自然科学系の学外有識者

野木尚朗（NOGI, Takao）
：サライ法律事務所：法律の専門家
大西正夫（OHNISHI, Masao）
：人文・社会科学系の学外有識者
村松正實（MURAMATSU, Masami）：自然科学系の学外有識者
事務局：

小鷹徳子（ODAKA, Noriko）
：大学事務部（医学教育センター兼任）

2）埼玉医科大学倫理委員会ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会
（ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会参照）
3）研究関係の個人情報管理責任者
粟田卓也（AWATA, Takuya）
：大学病院糖尿病内科教授（毛呂山キャンパス）
大竹

明（OTAKE, Akira）
：大学病院小児科教授（毛呂山キャンパス）

田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理科教授（川越キャンパス）
金子公一（KANEKO, Koichi）
：国際医療センター呼吸器外科教授（日高キャンパス）

2．目的
本委員会は学校法人埼玉医科大学倫理委員会規則に則り，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．
（ヒト胚性幹細胞を用いた研究については，埼玉医科大学ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会の項を参照）

3．活動報告
1）埼玉医科大学倫理委員会
（1）平成 22 年度倫理委員会
本年度は委員会（定例会議）が 11 回開催され，新規申請 28 件，研究計画書の変更申請
6 件のほか，再審査（継続審査）3 件，軽微な研究計画書の変更申請（迅速審査に相当）
1 件の審査を行った．定例会議の開催日と出席者数を下記に示す．
第 178 回（平成 22 年 4 月 13 日）
：欠席 0 人，第 179 回（平成 22 年 5 月 11 日）：欠席 0 人
第 180 回（平成 22 年 6 月 8 日）：欠席 2 人，第 181 回（平成 22 年 7 月 13 日）：欠席 2 人
第 182 回（平成 22 年 9 月 14 日）
：欠席 2 人，第 183 回（平成 22 年 10 月 12 日）：欠席 3 人
第 184 回（平成 22 年 11 月 9 日）
：欠席 2 人，第 185 回（平成 22 年 12 月 7 日）：欠席 3 人
第 186 回（平成 23 年 1 月 11 日）
：欠席 2 人，第 187 回（平成 23 年 2 月 8 日）：欠席 2 人
第 188 回（平成 23 年 3 月 8 日）：欠席 0 人，
埼玉医科大学倫理委員会に関する情報は学内 LAN の大学事務部内に公表し，①倫理委員会規則，②議事録，
③委員一覧，④倫理審査申請書作成の手引き，⑤承認後の実施報告書の書式，⑥各種申請書式がダウンロードで
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きるようになっているが，学外には公表していない．議事録は自由に閲覧でき，審議内容と結果，倫理委員会で
の検討事項が公表されている．
（2）平成 22 年度倫理委員会委員の変更
平成 21 年度埼玉医科大学倫理審査委員会設置・運営報告書に対し，文部科学省から外部委員が少ないとして，
改善を求められた．学外委員を 2 名（法律の専門家と一般の立場の委員各 1 名）としていたが，大学常勤職員
ではない大西委員を人文・社会科学系の学外有識者，遠藤委員，村松委員を自然科学系の学外有識者とし，外部
委員を 5 名で公表することにした．また，平成 22 年 3 月で委員の任期が終了したが，13 名は再任された．2
名の委員から再任辞退の申し出があり，構成員として必須な法律の専門家（学外委員）として，前任者と本委員
会の推薦を受けた野木尚郎弁護士が新たな学外委員として学長から委員を委嘱された．これまで本委員会の委員
の数は 15 名であったが，本年度から 14 人とし，委員会の開催要件は出席者 10 人以上とし，原則として全員
の合意により審査結果を決定することを確認した．
2）申請課題の審査
（1）新規申請（28 件）
1．申請番号 592：
「遺伝性大腸癌の遺伝子変異の様態と形質発現との関連性の解析による臨床応用の可能性の研
究」（腫瘍病理学的研究，遺伝子解析研究）
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 22 年 3 月 13 日／ 5 月 26 日
審議結果：条件付承認 〔平成 22 年 4 月 13 日〕，訂正書類〔平成 22 年 6 月 8 日〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
2．申請番号 593：
「法医物体検査における唾液識別検査の簡便化・迅速化に関する研究」
申請者：原

正昭（法医学）（遺伝子解析研究）

申請：平成 22 年 4 月 19 日／ 10 月 18 日
審議結果：承認〔平成 22 年 5 月 11 日〕
，訂正書類〔平成 22 年 7 月 13 日〕
平成 22 年度実施報告書〔終了：23 年 3 月〕
3．申請番号 594：
「がんの代替医療における有効症例の調査研究」（疫学研究）
申請者：大野

智（トランスレーショナルリサーチセンター）

申請：平成 22 年 4 月 19 日／ 6 月 10 日
審議結果：承認〔平成 22 年 5 月 11 日〕
，訂正書類〔平成 22 年 7 月 13 日〕
平成 22 年度実施報告書〔終了：22 年 9 月〕
4．申請番号 595：
「咀嚼筋腱腱膜過形成症の病態解明に関する研究」（プロテオーム解析）
申請者：依田哲也（大学病院歯科・口腔外科）
申請：平成 22 年 5 月 7 日
審議結果：承認〔平成 22 年 6 月 8 日〕
，訂正書類〔平成 22 年 9 月 14 日〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
5．申請番号 596：
「膠原病に関連した早期または境界型肺動脈性肺高血圧症に対する治療薬の検討− Beraprost 単
剤療法と sildenaﬁl ／ beraprost 併用療法の無作為比較試験」
申請者：天野宏一（総合医療センターリウマチ・膠原病内科）（遺伝子解析研究）
申請：平成 22 年 5 月 18 日
審議結果：条件付き承認〔平成 22 年 6 月 8 日〕，訂正書類〔平成 22 年 9 月 14 日〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
6．申請番号 597：
「特発性肺線維症急性増悪および薬剤性肺障害に関与する日本人特異的遺伝素因に関する研究」
（遺伝子解析研究）
申請者：萩原弘一（大学病院呼吸器内科）
申請：平成 22 年 5 月 14 日／ 7 月 5 日
審議結果：承認〔平成 22 年 6 月 8 日〕
，訂正書類〔平成 22 年 9 月 14 日〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
7．申請番号 598：
「マイクロドージング法を用いたドセタキセルの臨床薬理学的／遺伝薬理学的探索研究」
（遺伝
子解析研究・マイクロドーズ試験）
申請者：佐々木康綱（国際医療センター臨床腫瘍科）
申請：平成 22 年 5 月 20 日／ 7 月 7 日
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審議結果：承認〔平成 22 年 6 月 8 日〕
，訂正書類〔平成 22 年 7 月 13 日〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
8．申請番号 599：
「喘息におけるオマリズマブ有効性を規定する遺伝因子に関する研究」申請者：中込一之（大
学病院呼吸器内科）
（遺伝子解析研究）
申請：平成 22 年 6 月 15 日／ 10 月 12 日
審議結果：承認〔平成 22 年 7 月 13 日〕
，訂正書類〔平成 22 年 11 月 9 日〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
9．申請番号 600：
「各種遺伝子多型が麻薬性鎮痛薬の鎮痛効果と副作用に及ぼす影響に関する臨床的研究」
（遺伝
子解析研究）
申請者：林田眞和（国際医療センター・麻酔科）
申請：平成 22 年 6 月 17 日／
審議結果：承認〔平成 22 年 7 月 13 日〕
，訂正書類〔未提出〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
10．申請番号 601：
「進行・再発子宮頸癌に対する新規腫瘍関連抗原由来エピトープペプチドカクテルを用いた特
異的ワクチン療法」
（未承認治療の第Ｉ相臨床試験）
申請者：長谷川幸清（国際医療センター産婦人科）
申請：平成 22 年 6 月 17 日
審議結果：条件付承認〔平成 22 年 7 月 13 日〕，訂正書類〔平成 22 年 9 月 14 日〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
11．申請番号 602：
「肝胆膵手術中の緊急時における生体吸収性ポリマー使用の安全性検討」
申請者：宮澤光男（国際医療センター消化器外科）（生体吸収性ポリマー・先進的研究）
申請：平成 22 年 6 月 20 日
審議結果：条件付承認〔平成 22 年 7 月 13 日〕，訂正書類〔未提出（平成 23 年 4 月 12 日受理）〕
平成 22 年度実施報告書〔終了・取下げ：平成 23 年 3 月〕
12．申請番号 603：
「非小細胞肺がん患者に対する上皮成長因子受容体のチロシンキナーゼ阻害薬 geﬁtinib および
erlotinib の有効性や毒性に影響を与える因子の探索」（遺伝子解析研究）
申請者：佐々木康綱（国際医療センター腫瘍内科）
申請：平成 22 年 7 月 15 日／ 10 月 20 日
審議結果：承認〔平成 22 年 9 月 14 日〕
，訂正書類〔平成 22 年 11 月 9 日〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
13．申請番号 604：
「自己免疫疾患の制御系の変形評価とそれに基づく創薬・薬効評価」
申請者：天野宏一（総合医療センターリウマチ・膠原病内科）（遺伝子解析研究）
申請：平成 22 年 8 月 16 日／ 11 月 18 日
審議結果：条件付承認〔平成 22 年 12 月 7 日〕，訂正書類〔未提出〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
14．申請番号 605：
「慢性再発性アフタ発症における遺伝要因としての HLA 遺伝子の関与の究明」
（遺伝子解析研究）
申請者：坂田康彰（大学病院歯科・口腔外科）
申請：平成 22 年 8 月 16 日／ 11 月 12 日
審議結果：承認〔平成 22 年 9 月 14 日〕
，訂正書類〔平成 22 年 12 月 7 日コメント〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
15．申請番号 606：
「消化器腫瘍の発生・進展に関わる因子の探索的研究」
申請者：石田秀行（総合医療センター消化管・一般外科）（遺伝子解析研究・腫瘍病理学的研究）
申請：平成 22 年 9 月 18 日／ 11 月 18 日
審議結果：承認〔平成 22 年 10 月 12 日〕，訂正書類〔平成 22 年 12 月 7 日〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
16．申請番号 607：
「Arterial spin-labeled MRI を用いた健康成人に対する鍼刺激前後の脳血流評価」（ヒトを対象と
した基礎研究）
申請者：山口

智（東洋医学センター）

申請：平成 22 年 9 月 18 日／ 23 年 1 月 20 日
審議結果：条件付承認〔平成 23 年 2 月 8 日〕，訂正書類〔未提出〕
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17．申請番号 608：
「遺伝子・蛋白質発現解析による非小細胞肺癌パクリタキセル・カルボプラチン併用療法治療
効果予測因子策定の基礎的研究」
（遺伝子・蛋白発現解析研究）
申請者：西山正彦（トランスレーショナルリサーチセンター）
申請：平成 22 年 9 月 18 日／ 10 月 23 日
審議結果：承認〔平成 22 年 11 月 9 日〕
，訂正書類〔平成 23 年 3 月実施報告書にて〕
平成 22 年度実施報告書〔終了・平成 23 年 3 月〕
18．申請番号 609：
「全エクソンリシークエンシングによる，血管形成異常患者における TGF- β関連遺伝子配列の
包括的検索」
（遺伝子解析研究）
申請者：萩原弘一（大学病院呼吸器内科）
申請：平成 22 年 10 月 18 日／ 10 月 23 日
審議結果：条件付承認〔平成 22 年 11 月 9 日〕，訂正書類〔未提出〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
19．申請番号 610：
「脳血管疾患の再発に対する高脂血症治療薬 HMG-CoA 還元酵素阻害薬の予防効果の遺伝子背
景に関する研究− J-STARS Genomics −」
（遺伝子解析研究）
申請者：荒木信夫（大学病院神経内科・脳卒中内科教授）
申請：平成 22 年 10 月 20 日／ 11 月 20 日
審議結果：承認〔平成 22 年 12 月 7 日〕
，訂正書類〔平成 23 年 1 月 11 日〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
20．申請番号 611：
「肺胞微石症責任遺伝子 SLC34A2 の集団遺伝学的研究」（遺伝子解析研究）
申請者：萩原弘一（大学病院呼吸器内科）
申請：平成 22 年 11 月 18 日
審議結果：保留〔平成 22 年 12 月 7 日〕
21．申請番号 612：
「障害児家族への心理的ケア提供体制に関する研究〜先天性心疾患の胎児診断を受けた母親へ
の心理的ケアに関する研究〜」
（疫学研究）
申請者：竹田津未生（埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科）
申請：平成 22 年 11 月 19 日／ 23 年 2 月 26 日
審議結果：条件付承認〔平成 22 年 12 月 7 日〕，訂正書類〔平成 23 年 3 月 8 日〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
22．申請番号 613：
「日本人関節リウマチ患者におけるアバタセプトの有効性と安全性に関する解析研究」（遺伝子
解析研究）
申請者：天野宏一（総合医療センターリウマチ・膠原病内科）
申請：平成 22 年 12 月 17 日／ 23 年 2 月 9 日
審議結果：条件付承認〔平成 23 年 1 月 11 日〕，訂正書類〔平成 23 年 3 月 8 日〕
23．請番号 614：
「日本人関節リウマチ患者におけるアバタセプトの有効性と安全性に関する遺伝子の解析研究」
（遺
伝子解析研究）
申請者：天野宏一（総合医療センターリウマチ・膠原病内科）
申請：平成 22 年 12 月 17 日／ 23 年 2 月 24 日
審議結果：承認〔平成 23 年 4 月 12 日〕
，訂正書類〔未提出〕
24．申請番号 615：
「先天性 QT 延長症候群における胎児・新生児徐脈の合併に関する研究」申請者：竹田津未生（国
際医療センター小児心臓科）
（疫学研究）
申請：平成 22 年 12 月 20 日
審議結果：承認〔平成 23 年 1 月 11 日〕
，訂正書類〔未提出〕
25．申請番号 616：
「Stage II ／ StageIII 結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての mFOLFOX6 療法の
認容性に関する検討（JFMC41-1001-C2, JOIN Trial）付随研究」
申請者：石橋敬一郎（総合医療センター 消化管・一般外科）（遺伝子解析研究）
申請：平成 23 年 1 月 19 日
審議結果：条件付承認〔平成 23 年 2 月 8 日〕，訂正書類〔未提出〕
26．申請番号 617：
「蛋白結合置換を利用したロピオンの鎮痛効果の増強：イントラリポスの併用時のフルルビプ
ロフェンの血中動態の検討」
（遺伝子解析研究，臨床研究）
申請者：伊東

洋（国際医療センター 緩和医療科）
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申請：平成 23 年 1 月 20 日
審議結果：承認〔平成 23 年 2 月 8 日〕
，訂正書類〔未提出〕
27．申請番号 618
課題名：
「性同一性障害患者の凍結卵巣組織を用いた生殖幹細胞の分離同定」
申請者：高井

泰（総合医療センター・産婦人科）（その他：手術検体の利用）

申請：平成 23 年 1 月 21 日
審議結果：保留〔平成 23 年 2 月 8 日〕
28．申請番号 619：
「漢方方剤「抑肝散」によるアルツハイマー病 BPSD 軽減効果の検証―プラセボ対照無作為化
臨床第Ⅱ相比較試験」
（遺伝子解析研究）
申請者：荒木信夫（大学病院神経内科・脳卒中内科）
申請：平成 23 年 2 月 19 日
審議結果：条件付承認〔平成 23 年 3 月 8 日〕，訂正書類〔未提出〕
（2）研究計画書の変更申請〔6 件〕
1．申請番号 540 −Ⅱ：
「アルツハイマー病総合診断体系実用化プロジェクト
申請者：荒木

夫（大学病院神経内科・脳卒中内科）（J-ADNI 全国臨床研究）」

申請：平成 22 年 3 月 19 日／ 10 月 2 日
審議結果：変更承認・受理〔平成 22 年 4 月 13 日〕，訂正書類〔平成 22 年 10 月 12 日〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
2．申請番号 262 −Ⅲ：
「加齢黄斑変性の発症および進展に関する遺伝子の研究」
申請者：森

圭介（大学病院眼科）
（遺伝子解析研究）

申請：平成 22 年 5 月 13
審議結果：変更承認〔平成 22 年 6 月 8 日〕
3．申請番号 575 −Ⅱ：
「ベーチェット病におけるサイトカイン遺伝子多型解析」
申請者：中村晃一郎（大学病院皮膚科）
（遺伝子解析研究）
申請：平成 22 年 10 月 15 日
審議結果：保留〔平成 22 年 11 月 9 日〕
4．申請番号 551 −Ⅱ
課題名：
「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」（遺伝子解
析研究・抗がん剤投与前後における生体内蛋白発現，生体内代謝分析）
申請者：佐々木康綱（国際医療センター臨床腫瘍科）
申請：平成 22 年 11 月 16 日
審議結果：変更承認・受理〔平成 22 年 12 月 7 日〕
平成 22 年度実施報告書で次年度へ継続
5．申請番号 536 −Ⅲ
課題名：
「乳癌における遺伝子発現特性を用いた生存率および治療効果予測に関する研究」
申請者：佐伯俊昭（国際医療センター乳腺腫瘍科）（遺伝子解析研究）
申請：平成 23 年 1 月 24 日／ 23 年 3 月 30 日／ 4 月 20 日
審議結果：保留〔平成 23 年 2 月 8 日〕
6．申請番号 482 −Ⅳ
課題名：
「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）
（酵素診断と遺伝子解析研究）

申請：平成 23 年 2 月 18 日
審議結果：変更承認・受理〔平成 23 年 3 月 8 日〕
（3）ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会
（ヒト胚性幹細胞を用いた研究については，埼玉医科大学ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会の項を参照）
3）教育活動
（1）学生教育：6 年生の医学総論において「医の倫理・患者の権利」の講義を担当し，ジュネーブ宣言，WMA 医
の国際倫理綱領，リスボン宣言と患者の権利，医療倫理と生命倫理，ヘルシンキ宣言と研究倫理について理解し，
倫理委員会や治験審査委員会の役割，利益相反に関する管理の必要性を指導している．
（2）倫理委員会委員の教育：医政発 0330 第 2 号平成 22 年 3 月 30 日に厚生労働省よりの「医療機関における自
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家細胞・組織を用いた再生・細胞医療の実施について」通達資料を配布した．また，厚生労働省医政局研究開発
振興課の井本氏が執筆した「改正臨床研究に関する倫理指針について」という論文（倫理指針の問題点が整理さ
れている）を全委員に配布した．
（3）その他
「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」
（平成 18 年厚生労働省告示第 425 号）は関係法令と共に改正され，
平成 22 年 11 月 1 日からは『ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針』
（平成 22 年厚生労働省告示第 380 号）
が施行された．倫理委員会委員，および研究者への教育を兼ね，平成 23 年 3 月 15 日に「ヒト幹細胞を用いる
臨床研究に関する指針の改正について」という演題で田邊裕貴氏（厚生労働省医政局研究開発振興課・ヒト幹細
胞臨床研究対策専門官）の講演会を企画したが，東日本大地震のため延期された．
4）その他の委員会活動
（1）医学系大学倫理委員会連絡会議
①第 42 回医学系大学倫理委員会連絡会議が千葉大学の主催で，6 月 18 日（金）〜 19 日（土）に開催され，大西委員
（総
会に出席）と田邊委員が参加した．
②第 43 回医学系大学倫理委員会連絡会議が群馬大学の主催で 12 月 3 日（金）〜 4 日（土）に開催され，に，第
44 回医学系大学倫理委員会連絡会議は平成 22 年 12 月 3 〜 4 日に開催され，大西委員（総会に出席）と田邊
委員が参加した．
（2）ヒトゲノム・遺伝子解析研究に対する実地調査
本年度は外部有識者（佐藤登志郎：北里大学名誉教授）により 11 月 30 日と 12 月 1 日に実施された．今回，
研究計画に沿った研究の実施が確認できない研究が 1 件，同意書の取得や保管方法に問題が指摘された研究が 1
件あり，実地調査の結果を学長に報告するとともに，研究責任者に対して調査報告書と，適切な研究の実施に向
けた再発予防策の提出を依頼した．今回の報告を受け，学長から「研究における倫理指針の遵守に関する注意喚
起」が研究者全員に配信された．
（3）大学院学生の研究における倫理審査
大学院学生（博士課程・修士課程の学生）が研究を行う場合の倫理審査について，倫理委員会からの提案をま
とめた．現在，埼玉医科大学には埼玉医科大学倫理委員会，保健医療学部倫理委員会，および 3 病院に各々倫
理審査委員会が設置されており，5 つの倫理審査委員会が存在する．倫理審査委員会は研究機関（施設）の長が
設置する委員会であり，審査結果は研究機関（施設）の長に答申することになる．「臨床研究に関する倫理指針」
には，他の施設の倫理審査委員会に審査を依頼することが認められていることから，大学院学生の研究に関する
倫理審査については，研究内容により，現在ある 5 つの倫理審査委員会の中のいずれか，または複数の倫理審
査委員会に審査を依頼する方法が適切と思われる．手順と書式について「大学院学生の研究における倫理審査に
ついて」として教員代表者会議に提出した．

4．評価と次年度目標
本年度は，各キャンパスに研究関係の個人情報管理責任者をおき，ヒトゲノム・遺伝子解析研究では個人情報管理
責任者のもとに個人情報管理補助者をおいて，適切な個人情報の管理ができるようにした．本委員会においては，研
究計画の審査などに関しては約 64％が遺伝子解析研究に関わる研究課題であり，規則に則って委員会の役割を果た
している．さらに，埼玉医科大学関連の 3 病院や保健医療学部の倫理審査委員会との調整に関しては，他の倫理審
査委員会から 1 人以上の委員が本委員会委員（兼任）として参加し，定例会議において他の倫理審査委員会の議事
録を中心に検討すべき問題を抽出しており，概ねの目標は達成されている．
次年度の目標として，研究計画に沿った研究の実施が適切に行われているか，年 1 回の実施報告書の見直しを
行う．また，学外向けホームページへの公表範囲に関して，委員会規則，委員会委員名，委員会開催日などの項目は
問題がないとされているものの，研究課題や研究実施責任者名を閲覧できるような議事録の公表は検討中であり，こ
の議論を進めたい．また，
「遺伝子治療に関する倫理指針」の改訂を受け，遺伝子治療に関する臨床研究が申請され
た場合，ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会のような専門部会の形式で対応可能か検討することになっているが，
「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」が平成 23 年 4 月 1 日から施行される．本指針でも，
生殖医療の専門家を含めた倫理審査が必要で，埼玉医科大学生殖補助医療研究審査専門部会等の設置が必要か，検討
する予定である．さらに，研究実施前の研究者等への研究倫理に関する講習，倫理委員会委員の教育に関する問題は
引き続き継続課題とする．
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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
部会長

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・細胞移植科：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）
：保健医療学部 健康医療科学科：講師
野木尚郎（NOGI, Hisao）
：浦和サライ法律事務所：弁護士
佐久間慶子（SAKUMA, Keiko）
：女子栄養大学：教授
井上晶子（INOUE, Akiko）
：元日本赤十字社埼玉県支部事務局長：一般
※部会員の任期は，平成 22 年 4 月 1 日から平成 24 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 12 回（平成 23 年 1 月 11 日〜 1 月 31 日開催）
持ち廻り審議

出席

議事：a．申請番号

9人

欠席

0人

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）］の計画実施状況報告書の審査
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
結果：a．状況報告として特段問題はないと判断し，承認した．
b．研究員 1 名の削除および期間延長の必要性について理解し，計画の変更を承認した（以降，申請番号
001‐Ⅳとする）
．
この他，大学倫理委員会に申請された iPS 細胞を用いた基礎研究計画については，部会長と事務局で「ヒト ES 細
胞の使用に関する指針」に適合する研究計画かどうか確認している．
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更新し，公開した．
部会員および研究者の教育研修として「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」が平成 22 年 11 月 1 日に改
正されたのに伴い研究倫理に関するセミナーを開催する予定であったが東北関東大震災のため延期とした．

4．評価と次年度目標
新たな外部部会員を迎えての初年度であったが，平成 22 年度は新たな申請書はなかった．また，ヒト ES 細胞使
用研究が最終年に当たっていたが，指針に則り，早期から使用責任者と連絡を密に取り，使用終了予定期日前までに
変更を文部科学省に届出し受理された．よって本部会の設置の目的は概ね達成された．再生医療の発展に伴い，ヒト
幹細胞を使用した関連指針の新たな公布や改正が国より頻繁に行なわれたが，部会員と研究者間で情報の共有を図っ
ている．大学倫理委員会および各病院群の IRB と共に指針を遵守すべく役割分担を考えながら申請において研究者に
混乱を来さないよう鋭意努力している．次年度も指針に適合したヒト ES 細胞研究が本学において円滑に行なわれる
よう，部会員の教育研修を積極的に行ないながら厳正に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（任期：H24.3.31）

委

塚田

攻（TSUKADA, Osamu）
：大学病院神経精神科講師（任期：H24.3.31）

深津

亮（FUKATSU, Ryou）
：総合医療センター神経精神科教授（任期：H24.3.31）

石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：大学病院産婦人科教授（任期：H24.3.31）

員

三鍋俊春（MINABE, Toshiharu）
：医療センター形成外科・美容外科教授（任期：H24.3.31）
山田拓己（YAMADA, Takumi）
：医療センター泌尿器科教授（任期：H24.3.31）
高井

泰（TAKAI, Yasushi）
：医療センター産婦人科准教授（任期：H24.3.31）

百澤

明（MOMOSAWA, Akira）
：医療センター形成外科・美容外科准教授（任期：H24.3.31）

永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学教授（任期：H24.3.31）

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，透明性を確保している．

3．活動報告
①第 42 回

定例会議（平成 22 年 4 月 16 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 4 人

欠席 5 人

議事：MTF の性別適合手術におけるインフォームド・コンセントの内容を具体的に
検討する旨，了承された．満足度調査を術後間もない時期に実施する案が出された．FTM の子宮卵巣摘出術と
尿道延長術などを同時にできないかとの打診があった．
議事録あり．
②第 43 回

定例会議（平成 22 年 5 月 13 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 5 人

欠席 4 人

議事：MTF の性別適合手術についてのインフォームド・コンセントの内容について
は医療センター形成外科に任せることとなった．今後の満足度調査も医療センタ
ー形成外科において検討することとなった．ジェンダークリニックにおいて身体
的治療に関するパンフレットを作成することとなった．議事録あり．
③第 44 回

定例会議（平成 22 年 6 月 18 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 2 人

欠席 7 人

議事：MTF の性別適合手術再開にあたり，万全の態勢をとるよう要請があった．
議事録あり．
④第 45 回

定例会議（平成 22 年 7 月 16 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 3 人

欠席 6 人

議事：MTF 性別適合手術再開にあたり，総合医療センター形成外科では十分な研鑚
を積んだ旨報告された．ジェンダークリニックにおけるホルモン療法のパンフレ
ット案が示された．議事録あり．
⑤第 46 回

定例会議（平成 22 年 9 月 16 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 3 人

欠席 6 人

議事：術後満足度調査を prospective に行うこととなった．児童思春期の性同一性障
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害についての実態調査を教育関係者に対して行うことが提案された．議事録あり．
⑥第 47 回

定例会議（平成 22 年 10 月 21 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 3 人

欠席 6 人

議事：医療センター形成外科より MTF の性別適合手術再開例の報告があった．ジェ
ンダークリニックのパンフレットも MTF の性別適合手術に触れることとした．
議事録あり．
⑦第 48 回

定例会議（平成 22 年 11 月 26 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 3 人

欠席 6 人

議事：ジェンダークリニックにおける身体的治療のパンフレット案が提示された．
医療センター形成外科より MTF 性別適合手術再開の方針が示され，了承された．
議事録あり．
⑧第 49 回

定例会議（平成 22 年 12 月 16 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 3 人

欠席 6 人

議事：身体療法におけるパンフレット案について，検討を継続することとなった．議
事録あり．
⑨第 50 回

定例会議（平成 23 年 1 月 21 日）：休会

⑩第 51 回

定例会議（平成 23 年 2 月 17 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 4 人

欠席 5 人

議事：身体的治療に関するパンフレット案に関しては委員間に意見の相違があり，引
き続き検討することとなった．手術療法の prospective な満足度調査は，総合医
療センター形成外科にて行うことから，医療センター IRB に申請することとなっ
た．若年者の性同一性障害の実態調査を大学病院産婦人科と協力して行くことと
なった．議事録あり．
⑪第 52 回

定例会議（平成 22 年 3 月 18 日）：休会

4．自己評価と次年度活動方針
平成 22 年度活動方針として，次の項目を挙げた．
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
①については，総合医療センター形成外科を中心に prospective に行うこととし，総合医療センター IRB に申請す
ることとなった．
②については，MTF の性別適合手術について，2 例の手術例あり．目標を一部達成した．
③については，通院数は更に減少し，目標を達成できなかった．非正規雇用の就業が多く，経済状況から失業した
例が多かった．手術費用を貯めることが困難になると，ジェンダークリニックに通院しても無駄だと考えたり，
費用の安いタイなどで手術療法を受けるように方針を転換した人が多かった．
④は少数ではあるが，長野県や関西の医療機関にセカンドオピニオンを依頼することもでき，ある程度目標を達成
できた．
⑤については，手術の実施数は減少しているが，海外で性別適合手術を受けてくる例の割合は増えている．FTM
では乳房切除術と性別適合手術を同時に受けてくる例が多くなっているなどの点では，昨年と同様の傾向にある．
次年度目標としては，②〜⑤を再度次年度目標として継続することとしたい．
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1．4）図書館委員会
1．構成員
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，平成 24 年 3 月まで

永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：基礎医学部門解剖学教授，平成 23 年 3 月まで
山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）：大学病院神経内科・脳卒中内科准教授，平成 24 年 3 月まで
伊崎誠一（IZAKI, Seiichi）
：総合医療センター分館分館長（総合医療センター皮膚科教授）
三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）：総合医療センター中央検査部部長（総合医療センター臨床検査医学
教授），平成 24 年 3 月まで
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，平成 25 年 3 月まで
間瀬年康（MASE, Toshiyasu）
：日高キャンパス分館分館長（保健医療学部健康医療科学科教授）
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）
：保健医療学部理学療法学科教授，平成 24 年 3 月まで
松田

晃（MATSUDA, Akira）
：国際医療センター造血器腫瘍科教授，平成 25 年 3 月まで

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，その他図書館に関する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（議事要録あり）
第 1 回（平成 22 年 6 月 8 日）
，第 2 回（平成 22 年 11 月 30 日），第 3 回（平成 23 年 2 月 15 日）
2）主な協議事項（報告事項を含む）
第1回
・平成 21 年度事業報告（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，以上
4 キャンパス）を承認した．
「平成 21 年度利用サービスの状況」のうち閲覧サービス（年間入館者数，貸出者数，
貸出冊数）では各項目で伸び，とくに入館者数は 122,683 人とこれまでの最高値となった．なかで，日高での
伸びが前年度比 177％
（63,014 人）
と大きかった．4 月提供開始の JCR on the Web 年間利用件数は 888 件となっ
た．以下，各館の事業報告が行われた．教職員利用者データの一括提供を受け，システムを使った貸出が本格開
始された（7 月）
，8 月臨時休館し，システムを初めて使って閲覧室図書の蔵書点検が行われた，また，空調機
の更新工事が行われた（以上，附属図書館），システムを使った貸出準備（PC，バーコードリーダー取得，5 月）
，
病院機能評価準備，8 月臨時休館して，4 階倉庫内図書の目録データ入力作業，などが行われた（以上，総合医
療センター分館）
，
ブックポストを取得した（12 月），学部設置後のフォローアップほかで文科省実地調査対応（7
月）
，大学院修士課程（看護学研究科，医学研究科医科学専攻）設置に伴う設備図書手配，うち一部受入などが
行われた（以上，日高キャンパス分館）
，視聴覚室に，プロジェクターとスクリーンを取得した（10 月）
，修士
課程設置に伴って提供することになった分館長室改修工事が行われた（3 月，以上川角キャンパス分館）
．
・平成 21 年度決算報告
（4 キャンパス）
を承認した．各館ごとに執行状況の報告が行われた．大凡各館とも予算額内，
予算通りの執行が行われた．
・決算理事会（5 月 29 日）直後の 31 日に，各館ごと平成 22 年度予算執行状況表のかたちで予算額（決定額）を
経理課から受領した（報告）
．
・大学病院提携医療機関登録医の図書館利用について（報告）．カルナネットワークを使って提携医療機関に検査
機会を提供することとなり（大学病院）
，これに伴って 4 月 5 日から登録医向けに入館証の配付が行われた（医
務部，担当は地域医療連携室）
．提供サービスを閲覧，複写とした．
・ラーニングセンターの（2007 年 7 月以降 2010 年 3 月までの）利用統計について（報告）．1 日平均利用者数
が期間内で 5 倍程度の伸びとなり，また，月間来室者数でも同様に 5 倍程度の伸びとなった．
・電子ジャーナル利用件数順位と各種評価指数とを比較，として評価指数が概観された（報告，情報教育・管理室）
．
前年 4 月に提供開始された JCR on the Web に続いて今年（平成 22 年）4 月に Scopus が提供開始されたことで，
Impact Factor，Eigenfactor に加えて SJR，h-index が利用できるようになった．これらの評価指数と実際の雑誌
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利用傾向との関連を，館内利用順位上位 30 誌の電子ジャーナルの分野内順位と指標ごとの分野内順位を比較し
たところ，
もっとも一致したのは h-index であり，h-index は，ある程度実績のある雑誌の評価には有効と思われた．
第2回
・2011 年雑誌コレクションと電子コンテンツについて（提案，情報教育・管理室）を検討した．2011 年外国雑
誌は，主要外貨について円高，概して有利な取引環境だが，大手の Elsevier

が円建てで，一定率の値上げがあ

り，見積額トータルで，300 万円弱，全体で 2％程度の増加が避けられない見込みである．委員会としての決
定事項は，次の通り．日本産科婦人科学会東京地方部会会誌，消化器内科＝ Gastroenterology, Journal of Hand
Surgery American Volume を新規購読とし，Elsevier で追加することになった 11 タイトルを承認する．また，
文献管理ツール（Web サービス）RefWorks を新規に選択した．電子ジャーナルが無料で利用できる国内欧文誌
26 タイトル（抱き合わせの一部邦文誌を含む）を購読中止とした．
・平成 23 年度予算案（概算要求一覧（案）
，4 キャンパス）を承認した．提出期限が昨年度より 11 日早くなり，
12 月 10 日になった．日高，
川角では 11 月 25 日開催の日高キャンパス分館図書館委員会で検討された．川越では，
提出前日開催予定の総合医療センター分館図書館委員会で検討されることになった．2011 年外国雑誌更新分が
見積り額で前年度比 1.02，2％増加し，これを反映させた．維持費で，RefWorks（50 万円）を追加し，2 階保
存書庫内の図書目録遡及データ入力費用（見積り額で 415 万円）を含む．設備等予算では，図書館システムの
当初 5 年間の保守契約が今年度で終了することから，リプレイス費用を，仮に 1,000 万円とした（以上，毛呂山）
．
設備等予算で，BDS，ブックポスト，利用者用 PC 取得費用などを含めたため，年度比で，250 万円増加した（以
上，川越）
．医科学専攻設置に伴う設備図書 160 万円（別途装備代 15 万円）が，今年度で決算される見込み．
計画年度内なので，大学院分を日高，川角でそれぞれ 80 万円，20 万円追加した．維持費新規では，データベー
ス CiNii がある（63 万円，医用生体工学科，以上日高）．設備等予算で，ブックポスト取得，視聴覚室テレビの
地デジ化，の費用が計上された（以上，川角）．
・平成 22 年度上半期利用サービスの状況（報告）．入館者数が，半期で 69,066 人となり，年間では昨年度より 2
万人程度積み増しされる勢い．4 月提供開始のデータベース Scopus

利用件数が半期で 852 件となった．

・今年度で 2 次長計（長期総合計画）の 5 年間が終了することから，9 月末に検証報告を，また，平成 23 年度か
らの 5 年間を対象とする 3 次長計について，（教育部門のその他関連「附属図書館」の項で）原稿を作成した．
・大学院看護学研究科で，土曜，夜間の講義が始まり，開館時間の延長などが求められた．日高で，10 月 1 日か
ら開館時間を 45 分延長し，19：45 までとした．
第3回
・平成 23 年度事業計画（案，4 キャンパス）を承認した．各キャンパスで，それぞれ 1 月 20 日期限で，提出部
署に提出済み．各館ごと事業計画（案）が報告された．すでに実施済みの項目もあるが，図書館業務システムの
リプレイスはすでに学内合意済み，
移行作業中である，ほか 2 階保存書庫内図書の目録遡及データ作成など
（以上，
附属図書館）
．ブックポスト取得，利用者用 PC の 2 台増設，など，なお，予算要求に含んでいた BDS は，その
後の分館図書館委員会の議論で，見送りとなったため，減額しての予算要求が行われた（以上，川越）．閲覧室
の照明環境を見直しし，閲覧席数を 10 席程度増やすなど（以上，日高），視聴覚室のテレビの地デジ化，ブッ
クポスト取得（以上，川角）
．ブックポストは毛呂山，日高では設置済みである．
・理学療法学科開設時に，学部で必要な規程類の改正が行われたが，日高キャンパス分館図書館委員会規則のみが，
改正案のみで，改正手続きから漏れ，規程集にもアップされていない．改めて手続きが必要ということになった．
改正点は，教授会選出委員の数を 1 名増やすなど，2 点であり，委員会として了承した．
・年度末で任期が切れる片桐，松田の両委員に再任をお願いし，また，再任中の永島委員に交代して，新年度から
村越隆之教授（生化学）にお願いすることにした．
・4 月提供開始が決まった RefWorks のデモが，供給元のサンメディアによって行われた．
・前回委員会以降の報告事項．新規購読とした 3 タイトルのうち，日本産科婦人科学会東京地方部会会誌（年 4 回刊）
は，2011 年から寄贈していただけることになった．CiNii

は，予算要求では次年度計上としたが，1 〜 3 月を

月額処理，1 月から利用できるようにした．予算は図書館費扱い（保健医療学部医用生体工学科）．
・追加報告として．国立国会図書館は 90 年代 10 年間（1991 年度から 2000 年度）の送付を受けた学位論文（印
刷版）の公開に向けて電子化を計画，昨年 6 月に各（学位授与）大学に協力を求めてきた．大学と協力して著
作権処理を行う（共通許諾）とし，許諾に関する作業は，直接には著作権者との間で同図書館が行うとした（期
間は，昨年 9 月からこの 3 月まで）
．本学も協力することになっている．
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4．自己点検・評価
・委員会は，少なくとも年 4 回招集する（委員会規則第 5 条 2 項）．平成 22 年度は 3 回の開催にとどまった．
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1．5）全学自己点検・評価委員会
1．構成員（任期：平成 24 年 3 月 31 日）
委員長

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長

副委員長

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長，医学教育センター長
大野良三（OHNO, Ryozo ）
：保健医療学部学部長

委員

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

祥（MATSUSHITA, Sho）
：副医学部長，医学研究センター長

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
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
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：保健医療学部医用生体工学科学科長
黒川幸雄（KUROKAWA, Yukio）
：保健医療学部理学療法学科学科長
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，医学部においては自己点検・評価委員会を兼ねた教員組織運
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．人事考課は全学的に実施されているが，客観的項目・評
価基準を中心に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まだ充分とはいえないため，両学部が
自己点検・評価についての共通認識をもつよう引き続き努めていく．
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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：H23.3.31）

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：H24.3.31）
齋藤一之（SAITOH, Kazuyuki）
：法医学：教授（任期：H24.3.31）
永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学：教授（任期：H24.3.31）
加納

隆（KANOH, Takashi）
：医用生体工学科：教授（任期：H24.3.31）

小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）
：理学療法学科：教授（任期：H24.3.31）

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 22 年 7 月 9 日）
於：9 号館 4 階会議室
出席者 19 人
議事：喫煙問題に関して，大類グランドについて，錬成館の畳について，
川角キャンパス体育館の利用について，AED の対外試合での貸出について，
ハラスメントについて，越華祭について，医学部の防災訓練について，
学生の健康管理に関して
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 22 年 10 月 1 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
出席者 14 人
議事：喫煙問題に関して，大類グランドについて，錬成館の畳について，
川角キャンパス体育館の利用について，AED の対外試合での貸出について，
ハラスメントについて，越華祭について，医学部の防災訓練について，
学生の健康管理に関して，保健医療学部のオスラーホールについて

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）
：医学部学生部長／神経内科・脳卒中内科：教授（任期：H23.3.31）

議長

永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学：教授（任期：H24.3.31）

委員

片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院長（任期：H24.3.31）
大野良三（OHNO, Ryouzo）
：保健医療学部長（任期：H24.3.31）
赤羽

明（AKABANE, Akira）
：医学基礎：准教授（任期：H24.3.31）

大野康治（OHNO, Yasuharu）
：小児外科：教授（任期：H24.3.31）
伊藤彰紀（ITOH, Akinori）
：耳鼻咽喉科（神経耳科）：教授（任期：H24.3.31）
野村恭一（NOMURA, Kyoichi）
：総合医療センター神経内科：教授（任期：H24.3.31）
根本

学（NEMOTO, Manabu）
：国際医療センター救急医学科：教授（任期：H24.3.31）

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：H24.3.31）
稲尾公子（INAO, Kimiko）
：短期大学学生部長／短期大学看護学科：教授（任期：H23.3.31）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部長（任期：H24.3.31）
村岡繁樹（MURAOKA, Shigeki）
：保健医療学部事務室川角分室長（任期：H23.3.31）
斉藤喜博（SAITOH, Yoshihiro）
：医務部次長（任期：H24.3.31）
柴崎正博（SHIBASAKI, Masahiro）
：施設部（任期：H24.3.31）
井上隆一郎（INOUE, Ryuichiro）
：かわごえクリニック事務長（任期：H24.3.31）
松本正夫（MATSUMOTO, Masao）
：総務部課長補佐（任期：H24.3.31）
諸田一雄（MOROTA, Kazuo）
：総合医療センター事務部部長（任期：H24.3.31）
平山正人（HIRAYAMA, Masato）
：看護部看護師長（任期：H23.3.31）
横塚智実（YOKODUKA, Tomomi）
：看護部主任（任期：H23.3.31）

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 22 年度
出席者 12 人

第 85 回（平成 22 年 6 月 4 日） 於：9 号館 4 階会議室
欠席者 10 人

議事：禁煙パトロールの実施．敷地内全面禁煙の周知徹底．
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．
②平成 22 年度
出席者 11 人

第 86 回（平成 22 年 12 月 10 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
欠席者 11 人

議事：禁煙パトロールの実施．敷地内全面禁煙の周知徹底．
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 22 年度
出席者 10 人

第 87 回（平成 23 年 1 月 21 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
欠席者 12 人

議事：禁煙パトロールの実施．敷地内全面禁煙の周知徹底．
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．
④平成 22 年度
出席者 11 人

第 88 回（平成 23 年 3 月 11 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
欠席者 11 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．

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，平成
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22 年 1 月 1 日からは埼玉医科大学病院敷地内全面禁煙が実現した．委員会開催の前に禁煙パトロールは実施してい
るが，まだまだ回数が足りない．
次年度は，喫煙違反者の取締りの継続と月 1 回以上の禁煙パトロール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：H24.3.31）

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：H24.3.31）

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：H24.3.31）

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：H24.3.31）
坂本

安（SAKAMOTO, Yasu）
：中央研究施設機能部門：教授（任期：H24.3.31）

田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理部：教授（任期：H24.3.31）
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：H24.3.31）
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：薬理学：准教授（任期：H24.3.31）
横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）
：ゲノム医学研究センター実験動物施設：助教（任期：H24.3.31）

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 22 年度各キャンパスから提出された動物実験計画書 180 件，実験室設置承認申請書 15 件，飼養保管施設
設置承認申請書 1 件，動物実験結果報告書・動物実験（終了・中止）報告書 17 件，追加変更届 48 件について
審査を行い承認した．
②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査
を行い承認した．

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査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（任期 H24.3.31）

副委員長

萩原弘一（HAGIWARA, Kouichi）
：大学病院呼吸器内科：教授（任期 H24.3.31）

委

員

濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長

委

員

丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）
：専務理事

委

員

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長，大学病院血液内科：教授

委

員

石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：保健医療学部医用生体工学科：教授

委

員

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

委

員

松下

委

員

安河内正文（YASUKOCHI, Masafumi）：医学研究センター：客員講師

委

員

小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部々長

委

員

飯野

委

員

須田立雄（SUDA, Tatsuo）
：ゲノム医学研究センター：客員教授

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

顕（IINO, Akira）
：医学研究センター：特任教授

オブザーバー

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）：学長

オブザーバー

奥田美奈子（OKUDA, Minako）：リクルート社

オブザーバー

藤戸啓二（FUJITO, Keiji）
：リクルート社

事務局

菅原哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）
：医学研究センター知財戦略研究推進部門：助教

事務局

長谷部基夫（HASEBE, Motoo）
：医学研究センター知財戦略研究推進部門：課長

事務局

二宮裕一（NINOMIYA, Yuichi）
：埼玉県連携コーディネーター

（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，学内特許規定
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 22 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

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

3．平成 22 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 18 件の特許出願の申請が審議された．
第 47 回特許委員会

平成 22 年 4 月 30 日開催

2 件の特許出願を審議

第 48 回特許委員会

平成 22 年 5 月 25 日開催

0 件の特許出願を審議

第 49 回特許委員会

平成 22 年 7 月 6 日開催

1 件の特許出願を審議
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第 50 回特許委員会

平成 22 年 7 月 27 日開催

2 件の特許出願を審議

第 51 回特許委員会

平成 22 年 9 月 21 日開催

2 件の特許出願を審議

第 52 回特許委員会

平成 22 年 10 月 27 日開催

3 件の特許出願を審議

第 53 回特許委員会

平成 22 年 11 月 16 日開催

2 件の特許出願を審議

第 54 回特許委員会

平成 22 年 12 月 21 日開催

3 件の特許出願を審議

第 55 回特許委員会

平成 23 年 1 月 25 日開催

2 件の特許出願を審議

第 56 回特許委員会

平成 23 年 2 月 22 日開催

1 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
知的財産に関する規定の学内研究者への周知については，文部科学省科学研究費補助金の採択を受けた先生方を中
心に，知財の啓発活動を行った（面談者数 60 名／年）．平成 22 年度の科学研究費補助金の新規採択者 40 名のうち
17 名と面談できていないため，来年度も科学研究費補助金に新規に採択される先生方を中心に引き続き面談してい
く予定である．
知財管理業務については，特許出願後に特許庁に対し適切な対応をすることにより日本で特許権を 1 件成立する
ことができた．具体的には，国際段階（PCT に基づく特許出願）における国際調査報告では，特許性について否定
的な見解であったが，審査官との面談および補正をすることにより特許性の判断を覆すことができ，日本への国内移
行後は拒絶理由の通知が来ることなく特許査定となった．また，海外で特許を取得するため科学技術振興機構から出
願に係る費用の支援を受け円滑に手続きを進めることができた（申請 4 件，採択 4 件，支援総額 629 万円）
．来年
度も引き続き出願の中間処理手続きを円滑に行い特許の権利化を図るとともに，科学技術振興機構の海外特許出願支
援制度へ申請する．
技術移転活動については，年 4 件の技術移転を目指し，本年度は特許権の不実施補償の契約が 1 件，医薬品・医
療機器メーカーへのノウハウ提供に係る契約 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 4 件
1518 万円の知的財産収入を得ることができ目標を達成した．
知財をベースとした外部研究資金の獲得については，今年度達成できなかったため来年度も引き続き挑戦する．
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，知的財産に関する規定等を学内に
徹底し発明を発掘していく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

知的財産権の啓発および発明の発掘

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

委

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長（任期：H24.3.31）

員

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学研究センター長（任期：H24.3.31）

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長（任期：H24.3.31）
大野良三（OHNO, Ryouzou）
：保健医療学部長（任期：H24.3.31）
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：医学研究センター研究主任部門長（任期：H24.3.31）
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター所長（任期：H24.3.31）
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院長（任期：H24.3.31）
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：総合医療センター病院長（任期：H24.3.31）
松谷雅生（MATSUTANI, Masao）
：国際医療センター病院長（任期：H24.3.31）
米谷

新（YONEYA, Shin）
：大学病院

眼科：教授（任期：H24.3.31）

萩原弘一（HAGIWARA, Koichi）
：大学病院

呼吸器内科：教授（任期：H24.3.31）

石田秀行（ISHIDA, Hideyuki）
：総合医療センター消化器一般外科：教授（任期：H24.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Jun-ich）
：総合医療センター病理部：教授（任期：H24.3.31）
西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）：国際医療センター
先端医療開発センター長（任期：H24.3.31）
オブザーバー
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長
田島賢司（TAJIMA, Kenji）
：経理部長
和田

実（WADA, Minoru）
：第二購買課長

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，医学研究センター研究支援管理部門と連携し，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
①グラント選考委員会（平成 22 年 10 月 1 日）於：本部棟 2 階会議室

出席 17 人

欠席 2 人

議事：平成 22 年学内グラント選考
22 年度学内グラント応募・審査状況
総応募数

25 件（医学部

23 件，保健医療学部 2 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：8 件
2）臨床に密着した単一の基本学科による研究

：14 件

3）社会医学的研究

：3 件

総採択件数：14 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：5 件
2）臨床に密着した単一の基本学科による研究

：8 件

3）社会医学的研究

：1 件

①佐川森彦（医学部・助教：総合医療センター血液内科）22 年度 200 万円，23 年度 100 万円
生理活性物質をリード化合物とする構造展開による多発性骨髄腫の新規分子標的薬の開発
②荒木靖人（医学部・助教：大学病院リウマチ内科）22 年度 200 万円，23 年度 100 万円
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関節リウマチにおけるエピジェネティクス制御の異常の解明
③川野雅章（医学部・助教：分子生物学）22 年度 200 万円，23 年度 100 万円
インフルエンザウイルス特異的 CTL の誘導を増強するプラットホームの開発
④高木

徹（医学部・助手：微生物学）22 年度 100 万円，23 年度 50 万円

ペプチド表面結合リポソームワクチン用 C 型肝炎ウイルス CTL エピトープの同定
⑤戸井田昌宏（保健医療学部・教授：生体医用工学科）22 年度 100 万円，23 年度 50 万円
Coherent Anti-Stokes Raman Scattering による無侵襲血糖値モニターの研究
⑥依田哲也（医学部・教授：大学病院口腔外科）22 年度 50 万円，23 年度 100 万円
咀嚼筋腱腱膜過形成症のプロテオーム解析
⑦中野貴成（医学部・助教：生化学）22 年度 70 万円，23 年度 30 万円
カルシウム非依存性ホスホリパーゼ A2（iPLA2）欠損マウスにおけるウイルス感染防御
⑧梶原

健（医学部・准教授：大学病院産婦人科）22 年度 70 万円，23 年度 30 万円

着床不全に対する新規治療法の開発とその臨床応用
⑨隈元健介（医学部・講師：総合医療センター消化器一般外科）22 年度 70 万円，23 年度 30 万円
大腸癌におけるマイクロ RNA 発現解析と薬剤感受性関連遺伝子の包括的研究
⑩伊丹千晶（医学部・講師：生理学）22 年度 70 万円，23 年度 30 万円
脳内神経回路オシレーション発生における GABA ニューロンの役割
⑪長岡麻衣（医学部・助教：生理学）22 年度 70 万円，23 年度 30 万円
眼咽頭筋ジストロフィーの発症機序及び重症化の分子メカニズムの解明と治療法の開発
⑫西村

誠（医学部・助教：国際医療センター消化器内科）22 年度 75 万円，23 年度 0 万円

表面型消化管腫瘍に対するシルクスポンジアンカー補助下内視鏡的粘膜下層剥離術の臨床研究
⑬梶山

浩（医学部・助教：大学病院リウマチ膠原病科）22 年度 75 万円，23 年度 0 万円

リウマチ性疾患に合併する腎障害における podocyte 障害の役割
⑭山口

智（医学部・講師：大学病院東洋医学センター）22 年度 50 万円，23 年度 0 万円

Arterial spin-labeled MRI を用いた鍼刺激前後の脳血流評価

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，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：教授（任期：H22.3.31）

副委員長

松井 政則 (MATSUI, Masanori)：微生物：准教授（任期：H22.3.31）

委員

高橋 俊（TAKAHASHI, Shun）
：臨床検査医学：技師（任期：H22.3.31）
井上 公仁子 (INOUE, Kuniko) ゲノム医学遺伝子情報制御：準教授（任期：H22.3.31）
森 隆 (MORI, Takashi) : 総合医療センター研究部：准教授（任期：H22.3.31）
佐藤 正夫 (SATO, Masao) 保健医療健康学科健康医療科学：准教授（任期：H22.3.31）
綿貫 公男（WATANUKI, Kimio）：施設部：部長（任期：H22.3.31）

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 3 月 16 日付で，文科省から病原性微生物等の保管・管理調査が依頼された．今回は黄色ブドウ球菌とウェ
ルシュ菌が調査対象に加わった．これについて学内調査を行い，H22 年 4 月 14 日回答を行った．
H22 年 12 月高橋委員の異動により，渡辺典之氏（臨床検査医学（中央検査部））と委員を交代した．

4．評価と次年度目標
委員会設立 2 年目を迎え，少しずつ活動が増えつつある．学内で病原性微生物を研究に使用するため，相談を受
けることが多くなってきた．本年度は課題となっている管理規程作成が出来なかったが，次年度は是非実行したい．
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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 22 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日）
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）委員長

学長

濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）委員
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）委員

医学研究センター長

岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）委員
米谷

新（YONEYA, Shin）委員

副理事長

医学研究センター知財戦略研究推進部門長

医学研究センター共同研究推進部門長

別所正美（BESSHO, Masami）委員

医学教育センター長・医学部長

木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）委員

大学院博士課程運営委員長

片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）委員
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）委員
松谷雅生（MATSUTANI, Masao）委員
飯野

顕（IINO, Akira）委員

大学病院病院長
総合医療センター病院長
国際医療センター病院長

特任教授

田島賢司（TAJIMA, Kenji）委員

経理部長

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
①中央研究施設寄附研究部門（阿部岳研究室）の存続について
電子メール会議（4 月）
議事：当該部門の存続につき，平成 22 年 6 月 30 日までの条件付承認を行った．
②寄附研究部門（先端レーザー医学センター）の設置について
電子メール会議（9 月）
議事：当該部門の人事について，教員人事委員会の承認を得ることを条件に，平成 22 年 10 月 1 日付設置を承
認した．

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
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：センター長
大野良三（OHNO, Ryozo）
：副センター長
別所正美（BESSYO, Masami）
：副センター長：入試問題統括部門長
丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）
：広報部門長：専務理事
堀口一夫（HORIGUCHI, Kazuo）
：事務部門長：常務理事
椎橋美智男（SHIIBASHI, Michio）
：調査・研究・解析部門長：IT センター長
上原政治（UEHARA, Seiji）
：アドミッションセンター特任教授
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部長
松尾有裕（MATSUO, Arihiro）
：保健医療学部事務室長
川島

祝（KAWASHIMA, Hajime）
：短期大学副学長

梶田幸子（KAJITA, Yukiko）
：総合医療センター看護専門学校副校長
館

瓊子（TATE, Kuniko）
：毛呂病院看護専門学校副校長

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は入学試験が円滑に行われるために，法人に関係する各種の学校が協力して，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
めに設置されたものである．

3．活動報告
平成 22 年 5 月 7 日に「アドミッションセンター拡大会議」を開催し，医学部，保健医療学部，短期大学，川越看
護専門学校，毛呂病院看護専門学校の全体的入試日程の確認ならびに入試問題の作成担当者の確認等を行った．
また，前年度に課題となった，各入試科目作成の人的資源の少ないことを解決する方法として，特任講師を任用す
る方向で，人材を求め，平成 23 年度には 4 名の特任講師を入試問題作成にかかわる手助けを行う，支援者とする方
向性を定めることができた．
さらにまた，医学部入試にセンター試験を導入する方向で検討を開始した．

4．自己点検・評価と次年度目標
前年度の検討課題としてあげられた，入試問題の作成者の充実を図ることについては，適切な人材を求める努力を
した結果，4 名の特任講師を採用することが決まった．また，法人に関係する各教育機関の関係者が一堂に会して，
問題作成，入試にあたっての注意事項の確認など，適切な入学試験が行われるための共通認識を持つことと，連携す
ることの流れができてきたことは今後のより良い入学試験のあり方の基礎ができたものと評価している．
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1．14）医学研究センター運営会議
1．構成員
◇議長（医学研究センター運営会議規則第 3 条 1 号構成員）
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：センター長（任期：H23.7.31）

◇副議長（医学研究センター運営会議規則第 3 条 1 号構成員）
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：副センター長（任期：H23.7.31）
◇部門長（医学研究センター運営会議規則第 3 条 2 号構成員）
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：研究主任部門（任期：H23.7.31）
米谷

新（YONEYA, Shin）
：共同利用施設運営部門（任期：H23.7.31）

※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：知財戦略研究推進部門（任期：H23.7.31）
飯野
禾

顕（IINO, Akira）
：研究支援管理部門

部門長（任期：H23.7.31）

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：安全管理部門（平成 22 年 8 月 31 日まで）（任期：H23.7.31）

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：安全管理部門（平成 22 年 9 月 1 日より）（任期：H23.7.31）
丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：フェローシップ部門（任期：H23.7.31）

※赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：研究評価部門（平成 22 年 8 月 31 日まで）（任期：H23.7.31）
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：研究評価部門（平成 22 年 9 月 1 日より）（任期：H23.7.31）
◇副部門長（医学研究センター運営会議規則第 3 条 2 号構成員）
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：研究主任部門（任期：H23.7.31）
木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）
：研究主任部門（任期：H23.7.31）
※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：研究主任部門（任期：H23.7.31）
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：研究主任部門（任期：H23.7.31）
森

圭介（MORI, Keisuke）
：共同利用施設運営部門（任期：H23.7.31）

西川

亮（NISHIKAWA, Ryo）
：共同利用施設運営部門（任期：H23.7.31）

田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）
：共同利用施設運営部門（任期：H23.7.31）
西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：知財戦略研究推進部門（任期：H23.7.31）
安河内正文（YASUKOCHI, Masafumi）
：知財戦略研究推進部門（任期：H23.7.31）
仁科正実（NISHINA, Masami）
：研究支援管理部門（任期：H23.7.31）
三谷幸之介（MITANI, Kounosuke）
：安全管理部門（DNA 分野）（平成 22 年 9 月 1 日より）（任期：H23.7.31）
※赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：安全管理部門（感染分野）（任期：H23.7.31）
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：安全管理部門（廃液等環境分野）（任期：H23.7.31）
森

隆（MORI, Takashi）
：安全管理部門（動物分野）（任期：H23.7.31）

※丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：安全管理部門（薬物分野）（任期：H23.7.31）

犬飼浩一（INUKAI, Koichi）
：安全管理部門（RI 分野）（任期：H23.7.31）
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：フェローシップ部門（任期：H23.7.31）

伊崎誠一（IZAKI, Seiichi）
：研究評価部門（任期：H23.7.31）
◇その他（医学研究センター運営会議規則第 3 条 3 号構成員）
※飯野
坂本

顕（IINO, Akira）
：知財戦略研究推進部門

部門長代理（任期：H23.7.31）

安（SAKAMOTO, Yasushi）
：共同利用施設運営部門

※松下

部門長代理（任期：H23.7.31）

祥（MATSUSHITA, Sho）
：毛呂山キャンパスブランチ長（任期：H23.7.31）

※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センターブランチ長（任期：H23.7.31）
※田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）
：総合医療センターブランチ長（任期：H23.7.31）
小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）
：国際医療センターブランチ長（任期：H23.7.31）
※は重複構成員…計 25 名
◇事務局
鈴木

勝（SUZUKI, Masaru）
：医学研究センター 教授

仁科正実（NISHINA, Masami）
：医学研究センター 准教授
町田早苗（MACHIDA, Sanae）
：医学研究センター 助教
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菅原哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）
：医学研究センター 助教
山田栄一（YAMADA, Eiichi）
：医学研究センター 実験助手
笠間

忍（KASAMA, Shinobu）
：大学事務部 医学部事務室 庶務課 課長補佐

2．目的
平成 17 年 11 月に設置された医学研究センターの円滑な運営に資することを目的として設置された会議である．
本学における研究に関する重要事項を審議し，教員組織運営会議および教員代表者会議へ上程することを目的として
いる．平成 22 年度は，センター長を議長として部門長及び副部門長，あわせて 25 名で構成されている．（平成 22
年 9 月に禾教授と三谷教授の交代があったが，総数は変更なし）

3．活動報告
◇定期開催
第 51 回：4 月 20 日（火）出席者 22 名（委任状 8 名）
第 52 回：5 月 18 日（火）出席者 24 名（委任状 9 名）
第 53 回：6 月 15 日（火）出席者 25 名（委任状 7 名）
第 54 回：7 月 13 日（火）出席者 25 名（委任状 8 名）
第 55 回：9 月 7 日（火）出席者 22 名（委任状 6 名）
第 56 回：10 月 19 日（火）出席者 22 名（委任状 6 名）
第 57 回：11 月 16 日（火）出席者 25 名（委任状 7 名）
第 58 回：12 月 14 日（火）出席者 24 名（委任状 9 名）
第 59 回：1 月 18 日（火）出席者 23 名（委任状 6 名）
第 60 回：2 月 15 日（火）出席者 25 名（委任状 7 名）
第 61 回：3 月 15 日（水）― 22 日（金）電子メール会議

参加者 24 名

◇開催回数
定期開催：11 回

平均 24 名（委任状平均 7 名）

※但し第 61 回は，電子メールによる会議であったため，平均値は 10 回にて算出．
◇議事内容
本会議では，各部門や関連する委員会からの報告と審議，センター長からの報告，研究センター組織内の人事に
係る報告等，大学における研究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．医学研究センター長報告
2．各部門報告
①研究主任部門
②共同利用施設運営部門
③知財戦略研究推進部門
④研究支援管理部門
⑤安全管理部門
⑥フェローシップ部門
⑦研究評価部門
3．その他報告

4．評価と次年度目標
平成 17 年に設置された医学研究センターの核として設置された本会議は，各部門における部門長と副部門長を中
心に構成され，それぞれが部門の代表という意識で参加している．第 1 回開催は，平成 17 年 11 月 22 日（火）で
あり今年度末で第 61 回を数える．
議事は，各部門で十分に議論されたものが報告され，本学の研究に係る共通認識を持つという役割を果たしている．
また，各議案が医学研究センターの運営会議として承認するか否かが必ず審議されるため，組織全体の整合性が失わ
れることない．
このような考えの下に開催されてきた会議であるが，前年度と同様，毎開催おおよそ半数近い構成員が委任状によ
る出席である．
会議に参加することが出来ない構成員も即座に情報が伝わる様に会議開催の翌週には，学内ホームペー
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ジで議事録を公開しているが，次年度以降も継続的に，出来るだけ実参加者数を増やす方策を検討して行きたい．本
会議が適切に機能するために，審議や開催形態，構成員等についても点検評価していきたい．
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1．15）国際交流センター委員会
1．構成員

（任期：平成 24 年 3 月 31 日）

委員長

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

副委員長

三村俊英（MIMURA, Toshihide）：リウマチ膠原病科：教授

委員

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：大学病院神経内科：教授
田丸淳一（TAMARU, Junichi）：総合医療センター病理学：教授
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授
篠塚

望（SHINOZUKA, Nozomi）：消化器・一般外科：教授

奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）
：ゲノム医学研究センター：教授
石原正一郎（ISHIHARA, Shoichiro）：国際医療センター脳神経外科：教授
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）
：保健医療学部理学療法学科：教授
市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）：保健医療学部健康医療科学科：教授
村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：准教授
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：医学部薬理学：准教授
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：医学部病理学：准教授
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）：保健医療学部：准教授

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）：医学基礎：准教授

飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）：国際医療センター心臓内科：講師
ゴッドフリーチャド（GODFREY, Chad）：医学基礎：特任講師
菅

理江（SUGE, Rie）
：医学部生理学：助教

堀江正人（HORIE, Masahito）：大学事務部教務課：課長
劉

文甫（LIU, Wenfu）
：顧問

オブザーバー 野村正彦（NOMURA, Masahiko）：国際交流センター長：特任教授
小山

勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センター消化器外科：教授

藤田惠子（FUJITA, Keiko）
：医学部解剖学：准教授
丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）：専務理事

2．目的
国際交流センターが円滑に機能する為に設置された．センターの業務に関与する種々の事項は，すべてこの委員会
に議題として提案され協議の上決定して実行される．

3．活動報告
①第 1 回（平成 22 年 4 月 14 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 14 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
②第 2 回（平成 22 年 5 月 10 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 13 人 欠席者 10 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（平成 22 年 6 月 18 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 14 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
④第 4 回（平成 22 年 7 月 21 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 12 人 欠席者 12 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
⑤第 5 回（平成 22 年 8 月 26 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 12 人 欠席者 12 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（平成 22 年 9 月 24 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 8 人 欠席者 16 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（平成 22 年 10 月 25 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 11 人 欠席者 13 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
⑧第 8 回（平成 22 年 11 月 19 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 5 人 欠席者 19 人
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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（平成 22 年 12 月 15 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 9 人 欠席者 15 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（平成 23 年 1 月 28 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 10 人 欠席者 14 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（平成 23 年 2 月 24 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 9 人（人事課原課長 出席）欠席者 16 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（平成 23 年 3 月 24 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 10 人 欠席者 14 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，種々の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．

4．評価と次年度目標
毎月 1 回開催してきた委員会では，
「学生相互交換留学制度」，
「春季語学研修制度」，また昨年度より開始した「教
員短期留学制度」などに関する年間行事を的確に把握して，実行するために協議して来た．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，合意に達する迄議論ができている．また，これらの中で反省項目があれ
ばそれを取り上げ，次年度に向けて改良の方向に向かって討議をしている．
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1．16）教員短期留学制度選考委員会
1．構成員 （任期：平成 24 年 3 月 31 日）
委員長

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

副委員長

三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：リウマチ膠原病科：教授

委員

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：大学病院神経内科：教授
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理学：教授
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）
：ゲノム医学研究センター：教授
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：医学部薬理学：准教授
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：保健医療学部：准教授

2．目的
教員短期留学制度における留学者の選考を行う．

3．活動報告
①特例により 1 名追加となった今年度（22 年度）に留学を行う対象者の選考を行った．
平成 22 年 7 月 20 日

応募者 1 名に対し，応募書類を書く委員に配布し選考審査を行った．

②次年度（23 年度）に留学を行う対象者の選考を行った．
平成 22 年 11 月 24 日

於：医学部 7 号館 1 階会議室

出席者 5 人

欠席 3 人

議事：応募者 8 名に対し，書類による選考審査を行った．

4．評価と次年度目標
3 年目となる次年度の留学者の選考審査では初めて応募者が定員を上回ったが，最終的には委員全員の一致による
決定が行われた．今後も引き続き円滑な審査を行って行きたいと考えている．
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1．17）COI 管理委員会
1．構成員
委員長

永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学：教授（任期：H24.3.31）

委

堀口一夫（HORIGUCHI, Kazuo）
：常務理事

員

松下

事務局長（任期：H24.3.31）

祥（MATSUSHITA, Sho）
：免疫学：教授（任期：H24.3.31）

藤原恵一（FUJIWARA, Keiichi）
：国際医療センター産婦人科：教授（任期：H24.3.31）
井上晶子（INOUE, Akiko）
：元日本赤十字社埼玉県支部事務局長（外部委員）（任期：H24.3.31）
事務局

飯野

顕（IINO, Akira）
：医学研究センター研究支援管理部門：特任教授（任期：H24.3.31）

2．目的
COI 管理委員会は埼玉医科大学利益相反管理規程第 3 条に基づいて設置されたものであり，学長の付託を受けて
COI
（利益相反）
に関する審査を行う．埼玉医科大学利益相反管理規程の目的はその第 1 条に次のように示されている．
「第 1 条

この規程は，埼玉医科大学 利益相反マネージメントポリシーに基づき，埼玉医科大学（以下「大学」とい

う）の職員等の利益相反〔以下 COI（Conﬂict of Interest）という．〕を適切に管理し，産学官連携を含む社会貢献活
動の推進に資することを目的とする．
」

3．活動報告
委員会設置後第 2 年度の活動を行った．昨年度と同様，利益相反管理規程第 4 条第 1 項の自己申告対象者のうち，
第 1 号の「公的研究費を申請しようとする者，又は公的研究費をうけている者」に限って自己申告書の提出を要請
することとした．
昨年度の経験に基づき，第一段階自己申告書の提出依頼，提出された第一段階自己申告書（244 件）のうち企業
等との関係等がいずれもないと申告されたもの（235 件）についての審査結果の通知，第二段階の申告書の提出が
必要なもの（9 件）についての第二段階申告書の提出依頼を，委員会を開かずに行った．第 1 回委員会でこれらの経
過について確認し，これまでに提出された第二段階申告（9 件）についての審査と締め切りに遅れて提出された申告
（49 件）の審査を行った．締め切りに遅れて提出された申告（49 件）は，このうち 46 件の審査を終え，3 件は第二
段階の申告書の提出を求めることとした．この 3 件はその後第二段階の申告書が提出されなかったので申告を無効
として扱った．
第 1 回委員会の後著しく遅れて提出された第一段階の申告書（3 件）については，来年度審査することとした．
1）審査の経過
○ 4 月 21 日
○7月5日
○ 7 月 20 日
○9月9日

自己申告書提出依頼（締め切り 5 月 28 日）
第二段階申告書提出依頼
第二段階申告の必要のないものについて，審査結果を通知
第一回 COI 管理委員会

第二段階申告に基づき審査
遅れた申告の審査
○ 9 月 13 日

3 件への第二段階申告要請（締め切り 10 月 12 日）

○ 9 月 17 日

第 421 回教員代表者会議

○ 11 月

経過報告

9 月 13 日第二段階申告書要請 3 件は提出期限を過ぎて，催促したにもかかわらず提出されなかったので，

申告を無効とすることと判断した．
○ 12 月 6 日
12 月 10 日
○3月7日
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第一段階申告書 2 件提出あり
第一段階申告書 1 件提出あり，この 3 件は来年度審査する旨文書で通知した（1 月 20 日）
COI 審査結果についての学長報告（COI 管理規程第 6 条第 4 項）
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2）委員会の開催
第1回

平成 22 年 9 月 9 日，基礎医学棟 4F カンファレンスルーム，出席 4 人（委員 3，事務局 1）欠席 2 人
議事：第二段階申告に基づき審査，遅れた申告の審査
（議事の詳細は議事録に記載されている）

4．評価と次年度目標
本年度は年度の初めに自己申告書提出依頼をすることができた．しかし，期限を過ぎて提出された申告の処理に手
間取ったため，全体の審査の終了，学長への報告は遅くなった．
今年度も利益相反管理規程第 4 条第 1 項に示された自己申告対象者のうち，第 1 号の「公的研究費を申請しよう
とする者，又は公的研究費をうけている者」に限って自己申告書の提出を要請することとした．対象者を規程のとお
りに拡大すべきかどうかについては今後の検討課題である．
今年度，書式が整えられ審査の手順や基準についての共通認識ができあがったことから，申告の案内，受付，整理，
等必要な一連の事務を事務局に一任し，必要に応じて e- メールで確認するなどによって，委員会の開催を 1 回のみ
とすることが出来た．
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2．1）大学院委員会
1．構成員（任期：平成 24 年 3 月 31 日）
議

長

委

員 （埼玉医科大学大学院学則第 33 条 1 号，3 号構成員）

学長

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）学長，理事
（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 2 号構成員）
別所正美（BESSHO, Masami）医学研究科長，医学部長
岡部惠子（OKABE, Keiko）看護学研究科長
（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 3 号）
横手祐二（YOKOTE, Yuji）理事
（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 5 号構成員）
大野良三（OHNO, Ryozo）保健医療学部長
木崎昌弘（KIZAKI，Masahiro）医学研究科博士課程運営委員長
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）医学研究科修士課程運営委員長
松下年子（MATSUSHITA, Toshiko）看護学研究科修士課程運営委員長
※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

岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）ゲノム医学研究センター所長
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）大学病院長
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
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）地域医学・医療センター長
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）医療人育成支援センター長
西山正彦（NISHIYAMA，Masahiko）先端医療開発センター長
（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 4 号構成員）
永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi） 医学研究科博士課程選出代表指導教員
宮尾秀樹（MIYAO, Hideki）
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）
石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）

医学研究科博士課程選出代表指導教員
医学研究科修士課程選出代表指導教員
看護学研究科修士課程選出代表指導教員

◇オブザーバー :
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko） 副理事長
・事務局等
◇大学事務部
堀江正人（HORIE, Masahito）医学部事務室 教務課 課長
松尾有裕（MATSUO, Arihiro）保健医療学部事務室 室長
大嶋利夫（OSHIMA, Toshio）保健医療学部事務室 顧問
吉山美穂子（YOSHIYAMA, Mihoko）医学部事務室 教務課員
鳥海佳代（TORIUMI, Kayo）医学部事務室 教務課員

2．目

的

本委員会は，大学院運営組織の改訂に伴い，医学研究科及び看護学研究科を統括する役割の委員会として，大学院
組織運営に関する事項，大学院学生に関する重要な事項，学部等その他の機関との連絡調整に関する事項等の審議に
あたる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．
112

委員会・会議報告

第 1 回平成 22 年 4 月 13 日
第 2 回平成 22 年 7 月 13 日
第 3 回平成 22 年 10 月 12 日
第 4 回平成 23 年 1 月 18 日
2）主な内容と審議結果
（医学研究科博士課程）
（1）学位取得者 35 件（甲種 10 件，乙種 25 件）の報告
（2）学位審査の申請と審査手順の整備
（3）学位規則のうち博士に関する運用細則の改定
（4）3 専攻（生物・医学研究系，社会医学研究系，臨床医学研究系）の統合について検討
（5）平成 22 年度後期入学大学院入学者選抜試験ならびに平成 23 年度前期入学大学院第 1 回，第 2 回入学者選
抜の実施と合否判定の報告
（6）第 57，58 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の報告
（7）大学院博士課程早期修了に関する推薦書様式の整備
（8）大学院医学研究科博士課程入学試験・語学試験実施手順を承認
（9）
「研究倫理」について
（医学研究科修士課程）
（10）協力研究員の願書等様式の改定
（11）医学研究科科目等履修生受託規則の改定
（12）ティ−チング・アシスタント取り扱い要領の改定
（13）平成 23 年度大学院医科学専攻修士課程第 1 回，第 2 回入学者選抜の実施と合否判定の報告
（14）修士課程の教育体制の整備に伴い，学位審査委員の人数や審査手数料等，現行の学位規則の改正について，
検討．
（看護学研究科修士課程）
（15）看護学研究科履修要項の了承
（16）平成 23 年度大学院看護学専攻修士課程第 1 回，第 2 回入学者選抜の実施と合否判定の報告
（全体）
（17）大学院経費，大学院生の奨学金等について，大学院に関わる諸制度の整合性を図るために設置された「大
学院の諸制度に関わる検討会議」での具体的検討結果が報告された．
（18）学位記の旧姓使用について申請通り認めた

4．評価と次年度目標
本年度は，本大学院に医学研究科と並んで看護学研究科が新設され，修士課程（看護学研究科看護学専攻，医学研
究科医科学専攻）が設置された．医学研究科単独であった昨年度までは，大学院委員会でまず審議して，医学研究科
委員会で承認してもらう手順であったが，本年度からは，両研究科を統括する大学院全体の委員会として機能するこ
とになった．本年度は，初年度としては，両研究科の意思疎通の場として，また，大学院全体にまたがる事項を審議・
承認する委員会として，十分に機能を果たすことができた．来年度からは，その機能をより高め，両研究科の円滑な
運営に寄与するように努めていく．
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2．2）大学院医学研究科委員会
1．構成員
（第 322 回‐第 332 回）
（任期：平成 24 年 3 月 31 日）
議長

別所正美（BESSHO, Masami）

◇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）
：学長
別所正美（BESSHO, Masami）
：医学研究科長，医学部長
木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：医学研究科博士課程運営委員長
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：医学研究科修士課程運営委員長
※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

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

安（SAKAMOTO, Yasushi）
：中央研究施設長

西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：先端医療開発センター長
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：医学教育センター卒後医学教育部門長
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院長
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
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：国際交流センター長
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学・医療センター長
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター長
◇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
村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：生化学
禾

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：分子生物学

奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）
：ゲノム医学
丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：薬理学

安田政実（YASUDA, Masanori）
：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）
：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（MSESAKI, 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
萩原弘一（HAGIWARA, Koichi）
：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

粟田卓也（AWATA, Takuya）
：内分泌・糖尿病内科学
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野村恭一（NOMURA, Kyoichi）
：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

太田敏男（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

朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）
：泌尿器科学（平成 21 年 5 月より）
菅澤

正（SUGASAWA, Masashi）
：耳鼻咽喉科学

※米谷

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）
医科学研究系
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：生体機能科学（健康医療）
※奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）
：生体機能科学（ゲノム）
小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：生体医工学
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）
：理学療法学
◇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）
：研究科長推薦
御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）
：研究科長推薦
宮尾秀樹（MIYAO, Hideki）
：研究科長推薦
計：60 名

定足数：40 名

（第 322 回‐第 332 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
堀江正人（HORIE, Masahito）
：医学部事務室 教務課 課長
松尾有裕（MATSUO, Arihiro）
：保健医療学部事務室 室長
笠間

忍（KASAMA, Shinobu）
：医学部事務室 庶務課 課長補佐

蛭間庄司（HIRUMA, Syoji）
：医学部事務室 学生課 課長補佐
大嶋利夫（OSHIMA, Toshio）
：保健医療学部事務室 顧問
吉山美穂子（YOSHIYAMA, Mihoko）
：医学部事務室 教務課員
鳥海佳代（TORIUMI, Kayo）
：医学部事務室 教務課員
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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」のもと，大学院教育の最高決議機関として，運
営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 311 回： 4 月 23 日（金）出席者 42 名 学位審査：6 件
第 312 回： 5 月 28 日（金）出席者 46 名 学位審査：4 件
第 313 回： 6 月 25 日（金）出席者 46 名 学位審査：3 件
第 314 回： 7 月 23 日（金）出席者 42 名 学位審査：3 件
第 315 回： 9 月 17 日（金）出席者 41 名 学位審査：3 件
第 316 回：10 月 22 日（金）出席者 42 名 学位審査：なし
第 317 回：11 月 26 日（金）出席者 41 名 学位審査：4 件
第 318 回：12 月 17 日（金）出席者 47 名 学位審査：2 件
第 319 回： 1 月 28 日（金）出席者 50 名 学位審査：5 件
第 320 回： 2 月 25 日（金）出席者 45 名 学位審査：3 件
第 321 回： 3 月 25 日（金）出席者 53 名 学位審査：4 件
開催回数：11 回
平均出席者数：45 名
学位審査計：37 件（合格 35 件）
◇主な審議内容
（1）学位審査の申請と審査手順の整備
（2）学位規則のうち博士に関する運用細則の改定
『学位規則のうち博士に関する運用細則』第 3 条第 2 項第 4 号
（ア）学位申請論文の共著者になっていること．
（イ）学位申請論文の謝辞に名前が記載されていること．
（ウ）当該研究に関与していることを証明でき書類を提出し，博士課程運営委員会が認めたもの．
（3）大学院博士課程早期修了に関する推薦書様式の整備
（4）
「研究倫理」について
（5）協力研究員の願書等様式の改定
（受入許可願を指導教員および代表指導教員から提出，知財についての記載を追加）
（6）医学研究科科目等履修生受託規則の改定
（7）ティ−チング・アシスタント取り扱い要領の改定
（8）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 30 件
（9）平成 22 年度後期入学大学院入学者選抜試験ならびに平成 23 年度前期入学大学院第 1 回，第 2 回入学者選抜
の実施と合否判定
平成 22 年度後期入学
出願者 2 名（うち臨床腫瘍学（がんプロ）1 名）受験者 2 名
合格者 2 名（うち臨床腫瘍学（がんプロ）1 名）
平成 23 年度前期入学第 1 回
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 3 名（うち臨床腫瘍学（がんプロ）1 名）
平成 23 年度前期入学第 2 回
出願者 9 名（うち臨床腫瘍学（がんプロ）0 名）受験者 9 名
合格者 8 名（うち臨床腫瘍学（がんプロ）0 名）
（10）第 57，58 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 57 回

申込 22 名

受験者 22 名

合格者 19 名

第 58 回

申込 24 名

受験者 24 名

合格者 16 名

（11）語学試験不合格判定者に成績を通知
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（12）学位授与：甲種 10 名，乙種 25 名 計 35 名（内本学卒業生：甲種 5 名，乙種 11 名 計 16 名）
（13）学位授与式の挙行（平成 23 年 4 月 2 日，創立 30 周年記念講堂）
（14）大学院早期修了承認：1 名
（15）大学院生身分変更承認：5 名（一般大学院生→社会人大学院生）
（16）大学院学生国内外留学承認：3 名
（17）大学院生退学の承認：0 名
（18）特別研究学生（他大学院）受託：新規 2 名，継続 4 名 計 6 名
（19）協力研究員（他機関）受託：新規 0 名，継続 4 名，
（20）特別協力研究員（他機関）受託：新規 7 名，継続 8 名

計 15 名

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，修了認定に関すること，授業，研究指導に関すること，学位審査
に関すること，などが主たる審議事項である．平成 22 年度も従来通りこれらの審議および検討を，平成 19 年度に
改変された教員組織のもと，独立した大学院組織として行った．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，増加傾向にあるが，依然として充足率は低く定員を下回っている．次年度について
は，大学院委員会にて検討した「大学院に関する諸制度検討会議」の報告に基づいて，大学院生の教育環境の整備に
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．
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2．3）大学院看護学研究科委員会
（看護学研究科修士課程運営委員会と合同で開催）
1．構成員
委員長
委

岡部惠子（OKABE, Keiko）＊：看護学研究科長（任期：H23.3.31）

員

◇役職指定者
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長（任期：H23.3.31）
※岡部惠子（OKABE, Keiko）
：看護学研究科長：教授
大野良三（OHNO, Ryozo）
：保健医療学部長：教授（任期：H23.3.31）
松下年子（MATUSHITA, Toshiko）＊：看護学研究科修士課程運営委員長：教授（任期：H23.3.31）
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）＊：医学教育センター選出委員：教授（任期：H23.3.31）
※松下年子（MATUSHITA, Toshiko）
：医学研究センター選出委員：教授
◇看護学研究科修士課程選出代表指導教員
佐々木栄子（SASAKI, Eiko）＊：高度実践看護学分野：教授（任期：H23.3.31）
古地順子（KOCHI, Junko）＊：高度実践看護学分野：教授（任期：H23.3.31）
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）＊：高度実践看護学分野：教授（任期：H23.3.31）
石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）＊：生活支援看護学分野：教授（任期：H23.3.31）
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）＊：生活支援看護学分野：教授（任期：H23.3.31）
◇研究科長推薦
加藤基子（KATOH, Motoko）＊：看護学科：教授（任期：H23.3.31）
江連和久（EZURE, Kazuhisa）＊：看護学科：教授（任期：H23.3.31）
久保恭子（KUBO, Kyoko）＊：看護学科：准教授（任期：H23.3.31）
（※重複者）
（＊看護学研究科修士課程運営委員会委員）

2．目的
看護学研究科委員会は，大学院生の入学，留学，休学，転学，退学，除籍および賞罰に関する事項，看護学研究科
における授業および研究指導に関する事項，授業科目履修単位の認定に関する事項，学位論文の審査に関する事項，
研究科指導教員に関する事項等の承認を行うことを目的とする．また，看護学研究科修士課程運営委員会は，大学院
生の入学，留学，休学，転学，退学，除籍および賞罰に関する事項，課程における授業および研究指導に関する事項，
授業科目履修単位の認定に関する事項，学位論文の審査に関する事項，研究科指導教員に関する事項等の提案等を行
うことを目的とする．

3．活動報告
1）委員会の開催
平成 22 年度 第 1 回〜第 11 回看護学研究科委員会（兼：修士課程運営委員会）を以下のとおりに開催した．
①第 1 回定例会議（平成 22 年 4 月 15 日）於：C404 会議室

出席 9 人，欠席 4 人

②第 2 回定例会議（平成 22 年 5 月 20 日）於：C404 会議室

出席 9 人，欠席 4 人

③第 3 回定例会議（平成 22 年 6 月 17 日）於：C404 会議室

出席 11 人，欠席 2 人

④第 4 回定例会議（平成 22 年 7 月 15 日）於：C404 会議室

出席 12 人，欠席 1 人

⑤第 5 回定例会議（平成 22 年 9 月 16 日）於：C404 会議室

出席 12 人，欠席 1 人

⑥第 6 回定例会議（平成 22 年 10 月 21 日）於：C404 会議室

出席 11 人，欠席 2 人

⑦第 7 回定例会議（平成 22 年 11 月 18 日）於：C404 会議室

出席 10 人，欠席 3 人

⑧第 8 回定例会議（平成 22 年 12 月 16 日）於：C404 会議室

出席 12 人，欠席 1 人

⑨第 9 回定例会議（平成 23 年 1 月 20 日）於：C404 会議室

出席 11 人，欠席 2 人

⑩第 10 回定例会議（平成 23 年 2 月 17 日）於：C404 会議室

出席 12 人，欠席 1 人

⑪第 11 回定例会議（平成 23 年 3 月 17 日）於：C404 会議室

出席 12 人，欠席 1 人
＊いずれも議事録あり
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2）主な審議内容
（1）入学試験の日程，方法（試験内容も含む），評価方法等を審議し，決定した．
（2）長期履修生を認定した．
（3）大学院生の研究室，その他教育環境の改善（図書館利用を含む）について審議し，整備を進めた．
（4）キャンパス体制（川越キャンパスの使用スケジュール等）について審議し，決定した．
（5）大学院生の学生経費ついて審議し，提案した．
（6）大学院パンフレット・学生募集要項等の内容について検討し，決定した．
（7）専門看護師（CNS）教育課程認定（審査）を目指す領域，スケジュール等について検討・準備した．
（8）研究計画発表会とその方法について審議し，実施（開催）した．
（9）大学院生の研究の倫理審査の方法について審議し，提案した．
（10）看護学研究科博士課程の設置について審議した．

4．評価と次年度目標
両委員会の構成員がほとんど重複していることから，大学院看護学研究科委員会と運営委員会と合同で開催した．
大学院一期生 18 名を迎えての開設初年度であったが，大半が有職者であり，就業しながらの学習が可能となるよう
徹底的に整備・支援した．次年度は，専門看護師教育課程の認定を得ることと，博士課程設立に向けて準備を進めて
いくことが課題である．
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2．4）大学院医学研究科 語学試験委員会
1．構成員
医学研究科長

別所正美（BESSHO, Masami）：医学部長（任期：H22.4.1 〜 H24.3.31）

博士課程運営委員長 木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：総合医療センター血液内科：教授（任期：H22.4.1 〜 H24.3.31）
委

員

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：皮膚科：教授（任期：H22.4.1 〜 H24.3.31）
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学研究センター：センター長（免疫学：教授）
（任期：H22.4.1 〜 H24.3.31）

永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：解剖学：教授（任期：H22.9.1 〜 H24.3.31）
永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学：教授（任期：H19.9.1 〜 H22.2.28）
萩原弘一（HAGIWARA, Kouichi）
：呼吸器内科：教授（任期：H19.9.1 〜 H22.2.28）
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：リウマチ膠原病科：教授（任期：H22.9.1 〜 H24.3.31）
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長：オブザーバー（任期：H22.4.1 〜 H24.3.31）

2．目的
本委員会は医学部大学院博士課程入学希望者の選抜および語学試験受験者の資格認定のために適切な英語による試
験を実施し，大学院博士過程における研究の推進や乙種学位論文の提出に際して必要な学力を考査することを目的と
する．

3．活動報告
①第 1 回

定例会議（平成 22 年 9 月 14 日）於：大学院講義室

出席 7 人

議事：平成 22 年 9 月 4 日施行の平成 22 年度大学院博士課程後期入学試験，平成 23 年度大学院博士
課程前期第 1 回入学試験ならびに第 57 回語学試験の採点結果について合格基準の検討．語学試
験実施要領の再検討．
②第 2 回

定例会議（平成 23 年 1 月 11 日）於：大学院講義室

出席 7 人

議事：平成 23 年 2 月 5 日実施の平成 23 年度大学院博士課程前期第 2 回入学試験および第 58 回語学
試験出題問題についての検討と問題作成ワーキンググループの開催についての検討．
③第 3 回

定例会議（平成 23 年 2 月 15 日）於：大学院講義室

出席 7 人

議事：平成 23 年 2 月 5 日実施の平成 23 年度大学院博士課程前期第 2 回入学試験および第 58 回語学
試験の採点結果の検討．

4．評価と次年度目標
本委員会においては，概ねの目標は達成された．問題作成ワーキンググループにより「大学院博士課程入学試験・
語学試験実施手順」を策定し，厳格な出題基準に関するルールのもとに語学試験を実施することが可能になった．こ
の際，受験者の辞書持ち込みに関しては，語学辞書 1 冊のみ持ち込み可能と規定するとともに，医学部出身者以外
の受験生に配慮して高度な医学用語に着いては注釈をつけることとした．また，臨床医学に偏重することのないよう
に，あくまでも医学英語の試験であると出題方針を明確にした．
次年度においては，さらに公正厳格な語学試験の実施を行うように，なお一層試験問題の改良を行う．過去の語学
試験問題は現在公開していないが，要望が多ければ模範解答とともに公開も考慮すべく検討したい．
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2．5）大学院医学研究科 博士課程運営委員会
1．構成員
委員長

木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：総合医療センター血液内科：教授

医学研究科長

別所正美（BESSHO, Masami）：医学部長

委

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

員

松下

永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：解剖学：教授
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
永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学：教授
萩原弘一（HAGIWARA, Kouichi）
：呼吸器内科：教授
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：リウマチ膠原病科：教授
菅澤

正（SUGASAWA, Masashi）
：国際医療センター頭頚部腫瘍科・耳鼻咽喉科：教授

松谷雅生（MATSUTANI, Masao）
：国際医療センター：病院長
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：皮膚科：教授
宮尾秀樹（MIYAO, Hideki）
：総合医療センター麻酔科：教授
西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）：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：センター長
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長：オブザーバー
〈任期〉H22.4.1 〜 24.3.31

2．目的
本委員会は医学部大学院医学研究科博士課程における諸事に関わるすべての問題を審議し，審議結果を大学院学則
第 37 条に規定される医学研究科委員会に答申する．すなわち，以下の事項について審議する．
1．大学院生の入学，留学，休学，転学，退学，除籍及び賞罰に関する事項．
2．研究科における授業及び研究指導に関する事項．
3．授業科目履修単位の認定に関する事項．
4．学位論文の審査及び試問に関する事項．
5．その他，博士課程の運営に関わる事項．
以上の諸問題に関して協議，審議した結果を医学研究科委員会に諮ることで医学部大学院の円滑な運営を目的とする．

3．活動報告
1．委員会の開催：以下の通り開催した．
①第 1 回

定例会議（平成 22 年 4 月 13 日）於：大学院講義室

出席 14 人

欠席 0 人

②第 2 回

定例会議（平成 22 年 5 月 18 日）於：大学院講義室

出席 12 人

欠席 2 人

③第 3 回

定例会議（平成 22 年 6 月 15 日）於：大学院講義室

出席 14 人

欠席 0 人

④第 4 回

定例会議（平成 22 年 7 月 13 日）於：大学院講義室

出席 13 人

欠席 1 人

⑤第 5 回

定例会議（平成 22 年 9 月 14 日）於：大学院講義室

出席 14 人

欠席 0 人

⑥第 6 回

定例会議（平成 22 年 10 月 12 日）於：大学院講義室

出席 12 人

欠席 2 人

①第 7 回

定例会議（平成 22 年 11 月 16 日）於：大学院講義室

出席 12 人

欠席 1 人

⑧第 8 回

定例会議（平成 22 年 12 月 14 日）於：大学院講義室

⑨第 9 回

定例会議（平成 23 年 1 月 18 日）於：大学院講義室

出席 12 人
出席 14 人

欠席 2 人
欠席 0 人

①第 10 回

定例会議（平成 23 年 2 月 15 日）於：大学院講義室

出席 14 人

欠席 0 人

①第 11 回

定例会議（平成 23 年 3 月 15 日）於：大学院講義室

出席 13 人

欠席 1 人

2．主な審議内容
1）31 名の学位審査申請者の申請資格と審査委員の選出および審査委員会の設置を審議した．
2）学位審査委員会設置の基準に関して審議した．日程調整は概ね 2 週間，さらに最初の審査委員会は 1 ヶ月以
内に迅速に開催し，その際の，審査委員会開催の日程調整や会場等の準備は主査が行うことを確認した．
3）学位申請論文における指導教員の定義に関して審議した．
4）大学院博士課程授業科目「実用実験医学特別実験」の夏期プロとの連携および学内グラント成果報告会を大
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学院博士過程「最新医学と区別講義」に組み入れる件に関して審議した．
5）語学試験委員会より答申のあった平成 22 年度大学院博士課程後期入学試験，平成 23 年度大学院博士課程
前期第 1 回入学試験ならびに第 57 回語学試験及び平成 23 年度大学院博士課程前期第 2 回入学試験および第
58 回語学試験出題問題についての内容に関する審議と合格基準について審議した．
6）大学院生の研究における倫理審査に関して大学倫理委員会に要請するとともに，学位申請論文における COI
管理について審議した．
7）学位審査申請書類の書式に関して審議し，申請者の履歴や身分変更のより分かりやすい書式に変更した．
8）大学院生の TA 制度に関して審議した．
9）大学院早期修了申請に関する要件や提出期限について審議した．
10）学位論文申請に際しての予備審査システムを明確化し，所定の書式により申請するシステムを設けた．
11）科目履修生の授業料改定に関して審議した．
12）学位記の旧姓使用に関して審議した．
13）
「学位規則における博士に関する運用細則」および「学位申請（Thesis）作成の手引き」に基づく Thesis の
あり方について審議した．
14）がんプロインテンシブコース授業料改定案について審議した．
15）
「平成 23 年度大学院の専攻分野と科目・大学院基本学科」を基に，一部の科目責任者ならびに代表指導教員
の変更が報告された．
16）修士課程から博士課程への進学を念頭に置いた科目の新設等について審議した．
17）博士課程の専攻の統合や定員も含めて，大学院のあり方を検討するワーキンググループを立ち上げた．
18）本学大学院生を他学へ国内留学として派遣した（2 名）．
19）他学の大学院生を特別研究学生として受託した（4 名）．
20）他機関より協力研究員，特別協力研究員を受託した（22 名）．

4．評価と次年度目標
大学院修士課程の設置により本委員会は大学院博士過程運営に関する諸事を審議する委員会として今年度より発足
した．大学院博士課程をスムーズに運営するために，実務的な役割をこなし，医学研究科委員会の議を経て速やかに
諸事を実行に移した．学位審査に関しては，申請資格の認定と審査委員の選出に関して迅速かつ厳正な審査が行われ
るように，審査委員会設置の期限を明確にするなどの改革を行った．さらに，学位申請論文の質の向上を目指して，
指導教員の定義を明確にするとともに，事前審査制度を発足させ適切な学位論文が申請されるようなシステムを構築
した．加えて，学内グラント成果報告会を大学院「最新医学特別講義」に組み入れる事で，本学の研究の質の向上を
目指した．
次年度は，本学の研究水準のさらなる向上を目的により質の高い学位申請論文と厳正かつ公正な審査体制を確固た
るものにする予定である．さらに，今年度発足した「大学院あり方ワーキンググループ」との密なる連携で，諸制度
の整備とともに魅力ある大学院にするための検討を行い，大学院生の充足率を向上させたい．
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2．6）大学院医学研究科修士課程運営委員会
1．構成員（任期：平成 24 年 3 月 31 日）
委員長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：副医学部長

委員

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学研究科長，医学部長，医学教育センター長
大野良三（OHNO, Ryozo ）
：保健医療学部学部長
赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：医学研究センター部門長
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：生体機能科学科目責任者
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）
：生体機能科学（ゲノム）代表指導教員
小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：生体医工学科目責任者
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）
：理学療法学科目責任者

事務

大嶋利夫（OSHIMA, Toshio）
：顧問
松尾有裕（MATSUO, Arihiro）
：保健医療学部事務室長

2．目的
本委員会は，医学研究科修士課程（医科学専攻）における教育目標を達成するために，学位審査を含めた学事，お
よび課程の運営について実際的な問題点を審議し，医学研究科委員会，大学院委員会に適切な提案を行うことを目的
とする．

3．活動報告
医学研究科修士課程（医科学専攻）は本年度より設置され，それに伴い，本委員会が設置された．昨年度は，本委
員会の前身である設立準備委員会において組織構築，入試を含めた設立準備を行い，結果を拡大大学院委員会に報告
し承認を得た．
本年度は計 13 回の委員会を保健医療学部 C 棟 2F 第 1 会議室において開催した．
①第 1 回（平成 22 年 4 月 6 日）出席者 6 人

欠席者 2 人

②第 2 回（平成 22 年 4 月 27 日）出席者 8 人

欠席者 0 人

③第 3 回（平成 22 年 5 月 11 日）出席者 7 人

欠席者 1 人

④第 4 回（平成 22 年 6 月 8 日）出席者 8 人

欠席者 0 人

⑤第 5 回（平成 22 年 7 月 5 日）出席者 6 人

欠席者 2 人

⑥第 6 回（平成 22 年 9 月 7 日）出席者 6 人
⑦臨時（平成 22 年 10 月 4 日）出席者 7 人

欠席者 2 人
欠席者 1 人

⑧第 7 回（平成 22 年 10 月 26 日）出席者 6 人
⑨第 8 回（平成 22 年 12 月 7 日）出席者 7 人
⑩第 9 回（平成 22 年 12 月 28 日）出席者 6 人
⑪臨時（平成 23 年 1 月 24 日）出席者 7 人

欠席者 2 人
欠席者 1 人
欠席者 2 人

欠席者 1 人

⑫第 10 回（平成 23 年 2 月 8 日）出席者 7 人

欠席者 1 人

⑫第 11 回（平成 23 年 3 月 8 日）出席者 7 人

欠席者 1 人

主な審議内容
（1）平成 23 年度入試（2 回）に関する日程設定，学生募集要項作成，出願資格審査，入試問題作成，合否判定
入試内容：学力試験は，一般選抜については，英語 40 点満点，専門科目（3 科目選択，記述式）60 点満点，合
計 100 点満点，社会人選抜については，英語 40 点満点，小論文 60 点満点，合計 100 点満点で実施．
面接については 2 名の面接委員で行い点数化．
第 1 回目入試（平成 22 年 10 月 2 日実施）結果：志願者数 8 名（生体機能科学分野 4 名（一般 4 名）
，
生体医工学分野 0 名，理学療法学分野 4 名（一般 3 名，社会人 1 名）），受験者数 8 名．合格者 8 名．
第 2 回目入試（平成 23 年 1 月 22 日実施）結果：志願者数 7 名（生体機能科学分野 1 名（一般 1 名）
，
生体医工学分野 3 名（一般 1 名，社会人 2 名）），理学療法学分野 3 名（一般 1 名，社会人 2 名）
）
，
受験者数 7 名．合格者 6 名．
（2）ティーチングアシスタント（TA）制度の整備および学則改正の提案
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（3）研究倫理審査の整備
（4）学位審査手順の設定および学位規則改正の提案
（5）修士課程基本学科と関連した博士課程基本学科の新設の検討
（6）川越ビルの講義室，学生研究室などの教育設備の検討
（7）履修方法，単位認定基準の検討

4．評価と次年度目標
修士課程教育の初年度にあたり，教育環境，組織，制度，手順の整備に努力を注いだ．ハード，ソフトとも整備す
べき箇所はまだ残っているが，入試，学生教育はほぼ予定通りにできたと考えている．次年度においては，初の学位
審査への準備を行うとともに，完成年度に向けて，さらに，指導教員資格審査，修士課程・博士課程における基本学
科の再検討などが必要となる．
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3．1）教員代表者会議
1．構成員
（第 417 回 4 月―第 418 回 5 月）
議長：別所正美（BESSHO, Masami）
◇役職指定者（医学部教授会運営細則第 2 条 1 号〜 12 号構成員）
別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長
※別所正美（BESSHO, Masami）
：医学研究科長
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：副医学部長
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：副医学部長
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：副医学部長

木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）
：医学部長補佐
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：医学部長補佐

岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：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

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 13 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

副部門長

※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

満（MAJIMA, Mitsuru）
：卒前医学教育部門

学生支援室長
臨床実習推進室長

永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：教育主任部門選出者
鈴木健之（SUZUKI, Kenji）
：教育主任部門選出者
三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）
：教育主任部門選出者
石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：教育主任部門選出者

永井正規（NAGAI, Masaki）
：教育主任部門選出者
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）
：教育主任部門選出者
中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）
：教育主任部門選出者
松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）
：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 14 号構成員）

池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：研究主任部門長
米谷
禾

新（YONEYA, Shin）
：共同利用施設運営部門長
泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：安全管理部門長
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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
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センターブランチ長
小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）
：国際医療センターブランチ長
◇診療組織

病院選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 15 号構成員）

○大学病院
金澤

實（KANAZAWA, Minoru）
：副病院長，呼吸器内科

粟田卓也（AWATA, Takuya）
：内分泌糖尿病内科
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：耳鼻咽喉科
田中淳司（TANAKA, Jyunji）
：放射線科
雨宮

伸（AMEMIYA, Shin）
：小児科

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 16 号構成員）
齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）
：学生部選出者，法医学
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：医学基礎

化学

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：基礎医学部門

生化学

※鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学・医療センター長
※松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：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
※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター長
永田

真（NAGATA, Makoto）
：アレルギーセンター長

※三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：東洋医学センター長
今井康雄（IMAI, Yasuo）
：教職員・学生健康推進センター長
西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：先端医療開発センター長
※西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：医療人育成支援センター長
計：61 名

定足数：41 名（※重複者）

◇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
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渡邊春香（WATANABE, Haruka）
：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 419 回 6 月―第 420 回 7 月）
議長：別所正美（BESSHO, Masami）
◇役職指定者（医学部教授会運営細則第 2 条 1 号〜 12 号構成員）
別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長
※別所正美（BESSHO, Masami）
：医学研究科長
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：副医学部長
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：副医学部長
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：副医学部長

木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）
：医学部長補佐
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：医学部長補佐

岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：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
佐々木望（SASAKI, Nozomu）
：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

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 13 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

副部門長

※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

満（MAJIMA, Mitsuru）
：卒前医学教育部門

学生支援室長
臨床実習推進室長

永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：教育主任部門選出者
鈴木健之（SUZUKI, Kenji）
：教育主任部門選出者
三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）
：教育主任部門選出者
石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：教育主任部門選出者

永井正規（NAGAI, Masaki）
：教育主任部門選出者
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）
：教育主任部門選出者
中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）
：教育主任部門選出者
松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）
：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 14 号構成員）

池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：研究主任部門長
米谷
禾

新（YONEYA, Shin）
：共同利用施設運営部門長
泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：安全管理部門長
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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
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センターブランチ長
小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）
：国際医療センターブランチ長
◇診療組織

病院選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 15 号構成員）

○大学病院
金澤

實（KANAZAWA, Minoru）
：副病院長，呼吸器内科

粟田卓也（AWATA, Takuya）
：内分泌糖尿病内科
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：耳鼻咽喉科
田中淳司（TANAKA, Jyunji）
：放射線科
雨宮

伸（AMEMIYA, Shin）
：小児科

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 16 号構成員）
齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）
：学生部選出者，法医学
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：医学基礎

化学

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：基礎医学部門

生化学

※鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学・医療センター長
※松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：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
※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター長
永田

真（NAGATA, Makoto）
：アレルギーセンター長

※三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：東洋医学センター長
今井康雄（IMAI, Yasuo）
：教職員・学生健康推進センター長
西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：先端医療開発センター長
※西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：医療人育成支援センター長
計：61 名

定足数：41 名（※重複者）

◇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
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渡邊春香（WATANABE, Haruka）
：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 421 回 9 月―第 427 回 3 月）
議長：別所正美（BESSHO, Masami）
◇役職指定者（医学部教授会運営細則第 2 条 1 号〜 12 号構成員）
別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長
※別所正美（BESSHO, Masami）
：医学研究科長
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：副医学部長
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：副医学部長
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：副医学部長

木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）
：医学部長補佐
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：医学部長補佐

岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：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
佐々木望（SASAKI, Nozomu）
：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

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 13 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

副部門長

※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
鈴木健之（SUZUKI, Kenji）
：教育主任部門選出者
三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）
：教育主任部門選出者
石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：教育主任部門選出者

永井正規（NAGAI, Masaki）
：教育主任部門選出者
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）
：教育主任部門選出者
中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）
：教育主任部門選出者
松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）
：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 14 号構成員）

池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：研究主任部門長
米谷

新（YONEYA, Shin）
：共同利用施設運営部門長

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：安全管理部門長
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丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：フェローシップ部門長

※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：研究評価部門長
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センターブランチ長
小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）
：国際医療センターブランチ長
◇診療組織

病院選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 15 号構成員）

○大学病院
金澤

實（KANAZAWA, Minoru）
：副病院長，呼吸器内科

粟田卓也（AWATA, Takuya）
：内分泌糖尿病内科
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：耳鼻咽喉科
田中淳司（TANAKA, Jyunji）
：放射線科
雨宮

伸（AMEMIYA, Shin）
：小児科

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 16 号構成員）
齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）
：学生部選出者，法医学
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：医学基礎

化学

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：基礎医学部門

生化学

※鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学・医療センター長
※松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：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
※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター長
永田

真（NAGATA, Makoto）
：アレルギーセンター長

※三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：東洋医学センター長
今井康雄（IMAI, Yasuo）
：教職員・学生健康推進センター長
西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：先端医療開発センター長
※西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：医療人育成支援センター長
計：60 名

定足数：40 名（※重複者）

◇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
渡邊春香（WATANABE, Haruka）
：庶務課員
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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，お
およそ 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 417 回： 4 月 23 日（金）出席者 44 名
第 418 回： 5 月 28 日（金）出席者 46 名
第 419 回： 6 月 25 日（金）出席者 51 名
第 420 回： 7 月 23 日（金）出席者 48 名
第 421 回： 9 月 17 日（金）出席者 43 名
第 422 回：10 月 22 日（金）出席者 44 名
第 423 回：11 月 26 日（金）出席者 46 名
第 424 回：12 月 17 日（金）出席者 50 名
第 425 回： 1 月 28 日（金）出席者 51 名
第 426 回： 2 月 25 日（金）出席者 50 名
第 427 回： 3 月 25 日（金）出席者 57 名
◇臨時開催
推薦入学試験合否判定

：11 月 17 日（金）出席者 57 名（委任状出席者 36 名）

前期 1 次入学試験合否判定 ： 2 月 2 日（水）出席者 57 名（委任状出席者 30 名）
前期 2 次入学試験合否判定 ： 2 月 9 日（水）出席者 54 名（委任状出席者 28 名）
後期 1 次入学試験合否判定 ： 2 月 23 日（水）出席者 56 名（委任状出席者 32 名）
後期 1 次入学試験合否判定 ： 3 月 2 日（水）出席者 58 名（委任状出席者 33 名）
1 年生から 5 年生の進級判定： 3 月 18 日（金）出席者 51 名（委任状出席者 34 名）
◇開催回数
定期開催：11 回
臨時開催： 6 回
合

計：17 回

平均 48 名
平均 56 名（委任状平均 32 名）
平均 51 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
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10．ゲノム医学研究センター報告
11．国際交流センター報告
12．地域医学・医療センター報告
13．アドミッションセンター報告
14．情報技術支援推進センター報告
15．教職員・学生健康推進センター報告
16．アレルギーセンター報告
17．東洋医学センター報告
18．先端医療開発センター報告
19．医療人育成支援センター報告
20．各種委員会報告
（倫理委員会，医学部入試委員会，自己点検・評価委員会，喫煙問題検討委員会，毛呂山キャンパス整備委員会等）
21．教員組織運営会議報告
22．学長報告
23．医学部長報告
24．人事

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
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，平成 20 年度より学内ホームページにて公開することにした．
今年度は，山内医学部長から別所医学部長へと医学部長の交代人事が発令され，この教員代表者会議の議長も連動
して別所医学部長に交代した．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）医学部教員組織運営会議
1．構成員
委員長

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長：（任期：H24.3.31）

委

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長：（任期：H24.3.31）

員

片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院病院長：（任期：H24.3.31）
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：総合医療センター病院長：（任期：H24.3.31）
松谷雅生（MATSUTANI, Masao）
：国際医療センター病院長：（任期：H24.3.31）
里見

昭（SATOMI, Akira）
：大学病院副院長：（任期：H24.3.31）

前田平生（MAEDA, Hiroo）
：総合医療センター副院長：（任期：H24.3.31）
加藤木利行（KATOUGI, Toshiyuki）
：国際医療センター副院長：（任期：H24.3.31）
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）：副医学部長：（任期：H24.3.31）
松下

祥（MATSUSHITA, Syou）
：副医学部長：（任期：H24.3.31）

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：副医学部長：（任期：H24.3.31）
木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）
：医学部長補佐：（任期：H24.3.31）
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長：（任期：H24.3.31）
医学部長，副医学部長，医学部長補佐１名，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
本委員会は，埼玉医科大学医学部教員組織運営会議規則第 1 条の規程に基づき，医学部教員代表者会議の円滑な
運営に資することを目的とする．
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．
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

3．活動報告
（1）委員会開催日
第 88 回

定例会議（平成 22 年 4 月 6 日）：学長室

出席 11 人

欠席 1 人

第 89 回

定例会議（平成 22 年 4 月 22 日）：学長室

出席 11 人

第 90 回

定例会議（平成 22 年 5 月 11 日）：学長室

出席 11 人

第 91 回

定例会議（平成 22 年 5 月 25 日）：学長室

出席 9 人

欠席 3 人

第 92 回

定例会議（平成 22 年 6 月 1 日）：学長室

出席 11 人

欠席 1 人

第 93 回

定例会議（平成 22 年 6 月 22 日）：学長室

第 94 回

定例会議（平成 22 年 7 月 6 日）：学長室

第 95 回

定例会議（平成 22 年 7 月 20 日）：学長室

第 96 回

定例会議（平成 22 年 9 月 7 日）：学長室

第 97 回

定例会議（平成 22 年 9 月 21 日）：学長室

出席 10 人

第 98 回

定例会議（平成 22 年 10 月 6 日）：学長室

出席 9 人

第 99 回

定例会議（平成 22 年 10 月 19 日）：学長室

欠席 1 人
欠席 1 人

出席 11 人
出席 10 人

欠席 1 人
欠席 2 人

出席 12 人
出席 10 人

第 100 回

定例会議（平成 22 年 11 月 9 日）：学長室

第 101 回

定例会議（平成 22 年 11 月 19 日）：学長室

欠席 0 人
欠席 2 人
欠席 2 人
欠席 3 人

出席 8 人

欠席 4 人

出席 10 人

欠席 2 人

出席 8 人

欠席 4 人
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第 102 回

定例会議（平成 22 年 12 月 7 日）：学長室

第 103 回

定例会議（平成 22 年 12 月 14 日）：学長室

出席 10 人

第 104 回

定例会議（平成 23 年 1 月 11 日）：学長室

第 105 回

定例会議（平成 23 年 1 月 25 日）：学長室

第 106 回

定例会議（平成 23 年 2 月 9 日）：学長室

第 107 回

定例会議（平成 23 年 2 月 23 日）：学長室

第 108 回

定例会議（平成 23 年 3 月 8 日）：学長室

第 109 回

定例会議（平成 23 年 3 月 22 日）：学長室

欠席 2 人

出席 12 人

欠席 0 人

出席 11 人

欠席 1 人

出席 10 人

欠席 2 人

出席 8 人

欠席 4 人

出席 8 人

欠席 4 人

出席 10 人

欠席 2 人

出席 11 人

欠席 1 人

以上の議事：人事，教育，研究，診療等
（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
・埼玉県地域枠医学生奨学金運営委員会構成員と埼玉医科大学医学部地域医療奨学金運営委員会構成員の検討
・平成 22 年度公的研究費の管理・監査の学内責任体制の検討
・百日咳様症状の検討
・上気道炎症状の検討
・教育活動実績登録データについて
・ホルムアルデヒドの測定結果と評価の検討
・埼玉医科大学の教育方針の検討
・第 3 次長期総合計画の検討
・平成 22 年度 5 年生クリ二カル・クラークシップオリエンテーションの検討
・医学基礎のあり方の検討
・解剖学のあり方の検討
・平成 22 年度卒業式と平成 23 年度入学式の検討
・キャンパス整備の検討
・医療人育成支援プロジェクト・パネルディスカッションの検討
・地域医療・大学院・専門医に結びつく奨学金リーフレットの検討
・医学生クラークシップ受け入れ学外病院の医師の資格・称号の検討
・総合医療センター腫瘍放射線科長職の新設の検討
・国際医療センター病院長の公募の検討
・第 34 回医学部卒業式，医師国家試験合格祝賀壮行会・謝恩会の検討
・第 5 回埼玉医科大学臨床医学生認定式の検討
・入試実施体制の検討
・医学教育センターおよび関連委員会のスタッフの検討
・
「共同利用実験室」の企画の検討
・学事等緊急時連絡網の検討

4．評価と次年度目標
平成 22 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．大学運営については，
「第 3 次長期総合計画」
の検討，
「医学基礎のあり方」
，
「解剖学のあり方」，の検討をおこない，人事においては「国際医療センター病院長の
公募」
，
「人事考課」等の検討をおこなった．教育においては，「埼玉医科大学の教育方針」，「埼玉県地域枠医学生奨
学金制度」
，
「埼玉医科大学医学部地域医療奨学金制度」等を検討した．研究においては，「平成 22 年度公的研究費
の管理・監査の学内責任体制」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（任期：平成 24 年 3 月 31 日）
委員長

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長

委員

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：副医学部長（大学評価担当）
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）：副医学部長（卒後教育担当）
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：副医学部長，医学研究センター長

片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：大学病院病院長
里見

昭（SATOMI, Akira）
：大学病院副病院長

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
加藤木利行（KATOGI，Toshiyuki）：国際医療センター副院長
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．④ 5 年間の任期を満了した教員の再任について，評価委員会を開催し，人事考課をもとに，
再任の可否について検討する．④については，本年度任期満了者 472 名のうち，定年 10 名，退職のため再任希望
なしの 10 名，を除く 452 名から再任希望があった．審議の結果，452 名全員を再任可と判定し，判定結果は人事
委員会でも承認された．

4．自己評価と次年度予定
年報作成の手順がさらに明確化され，内容も統一化された．人事考課は，教員再任における基本的な資料として役
立てられるとともに，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の役割も果たしてい
る．ただし，その項目，評価法，手順については，客観的項目・評価を中心として，今後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（任期：平成 24 年 3 月 31 日）
委員長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：副医学部長

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
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：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，法人から，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．20 年度において，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，検討結果を法人へ報告した．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法人で進められた．20 年度の報告において，
問題点としてあげたのは，教員数全体の人数を考える際，若手医師の雇用枠はそれとは分けて考える必要性であった
が，法人において，次年度からは，後期研修医の採用枠を大幅に広げる方針を提示していただいた．従って，教員数
調整については，本年度は検討すべき議題がなかったため，本委員会は開催していない．

4．自己評価と次年度計画
本委員会は，教員数調整について必要に応じて活動を行うことになっているが，本年度は，以前の報告書の作成に
より一つの区切りがつき，法人において定員数について適切な基本方針を提示していただいた時期になったため，特
別な活動は行なっていない．今後も教員数調整の必要に応じて活動していく予定である．
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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：H23.3.31）

副委員長

齋藤一之（SAITOH, Kazuyuki）
：法医学：教授（任期：H24.3.31）

副委員長

永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学：教授（任期：H24.3.31）

委員

赤羽

明（AKABANE, Akira）
：医学基礎：准教授（任期：H24.3.31）

松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）：国際医療センター心臓内科：教授（任期：H24.3.31）
太田敏男（OHTA, Toshio）
：神経精神科・心療内科：教授（任期：H24.3.31）
糸川かおり（ITOKAWA, Kaori）
：教職員・学生健康推進センター：講師（任期：H22.12.31）
名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：消化器内科・肝臓内科：教授（任期：H24.3.31）
野村恭一（NOMURA, Kyoichi）
：総合医療センター神経内科：教授（任期：H24.3.31）
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：H24.3.31）
柴﨑智美（SHIBAZAKI, Tomomi）：地域医学・医療センター：准教授（任期：H24.3.31）
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター：教授（任期：H24.3.31）

伊藤彰紀（ITOH, Akinori）
：神経耳科：教授（任期：H24.3.31）
稲葉宗通（INABA, Munemichi）
：同窓会（任期：H24.3.31）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）大学事務部長（任期：H24.3.31）

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 22 年 4 月 30 日） 於：9 号館 4 階会議室
出席者 13 人

欠席者 4 人

議事：喫煙問題について，毛呂山町大類グランドの使用について，
学生の健康管理に関して，ハラスメントに関して，錬成館の畳について，
川角キャンパス体育館利用に関して，1 年生オリエンテーションについて，
越華祭について，諸連絡．
②第 2 回（平成 22 年 6 月 4 日） 於：9 号館 4 階会議室
出席者 14 人

欠席者 3 人

議事：喫煙問題について，毛呂山町大類グランドの使用について，
錬成館の畳について，運動部の対外試合に際しての AED 持参について，
ハラスメントに関して，越華祭について，防災訓練について，
学生の交通事故について，学生の健康管理に関して．
③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 22 年 7 月 9 日）
於：9 号館 4 階会議室
出席者 19 人
議事：喫煙問題について，毛呂山町大類グランドの使用について，
川角キャンパス体育館の利用について，錬成館の畳について，
運動部の対外試合に際しての AED 持参について，ハラスメントに関して，
越華祭について，防災訓練について，学生の健康管理に関して．
④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 22 年 10 月 1 日）
出席者 14 人
議事：喫煙問題について，毛呂山町大類グランドの使用について，
川角キャンパス体育館の利用について，錬成館の畳について，
運動部の対外試合に際しての AED 持参について，ハラスメントに関して，
越華祭について，防災訓練について，学生の健康管理に関して，
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保健医療学部の学生ホール「オスラーホール」について．
⑤第 3 回（平成 22 年 12 月 10 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席者 12 人

欠席者 5 人

議事：新設団体『SAT』について，学生部長報告，喫煙問題について，
毛呂山町大類グランドの使用について，錬成館の畳について，
川角キャンパス体育館の利用について，
運動部の対外試合に際しての AED 持参について，ハラスメントに関して，
越華祭について，防災訓練について，学生の健康管理に関して．
⑥第 4 回（平成 23 年 1 月 21 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席者 11 人

欠席者 6 人

議事：新設団体『SAT』について，喫煙問題について，越華祭について，
防災訓練について，学生の健康管理について．
⑦第 5 回（平成 23 年 3 月 11 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席者 14 人

欠席者 2 人

議事：越華祭の報告，新設団体『SAT』について，喫煙問題について，
防災訓練について，学生の健康管理について，学生部長報告．

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，医学部と保健医療学部の合同開催で行われた．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．
今年度も昨年度同様，クラブ顧問会議を開催することができなかったので，来年度こそは，開催できるようにして
いきたい．
6 月 24 日に医学部の防災訓練を予定していたが，上気道炎様症状の流行により，中止となった．代替日を検討し
たが，カリキュラムを変更することは難しく，今年度の防災訓練は完全中止となった．来年度以降は必ず実施してい
きたい．
定期健康診断については昨年同様，ほぼ全員の学生が受診した．
今後も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（任期：H23.3.31）

委

員

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長（任期：H23.3.31）

委

員

里見

委

員

穐田真澄（AKITA, Masumi）
：中央研究施設・形態部門：教授（任期：H23.3.31）

委

員

金

委

員

内野

委

員

蛭間庄司（HIRUMA, Shoji）
：事務部学生課：課長補佐（任期：H23.3.31）

委

員

倉林靖浩（KURAHAYASHI, Yasuhiro）：事務部教務課（任期：H23.3.31）

昭（SATOMI, Akira）
：小児外科：教授（任期：H23.3.31）
潤澤（KIN, Jyuntaku）
：整形外科：准教授（任期：H23.3.31）
敏（UCHINO, Satoshi）
：経理部第二購買課：係長（任期：H23.3.31）

2．目的
本委員会は，
学校法人埼玉医科大学委員会運営規程第 4 条 2 項②に則り，毛呂キャンパスの教員棟（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
①第 1 回

定例会議（平成 22 年 4 月 26 日）於：9 号館 4F 会議室

出席 4 人

欠席 5 人

議事：8 号館遺留物品の整理，教員棟の入室・退室手続き，退室の依頼，会議室・講堂等のオンライン予約シス
テムの運用状況
②第 2 回

定例会議（平成 22 年 5 月 31 日）於：9 号館 4F 会議室

出席 6 人

欠席 3 人

議事：教員棟の入室・退室手続き，退室の依頼，会議室・講堂等のオンライン予約システムの運用状況
③第 3 回

定例会議（平成 22 年 7 月 12 日）於：9 号館 4F 会議室

出席 5 人

欠席 4 人

議事：教員棟の入室・退室手続き，教員棟退室の交渉，会議室・講堂等のオンライン予約システムの運用状況，
HP の変更
④第 4 回

定例会議（平成 22 年 9 月 3 日）於：9 号館 4F 会議室

出席 3 人

欠席 6 人

議事：教員棟の退室手続き，教員棟退室の交渉，会議室・講堂等のオンライン予約システムの運用状況
⑤第 5 回

定例会議（平成 22 年 10 月 18 日）於：9 号館 4F 会議室

出席 5 人 欠席 4 人

議事：教員棟の入室・退室手続き，退室進行状況，11 号館給湯器について，会議室・講堂等のオンライン予約
システムの運用状況
⑥第 6 回

定例会議（平成 22 年 11 月 22 日）於：9 号館 4F 会議室

出席 4 人 欠席 5 人

議事：教員棟の入室手続き，退室進行状況，会議室・講堂等のオンライン予約システムの運用状況
⑦第 7 回

定例会議（平成 23 年 1 月 24 日）於：9 号館 4F 会議室

出席 3 人 欠席 6 人

議事：教員棟の入室手続き，退室進行状況，15 号館オルコスホールの管理部署，会議室・講堂等のオンライン
予約システムの運用状況
⑧第 8 回

定例会議（平成 23 年 2 月 28 日）於：9 号館 4F 会議室

出席 4 人 欠席 5 人

議事：教員棟の入室手続き，退室進行状況，15 号館オルコスホール完成に伴う講堂の使用予約について，会議室・
講堂等のオンライン予約システムの運用状況

4．評価と次年度目標
本委員会においては，
「埼玉医科大学教員棟利用に関する細則」に則り，教員棟の入室手続きが円滑に遂行され，
利用状況を十分に把握することができた．本年度末において，空室は 4 部屋であり，今後も教授・准教授が部屋を
専有できるよう，次年度においては，退室手続きが円滑に進むよう努力したい．会議室・講堂等のオンライン予約シ
ステムは問題なく運用された．
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3．7）キャンパス整備委員会
1．構成員
顧

問

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長（任期：H24.3.31）

委員長

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長（任期：H24.3.31）

副委員長

丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）
：専務理事（任期：H24.3.31）

委

片山茂裕（KATAYAMA, Sigehiro）：大学病院長（任期：H24.3.31）

員

里見

昭（SATOMI, Akira）
：大学病院副院長（任期：H24.3.31）

織田弘美（ODA, Hiromi）
：整形外科・脊椎外科：教授（任期：H24.3.31）
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：神経内科：教授（任期：H24.3.31）
名越澄子（NAGOSI, Sumiko）
：消化器内科・肝臓内科：教授（任期：H24.3.31）
渡辺修一（WATANABE, Shuichi）
：生理学：教授（任期：H24.3.31）
上原政治（UEHARA, Seiji）
：アドミッションセンター：特任教授（任期：H24.3.31）
松下

祥（MATUSITA, Syou）
：免疫学：教授（任期：H24.3.31）

川島

祝（KAWASIMA, Hajime）
：短期大学副学長（任期：H24.3.31）

所ミヨ子（TOKORO, Miyoko）
：短期大学看護学科長（任期：H24.3.31）
堀口一夫（HORIGUCHI, Kazuo）
：常務理事・事務局長（任期：H24.3.31）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部長（任期：H24.3.31）
綿貫公男（WATANUKI, Kimio）
：施設部長（任期：H24.3.31）
田島賢司（TAJIMA, Kenji）
：経理部長（任期：H24.3.31）
北澤

清（KITAZAWA, Kiyoshi）
：施設部建設企画課次長（任期：H24.3.31）

堀江正人（HORIE, Masahito）
：大学事務部教務課長（任期：H24.3.31）
蛭間庄司（HIRUMA, Syoji）
：大学事務部学生課長補佐（任期：H24.3.31）

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
の有効利用お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 22 年度は委員会を開催せず．

4．評価と次年度目標
22 年度は，医学部生の定員増による学生数の増員があり，教育環境の整備のため，教育棟（15 号館オルコスホー
ル）の建設，解剖実習室，解剖実習学生ロッカー室の改修工事，基礎系実習室 4 室の不使用の機器の廃棄によるスペー
スの拡大整備と備品の補充，9 号館，短大施設等の整備も含めキャンパス全体で問題解決に対応した．今後は，古く
なった学生の勉強会室等の整備を検討していきたい．
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3．8）卒前教育合同会議
議長： 持田

智

（MOCHIDA, Satoshi）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科

平成 22 年 4 月 1 日

（毛呂）皮膚科

同上

〜平成 23 年 3 月 31 日
副議長：土田

哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya）

医学教育センター長：
別所

正美 （BESSHO, Masami）

医学部長

同上

医学教育センター

同上

＜卒前教育委員＞
1 年生担当委員：
森

茂久 （MORI, Shigehisa）

池田

正明 （IKEDA, Masaaki）

（基礎）生理学

同上

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

山崎

芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito） （医学基礎）生物

同上

永島

雅文 （NAGASHIMA, Masafumi）
（基礎）解剖学

同上

笹島

茂

（医学基礎）英語

同上

藤田

恵子 （FUJITA, Keiko）

（基礎）解剖学

同上

菅原

隆

（SUGAWARA, Takashi） （基礎）生物学

同上

（SASAJIMA, Shigeru）

同上

2 年生担当委員：
禾

泰壽 （NOGI, Yasuhisa）

（基礎）分子生物学

渡辺

修一 （WATANABE, Schu-ichi） （基礎）生理学

平成 22 年 4 月 1 日
〜平成 22 年 9 月 30 日
平成 22 年 4 月 1 日
〜平成 23 年 3 月 31 日

金

潤澤 （KIM Yoon Taek）

椎橋

実智男（SHIIBASHI, Michio）

佐々木
山元

淳 （SASAKI, Atsushi）

（毛呂）整形外科・脊椎外科

同上

情報技術支援推進センター

同上

（日高）病理学

敏正 （YAMAMOTO, Toshimasa）
（毛呂）神経内科・脳卒中内科

同上
同上

3 年生担当委員：
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

（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

鈴木

健之 （SUZUKI, Kenji）

（毛呂）放射線腫瘍科

同上

（毛呂）皮膚科

同上

（毛呂）精神神経科・心療内科

同上

（MARUYAMA, Kei）

4 年生担当委員：
土田

哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya）

小田垣

雄二（ODAGAKI, Yuji）

齋藤

一之 （SAITO, Kazuyuki）

（基礎）法医学

同上

松本

延幸 （MATSUMOTO, Nobuyuki）
（毛呂）麻酔科

同上

倉持

朗

加瀬

康弘 （KASE, Yasuhiro）

（KURAMOCHI, Akira）

（毛呂）皮膚科

同上

（毛呂）耳鼻咽喉科

同上

（毛呂）リハビリテーション科

同上

5 年生担当委員：
間嶋

満

豊嶋

良一 （TOYOSHIMA, Ryoichi） （毛呂）精神神経科・心療内科

小宮山

（MAJIMA, Mitsuru）

伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）（日高）心臓内科

同上
同上

三橋

知明 （MITSUHASHI, Tomoaki）（川越）臨床検査医学

同上

松田

晃

同上

（MATSUDA, Akira）

（日高）造血器腫瘍科
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井上

郁夫 （INOUE, Ikuo）

（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科 同上

大竹

明

（OHTAKE, Akira）

（毛呂）小児科

（MOCHIDA, Satoshi）

同上

6 年生担当委員：
持田

智

（毛呂）消化器内科・肝臓内科

同上

茅野

秀一 （KAYANO, Hidekazu）

（基礎）病理学

同上

石原

理

（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

（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

（ISHIHARA, Osamu）
（NAGATA, Makoto）

オブザーバー：
稲葉

宗通 （INABA, Munemichi）

糸川

かおり（ITOKAWA, Kaori）

毛呂病院

同上

（毛呂）神経内科・脳卒中内科

平成 22 年 4 月 1 日
〜平成 22 年 8 月 30 日

柴崎

智美 （SHIBASAKI, Tomomi）

地域医学・医療センター

平成 22 年 9 月 1 日
〜平成 22 年 3 月 31 日

山田

泰子 （YAMADA, Yasuko）

医学教育センター

平成 22 年 4 月 1 日
〜平成 23 年 3 月 31 日

守屋

修

医学教育センター

同上

荒関

かやの（ARASEKI, Kayano）

医学教育センター

同上

有田

和恵 （ARITA, Kazue）

医学教育センター

同上

佐藤

義文 （SATOH, Yoshifumi）

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

齋藤

恵

（SAITO, 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

美隆

（TSUJI, Yoshitaka）

医学教育センター

同上

辻

（MORIYA, Osamu）

川村

勇樹 （KAWAMURA, Yuki）

医学教育センター

同上

大西

正夫 （OHNISHI, Masao）

医学教育センター

同上

神吉

泰三郎（KANKI, Taizaburo）

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 （NAKAHIRA,Kensuke） （基礎）生理学

平成 22 年 4 月 1 日

人体の科学入門 -1

中平

健祐 （NAKAHIRA,Kensuke） （基礎）生理学

同上

人体の科学入門 -2

菅原

隆

同上

自然科学の基礎

吉田

喜太郎（YOSHIDA, Kitaro ）

菅原

隆

禾

泰壽 （NOGI, Yasuhisa）

菅原

隆

（SUGAWARA, Takashi） （基礎）生物学

平成 22 年 9 月 1 日

細胞生物学 -1-2

守屋

修

（MORIYA, Osamu）

平成 22 年 4 月 1 日

細胞生物学 -1-3

山崎

芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito）（基礎）生物

同上

「人体の構造と機能 -1」コース 永島

雅文 （NAGASHIMA, Masafumi）（基礎）解剖学

同上

人体の構造と機能 -1-1 永島

雅文 （NAGASHIMA, Masafumi）（基礎）解剖学

同上

人体の構造と機能 -1-2 駒崎

伸二 （KOMAZAKI, Shinji）

同上

〜平成 23 年 3 月 31 日
（SUGAWARA, Takashi）（基礎）生物学
（基礎）化学

同上

1 年生
「細胞生物学 -1」コース
細胞生物学 -1-1

（SUGAWARA, Takashi）（基礎）生物学

同上

( 基礎）分子生物学 平成 22 年 4 月 1 日
〜平成 22 年 8 月 31 日
〜平成 23 年 3 月 31 日
（基礎）微生物学

〜平成 23 年 3 月 31 日
1 年生
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人体の構造と機能 -1-3 藤田

恵子 （FUJITA, Keiko）

（基礎）解剖学

同上

吉田

喜太郎（YOSHIDA, Kitaro ）

（基礎）化学

同上

英語 -1

笹島

茂

（SASAJIMA, Shigeru） （基礎）英語

同上

英語 -2

笹島

茂

（SASAJIMA, Shigeru） （基礎）英語

同上

（SASAJIMA, Shigeru） （基礎）英語

同上

1 年生
「医学の基礎」コース

英語 -3

笹島

茂

医学の物理 -1

赤間

啓一 （AKAMA, Keiichi）

（基礎）物理学

同上

医学の物理 -2

勝浦

一雄 （KATSUURA, Kazuo） （基礎）物理学

同上

医学の物理 -3

赤羽

明

同上

（AKABANE, Akira）

（基礎）物理学

医学の化学 -1（物理化学）磯辺

正良 （ISOBE, Masayoshi）

（基礎）化学

同上

医学の化学 -2（無機化学）吉田

喜太郎（YOSHIDA, Kitaro ）

（基礎）化学

同上

医学の化学 -3（有機化学）森口

武史 （MORIGUCHI, Takeshi）（基礎）化学

同上

医学の数学 -1

向田

寿光 （MUKAIDAI, Hisamitsu）
（基礎）物理学

同上

医学の数学 -2

勝浦

一雄 （KATSUURA, Kazuo） （基礎）物理学

同上

医学の数学 -3

椎橋

実智男（SHIIBASHI, Michio）

情報技術支援推進センター

同上

基礎科学実験 -1（物理学実験） 赤間

啓一 （AKAMA, Keiichi）

（基礎）物理学

同上

基礎科学実験 -2（化学実験）

吉田

喜太郎（YOSHIDA, Kitaro ）

（基礎）化学

同上

1 年生
「良医への道 -1」コース

渡辺

修一 （WATANABE, Schu-ichi）
（基礎）生理学

同上 医学

概論

永島

雅文 （NAGASHIMA, Masafumi）（基礎）解剖学

同上

臨床推論

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

臨床入門

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

選択必修

神吉

医学教育センター

同上

泰三郎（KANKI, Taizaburo）

2 年生
「細胞生物学 -2（実習）」コース 穂刈

茂

（HOKARI, Shigeru）

（基礎）生化学

同上

渡辺

修一 （WATANABE, Schu-ichi）
（基礎）生理学

同上

穂刈

茂

2 年生
「人体の構造と機能 -2」コース
総論（代謝）

（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 （NAKAHIRA, Kensuke）（基礎）生理学

同上

皮膚・運動器

藤田

恵子 （FUJITA, Keiko）

（基礎）解剖学

同上

循環器

高田

真理 （TAKADA, Makoto）

（基礎）生理学

同上

呼吸器

中平

健祐 （NAKAHIRA,Kensuke） （基礎）生理学

同上

腎・泌尿器

伊丹

千晶 （ITAMI, Chiaki）

血液

坂本

安

内分泌

高田

真理 （TAKADA, Makoto）

（基礎）生理学

同上

生殖器

池田

正明 （IKEDA, Masaaki）

（基礎）生理学

同上

消化器

中尾

啓子 （NAKAO, Keiko）

（基礎）生理学

同上

遺伝

荒木

智之 （ARAKI, Tomoyuki）

（基礎）生理学

同上

感覚器

渡辺

修一 （WATANABE, Schu-ichi）
（基礎）生理学

同上

正明 （IKEDA, Masaaki）

神経（脳実習を含む） 池田

（HOKARI, Shigeru）

（基礎）生理学

（SAKAMOTO, Yasushi） 中央研究施設

同上
同上

（基礎）生理学

同上

構造系実習

永島

雅文 （NAGASHIMA, Masafumi）（基礎）解剖学

同上

機能系実習

渡辺

修一 （WATANABE, Schu-ichi）
（基礎）生理学

同上

2 年生
「病気の基礎 -1」コース

丸山

敬

（基礎）薬理学

同上

病理総論

茅野

秀一 （KAYANO, Hidekazu） （基礎）病理学

（MARUYAMA, Kei）

同上

薬理総論

丸山

敬

（基礎）薬理学

同上

渡辺

修一 （WATANABE, Schu-ichi）
（基礎）生理学

同上

永島

雅文 （NAGASHIMA, Masafumi）（基礎）解剖学

同上

（MARUYAMA, Kei）

2 年生
「良医への道 -2」コース
医学概論
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臨床推論

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

臨床入門

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

医学英語

松本

万夫 （MATSUMOTO Kazuo）（日高）心臓内科

同上

選択必修

神吉

泰三郎（KANKI, Taizaburo）

医学教育センター

同上

（基礎）公衆衛生学

同上

3 年生
「病気の基礎 -2」コース

永井

正規 （NAGAI, Masaki）

感染

赤塚

俊隆 （AKATSUKA, Toshitaka）
（基礎）微生物

同上

免疫

松下

祥

（基礎）免疫

同上

疫学

永井

正規 （NAGAI, Masaki）

（基礎）公衆衛生学

同上

土田

哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科

診療の基本

萩原

弘一 （HAGIWARA, Kouichi） （毛呂）呼吸器内科

同上

呼吸器

村山

芳武 （MURAYAMA, Yoshitake）（日高）呼吸器内科

同上

循環器

小宮山

消化器

名越

澄子 （NAGOSHI, Sumiko）

血液

中村

裕一 （NAKAMURA, Yuichi） （毛呂）血液内科

腎・泌尿器

鈴木

洋通 （SUZUKI, Hiromichi） （毛呂）腎臓内科

同上

生殖器

石原

理

同上

（MATSUSITA, Sho）

3 年生
「ヒトの病気 -1」コース

内分泌・代謝
3 年生「良医への道 -3」

伸之 (KOMIYAMA, Nobuyuki）
（日高）心臓内科

（ISHIHARA, Osamu）

同上

同上

（毛呂）消化器内科・肝臓内科

（毛呂）腎臓内科

同上

同上

井上

郁夫 （INOUE, Ikuo）

渡辺

修一 （WATANABE, Schu-ichi）
（基礎）生理学

（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科
同上

雅文 （NAGASHIMA, Masafumi）（基礎）解剖学

同上

医学概論

永島

臨床推論

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

臨床入門

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

医学英語

松本

万夫 （MATSUMOTO Kazuo）（日高）心臓内科

同上

「ヒトの病気― 2」コース

土田

哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科

同上

荒木

信夫 （ARAKI, Nobuo）

（毛呂）神経内科・脳卒中内科
（毛呂）眼科

同上

（毛呂）整形外科

同上

同上

同上
同上

4 年生
神経
感覚器

米谷

新

皮膚・運動器

織田

弘美 （ODA, Hiromi）

（YONEYA, Shin）

同上

感染

山口

敏行 （YAMAGUCHI, Toshiyuki）（毛呂）感染症科・感染制御科

同上

免疫

三村

俊英 （MIMURA, Toshihide） （毛呂）リウマチ・膠原病科

同上

腫瘍

奈良林

画像

内野

晃

板倉

敦夫 （ITAKURA, Atsuo）

（毛呂）産科・婦人科 同上

森野

正明 （MORINO, Masaaki）

（日高）救急医学科

母体・胎児・新生児
小児

至 （NARABAYASHI, Masaru）
（日高）腫瘍内科
（UCHINO, Akira）

（日高）放射線科

同上
同上
同上

精神

豊島

良一 （TOYOSHIMA, Ryouichi）
（毛呂）精神神経科・心療内科

救急・麻酔

根本

学

（NEMOTO, Manabu） （日高）救急医学科

同上

同上

4 年生
「社会と医学」コース

齋藤

一之 （SAITOH, Kazuyuki）

（基礎）法医学

同上

疾病の予防と対策

永井

正規 （NAGAI, Masaki）

（基礎）公衆衛生学

同上

地域社会と健康

鈴木

洋通 （SUZUKI, Hiromichi） （毛呂）腎臓内科

同上

異常死の診断

齋藤

一之 （SAITO, Kazuyuki）

同上

4 年生「良医への道 -4」

渡辺

修一 （WATANABE, Schu-ichi）
（基礎）生理学

同上

医学概論

永島

雅文 （NAGASHIMA, Masafumi）（基礎）解剖学

同上

臨床推論

土田

哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科

同上

臨床入門

中元

秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo）（毛呂）総合診療内科 同上

医学英語

松本

万夫 （MATSUMOTO Kazuo）（日高）心臓内科

間嶋

満

（基礎）法医学

同上

5 年生
「臨床学習 -1」コース

144

（MAJIMA, Mitsuru）

（毛呂）リハビリテーション科

同上
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6 年生
「総合学習」コース

持田

智

（MOCHIDA, Satoshi） （毛呂）消化器内科・肝臓内科

同上

「臨床学習 -2」コース

間嶋

満

（MAJIMA, Mitsuru）

同上

菅原

隆

（SUGAWARA, Takashi） 平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日

解剖学

永島

雅文 （NAGASHIMA, Masafumi）

同上

生理学

池田

正明 （IKEDA, Masaaki）

同上

生化学

穂刈

茂

分子生物学

禾

泰壽 （NOGI, Yasuhisa）

（毛呂）リハビリテーション科

＜教育主任＞
基礎： 医学基礎

（HOKARI, Shigeru）

同上
平成 22 年 4 月 1 日〜平成 22 年 8 月 31 日

荒木

智之 （ARAKI, Tomoyuki）

平成 22 年 9 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日

薬理学

丸山

敬

平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日

病理学

佐々木

微生物学

赤塚

俊隆 （AKATSUKA, Toshitaka）

同上

免疫学

曽根

敏雄 （SONE, Toshio）

同上

公衆衛生学

永井

正規 （NAGAI, Masaki）

同上

法医学

齋藤

一之 （SAITOH, Kazuyuki）

同上

晶彦 （OKUDA, Akihiko）

同上

ゲノム医学研究センター 奥田

（MARUYAMA, Kei）
淳 （SASAKI, Atsushi）

同上

毛呂：
消化器内科・肝臓内科

名越

澄子 （NAGOSHI, Sumiko）

同上

心臓内科

山本

啓二 （YAMAMOTO, Keiji）

同上

呼吸器内科

永田

真

同上

内分泌内科・糖尿病内科 井上

（NAGATA, Makoto）

郁夫 （INOUE, Ikuo）

同上

血液内科

脇本

直樹 （WAKIMOTO, Naoki）

同上

神経内科・脳卒中内科

山元

敏正 （YAMAMOTO, Toshimasa）

同上

リウマチ・膠原病科

三村

俊英 （MIMURA, Toshihide）

同上

腎臓内科

鈴木

洋通 （SUZUKI, Hiromichi）

同上

感染症科・感染制御科

山口

敏行 （YAMAGUCHI, Toshiyuki）

同上

総合診療内科

中元

秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo）

同上

消化器・一般外科

篠塚

望

同上

乳腺腫瘍科

大崎

昭彦 （OSAKI, 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 （KIM, Yoon Taek）

同上

脳神経外科

藤巻

高光 （FUJIMAKI, Takamitsu）

同上

形成外科・美容外科

時岡

一幸 （TOKIOKA, Kazuyuki）

同上

小児科

大竹

明

（OHTAKE, Akira）

同上

皮膚科

倉持

朗

（KURAMOCHI, Akira）

同上

泌尿器科

朝倉

博孝（ASAKURA, Hirotaka）

眼科 米谷

新

（SHINOZUKA, Nozomi）

同上

（YONEYA, Shin）

同上

耳鼻咽喉科

加瀨 康弘

（KASE, Yasuhiro）

同上

産科・婦人科

石原

理

（ISHIHARA, Osamu）

同上

歯科・口腔外科

依田

哲也 （YODA, Tetsuya）

同上

リハビリテーション科

間嶋

満

（MAJIMA, Mitsuru）

同上

麻酔科

松本

延幸 （MATSUMOTO,Nobuyuki）

同上

急患センター（ER）

松木

盛行 （MATSUKI,Moriyuki）

同上

東洋医学

三村

俊英 （MIMURA, Toshihide）

同上

放射線科

鈴木

健之 （SUZUKI, Kenji）

同上

精神神経科・心療内科

小田垣

雄二（ODAGAKI, Yuji）

平成 22 年 4 月 1 日〜平成 22 年 8 月 31 日

太田

敏男 （OTA, Toshio）

平成 22 年 9 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日

臨床検査医学

森吉

美穂 （MORIYOSHI, Miho）

平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日

中央病理診断部

茅野

秀一 （KAYANO, Hidekazu）

同上
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輸血・細胞移植部

浅田

留美子（ASADA, Rumiko）

同上

健康管理センター

足立

雅樹 （ADACHI, Masaki）

同上

川越：
消化器・肝臓内科

屋嘉比

心臓内科

伊藤

康治（YAKABI, Koji）

同上

博之 （ITO, Hiroyuki）

同上

呼吸器内科

植松

和嗣 （UEMATSU, Kazutsugu）

同上

内分泌・糖尿病内科

松田

昌文 （MATSUDA, Masafumi）

同上

血液内科

木嵜

昌弘 （KIZAKI, Masahiro）

神経内科

野村

恭一 （NOMUARA, Kyoichi）

同上

同上

リウマチ・膠原病内科

天野

宏一 （AMANO, Koichi）

同上

腎・高血圧内科

加藤

仁

同上

消化器外科・一般外科

芳賀

紀裕 （HAGA, Norihiro）

肝胆膵外科・小児外科

小髙

明雄 （ODAKA, Akio）

血管外科

松本

晴信 （MATSUMOTO, Harunobu）

乳腺・内分泌外科

大西

清

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

平岡

久忠 （HIRAOKA, Hisatada）

同上

脳神経外科

谷口

民樹 （TANIGUCHI, Tamiki） 平成 22 年 4 月 1 日〜平成 22 年 8 月 31 日

張

（KATOH, Hitoshi）
同上

同上

（ONISHI, Kiyoshi）

漢秀

（CHANG, Han Soo）

同上
同上

平成 22 年 10 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日

形成外科・美容外科

百澤

明

小児科

側島

久則 （SOEJIMA, Hisanori）

同上

皮膚科

伊崎

誠一 （IZAKI, Seiichi）

同上

泌尿器科

諸角

誠人 （MOROZUMI, Makoto）

同上

眼科 河井

信一郎

（MOMOSAWA, Akira） 平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日

（KAWAI, Shin-ichiro）

同上

耳鼻咽喉科

菊池

茂

産婦人科

馬場

一憲 （BABA, Kazunori）

（KIKUCHI, Shigeru）

同上
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

同上

麻酔科

宮尾

秀樹 （MIYAO, Hideki）

同上

救急科（ER）

輿水

健治 （KOSHIMIZU, Kenji）

同上

放射線科

長田

久人 （OSADA, Hisato）

髙橋

健夫 （TAKAHASHI, Takeo）

精神神経科

堀川

直史 （HORIKAWA, Naoshi） 平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日

臨床検査医学

三橋

知明 （MITSUHASHI, Tomoaki）

同上

（YAMAMOTO, Mitsuru）

同上
平成 23 年 2 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日

病理部

安田

政実 （YASUDA, Masanori）

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

杉山

聡

（SUGIYAMA, Satoru）

同上

消化器内科

新井

晋

（ARAI, Shin）

同上

心臓内科

小宮山

日高：

146

伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）

同上

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
同上

造血器腫瘍科

松田

晃

神経内科・脳卒中内科

武田

英孝 （TAKEDA, Hidetaka）

（MATSUDA, Akira）

同上

腎臓内科

髙根

裕史

（TAKANE, Hiroshi）

同上

腫瘍内科

奈良林

至 （NARABAYASHI, Masaru）

同上

感染症科

宮里

明子 （MIYAZATO, Akiko）

同上

消化器外科

宮澤

光男

同上

（MIYAZAWA, Mitsuo）
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乳腺腫瘍科

藤内

伸子 （FUJIUCHI, Nobuko）

同上

呼吸器外科

金子

公一 （KANEKO, Koichi）

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

同上

形成外科

横川

秀樹 （YOKOGAWA, Hideki）

小児心臓科

竹田津

小児心臓外科

鈴木

孝明

小児腫瘍科

田中

竜平 （TANAKA, Ryuhei）

同上

皮膚科

堤田

新

同上

泌尿器科

小山

政史 （OYAMA, Masafumi）

同上

耳鼻咽喉科

菅澤

正

同上

産婦人科

長尾

昌二 （NAGAO, Shoji）

同上

歯科・口腔外科

小林

明男 （KOBAYASHI, Akio）

同上

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, Masakazu）平成 22 年 4 月 1 日〜平成 22 年 10 月 1 日

（NISHIKAWA, Ryo）

同上

未生（TAKETAZU, Mio）

同上

（SUZUKI, Takaaki）

同上

（TSUTSUMIDA, Arata）
（SUGASAWA, Masashi）

磨田

裕

（USUDA, Yutaka）

救急医学科

根本

学

（NEMOTO, Manabu）

平成 22 年 10 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日
同上

放射線科

内野

晃

（UCHINO, Akira）

同上

精神科

大西

秀樹 （OHNISHI, Hideki）

同上

臨床検査医学

池淵

研二 （IKEBUCHI, Kenji）

同上

病理診断科

安田

政実 （YASUDA, Masanori）

同上

輸血・細胞移植科

池淵

研二 （IKEBUCHI, Kenji）

同上

トランスレーショナルリサーチセンター

西山

正彦 （NISHIMURA, Masahiko）

同上

2．目

的

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，卒前教育合同会議として実施している．
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」の各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を基に行い，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 22 年 4 月 13 日，議事録あり）
第 24 回卒前教育合同会議（平成 22 年 5 月 11 日，議事録あり）
第 25 回卒前教育合同会議（平成 22 年 6 月 8 日，議事録あり）
第 26 回卒前教育合同会議（平成 22 年 7 月 13 日，議事録あり）
第 27 回卒前教育合同会議（平成 22 年 9 月 14 日，議事録あり）
第 28 回卒前教育合同会議（平成 22 年 10 月 12 日，議事録あり）
第 29 回卒前教育合同会議（平成 22 年 11 月 9 日，議事録あり）
第 30 回卒前教育合同会議（平成 22 年 12 月 7 日，議事録あり）
第 31 回卒前教育合同会議（平成 23 年 1 月 11 日，議事録あり）
第 32 回卒前教育合同会議（平成 23 年 2 月 8 日，議事録あり）
第 33 回卒前教育合同会議（平成 23 年 3 月 8 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，会議資料は開
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。
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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 23 年度以降の課題となる。
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3．9）卒前教育委員会
1．構成員
委員長： 持田

智

（MOCHIDA, Satoshi）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科 平成 22 年 4 月 1 日
〜平成 23 年 3 月 31 日

副委員長：
委

土田

哲也

（TSUCHIDA, Tetsuya）

員： 別所

正美

（BESSHO, Masami）

（毛呂）皮膚科

同上

医学部長・医学教育センター長

同上

医学教育センター

同上

1 年生担当委員：
森

茂久

吉田

喜太郎（YOSHIDA, Kitaro ）

（MORI, Shigehisa）

（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

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

菅原

隆

（SUGAWARA, Takashi）

（基礎）生物学

同上

（NOGI, Yasuhisa）

（基礎）分子生物学

2 年生担当委員：
禾

泰壽

平成 22 年 4 月 1 日
〜平成 22 年 9 月 30 日

渡辺

修一

（WATANABE, Schu-ichi）

（基礎）生理学

平成 22 年 4 月 1 日
〜平成 23 年 3 月 31 日

金

潤澤

椎橋

実智男（SHIIBASHI, Michio）

佐々木
山元

淳
敏正

（KIM, Jyuntaku）
（SASAKI, Atsushi）

（毛呂）整形外科・脊椎外科
情報技術支援推進センター
（基礎）病理学

（YAMAMOTO, Toshimasa） （毛呂）神経内科・脳卒中内科

同上
同上
同上
同上

3 年生担当委員：
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

鈴木

健之

（SUZUKI, Kenji）

（毛呂）放射線腫瘍科

同上

（TSUCHIDA, Tetsuya）

（毛呂）皮膚科

同上

4 年生担当委員：
土田

哲也

小田垣

雄二（ODAGAKI, Yuji）

（毛呂）精神神経科・心療内科

同上

（基礎）法医学

同上

延幸

（MATSUMOTO, Nobuyuki）（毛呂）麻酔科

同上

朗

（KURAMOCHI, Akira）

（毛呂）皮膚科

同上

康弘

（KASE, Yasuhiro）

（毛呂）耳鼻咽喉科

同上

齋藤

一之

松本
倉持
加瀬

（SAITOH, Kazuyuki）

5 年生担当委員：
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

小宮山

伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki） （日高）心臓内科

同上

三橋

知明

（MIHASHI, Tomoaki）

（川越）中央検査部

同上

松田

晃

（MATSUDA, Akira）

（日高）造血器腫瘍科

同上

井上

郁夫

（INOUE, Ikuo）

（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科

同上
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大竹

明（OHTAKE, Akira）

（毛呂）小児科

同上

6 年生担当委員：
持田

智

（MOCHIDA, Satoshi）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科

同上

茅野

秀一

（KAYANO, Hidekazu）

（基礎）病理学

同上

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）

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
同上

（毛呂）呼吸器内科

オブザーバー：
稲葉

宗通

（INABA, Munemichi）

糸川

かおり

（ITOKAWA, Kaori）

毛呂病院
（毛呂）神経内科・脳卒中内科

平成 22 年 4 月 1 日
〜平成 22 年 8 月 30 日

柴崎

智美

（SHIBASAKI, Tomomi）

地域医学・医療センター

平成 22 年 9 月 1 日

山田

泰子

（YAMADA, Yasuko）

医学教育センター

平成 22 年 4 月 1 日

守屋

修

（MORIYA, Osamu）

医学教育センター

同上

荒関

かやの

（ARASEKI, Kayano）

医学教育センター

同上

有田

和恵

（ARITA, Kazue）

医学教育センター

同上

佐藤

義文

（SATOH, Yoshifumi）

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

齋藤

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

美隆

〜平成 22 年 3 月 31 日
〜平成 23 年 3 月 31 日

辻

（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, Masao）

医学教育センター

同上

神吉

泰三郎

（KANKI, Taizaburo）

医学教育センター

同上

学生委員：
（1 年生）青木

真一，金田

光平，蔵野

（2 年生）遠藤

由佳，髙橋

駿，寺部

（3 年生）大谷

友也，柏原

聡一郎，相馬

（4 年生）植村

隼人，下出
有，伊藤
博明，梅村

智樹，酒井

純，杉山

（5 年生）阿久澤
（6 年生）天野

美夏，小林
基，橋本

高之，小吉

ばく，栁川

伸治，中井

早織，米山

葉子

大地，味原

隆郁

崇輝，宮内

健一郎，三宅

高史，串田

好宏

浩平，佐藤

聡子，竹治

果織

直人，深谷

真明
亜斗

国試対策委員：
（3 年生）池田

舞，加藤

安声，末永

（4 年生）岡田

真里子，長谷川

慎吾，杉浦

早紀，廣瀬

彩，高柳

賢人，松田

裕子，福島

尚子，三宅

史人

高史，森

悠樹，師田

瑞樹，井本

匡哉
（5 年生）足立
菅野

佳也，伊藤

道貴，竹治

（6 年生）丹下

浩平，印藤

佳織，小川

公巳，久保田

隆，伊田

夏子，伊藤

新，平林

麻由，小林

由美子，佐々木

諒子，四宮

俊，

真明

徹彦，迫田

絵里子，岡田

良美，岡部

杏慈，小山

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）臨床実習に関すること
（2）試験およい進級，卒業の評価に関すること
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（3）教育に関する FD，ワ−クショップに関すこと
（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」，
「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 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。
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 45 回卒前教育合同会議（平成 22 年 4 月 13 日，議事録あり）
第 46 回卒前教育合同会議（平成 22 年 5 月 11 日，議事録あり）
第 47 回卒前教育合同会議（平成 22 年 6 月 8 日，議事録あり）
第 48 回卒前教育合同会議（平成 22 年 7 月 13 日，議事録あり）
第 49 回卒前教育合同会議（平成 22 年 9 月 14 日，議事録あり）
第 50 回卒前教育合同会議（平成 22 年 10 月 12 日，議事録あり）
第 51 回卒前教育合同会議（平成 22 年 11 月 9 日，議事録あり）
第 52 回卒前教育合同会議（平成 22 年 12 月 7 日，議事録あり）
第 53 回卒前教育合同会議（平成 23 年 1 月 11 日，議事録あり）
第 54 回卒前教育合同会議（平成 23 年 2 月 8 日，議事録あり）
第 55 回卒前教育合同会議（平成 23 年 3 月 8 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」に詳細を記載した。
（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。
平成 22 年度
６年生小委員会開催月
平成 22 年５月，６月，７月，９月，10 月，11 月，12 月，平成 23 年１月
国試対策委員会開催月
平成 22 年５月，６月，７月，９月，10 月，11 月，12 月，平成 23 年１月，２月
５年生小委員会開催月
平成 22 年 10 月
４年生小委員会開催月
平成 22 年５月，６月，９月，10 月，11 月，平成 23 年 2 月
３年生小委員会開催月
平成 22 年 6 月，7 月，９月，11 月，平成 23 年１月，2 月
２年生小委員会開催月
平成 22 年 5 月，9 月，12 月，平成 23 年２月
１年生小委員会開催月
平成 22 年 4 月（2 回開催）
，5 月（2 回開催），6 月（2 回開催），9 月，10 月，12 月
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 6 日〜 7 日に川越ビルにて第 30 回医学教育ワークショッップを開
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催した。第Ⅱ部，
全体集会のタイトルは
「より良い初期臨床研修を目指して」で参加した教員による討議を行った。
（4）平成 23 年 2 月 12 日〜 14 日に実施された第 105 回医師国家試験の合格率は，新卒 88.5%（92/104）
，既卒
63.6%（7/11）
，全体で 86.1%（99/115）であり，新卒合格率は私学 29 校中 23 位，全医科大学，医学部 80
校中 67 位であった。
（5）平成 22 年の卒業，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

退学

1年

125

121（6）

3

1

0

2年

116

98（13）

16

2

0

3年

113

106（15）

6

1

0

4年

114

101（5）

12

0

1

5年

97

4

1

1

6年

117

6

2

5

計

682

47

7

7

91（2）
104
621（41）

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 22 年度は新卒が 90% 以下であり，
不良であった。卒業成績が 70 点以上の卒業生にも不合格者が見られ，卒業試験の質，難易度を再評価することが急
務である。なお，平成 2 年度は 6 年生の留年生が少なかったが，2 年と 4 年で留年者が多く，また 2 年および 3 年
における条件付き進級者も例年になく多かった。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
の判定方式の標準化，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 23 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：H24.3.31）

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：H24.3.31）

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：H24.3.31）

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：H24.3.31）

委

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学教育センター長（任期：H24.3.31）

員

松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）：国際交流センター長（任期：H24.3.31）
依田哲也（YODA, Tetsuya）
：埼玉医科大学病院歯科・口腔外科：教授（任期：H24.3.31）
屋嘉比康司（YAKABI, Koji）
：総合医療センター消化器・肝臓内科：教授（任期：H24.3.31）
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：H24.3.31）
宮澤光男（Miyazawa, Mitsuo）
：国際医療センター消化器外科：教授（任期：H24.3.31）

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卒後研修・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 22 年 4 月 27 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 6 人

欠席者 4 人

議事：a. 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．
b. 持ち回り委員会において審査された学術集会 1 件の事後報告がなされ，確認が行われた．
c. 平成 21 年度本委員会主催の学術集会，
本委員会後援の学術集会の開催一覧と受講者数の確認が行われた．
②第２回（平成 22 年 5 月 25 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 22 年 6 月 22 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 7 人

欠席者 3 人

議事：a. 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．
b. 本委員会主催の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
④第４回（平成 22 年 7 月 27 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３階プレゼンテーションルーム（テレビ会議）
出席者 4 人

欠席者 6 人
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議事：a. 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 2 件が申請され，審議の結果承認された．
b. 本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
⑤第５回（平成 22 年 9 月 28 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 7 人

欠席者 3 人

議事：a. 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 9 件が申請され，審議の結果承認された．
b. 持ち回り委員会において審査された学術集会 1 件の事後報告がなされ，確認が行われた．
c. 本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
⑥第６回（平成 22 年 10 月 26 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 8 人

欠席者 2 人

議事：a. 本委員会後援の学術集会 6 件が申請され，審議の結果承認された．
b. 持ち回り委員会において審査された学術集会 1 件の事後報告がなされ，確認が行われた．
c. 本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
⑦第７回（平成 22 年 11 月 30 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：a. 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 5 件が申請され，審議の結果承認された．
b. 持ち回り委員会において審査された学術集会 1 件の事後報告がなされ，確認が行われた．
c. 本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
⑧第８回（平成 22 年 12 月 21 日）
於：本部棟１階大学院講義室
総合医療センター２階第二会議室（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：a. 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．
b. 本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
⑨第９回（平成 23 年 1 月 25 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 7 人

欠席者 3 人

議事：a. 本委員会主催の学術集会 2 件と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．
b. 本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
⑩第 10 回（平成 23 年 2 月 22 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 5 人

欠席者 5 人

議事：a. 本委員会後援の学術集会 7 件が申請され，審議の結果承認された．
b. 本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
⑪第 11 回（平成 22 年 3 月 22 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）
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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：a. 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．
b. 本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
c. 委員の任期満了に伴い，卒後教育委員会の来年度の構成員を見直すこととした．
（２）卒後教育委員会主催学術集会
以下の 6 件の学術集会を主催とした．
第１回

講師：埼玉県立大学看護学科 教授
大塚 眞理子

先生

演題：保健・医療・福祉の専門職連携教育 〜患者中心のケアの実現に向けて〜
日時：平成 22 年 5 月 21 日（金） 18:00 〜 19:30
申請：地域医学・医療センター
第２回

講師：高知医療再生機構
倉本 秋

先生

演題：大学における医学教育改革と臨床研修
日時：平成 22 年 8 月 7 日（土） 14:35 〜 15:40
申請：医学教育センター
第３回

講師：参議院議員
橋本 聖子

先生

演題：健康スポーツと競技スポーツの調和
日時：平成 22 年 9 月 6 日（月） 18:00 〜 19:30
申請：卒後教育委員会
第４回

講師：沖縄県立中部病院
高山 義浩

先生

演題：新型インフルエンザへの初動対応をふりかえる
〜「どこまでやるか」の感染対策〜
日時：平成 22 年 10 月 22 日（金） 18:00 〜 19:00
申請：院内感染対策室
第５回

講師：医療法人 川崎病院 外科総括部長
井上 善文

先生

演題：静脈栄養の正しい実施方法
日時：平成 23 年 1 月 26 日（水）18:00 〜 19:00
申請：NST 運営委員会
第６回

講師：京都大学理事補・教授
大学院医学研究科 薬剤疫学
川上 浩司

先生

演題：臨床試験にかかる政策の国際動向
日時：平成 23 年 3 月 2 日（水） 18:00 〜 19:00
申請：国際医療センター 臨床試験支援センター
（３）卒後教育委員会後援学術集会
以下の 39 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：国立精神・神経センター 神経研究所 遺伝子工学研究部
北条 浩彦

先生

演題：哺乳動物細胞における機能性小分子 RNA の働き：その作用機序と応用研究
日時：平成 22 年 4 月 16 日（金） 16:00 〜 17:30
申請：ゲノム医学研究センター 病態生理部門
第２回

講師：①武田病院グループ予防医学・EBM センター長
武田病院健診センター長
桝田 出

先生

②慶応義塾大学スポーツ医学研究センター 准教授
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勝川 史憲

先生

③筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ医学専攻 教授
田中 喜代次

先生

演題：①肥満と虚血性心疾患の関わり
②肥満の食事療法について‐エビデンスと実際‐
③肥満に対する運動療法の実際
日時：平成 22 年 4 月 17 日（土） 14:00 〜 17:30
申請：リハビリテーション科
第３回

講師：Department of Molecular Biology & Immunology,
University of North Texas Health Science Center,
Fort Worth, TX, United States
Yogesh C. Awasthi, Ph.D.
演題：Glutathione-linked cellular detoxiﬁcation mechanisms
日時：平成 22 年 6 月 22 日（火） 16:00 〜 17:00
申請：ゲノム医学研究センター

第４回

講師：自治医科大学附属さいたま医療センター 看護部
水上 由美子

先生

演題：HIV 患者の感染予防対策
日時：平成 22 年 6 月 28 日（月） 17:30 〜 19:00
申請：感染症科・感染制御科
第５回

講師：エモリー大学 麻酔科
田中 健一

准教授

先生

演題：周術期血液凝固異常：基礎から臨床まで
日時：平成 22 年 7 月 7 日（水） 18:00 〜 19:30
申請：総合医療センター 麻酔科
第６回

講師：信州大学大学院医学系研究科 分子腫瘍学分野
肥田 重明

准教授

先生

演題：好塩基球を介した免疫応答
日時：平成 22 年 7 月 14 日（水） 18:30 〜 20:00
申請：リウマチ膠原病科
第７回

講師：自治医科大学 内科学講座 消化器内科部門
大澤 博之

先生

演題：特殊光を用いた消化管癌の内視鏡診断
日時：平成 22 年 7 月 26 日（月） 18:00 〜 19:00
申請：国際医療センター 消化器内科
第８回

講師：日本赤十字秋田看護大学
畑尾 正彦

先生

演題：医学教育ワークショップ 30 回を振り返って
日時：平成 22 年 8 月 7 日（土） 18:00 〜 18:30
申請：医学教育センター
第９回

講師：Biochemistry & Molecular Biology, George Washington University
School of Medicine
Professor Ajit Kumar, Ph.D.
演題：Virus-Derived Micro-RNA Target Tumor Suppressor Genes
in HCV Infected Human Primary Hepatocytes.
日時：平成 22 年 9 月 15 日（水） 16:00 〜 17:00
申請：ゲノム医学研究センター 遺伝子治療部門

第 10 回

講師：国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 所長
高坂 新一

先生

演題：ミクログリアと脳病態研究
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日時：平成 22 年 9 月 22 日（水） 17:30 〜 18:30
申請：生理学
第 11 回

講師：東京大学医科学研究所 附属病院 小児細胞移植科

科長，

幹細胞治療研究センター 幹細胞プロセッシング分野
先端医療研究センター 細胞療法分野
辻 浩一郎

分野長，

准教

先生

演題：ヒト ES 細胞，iPS 細胞を用いた再生医療を含む将来型医療開発：現状と展望
日時：平成 22 年 9 月 27 日（月） 18:00 〜 19:00
申請：国際医療センター 小児腫瘍科
第 12 回

講師：Semmelweis University, Hungary 3rd Surgical Department
Professor Jozsef Sandor, M.D., Ph.D., F.A.C.S.
演題：Semmelweis' Lesson in the 21th Century.

Is it still valid ?

日時：平成 22 年 10 月 14 日（木） 17:00 〜 18:00
申請：国際交流センター
第 13 回

講師：帝京大学医学部附属溝口病院 第４内科
村川 裕二

教授

先生

演題：エキスパートによる初期研修医のための心電図その１
日時：平成 22 年 10 月 21 日（木） 18:30 〜 19:50
申請：埼玉医科大学病院 研修管理委員会
第 14 回

講師：未来工学研究所 21 世紀社会システム研究センター 主任研究員
小野 直哉

先生

演題：相補・代替医療の医療経済
日時：平成 22 年 10 月 25 日（月） 18:00 〜 19:00
申請：東洋医学センター
第 15 回

講師：①大阪大学大学院医学系研究科遺伝子治療学 教授
金田 安史

先生

②大阪大学大学院医学系研究科再生誘導医学寄附講座 教授
玉井 克人

先生

演題：①癌の分子治療法の現状と将来展望②骨髄間葉系幹細胞動員による生体内損傷組織再生メカニ
ズム
日時：平成 22 年 10 月 29 日（金）16:00 〜 17:30
申請：ゲノム医学研究センター 遺伝子治療部門
第 16 回

講師：国立精神・神経センター 神経研究所
武田 伸一

先生

演題：Molecular Characterization of Stem Cells in Skeletal Muscle
日時：平成 22 年 11 月 3 日（水） 16:20 〜 17:10
申請：ゲノム医学研究センター 病態生理部門
第 17 回

講師：帝京大学医学部附属溝口病院 第４内科
村川 裕二

教授

先生

演題：エキスパートによる初期研修医のための心電図その２
日時：平成 22 年 11 月 4 日（木） 18:30 〜 19:50
申請：埼玉医科大学病院 研修管理委員会
第 18 回

講師：東北大学加齢医学研究所 生体防御学分野
小笠原 康悦

教授

先生

演題：金属アレルギーと生体防御の最前線
日時：平成 22 年 11 月 8 日（月） 18:00 〜 19:00
申請：歯科・口腔外科
第 19 回

講師：①株式会社リクルート テクノロジーマネジメント開発室
原 健二

室長

先生

②株式会社リクルート テクノロジーマネジメント開発室
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ライセンシングパートナー
奥田 美奈子

先生

演題：なぜ医学部で特許なのか？‐バイオ領域における技術移転成功の秘訣‐
日時：平成 22 年 11 月 16 日（金）18:00 〜 19:00
申請：医学研究センター 知財戦略研究推進部門
第 20 回

講師：Thomas Jeﬀerson University, Department of Orthopaedic Surgery
岩本 容泰

先生

演題：Cellular and molecular mechanisms regulating joint
and articular cartilage formation
日時：平成 22 年 11 月 17 日（水） 16:00 〜 17:30
申請：ゲノム医学研究センター 病態生理部門
第 21 回

講師：新潟大学大学院医歯学系医歯学研究科 教授
木南 凌

先生

演題：Bcl 11b がん抑制遺伝子の発生分化，がん化への役割とその機能
日時：平成 22 年 11 月 19 日（金） 16:00 〜 17:00
申請：ゲノム医学研究センター
第 22 回

遺伝子治療部門

講師：Evangelisches und Johanniter Klinnikum Niederrhein Clinic
for Cardiovascular Surgery
Dep. For Surgical treatment of end-stage heart failure
and mechanical circulatory support
Gero Tenderich, M.D., Ph.D
演題：Magnetic Field Imaging revolution in arrhythmia diagnostics
日時：平成 22 年 11 月 24 日（水） 17:00 〜 18:00
申請：国際医療センター 心臓内科

第 23 回

講師：順天堂大学 医学部 脳神経内科
服部 信孝

教授

先生

演題：家族性パーキンソン病の病態，そしてそこから分かった黒質神経変性の共通機構の解明
日時：平成 22 年 11 月 25 日（木） 17:00 〜 18:00
申請：生理学
第 24 回

講師：慶応大学皮膚科 専任講師
永尾 圭介

先生

演題：‐毛嚢と免疫‐ 樹状細胞の観点から皮膚を理解する
日時：平成 22 年 11 月 26 日（金） 18:30 〜 20:00
申請：リウマチ膠原病科
第 25 回

講師：Department of Pathology, Gastrointestinal Pathology Service, Director, Massachusetts General
Hospital
Professor Gregory Y, Lauwers
演題：Iatrogenic and Drug Induced Pathology of the GI tract
日時：平成 22 年 12 月 6 日（月） 18:00 〜 19:00
申請：国際医療センター 病理診断科

第 26 回

講師：①横田空軍
アンドリュー バーネット

軍医大尉

②横田空軍病院院長 第 374 医療群司令官
リー H ハーヴィス

大佐

演題：①航空医療搬送
②ハイチにおける米空軍医療支援活動
日時：平成 22 年 12 月 10 日（金）18:00 〜 19:10
申請：リウマチ膠原病科
第 27 回

講師：①岐阜大学大学院連合創薬医療情報研究科（小児科）教授
深尾 敏幸
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②国立成育医療研究センター内科系専門診療部 部長
横谷 進

先生

演題：小児脳腫瘍に伴う内分泌合併症への対応：水・電解質管理を中心に
日時：平成 22 年 12 月 11 日（土）13:00 〜 16:00
申請：国際医療センター 小児脳脊髄腫瘍科 ／ 小児科
第 28 回

講師：財団法人 東京都医学研究機構 東京都精神医学総合研究所
統合失調症プロジェクト プロジェクトリーダー（参事）
精神疾患研究分野長
糸川 昌成

先生

演題：統合失調症遺伝子研究の 20 年‐ドーパミン仮説から生化学病態まで‐
日時：平成 22 年 12 月 15 日（水） 15:00 〜 16:00
申請：生理学
第 29 回

講師：明海大学歯学部 歯科矯正学分野 教授
須田 直人

先生

演題：マルファン症候群の近年のトピックと歯科的問題点
日時：平成 22 年 12 月 15 日（水）16:30 〜 18:00
申請：ゲノム医学研究センター
第 30 回

病態生理部門

講師：カリフォルニア大学サンディエゴ校
朝霧 成挙

先生

演題：炎症性疾患とシステム生命医学：
細胞運命の予測モデルから病態解明に向けて
日時：平成 22 年 12 月 15 日（水）18:30 〜 20:00
申請：リウマチ膠原病科
第 31 回

講師：慶応義塾大学医学部リハビリテーション医学教室
辻 哲也

専任講師

先生

演題：がんのリハビリテーション 最前線
日時：平成 23 年 1 月 7 日（金） 18:00 〜 19:00
申請：国際医療センター 心臓リハビリテーション科
第 32 回

講師：独立行政法人国立病院機構 村山医療センター 臨床研究センター
再生医学研究室
中村 幸男

室長

先生

演題：ゼブラフィッシュとヒト遺伝子機能解析
日時：平成 23 年 1 月 21 日（金） 16:00 〜 17:30
申請：ゲノム医学研究センター 病態生理部門
第 33 回

講師：北海道大学医学研究科免疫学 特任准教授
山崎 小百合

先生

演題：樹状細胞による抗原特異的制御性 T 細胞の制御
日時：平成 23 年 1 月 21 日（金） 18:30 〜 20:00
申請：リウマチ膠原病科
第 34 回

講師：茨城県医師会 副会長
諸岡 信裕

先生

演題：茨城県医師会における女性医師支援事業について
日時：平成 23 年 1 月 29 日（土） 15:00 〜 15:30
申請：医療人育成支援センター
第 35 回

講師：九州歯科大学 生命科学講座 分子情報生化学分野
自見 英治郎

教授

先生

演題：転写因子 NF- κ B による骨代謝調節機構
日時：平成 23 年 2 月 21 日（月） 13:30 〜 15:00
申請：ゲノム医学研究センター 病態生理部門
第 36 回

講師：京都大学医学部附属病院 小児科

准教授
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河井 昌彦

先生

演題：新生児の低血糖
日時：平成 23 年 3 月 8 日（月） 17:00 〜 18:00
申請：総合医療センター 小児科
川端

隆司

第 37 回

講師：医療機器技術情報協会 代表

先生

演題：医療機器・器具の薬事承認を取得するためのノウハウについて
日時：平成 23 年 3 月 8 日（月） 17:00 〜 18:30
申請：医学研究センター 知財戦略研究推進部門
第 38 回

講師：北里大学病院産婦人科 主任教授
海野 信也

先生

演題：“ 正常 ” 新生児の安全性確保には何が重要か？産科側からの意見
“ 正常 ” 新生児の安全性確保を巡って‐保険に踏み込まない対応策
日時：平成 23 年 3 月 25 日（金） 19:00 〜 21:00
申請：総合医療センター 産婦人科
第 39 回

講師：防衛医科大学校 耳鼻咽喉科学講座
塩谷 彰浩

教授

先生

演題：喉頭癌・下咽頭癌に対する経口的咽喉頭部分切除術
日時：平成 23 年 3 月 28 日（月） 18:00 〜 19:00
申請：国際医療センター 頭頸部腫瘍科

４．評価と次年度目標
本年度は，6 件の学術集会を主催し，39 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．
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り，本年度も昨年度同様，1 件の学
術集会を日高キャンパスで行った．また，卒後教育委員会による主催学術集会の企画を今年度の目標とし，今年度は
1 件の学術集会を企画した．来年度以降も継続していきたい．
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3．11）中央研究施設運営委員会
1．構成員
委員長：坂本
委員：禾

安（SAKAMOTO, Yasushi）
：中央研究施設・機能部門：教授：任期 2 年

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：分子生物学教室：教授：任期 2 年

委員：村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：生化学教室：教授：任期 2 年
委員：荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：神経内科・脳卒中内科学教室：教授：任期 2 年
委員：中村晃一郎（NAKAMURA, Kouichiroh）：皮膚科学教室：教授：任期 2 年
委員：名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：消化器内科・肝臓内科学教室：教授：任期 2 年
委員：森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）
：化学教室：講師任期：2 年
委員：犬飼浩一（INUKAI, Kouichi）
：中央研究施設・RI 部門：准教授：任期 2 年
委員：鈴木政美（SUZUKI, Masami）
：中央研究施設・実験動物部門：准教授：任期 2 年
委員：穐田真澄（AKITA, Masumi）
：中央研究施設・形態部門：教授：任期 2 年
委員：椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：医学情報施設：准教授：任期 2 年
オブザ−バー：和田

実（WADA, Minoru）
：第二購買課：第二購買課長：任期 2 年

オブザ−バー：田島賢司（TAJIMA, Kenji）
：第二経理課：経理部部長：任期 2 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 45 回中央研究施設運営委員会
開催日：平成 22 年 10 月 7 日
主な議題：Ⅰ）委員の紹介

Ⅱ）会計報告

Ⅳ）新たな設置希望機器について

Ⅲ）医学研究センター・共同利用施設運営部門との関係について

Ⅴ）その他

審議結果：Ⅰ）新年度にあたり，
各委員の紹介があった．Ⅱ）各部門の平成 21 年度の会計報告を行った．（RI 部門）
―施設の老朽化により修理費用の増加が懸念された．RI 廃棄物の料金については施設部より捻出されている．
（実
験動物部門）―消耗品〔飼料，床敷き，飼育ケージ，給水ビンの補充等の費用〕主な出費，修理費は高圧滅菌器
等が高額となった．
（形態部門）―レーザー交換が高額修理費であった．（機能部門）― 20，21 年度の NMR 保
守契約費が 21 年度に支払われ同名支出が 2 度記録された．質疑等：予め予算を超える場合には施設長に相談す
ることが望ましいとの提案があり，了承された．更に，次年度から会計報告の書式を統一したいとの提案があり，
書式に関して委員長に一任された．Ⅲ）中央研究施設と医学研究センター・共同利用施設運営部門との関係なら
びに組織構成について説明され，
各キャンパスの共同利用施設の連携の現状と問題点等に関して報告された．Ⅳ）
新規設置希望機器の申請について，説明がなされた．① LSM 700 Flexible Confocal Microscope（CLSM：カール
ツアイス社製）
：共焦点レーザー顕微鏡（正立型）が老朽化（10 年以上）のため，また CCD カメラのスペック
向上等要望があるため．②共焦点スキャナボックス CellVoyager CV1000（横河電機社製）共焦点スキャナボッ
クス（倒立型）は，長時間の細胞観察が可能となり，①とセットで購入の要望があった．③発光イメージングシ
ステム LV-200（オリンパス社製）は新規の設置希望機器．老朽化による買い替えと新規購入希望機器の購入優
先順位について，使用講座が複数であり，高使用頻度の機器を優先すべきとの提案があり，複数口座が中央研究
施設管理区域内に設置を希望することが条件である旨説明があった．Ⅴ）廊下等でのガスボンベの無固定の設
置に関して危険性を危惧する意見があり，産業医の先生からも同様の指摘があるため検討を必要とする旨説明が
あった．
②第 46 回中央研究施設運営委員会
開催日：平成 21 年 1 月 28 日
主な議題：Ⅰ）設置希望機器について Ⅱ）21 年度文科省補助金申請内定機器について
審議結果：Ⅰ）新規設置希望申請機器について各部門主任より説明された．（形態部門）：① 1 〜 2 LSM700 共
焦点レーザー顕微鏡ならびに Cell Voyager 共焦点スキャンボックスについては昨年度からの継続申請．② 3 発
161

委員会・会議報告

光イメージングシステムについては，申請希望者の大半がゲノムセンター職員であることから設置場所を含め
調査を必要とする．③ ED FACS Aria セルソーターオプションは，幹細胞分離に使用，375nm 紫外部レーザーの
増設が必須．単体の装置として構成できれば助成金申請等に有利になるため，検討したい．（RI 部門）：① 5 TriCarb 2910TR 液体シンチレーションカウンターについては設置後 16 年が経過，メーカーからの保守，修理は打
ち切られている．また，老朽化に伴い故障する危険性が高い．（機能部門）
：①マルチマイクロプレートリーダー，
②超遠心機については，設置されてから 10 〜 20 年が経過し，性能の低下，老朽化が進行．緊急性は低いが買
い換え申請を検討すべき時期である．③ NMR は設置後 20 年以上経過．データ解析用 PC が古く，コマンド入
力操作が初心者には極めて難解．メーカー側も修理が困難となっているが，光学系とデータ処理側のバージョ
ンアップを考慮する必要性有り．
（質疑応答）：液体シンチレーションカウンター（RI 部門）については，補助
金等への申請検討中に故障する可能性もあるため，私学助成申請への書類提出を視野に入れ事前着手で関連書
類を作成する提案があり，書類作成を進めることとなった．

今年度採択された私学助成補助金は，例年より 2

〜 3 割減額されているとの情報が報告された．超遠心機について，教育機器として申請を検討してはどうかと
の提案があったが，現在の使用状況を確認し，助成金申請先の検討や，今後卓上超遠心機への移行が可能であ
るかどうか等の点について検討を進め，前向きに考えたいと解答された．23 年度の設置希望機器の検討優先順
位については，①共焦点レーザー装置（これらに関しては前年度からの継続設置希望の為），②液体シンチレー
ションカウンター（緊急性が高い為）の順となった．③光イメージングシステムについてはゲノムセンター職員
の希望者が多く設置場所も不明の為，調査を必要とする．

④ 4 セルソーターオプションについては，装置付

属品の増設が主な内容であるため，申請方法，内容表現について検討を加える．⑤多機能マイクロプレートリー
ダー，⑥超遠心機，⑦ NMR については，性能劣化がみられるが，現段階では緊急性は高くはないと判断され，
次年度以降に向けて検討を進めるとの結論となり，了承された．Ⅱ）平成 22 年度の設置希望機器に関して以下
の設備が私学助成金に申請され，内定を受けたことが報告された．実験小動物用光イメージング装置（島津製
作所 Clairvivo OPT）1 式，2）透過型電子顕微鏡（日本電子 JEM-1400）1 式；

振動刃ミクロトーム（ライカ

VT1200）を含む）
．質疑：実験小動物用光イメージング装置の設置場所について質問があり，無菌室に設置さ
れる予定であること，また使用する動物は無菌室での飼育が必要となり，飼育できる動物数に制限がある旨解答
された．

4．評価と次年度目標
22 年度における中央研究施設の研究業績への関与の程度に関しては現在集計・解析中であるが，前年度と同程度
に論文発表，学会発表に貢献できたものと推測・評価している．前年度目標としていた，老朽化設備に対する対策と
しては，実験動物施設の空調設備の改善が行われ，今後検討すべき項目もリストアップできた．また，本年度より，
医学研究センター・共同利用施設運営部門と連携して各キャンパスの共同利用施設と協調して運営を進めることと
なった．これに伴って相互視察を行い，それぞれの特徴的な部分と施設利用者への研究支援多の様性について広く認
識し，貢献度のレベルアップを次年度目標として新しい運営方法等を検討している．
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3．12）環境安全委員会
1．構成員
委員長
禾

松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学部免疫学・教授（任期：平成 24 年 3 月 31 日）

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：医学部分子生物学・教授（任期：平成 24 年 3 月 31 日）

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：医学部化学・准教授（任期：平成 24 年 3 月 31 日）
丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：医学部薬理学・教授（任期：平成 24 年 3 月 31 日）

綿貫公男（WATANUKI, Kimio）
：施設部長・施設部環境整備課長（任期：平成 24 年 3 月 31 日）

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
委員長：

粟田卓也（AWATA, Takuya）
：内分泌・糖尿病内科：教授（任期：H24.3.31）

副委員長：田中淳司（TANAKA, Junji）
：放射線科：教授（任期：H24.3.31）
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
（任期：H24.3.31）
守屋

修（MORIYA, Osamu）
：微生物学：准教授（任期：H24.3.31）

飯塚裕幸（IIZUKA, Hiroyuki）
：中央研究施設 RI 部門：助教（任期：H24.3.31）
本田憲業（HONDA, Norinari）
：総合医療センター放射線科：教授（任期：H24.3.31）
潮田陽一（USHIODA, Youichi）
：総合医療センター研究部：主任（任期：H24.3.31）
西本正純（NISHIMOTO, Masazumi）：ゲノム医学研究センター RI 実験施設：講師（任期：H24.3.31）
松田博史（MATSUDA, Hiroshi）
：国際医療センター核医学科：教授（任期：H24.3.31）
伊勢谷修（ISEYA, Osamu）
：国際医療センター中央放射線部：技師長代行（任期：H24.3.31）
平野雅弥（HIRANO, Masaya）
：中央放射線部：係長（任期：H24.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Jyunichi）
：総合医療センター病理部：教授（任期：H24.3.31）

2．目的
放射線障害防止法に基づいて RI 使用施設の管理・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．また放射線障害の防止に必要な事項について検討する．

3．活動報告
平成 22 年度 RI 安全委員会（平成 23 年 3 月 8 日）
於：基礎医学棟 4F カンファレンスルーム，出席者 10 人

欠席者 2 人

議事
・今年度行った全学的な放射線関連業務について確認をした．
管理下にない放射性同位元素の一斉点検の実施及び報告が終了したこと．5 月に放射線障害予防規程の改訂を
して提出したこと．研究用 RI 施設の予防規程は現状の施設の内容に合うよう文部科学省から指示があり再度
作成し，11 月の理事会で承認を得て，12 月に再度提出したこと．
文部科学省事務連絡「危機管理の徹底について」に研究 RI 施設は対応したこと．
・RI 安全委員会運営規則についての確認
昨年度了承された運営規則に関連する以下のことについて確認した．
現在の医学部 RI 安全委員会という扱いを全学 RI 安全委員会とすること．
運営規則名は埼玉医科大学全学 RI 安全委員会運営規則とすること．
・委員会開催日について
他の委員会等との兼合いから通常 3 月の第 2 火曜日 15 時から開催することとした．

4．評価と次年度目標
今年度は全学的な放射線安全業務に貢献できたと考える．施設の老朽化に対しても毛呂山キャンパスの RI 施設で
は一部壁の修繕なども進められた．毛呂山キャンパス，日高キャンパスの RI 施設では中央監視装置が更新され安全
性が高められた．文部科学省からの依頼である管理下にない放射性同位元素等の一斉点検の実施及び報告，危機管理
の徹底についても終了し，また各施設の情報共有も進んだことから委員会としての目標は概ね達成できたものと考え
る．
次年度は共同利用の測定装置の更新をし，施設の利便性を高め，RI を用いた研究の推進を図りたい．また今年度
同様，全学的な放射線安全管理に貢献していく．
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3．14）組換え DNA 実験安全委員会
1．構成員
委 員 長

三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）：ゲノム医学研究センター：教授（任期：H24.3.31）

副委員長

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：微生物学：教授（任期：H24.3.31）

委

員

池田正明（IKEDA, Masaaki）
：生理学：教授（任期：H24.3.31）

委

員

森

委

員

松井政則（MATSUI, Masanori）
：微生物学：准教授（任期：H24.3.31）

委

員

千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：薬理学：准教授（任期：H24.3.31）

委

員

荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）
：分子生物学：講師（任期：H24.3.31）

委

員

井上郁夫（INOUE, Ikuo）
：内分泌内科・糖尿病内科：准教授（任期：H24.3.31）

委

員

江口英孝（EGUCHI, Hidetaka）
：先端医療開発センター：准教授（任期：H24.3.31）

委

員

荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）
：分子生物学：講師（任期：H24.3.31）

委

員

池田和博（IKEDA, Kazuhiro）
：ゲノム医学研究センター：講師（任期：H24.3.31）

委

員

加藤英政（KATO, Hidemasa）
：ゲノム医学研究センター：講師（任期：H24.3.31）

委

員

伴塲裕巳（BAMBA, Hiromi）
：保健医療学部 健康医療科学科：講師（任期：H24.3.31）

隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部：准教授（任期：H24.3.31）

2．目的
本委員会は学校法人埼玉医科大学組換え DNA 実験安全管理規則第 3 条並びに第 4 条に則り，本学における組換え
DNA 実験の安全かつ適切な実施を確保するため，組換え DNA 使用実験申請書について審議し，学長に助言または勧
告するための活動をする．

3．活動報告
①第 1 回 定例会議（平成 23 年 2 月 14 日）於：毛呂山キャンパス 7 号館 1 階会議室

出席 10 人 委任状出席者

1人
議事：
1．平成 22 年度「第二種使用等拡散防止措置承認申請書」の随時提出分の承認分 79 件と，「遺伝子組換え生物
等譲渡届」の 7 件について，承認を確認
2．科研費申請に伴う平成 23 年度「第二種使用等拡散防止措置承認申請書」38 件についての審査
3．新委員の選出に伴う「組換え DNA 委員会規則」の見直しについての承認
なお，
「組換え DNA 実験安全委員会」の委員は「医学研究センター安全管理部門 DNA 分野」の部門員を兼ね
ることとした
4．その他審議

4．評価と次年度目標
本委員会においては，概ねの目標は達成された．
承認・届出件数は，
「第二種使用等拡散防止措置承認申請書」79 件，「遺伝子組換え生物等譲渡届」7 件であった．
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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（任期：H23.3.31）

委

片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院病院長（任期：H23.3.31）

員

吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：総合医療センター病院長（任期：H23.3.31）
松谷雅生（MATSUTANI, Masao）
：国際医療センター病院長（任期：H23.3.31）
別所正美（BESSHO, Masami）
：医学教育センター長（任期：H23.3.31）
豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryouichi）：神経精神科・心療内科教授（任期：H23.3.31）
織田弘美（ODA, Hiromi）
：整形外科・脊椎外科教授（任期：H23.3.31）
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：神経内科教授（任期：H23.3.31）
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：皮膚科教授（任期：H23.3.31）
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：消化器内科・肝臓内科教授（任期：H23.3.31）

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitarou）
：医学基礎教授（任期：H23.3.31）
上原政治（UEHARA, Seiji）
：アドミッションセンター特任教授（任期：H23.3.31）
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長（任期：H23.3.31）

2．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の試験が厳正かつ合理的に実施されることを目
的とし，入試委員会規程に基づき運営されている．本委員会は，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

定例会議（平成 22 年 4 月 13 日）
：学長室

出席 12 人

欠席 1 人

出席 11 人

欠席 2 人

出席 11 人

欠席 2 人

議題：平成 22 年度入試結果等
第2回

定例会議（平成 22 年 5 月 18 日）
：学長室
議題：平成 23 年度入試概要等

第3回

定例会議（平成 22 年 6 月 15 日）
：学長室

議題：平成 23 年度入試文部科学省連絡協議会報告等
第4回

定例会議（平成 22 年 9 月 14 日）
：学長室

出席 13 人

欠席 0 人

議題：平成 23 年度推薦入試等
第5回

定例会議（平成 22 年 11 月 16 日）：学長室

出席 12 人

欠席 1 人

議題：平成 21 年度推薦入試結果判定等
第6回

定例会議（平成 23 年 1 月 18 日）
：学長室

出席 13 人

欠席 0 人

議題：平成 23 年度一般入試事前確認等
第7回

定例会議（平成 23 年 2 月 1 日）
：大学院講義室

出席 11 人

議題：平成 23 年度前期一般入試 1 次試験結果判定等
第8回

定例会議（平成 23 年 2 月 8 日）
：丸木記念館 7 階会議室
出席 12 人
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議題：平成 23 年度前期一般入試 2 次試験結果判定等
第9回

定例会議（平成 23 年 2 月 22 日）
：大学院講義室

出席 13 人

欠席 0 人

議題：平成 23 年度後期一般入試 1 次試験結果判定等
第 10 回 定例会議（平成 23 年 3 月 1 日）
：丸木記念館 7 階会議室
出席 13 人

欠席 0 人

議題：平成 23 年度後期一般入試 2 次試験結果判定等
（2）平成 23 年度新入生数
123 名（男 78 名，女 45 名）
推薦試験入学者

9 名（男 5 名，女 4 名）

前期試験入学者

51 名（男 33 名，女 18 名）

後期試験入学者

63 名（男 40 名，女 23 名）

（3）平成 22 年度の主な活動内容
ア．本委員会の下部組織（医学部入学試験実施委員会）の構成員による活動班の編成と役割の明確化
（問題作成班，面接班，設営班，情報宣伝班）
イ．アドミッションセンターに入試問題等作成のため，特任講師を採用
ウ．平成 23 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 23 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．5 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 22 年 7 月 25 日（日）

2 回目

平成 22 年 10 月 3 日（日）

コ．平成 23 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．
（4）平成 23 年度医学部入学試験
①入学試験日程
・推薦入試

平成 22 年 11 月 14 日（日）

合格発表

平成 22 年 11 月 17 日（水）

・一般（前期）
一次試験

平成 23 年 1 月 30 日（日）

合格発表

平成 23 年 2 月 2 日（水）

二次試験

平成 23 年 2 月 6 日（日）

合格発表

平成 23 年 2 月 8 日（木）

・一般（後期）
一次試験

平成 23 年 2 月 19 日（日）

合格発表

平成 23 年 2 月 22 日（水）

二次試験

平成 23 年 2 月 26 日（日）

合格発表

平成 23 年 2 月 29 日（水）

②平成 23 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 65 名（定員増により変更）

一般入学試験（後期）募集人員

約 45 名（同上）

一次試験合格者数の目途：前期約 350 名，後期約 300 名
③平成 23 年度推薦入学試験
・志願者数 33 名（内，男子 19 名，女子 14 名）
・受験者数 33 名（内，現役 21 名，浪人 12 名）
・合格者数 9 名（内，男子 5 名，女子 4 名）
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（内，現役 6 名，浪人 3 名）
（内，指定校 3 校 4 名）
（埼玉県出身者 4 名）
④前期一般入学試験第一次試験
〔出願者概要〕
・出願者数：2,195 名（前年比 64 名減）
・男子：1,478 名（67.3％）
，女子：717 名（32.7％）
・年令：18 才〜 20 才（74.1％）
・出身校：私立高校（74.8％）公立高校（22.9％）
・卒後経歴：現役（19.7％）予備校生（64.6％）
・高校在学中の評点平均：Ａ（15.1％）
，Ｂ（45.9％）
〔受験者概要〕
・受験者数：1,887 名（出願者の 86％）
・欠席者数： 308 名（出願者の 14％）
〔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
・最高点 412 点

合計 500 点

最低点 62 点

平均点 271.4 点

〔合否判定結果〕
・合格者数：366 名（得点 326 点，353 位まで）
・男女の別：男子 251 名（68.5％）
，女子 115 名（31.5％）
⑤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：331 名（欠席者数：35 名）
・男女別：男子 226 名（68.3％）
，女子 105 名（31.7％）
・現役，浪人年数：現役 46 名（13.9％），1 浪 104 名（31.4％），2 浪 83 名（25.1％）3 浪 41 名（12.9％）
，
4 浪以上 57 名（17.2％）
〔第 2 次試験（面接）統計〕
・最高点：20 点／最低点：5 点／平均点：13.26 点
・標準偏差：2.67
・評価結果集計：
（対象評価数 1,324 面接委員数 4 名×受験者 407 名）
評価 A：129（9.74％）※昨年度 評価 A：147 ／対象 1,332（11.04％）
評価 B：361（27.27％）※昨年度 評価 B：391 ／対象 1,332（29.35％）
評価 C：648（48.94％）※昨年度 評価 C：619 ／対象 1,332（46.47％）
評価 D：169（12.76％）※昨年度 評価 D：162 ／対象 1,332（12.16％）
評価 E：17（ 1.28％）※昨年度 評価 E： 13 ／対象 1,332（ 0.98％）
〔合否判定結果〕
・合格候補者：66 名
〔特待生〕
・合格者特待生：成績上位 3 名
⑥後期一般入学試験第一次試験
〔出願者概要〕
・出願者数：1,947 名
・男子：1,252 名（64.3％）
，女子：695 名（35.7％）
・年令：18 歳〜 20 歳（70.5％）
・出身校：私立高校が 75.5％，公立校 21.6％
・現役，高卒後の経歴：現役 20.7％，予備校 63.7％
・高校在学中の評点平均：Ａが 16.3％，Ｂが 45.9％であった．
・受験者数：1,633 名（83.9％）
，欠席者数：314 名（16.1％）
・科目別配点：英語 150，数学 100，理科 200 点（2 科目計） 小論文 50 点
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合計 500 点
〔合否判定結果〕
・合格者数：322 名（得点 326 点，313 位まで）
・男女別：男子 200 名（62.1％）
，女子 122 名（37.9％）
〔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：432 点， 最低点：79 点
（前期最高点：412 点，最低点：62 点）
・合計得点平均点：前期 271.4 点

後期 271.6 点

・科目別平均点（100 点換算）
英語：52.6 点，数学：54.6 点，物理：55.8 点，化学：55.4 点，生物：53.5 点，小論文：55.9 点
⑦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：322 名
・男女別：男子 200 名（62.1％）
，女子 122 名（37.9％）
〔受験者概要〕
・後期第 2 次試験受験者数：294 名（欠席者数：28 名）
・男女別：男子 182 名（61.9％）
，女子 112 名（38.1％）
〔第 2 次試験（面接）統計〕
・最高点：20 点，最低点：7 点，平均点：13.60 点，標準偏差：2.67
・評価結果の集計
評価 A 11.05％，B 32.57％，C 42.77％，D 12.50％，E 1.11％
・浪人年数，男女別 並びに内申点と面接点との相関関係 0.400
〔合否判定結果〕
・合格者：48 名
〔特待生〕
・合格者特待生：成績上位 3 名

4．評価と次年度目標
平成 23 年度医学部入学者選抜試験は，平成 22 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．5 名の定員増加が認可され，募集定員が 120 名となった．平成 22 年度一般入学試験志願者数 4,045 名
に対し平成 23 年度は，前期 2,195 名，後期 1,947 名で合計 4,142 名となり，97 名の増加となり，昨年度に引き続
き志願者数が 2 年連続で増えた．推薦入試においては，志願者数 33 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 5 名を含め合計 123 名（男性 78 名，女性 45 名）の新入生を入学さ
せた．基本的な入試方式としては，推薦入試はディベート方式によるグループ面接をやめ，一般入試は前年と変わら
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．
一次試験においては，アドミッションセンターに特任講師を採用し入試問題の作成等をおこなった．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．第三者評価は，概ね良好な評価を下されたが，平成 23 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
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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．
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，IT センターの協力により，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．今年度
は，体験学習として外科系デモンストレーションを実施し，受験者，保護者に好評を得，前年を上回る多数の参加者
があった．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）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（任期：H23.3.31）

副委員長

上原政治（UEHARA, Seiji）
：医学基礎（生物学）：教授（任期：H23.3.31）

副委員長

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）：神経精神科・心療内科学：教授（任期：H23.3.31）

副委員長

織田弘美（ODA, Hiromi）
：整形外科・脊椎外科学：教授（任期：H23.3.31）

科目責任者

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitarou）：医学基礎（化学）：教授（任期：H23.3.31）

科目責任者

赤間啓一（AKAMA, Keiichi）
：医学基礎（物理学）：教授（任期：H23.3.31）

科目責任者

勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）：医学基礎（物理学）：准教授（任期：H23.3.31）

科目責任者

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）：医学基礎（英語）：准教授（任期：H23.3.31）

アドミッションセンター

椎 橋 実 智 男（SHIIBASHI, Michio）： 情 報 技 術 支 援 推 進 セ ン タ ー： 准 教 授（ 任 期：

H23.3.31）
入試事務室室長
事務局

小室秀樹（KOMURO, Hideki）：大学事務部：部長（任期：H23.3.31）

蛭間庄司（HIRUMA, Shoji）
：大学事務部学生課：課長補佐

2．目的
本委員会は医学部入試委員会で決定された方針により，学校法人埼玉医科大学入学試験実施委員会規則第 4 条に
則り，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
・第 1 回

定例会議（平成 22 年 4 月 20 日）：大学院講義室

出席 14 人

欠席 4 人

議事：入試日程，募集総数，オープンキャンパス日程等
・第 2 回

定例会議（平成 22 年 9 月 3 日）
：大学院講義室

出席 16 人

欠席 2 人

出席 15 人

欠席 3 人

議事：入試問題作成等
・第 3 回

定例会議（平成 23 年 1 月 7 日）
：大学院講義室

議事：試験監督者，入試問題点検等
・第 4 回

定例会議（平成 23 年 3 月 25 日）：大学院講義室

出席 17 人

欠席 1 人

議事：平成 22 年度入試の総括等
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 23 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 23 年度入試実施要領」の事前説明会の設定
・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
（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
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4．評価・次年度目標
本年も医学部オープンキャンパスを 2 度実施した．体験実習の新企画としてジョンソン＆ジョンソンの協力によ
る外科系デモをおこない，受験生に好評を得た．平成 23 年度は，5 名の定員増があり，募集人員は 120 名となった．
推薦，一般入試の志願者数は，昨年比約 90 名の増加であった．特段の支障をきたさず，成果をあげることができた．
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3．17）地域医学･医療センター運営会議
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：H24.3.31）

委

員

大野

良三（OHNO，Ryouzou）
：保健医療学部：学部長（任期：同上）

委

員

千田

みゆき（CHIDA,Miyuki）
：保健医療学部看護学科：教授（任期：同上）

委

員

宮山

徳司 （MIYAYAMA，Tokuji）：医療政策学：特任教授（任期：同上）

委

員

足立

雅樹（ADACHI，Masaki）
：健康管理センター：准教授（任期：同上）

委

員

柴﨑

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

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,Ryuichirou）：地域医学･医療センター：助教（任期：同上）

委

員

宮﨑

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

委

員

羽生

真由子 （HANYU, Mayuko）
：地域医学･医療センター：助教（任期：同上）

委

員

椎橋

実智男（SHIIBASHI，Michio）：IT センター：准教授（任期：同上）

委

員

鈴木

政美（SUZUKI，Mazami）
：地域医学・医療センター：准教授（任期：同上）

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 22 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 22 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，
地域体験実習の中で地域診療所実習を導入した．また，4 年生臨床推論実践的ケー
ススタディへ参画した．卒後臨床研修の地域医療プログラムにおいては，離島研修や埼玉県在宅医療実施診療所
等を研修協力施設とするなど，選ばれる地域医療研修プログラムを提案した．また，平成 23 年度に向けて，医
学部 1 〜 3 年生の医学概論に地域医療･チーム医療の視点を養うための教育を行うべく，プランを提案すること
になった．
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した．
5）Interprofessional Education に関する学内での知識の普及を目的に，埼玉県立大学看護学科大塚眞理子教授の卒
後教育委員会主催講演会を企画した．

4．評価と次年度目標
平成 22 年度は，平成 21 年度に引き続き，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．4 年生では，臨床前実習として，地域診療所での体験実習を開始した．また，1 年生では，選択必修科目と
して地域医学入門を開始し，入学当初より地域医療に対する意識の向上を目指したカリキュラムを展開するなど一定
の成果を上げた．今後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．
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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

委

員

森

委

員

千田

みゆき（CHIDA, Miyuki）
：保健医療学部看護学科：教授（任期：同上）

委

員

足立

雅樹（ADACHI, Masaki）
：健康管理センター：准教授（任期：同上）

委

員

柴﨑

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

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,Ryuichirou）：地域医学･医療センター：助教（任期：同上）

委

員

宮﨑

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

委

員

羽生

真由子 （HANYU, Mayuko）
：地域医学･医療センター：助教（任期：同上）

委

員

冨永

信子（TOMINAGA，Nobuko）：地域医学・医療センター：助教（任期：同上）

学外委員

洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学･医療センター：センター長（任期：H24.3.31）
茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター：教授（任期：同上）

稲葉宗通（INABA，Munemichi）
：社会福祉法人毛呂病院：院長補佐（任期：同上）

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 22 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 23 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実
施した．この中で，臨床前実習として，地域診療所での体験実習を開始した．1 年生では，選択必修科目として
地域医学入門を開始し，入学当初より地域医療に対する意識の向上を目指したカリキュラムを展開した．また，
平成 23 年度に向けて，
医学部 1 〜 3 年生の医学概論に地域医療･チーム医療の視点を養うための教育を行うべく，
プランを提案することになった．
2）21 年度に引き続き，22 年度にも 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．
5）Interprofessional Education に関する学内での知識の普及を目的に，埼玉県立大学看護学科大塚眞理子教授の
卒後教育委員会主催講演会を企画した．

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．モデルコ
アカリキュラムに改訂に伴う地域医療臨床実習の導入や，地域枠に対する入学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･医療センター地域支援検討委員会
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：H24.3.31）

委

員

千田

みゆき（CHIDA,Miyuki）
：保健医療学部看護学科：教授（任期：同上）

委

員

宮山

徳司 （MIYAYAMA，Tokuji）：医療政策学：特任教授（任期：同上）

委

員

足立

雅樹（ADACHI，Masaki）
：健康管理センター：准教授（任期：同上）

委

員

柴﨑

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

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,Ryuichirou）：地域医学･医療センター：助教（任期：同上）

委

員

宮﨑

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

委

員

羽生

真由子 （HANYU, Mayuko）
：地域医学･医療センター：助教（任期：同上）

2．目的
本委員会は，本学が連携すべき地域における保健医療福祉に関する課題解決のための支援について検討することを
目的とする．

3．活動報告
1）比企医療圏における地域医療体制確保に関する検討に関与し，地域における連携についての提案を行った．
2）平成 20 年度より実施してきた毛呂山町における特定健診受診率向上のためのプロジェクトを継続し，積極的
指導者に対する保健指導の協力などを行い，健診受診率を県内でも高位にすることが出来た．引き続き 24 年度
へ向けて目標達成のため支援する．またこれに伴い，毛呂山町の健康づくりに関する助言を行った．
3）毛呂山町小中学校，越生町保健センター，日高市小学校の要請に応じる形で，学校保健委員会，健康教育講演
会等において講師を務め，地域の健康づくりの基盤を固めるための活動を行った．

4．評価と次年度目標
平成 20 年度以前，健診受診率が県下でも下位にあった毛呂山町の特定健診受診率向上に寄与できたことは，地域
の健康づくりに対して多大な貢献ができたものと評価している．引き続き，地域の保健医療福祉に関する課題解決の
支援に積極的に取り組んでいく．
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3．20）地域医学･医療センター情報統計疫学委員会
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：H24.3.31）

委

員：椎橋

実智男（SHIIBASHI Michio）
：IT センター：准教授 （任期：同上）

委

員：柴崎

智美（SHIBAZAKI, Satomi）
：地域医学・医療センター：准教授（任期：同上）

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）

委

員：宮﨑

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

委

員：羽生

真由子（HANYU, Mayuko）
：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
支援するとともに，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
1）平成 22 年度は，平成 20 年度に実施した地域医学・医療センター保有のハードウェア・ソフトウェア資源の
見直しと新規導入計画に基づき，
疫学統計部門から申請し採択された学内グラントの一部により，スタンドアロー
ンで使用する PC（Dell Optiplex）を導入し，セキュリティの重要な疫学・臨床データ処理が行えるよう整備した．
2）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．
3）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）により構築した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（埼玉医科大学感染症情報
収集システム）を用い，新型インフルエンザの流行を迅速に把握し，その分析結果を適切にフィードバックする
など，地域の新型インフルエンザの流行対策を行った．併せて，新型インフルエンザに関する罹患状況に関する
調査を毛呂山町坂戸市の両小中学校を対象に実施し，集計解析を実施した．
4）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の「臨床
統計・生物統計コンサルティング」を運用し，平成 22 年度は，支援件数 18 件，論文 5 件（共著 3, 謝辞 2）
，
学会発表 4 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，多施設
共同 RCT にも参画し，また質的データ分析法を用いた医学教育研究を開始した．

4．評価と次年度目標
平成 20 年度に立案した新規導入計画に基づいて新規 PC を導入した．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．また，埼玉医科
大学感染症流行情報システムを運用するとともに，臨床統計･生物統計コンサルディングシステムの依頼も増え，一
定の成果をあげ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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3．21）アレルギーセンター運営会議
1．構成員
委員長

永田

副委員長

加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：教授（任期：H23.3.31）

真（NAGATA, Makoto）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：教授（任期：H23.3.31）

委員

松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：埼玉医科大学免疫学：教授

中村晃一郎（NAKAMURA, Koichiro）：埼玉医科大学病院皮膚科：教授
徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）：埼玉医科大学病院小児科：教授
森

圭介（MORI, Keisuke）
：埼玉医科大学病院眼科：准教授

植松和嗣（UEMATSU, Kazutsugu）：総合医療センター呼吸器内科：准教授
和合治久（WAGO, Haruhisa）
：国際医療センター保健医療学部：教授
事務局

中込一之（NAKAGOME, Kazuyuki）：埼玉医科大学病院呼吸器内科：講師

2．目的
本会議は，
「アレルギーセンター」が効率的に運営されるよう，埼玉医科大学アレルギーセンター規程第 8 条に基
づき設立された．アレルギーセンターは，医師，学生やコメディカルへの教育活動，最新治療をふくむ包括的診療活
動，そして病態の解明や治療の発展をめざした研究活動によって，アレルギー疾患に苦しむ患者の救済を目指して活
動することを目的とする．委員は，埼玉医科大学，埼玉医大国際医療センター，総合医療センターのアレルギー疾患
の関連スタッフからなる．また，アレルギー疾患に興味のある医師などに対して，オブザーバーとしての参加が認め
られている．
会議は，原則毎月 1 回行われ，組織構築，資金運用，事業展開などについて活発な討議を行い，必要な決定を行う．
また，関連スタッフによるプロジェクト検討を行い，他科との共同研究の可能性を探っている．

3．活動報告
（1）会議開催日（原則毎月 1 回）
：すべて議事録あり
①第 12 回

定例会議（平成 22 年 4 月 2 日）於：本部棟 1 階会議室

出席 7 人

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
②第 13 回

定例会議（平成 22 年 5 月 14 日）於：本部棟 1 階会議室

出席 8 人

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
③第 14 回

定例会議（平成 22 年 6 月 4 日）於：本部棟 1 階会議室

出席 6 人

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
④第 15 回

定例会議（平成 22 年 7 月 9 日）於：本部棟 1 階会議室

出席 6 人

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
⑤第 16 回

定例会議（平成 22 年 9 月 3 日）於：本部棟 1 階会議室

出席 7 人

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
⑥第 17 回

定例会議（平成 22 年 10 月 1 日）於：本部棟 1 階会議室

出席 5 人

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
⑦第 18 回

定例会議（平成 22 年 11 月 12 日）於：本部棟 1 階会議室

出席 6 人

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
⑧第 19 回

定例会議（平成 23 年 1 月 7 日）於：本部棟 1 階会議室

出席 8 人

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
⑨第 20 回

定例会議（平成 23 年 2 月 4 日）於：本部棟 1 階会議室

出席 8 人

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
⑩第 21 回

定例会議（平成 23 年 3 月 4 日）於：本部棟 1 階会議室

出席 9 人

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
（2）組織構築
①部門長の留任を決定した．
②総合医療センターより植松准教授，国際医療センターより和合教授を迎え，全学的組織となったことが報告された．
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③臨床研究の補助などの目的で非常勤職員を雇用することを決定した．
（3）資金運用
①診療部門備品，研究費不足時の補足や，大学院等の旅費物品費などにあてることを決定した．
②センター関連二科以上にまたがる論文の投稿料は，共同研究を奨励する意味で，資金がある間は，センターから
負担することを決定した．
③非常勤職員の雇用やデータ入力のためのコンピューター購入にあてることを決定した．
④末梢気道抵抗を測定するための IOS・モストグラフの購入について，現在議論中である．
（4）事業展開
各部門の年報を参照
（5）プロジェクト検討
①和合教授による今までの研究の紹介（音楽療法やレンコンの免疫に対する効果）
②耳鼻科善波准教授による花粉症における呼気中一酸化窒素測定に関する研究の紹介
③呼吸器内科小林医師による留学中の研究紹介（Danger signal による好酸球活性化）
④呼吸器内科高久医師による抗 IgE 抗体の喘息治療に対する効果についての研究紹介
⑤中込講師によるドーパミン D1 受容体拮抗薬の好中球性気道炎症に対する抑制効果についての研究紹介
⑥永田教授によるアレルギー疾患患者における上・下気道連関の解明についての研究報告
⑦中村教授よるアトピー性皮膚炎における TARC の役割についての研究紹介
⑧免疫学東医師による試験管内アジュバント活性評価法とその応用についての研究紹介
⑨呼吸器内科高久医師による喘息患者誘発痰におけるサイトカイン／ケモカインの発現に関する研究紹介
⑩呼吸器内科高久医師による抗 IgE 抗体の喘息患者の免疫反応に与える影響についての研究紹介

4．評価と次年度目標
センター創設より 2 年が経過した．今年度は，昨年度よりさらに，組織構築の強化，資金運用のルール作りなど
に重点を置き，関連スタッフによるプロジェクト紹介も毎回の会議で行った．その点においては，概ねの目標は達成
されたと思われる．次年度においては，さらにセンターを発展させていきたい．特に，外部に情報発信すべく，他科
との共同研究を推進し，実績を上げることができるように議論を重ねていきたい．良い方向を目指して運営できるよ
うに努力したい．
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3．22）統合画像システム管理委員会
1．構成員（任期：平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日）
委 員 長

木村文子（KIMURA, Fumiko）
：国際医療センター画像診断科：教授

副委員長

酒井文和（SAKAI, Fumikazu）
：国際医療センター画像診断科：教授

委 員 長

小宮山伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）：国際医療センター心臓内科：教授

委

松田博史（MATSUDA, Hiroshi）
：国際医療センター核医学科：教授

員

土器屋卓志（DOKIYA, Takushi）
：国際医療センター放射線腫瘍科：教授
新浪

博（NIINAMI, Hiroshi）
：国際医療センター心臓血管外科：教授

石原正一郎（ISHIHARA, Syouichirou）：国際医療センター）脳血管内治療科：教授
喜多宏人（KITA, hiroto）
：国際医療センター内視鏡検査治療センター長：教授
伊勢谷修（ISEYA, Osamu）
：国際医療センター中央放射線部：技師長代行
吉田

正（YOSHIDA, Tadashi）
：国際医療センター中央放射線部：課長補佐

来住野修（KISHINO, Osamu）
：国際医療センター中央検査部：課長補佐
池澤敏幸（IKEZAWA, Toshiyuki）：国際医療センター事務部医務課：次長
雪野聡史（YUKINO, Satoshi）
：国際医療センター事務部医務課
高山和貴（KOUYAMA, Kazuki）
：国際医療センター事務部医務課
村田知也（MURATA, Tomoya）
：国際医療センター事務部医務課
永澤雅俊（NAGASAWA, Masatoshi）：国際医療センター事務部医務課
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）：国際医療センター診療情報管理部：心臓内科：教授
松本亮介（MATSUMOTO, Ryousuke）：国際医療センター診療管理部：診療情報管理士
松井裕行（MATSUI, Hiroyuki）
：国際医療センター情報システム部：課長
佐藤巨樹（SATO, Naoki）
：国際医療センター診療システム部：主任

2．目的
統合画像システムを管理し，円滑な運営を目的に委員会を開催し活動する．

3．活動報告
委員会開催

平成 22 年 6 月 2 日（水） 16：00 〜 16：40

①委員会設置経緯について
統合画像システムを管理する委員会の設置が病院の運営上必要である為，委員会の設置承認と木村委員長の指名
が病院長により行われた．
②副委員長の選任について
委員長推薦による酒井副委員長と小宮山副委員長について，出席者全員に承認された．
③委員会規則について
委員の構成：医用画像データ全般を統合画像システムの扱う範囲とした場合，病理診断科や皮膚科など医用画像
を扱う部署の参加が必要との提案がされたが，当該管理委員会は，現行の統合画像システムの適正管理やその向
上を目的としているので，現状運用している部署のみ対象とする事を確認した．なお，現在未対応の部署につい
ては，今後のシステム拡張に応じて随時対応する事とした．
委員会事務局：診療情報管理部が担当．
委員会規則：一部誤字修正後，承認された．
④その他：以下の点について検討された
＊他院からの画像データ取込についての問題点
＊関連システムの保守管理について
＊適用延期となった SYNAPSE のバージョンアップについて
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4．評価と次年度目標
平成 22 年度より統合画像システム管理委員会が発足し，委員会メンバーの選定，委員会規則の作成を行った．平
成 23 年度は，延期となった SYNAPSE のバージョンアップについて検討したい．
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3．23）放射線部運営委員会
1．構成員（任期：平成 21 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 1 日）
委員長
委員

木村文子（KIMURA, Fumiko）
：中央放射線部

部長

鈴木孝明（SUZUKI, Takaaki）
：小児心臓外科教授
土器屋卓志（DOKIYA, Takushi）
：放射線腫瘍科教授
松田博史（MATSUDA, Hiroshi）
：核医学科教授
宮澤光男（MIYAZAWA, Mitsuo）
：消化器外科教授
金子公一（KANEKO, Kouichi）
：呼吸器外科教授
喜多宏人（KITA, Hiroto）
：消化器内科教授
佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）
：臨床腫瘍科教授
根本

学（NEMOTO, Manabu）
：救命救急科教授

森野正明（MORINO, Masaaki）
：小児救命救急科教授
棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：脳卒中内科教授
石原正一郎（ISHIHARA, Shoichiro）：脳血管内治療科長
古田島太（KOTAJIMA, Hutoshi）
：救命救急科准教授
森

厚子（MORI, Atsuko）
：A 棟 4 階病棟

副看護師長

村上洋子（MURAKAMI, Youko）
：中央放射線部
22 年度変更

副看護師長
中村路代（NAKAMURA, Michiyo）

福原純一郎（FUKUHARA, Jyunichirou）：薬剤部
池澤敏幸（IKEZAWA, Toshiyuki）
：医務課
山田

次長

次長

勉（YAMADA, Tsutomu）
：総務課施設係長

雪野聡史（YUKINO, Satoshi）
：事務部

医務課

伊勢谷修（ISEYA, Osamu）
：中央放射線部技師長代行

2．目的
中央診療部門としての円滑な運営を目的に委員会を開催し活動を行うこと．

3．活動報告
委員会開催

なし．

①検査の依頼状の不備及び同意書の運用変更について
＊検査目的の内容を詳細に記載するように診療マニュアルを改訂した．
＊検査同意書を封筒に入れ検査当日に患者本人が持参する運用を徹底した．これにより，事務員が前日に同意書を
電子カルテからチェックする業務が軽減された．
②C棟2階

画像診断部門の処置室の新設工事について

・看護師による造影ライン確保・観察を目的に・C 棟 2 階（CT 設置将来スペース）に処置室を開設した．これ
により，画像診断科の医師は読影に専念できる時間が増え，検査数増加，読影数増加に対応することが可能で
あった．
③中央放射線部の装置メンテ契約について
C 棟 2 階の 16 列，64 列 CT 機種（GE

Healthcare）のメンテナンス契約完了．これにより，昨年度懸念された

電話によるリモートメンテナンスも引き続き可能となった．

4．評価と次年度目標
検査数・業務量の増加への対応を検討，
実施した．平成 23 年度より，C 棟 2 階に 3TMRI が増設されることが決まり，
MRI 検査依頼数増加に対応していきたい．
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4．1）保健医療学部教授会
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
岡部惠子（OKABE, Keiko）
：看護学科 教授・学科長（平成 23 年 3 月 31 日退任）
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
加藤基子（KATO, Motoko）
：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
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
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
戸井田昌弘（Toida, Masahiro）
：医用生体工学科 教授（平成 22 年 4 月 1 日着任）
見目恭一（Kenmoku, Kyoichi）
：医用生体工学科 教授（平成 23 年 1 月 1 日昇任）
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（平成 23 年 3 月 31 日退任）
小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）: 理学療法学科 教授
藤田博暁（Fujita, Hiroaki）
：理学療法学科 教授（平成 22 年 4 月 1 日昇任）
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
村岡繁樹（MURAOKA, Shigeki）
：川角分室 室長（平成 23 年 3 月 31 日退任）

3．開催日
（1）定時開催
第 44 回：4 月 22 日（木）出席者 28 名
第 45 回：5 月 27 日（木）出席者 24 名
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第 46 回：6 月 24 日（木）出席者 27 名
第 47 回：7 月 22 日（木）出席者 29 名
第 48 回：9 月 30 日（木）出席者 27 名
第 49 回：10 月 28 日（木）出席者 24 名
第 50 回：11 月 25 日（木）出席者 24 名
第 51 回：12 月 16 日（木）出席者 26 名
第 52 回：1 月 20 日（木）出席者 27 名
第 53 回：2 月 24 日（木）出席者 27 名
第 54 回：3 月 24 日（木）出席者 30 名
（2）臨時開催
3 年次編入合否判定：9 月 28 日（水）出席者 22 名（委任状 7 名）
推薦入試合否判定：11 月 9 日（水）出席者 24 名（委任状 4 名）
AO 入試合否判定：12 月 21 日（火）出席者 27 名（委任状 3 名）
一般入試前期 2 次合否判定：2 月 1 日（火）出席者 28 名（委任状 2 名）
一般入試後期合否判定：3 月 4 日（火）出席者 24 名（委任状 5 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

5．人事
学部開設から 5 年目を迎え，戸井田昌弘教授（医用生体工学科，平成 22 年 4 月 1 日付）が着任，藤田博暁教授（理
学療法学科，平成 22 年 4 月 1 日付）
，見目恭一教授（医用生体工学科，平成 23 年 1 月 1 日付）が昇任された．また，
岡部恵子教授（看護学科長・看護学研究科長）が退任された（平成 23 年 3 月 31 日付）．

6．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 44 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 8 名の既修得単位認定案および平成 21 年度 1 〜 3 年生の成績優秀者表彰案が承認された．また，退学 5 名が承
認された．第 45 回教授会（5 月）では，平成 23 年度からの医用生体工学科のカリキュラム改定案が承認された．
また，休学 1 名，除籍 1 名が承認された．第 46 回教授会（6 月）では，退学 1 名が承認された．第 47 回教授会（7
月）では，
休学 2 名が承認されるとともに，
看護学科の准教授選考委員会委員案が承認された．第 48 回教授会（9 月）
では，平成 23 年度学事予定案が承認された．また，学部学生の校舎および学生ホール利用に関する内規案が承認さ
れた．第 49 回教授会（10 月）では，埼玉医科大学 RI 研究施設放射線障害予防規程改正案および埼玉医科大学ゲノ
ム医学研究センター放射線障害予防規程改正案，医学部の定員増員に関する学則改訂案，平成 23 年度からの健康医
療科学科のカリキュラム改正に伴う学則別表の改訂案が承認された．また，平成 22 年度保健医療学部プロジェクト
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研究の審査結果（申請 35 件，採択 30 件）および教員組織運営会議による医用生体工学科の教授，准教授の選考委
員選任結果が承認された．第 50 回教授会（11 月）では，休学 1 名，退学 1 名が承認された．第 51 回教授会（12 月）
では，譴責 1 名が承認された．第 52 回教授会（1 月）では，健康医療科学科のカリキュラム改正案が承認され，ま
た，停学（4 週間）1 名が承認された．第 53 回教授会（2 月）では，看護学科，健康医療科学科，医用生体工学科，
理学療法学科の卒業判定案が承認された．第 54 回教授会（3 月）では，各学科の進級判定案が承認されるとともに，
平成 23 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，休学 2 名，退学 13 名，復学 3 名が承認された．
さらに，各種の委員会活動を通じて，新入生オリエンテーションの実施，入学者への PC 斡旋（第 44 回教授会）
，
学生名簿の改訂，部活団体の設立手続きの改正，オープンキャンパスのポスター，大学紹介パンフレットの作成（第
45 回教授会）
，咳を主徴とした上気道感染症の多発への対策，学生のスポーツ大会開催支援，業績データベースの説
明会開催，実習・演習用の授業評価シートの作成（第 46 回教授会），各学科単位の FD 活動の実施，公開講座の開催，
夏季特別プログラムの実施，医療人教育者のためのワークショップ開催，ロッカー室へのシャワー設置（第 48 回教
授会）
，各種国家試験と授業内容との対応チェック，学生の海外研修支援，卒業アルバムの作成支援，学生による授
業評価結果のまとめと教員表彰制度の新設（第 49 回教授会），1 年生への Basic Life Support 実習の導入，越華祭の
開催支援（第 50 回教授会）
，学長賞・奨学賞候補者の選定（第 53 回教授会），1 〜 3 年生の奨学賞候補者の選定，
学生の授業評価による表彰教員の選定（第 54 回教授会）等が策定・実施された．
なお，臨時教授会を 5 回開催し，看護学科 3 年次編入学試験，推薦入学試験，AO 入学試験，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）の合否判定等を行った．

7．評価と次年度目標
審議内容は学生の入退学，休学等に関する事項，カリキュラムに関する事項，学生の指導および厚生に関する事項，
学則などの改廃に関する事項，教員人事に関する事項その他多岐にわたったが，3 学科がすでに完成年度を過ぎ，後
発の理学療法学科も完成年度を迎えたことから，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，各種委員会活動も順調に行われ，それぞれ大きな成果を上げている．なお，健康医療科学
科および医用生体工学科では，平成 23 年度からカリキュラム改正を実施予定である．
国家試験合格率は，それぞれ看護師 98.8％（全国平均 91.3％），保健師 82.6％（全国平均 86.3％），臨床検査技
師 61.8％（全国平均 67.0％）
，臨床工学技士 93.7％（全国平均 77.4％），理学療法士 95.5％（全国平均 74.3％）で
あり，看護師，臨床工学技士および理学療法士では全国平均を大きく上回る好結果であった．ただし，保健師および
臨床検査技師では全国平均を若干下回る結果となっており，なお満足すべき状況とはいえない．
学部開設から 6 年目となる次年度においては，それぞれの学科で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，入学者選抜やカリキュラム構成，学生の福利厚生など様々な領域において，将来への展望をみすえ
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．
なお，
平成 22 年 4 月からの看護学研究科看護学専攻（修士課程）と医学研究科医科学専攻（修士課程）の開設に伴い，
学部教員への負担が増加しており，さらに大学院と学部との連携を効率的に行えるよう工夫を重ねる必要がある．
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4．2）保健医療学部学務委員会
1．構成員
委員長：大野良三（OHNO, Ryozo）
，学部長，平成 22 年 4 月 1 日より 2 年間
委

員：佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
，看護学科教授，平成 22 年 4 月より 2 年間
古地順子（KOCHI, Junko）
：看護学科教授，平成 21 年 4 月より 2 年間
有田

彰（ARITA, Akira）
，健康医療科学科教授，平成 21 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 22 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 22 年 4 月より 2 年間
脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi）
，医用生体工学科教授，平成 22 年 4 月より 2 年間
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
，理学療法学科教授，平成 22 年 4 月より 2 年間
神子嶋
間山

誠（KAMIKOJIMA, Makoto），理学療法学科講師，平成 21 年 4 月より 2 年間

辻

伸（MAYAMA, Shin）
，健康医療科学科講師，平成 22 年 4 月より 2 年間
美隆（TSUJI, Yoshitaka）
，看護学科准教授，平成 22 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 22 年度の活動目標：
①平成 22 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
・成績優秀者の表彰実施
・Web 履修登録の実施，整備
・定期試験日程の調整・実施，成績の開示・送付
・夏季休暇中の特別プログラムの実施
・看護学科領域別実習要件認定式の開催
・解剖体慰霊祭への学生参加
・休学・退学者の認定
②平成 23 年度カリキュラム等の準備
・年間学事予定の作成
・非常勤講師の依頼と調整，時間割の調整
・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
・新入生オリエンテーションの企画
③その他の事項
・医療人教育者のためのワークショップ開催
・各種国家試験と授業内容の対応チェック
・公開講座の開催
・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）
・学生に対する PC 斡旋の実施，この際のセキュリティ対策の検討
・年度ごとの住所録等確認の実施
・各種の教育環境整備（学生部委員会と共同）
・進級判定基準の見直し
・担任制度の見直し
・語学研修への支援に関する見直し
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・電子シラバス等の見直し
・カリキュラム評価の実施に関する検討
・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
・講義の出欠席管理システムの検討
・既修得単位の認定手順に関する検討
・携帯電話から閲覧可能な掲示板に関する検討
・BLS 訓練の全学的実施の検討
・教室での飲食に関する検討

3．活動報告
（1）第 45 回学務委員会（平成 22 年 4 月 16 日，議事録あり）
①委員交代（看護学科の千田教授から佐鹿教授へ，健康医療科学科の市岡教授から間山講師へ，医用生体工学科の
吉澤教授から脇田講師へ，理学療法学科の赤坂教授から高倉教授へ）の紹介
②平成 21 年度活動概要の報告と平成 22 年度活動目標の確認
③学生の在籍状況（留年者等）の報告
③シラバス，学生便覧の配布報告
④新入生オリエンテーション実施報告
⑤学生に対する PC 斡旋報告：新入生 46 名
⑥学生名簿の新規作成報告
⑦ Web 履修登録の状況報告
⑧学生の現住所確認の状況報告
⑨ロッカー室の整備状況報告
⑩各種小委員会の委員選定
⑪平成 21 年度成績優秀者（42 名）の表彰報告
⑫新入生 1 名および編入学生 8 名の既習得単位認定案の承認
（2）第 46 回学務委員会（平成 22 年 5 月 21 日，議事録あり）
①電子シラバスの更新遅延に関する意見交換
②新入生オリエンテーションのポストアンケート報告：スケジュールの過密さ軽減について意見交換
③第 7 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 27 日〜 28 日）
④医用生体工学科の平成 23 年度からのカリキュラム改定案の承認
⑤ 1 年生への Basic Life Support 実習案の提示
⑥学生の海外研修の実施と支援体制に関する意見交換：春の語学研修（国際交流センター）に加え，中国および米
国における夏の理学療法研修（理学療法学科）
（3）第 47 回学務委員会（平成 22 年 6 月 18 日，議事録あり）
①発熱と上気道感染症状を呈する学生数増加に関する報告：6 月上旬から医学部・保健医療学部で流行の兆し
②消防訓練に関する意見交換
（4）第 48 回学務委員会（平成 22 年 7 月 16 日，議事録あり）
①発熱と上気道感染症状を呈する学生への全 3 回のアンケート調査結果報告：対策として手洗いと咳エチケット
の徹底，部活動の禁止を実施してきたが，7 月 6 日付で部活動の禁止は解除した．（百日咳の集団感染が疑われ
たが，後日の調査の結果，否定された）
②前期定期試験日程案の提示
（5）第 49 回学務委員会（平成 22 年 9 月 17 日，議事録あり）
①看護学科の FD プログラム（教育評価の活用による教育力の向上）実施報告
②理学療法学科の FD プログラム（国試形式の MCQ 作成）実施報告
③第 5 回公開講座（看護学科担当）の実施報告：参加者 136 名
④夏季休暇中の学生受け入れプログラムの実施報告：保健医療学部の 11 プログラムに延べ 142 名が参加，他に
医学部プログラムにも参加している．
⑤第 7 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（事務職員 3 名），近日中に報告書を全
国の関係大学に送付予定
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⑥各種国家試験問題と授業内容の対応の結果一覧表の提示
⑦平成 23 年度学事予定案の承認
⑧学生ホールの完成に伴い，
「学部学生の校舎および学生ホールの利用に関する規約案」について承認
（6）第 50 回学務委員会（平成 22 年 10 月 15 日，議事録あり）
①看護学科領域別実習要件認定式の実施報告
②解剖体慰霊祭の開催：看護・健康・医用から 5 名，理学から 50 名が参加予定
③各種国家試験問題と授業内容の対応に関する学科ごとの検討結果報告：大きな問題点はなく，現行の授業内容で
ほぼ対応可能
④健康医療科学科の平成 23 年度からのカリキュラム改定案の提示と意見交換
（7）第 51 回学務委員会（平成 22 年 11 月 19 日，議事録あり）
①学園祭の実施報告（10 月 30 〜 31 日）
：台風のため学生ホールも使用した．
②学生ホールの利用開始に伴う教室での飲食禁止について意見を交換，食べ物は禁止，飲み物は休み時間のみ許可
とする案が承認された．
（8）第 52 回学務委員会（平成 22 年 12 月 10 日，議事録あり）
①第 7 回公開講座の実施報告（健康医療科学科担当）：参加者 36 名
②選択科目の開講条件につき意見を交換，選択者 5 名未満では原則として開講しないこととした．
（9）第 53 回学務委員会（平成 23 年 1 月 14 日，議事録あり）
①藤田学園関係者の学内見学と懇談会の開催報告
②新入生オリエンテーション案の提示と意見交換
③医学部の市民公開講座への一部参加の報告：平成 23 年度から開始，健康医療科学科から 2 回，理学療法学科か
ら1回
④健康医療科学科の平成 23 年度からのカリキュラム改定案の承認
⑤後期定期試験日程案の提示
⑥卒業判定および進級判定の日程について概要決定
⑦ Basic Life Support 実習の実施報告：埼玉西部広域消防本部にて 201 名が受講
（10）拡大学務委員会（平成 22 年度卒業判定会議：平成 23 年 2 月 18 日，議事録あり）
①学務委員会委員および 4 学科長による卒業判定会議を実施した．
②看護学科では 95 名の卒業，健康医療科学科では 48 名の卒業（留年 4 名），医用生体工学科では 31 名の卒業（留
年 3 名）
，理学療法学科では 44 名の卒業となる卒業判定案が承認された．
（11）第 54 回学務委員会（平成 23 年 2 月 18 日，議事録あり）
①シラバスおよび学生便覧の作成状況報告
②学長賞および成績優秀者案の承認
（12）拡大学務委員会（平成 22 年度進級判定会議：平成 23 年 3 月 18 日，議事録あり）
①学務委員会委員および 4 学科長による進級判定会議を実施した．
②看護学科では 1 年生 90 名，2 年生 87 名（留年 1 名），3 年生 94 名（留年 2 名）の進級，健康医療科学科では
1 年生 79 名（留年 1 名）
，2 年生 69 名（留年 1 名），3 年生 65 名（留年 1 名）の進級，医用生体工学科では 1
年生 38 名（留年 1 名）
，2 年生 38 名（留年 1 名），3 年生 30 名（留年 6 名）の進級，理学療法学科では 1 年
生 49 名（留年 1 名）
，
2 年生 45 名（留年 5 名），3 年生 43 名（留年 1 名）の進級となる進級判定案が承認された．
（13）第 55 回学務委員会（平成 23 年 3 月 18 日，議事録あり）
①東日本大震災にかかわる在学生の被災状況調査報告
②卒業式および謝恩会の実施報告
③平成 21 年度奨学賞候補者の選定：1 〜 3 年生 43 名
④休学者，復学者，退学者の承認

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 22 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 21 年度成績優秀者（奨学賞）の選定，Web 履修登録の実施，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，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
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た．また，解剖体慰霊祭への学生参加，看護学科領域別実習要件認定式を例年通り実施した．なお，Web 履修
登録については履修者名簿の配布遅延などへの改善策の検討が必要である．
②平成 23 年度カリキュラム等の準備：
平成 23 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 23 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年度ごとに見直しを行っていく．なお，電子シラバスの効果的運用につい
ても検討した．
③その他の事項（設定した目標以外の事項も含む）：
6 月上旬から百日咳の集団感染を疑わせる上気道炎の学内流行があり，咳エチケットの励行や部活動の禁止な
ど学部としての対策を講じたが，調査の結果，百日咳は否定され約 1 か月で流行は終息した．
第 7 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．今回も昨年に
引き続き事務職 3 名が参加し，教育の原理に関する事務職者の理解の促進に貢献した．また，看護学科および
理学療法学科では，学科単位のＦＤ活動が実施された．
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，科
目担当者による検証を行った．また，社会との連携事業の一環として，学科単位で担当する公開講座を 2 回開
催した．なお，次年度以降は，医学部で実施している一般市民を対象とした市民公開講座に一部参加する予定で
ある．
夏季休暇中の学生受け入れプログラムを実施し，多数の学生が保健医療学部のプログラムのみならず，医学部
のプログラムにも参加した．ただし，理学療法学科以外の学科からの参加者が少ないので，次年度以降さらに学
生への周知を図る．
学生ホールの新設に伴い，
「学部学生の校舎および学生ホールの利用に関する規約」を策定し，円滑なホール
利用およびセキュリティ対策を促進した．なお，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．
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．国家試験対策および成績不良者への対応に
ついては，さらに検討を重ねて十分な対応を図る必要がある．カリキュラム評価については，学部としてでなく
学科単位で 4 年間のカリキュラム全体の見直しを進め，平成 23 年度以降の健康医療科学および医用生体工学科
のカリキュラム改訂案（学則改定案）を承認した．
新たな活動としては，1 年生の後期に Basic Life Support 実習を導入した．正規の授業枠でこれを行っている
医用生体工学科以外の 3 学科を対象としている．
（2）次年度の目標
①平成 23 年度カリキュラム等の実施と評価
②平成 24 年度カリキュラム等の準備と評価
③既修得単位の認定基準に関する見直し（継続）
④防災訓練の実施に関する見直し（継続）
⑤夏季休暇中の特別プログラムの見直し（継続）
⑥医療人教育者のための WS の見直し（継続）
⑦ Web 履修登録手順の見直し（継続）
⑧電子シラバス等の見直し（継続）
⑨大学メールの携帯電話への転送システムの普及（新規）
⑩海外研修への支援に関する見直し（継続）
⑪成績不良者への対応策の検討（継続）
⑫授業の出欠席管理に関する見直し（継続）
⑬担任制度の見直し（継続）
⑭進級判定基準の見直し（継続）
⑮就職活動に伴う欠席者の取り扱いに関する検討（継続）
⑯国家試験対策に関する検討（継続）
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4．3）保健医療学部学生部委員会
1．構成員
委員長 鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：健康医療科学科：教授（任期：H23.3.31）
委員

淺川典子（ASAKAWA, Noriko）
：看護学科：准教授（任期：H23.3.31）
本山仁美（MOTOYAMA, Hitomi）
：看護学科：准教授（任期：H24.3.31）
間山

伸（MAYAMA, Shin）
：健康医療科学科：講師（任期：H24.3.31）

加納

隆（KANO, Takashi）
：医用生体工学科：教授（任期：H23.3.31）

中島孔志（NAKASHIMA, Kohshi）
：医用生体工学科：講師（任期：H24.3.31）
小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）
：理学療法学科：教授（任期：H24.3.31）
澤田

豊（SAWADA, Yutaka）
：理学療法学科：講師（任期：H23.3.31）

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，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）22 年度の活動目標
（1）保健管理の改善
（2）学生との交流の推進
（3）学園祭開催の支援
（4）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 22 年 4 月 1 日より平成 23 年 3 月 31 日の間，計 15 回の委員会を開催し以下の審議を行った．
なお，
そのうち 2 回は医学部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），3 回は臨時委員会を行っ
た．
2）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 22 年 4 月 12 日）於：C 棟 2F 会議室

出席 6 人

欠席 2 人

出席 8 人

欠席 0 人

出席 5 人

欠席 3 人

①委員長挨拶と委員の自己紹介
②平成 22 年度活動目標と定例委員会開催日程の検討
③学生部委員の役割分担の検討
（2）第 2 回学生部委員会（平成 22 年 5 月 17 日）於：C 棟 2F 会議室
①学生の団体設立にする対応について検討
②課外活動で活躍した学生の表彰を内規を参照に審議
③学生懇談会の日程についての検討
④越華祭の保健企画の充実を図るための方策を検討
（3）第 3 回学生部委員会（平成 22 年 6 月 14 日）於：C 棟 2F 会議室
①越華祭での保健企画について検討
②医学部との合同学生部委員会の議題ついて検討
（4）第 1 回埼玉医科大学（医学部・保健医療学部）合同学生部委員会（平成 22 年 7 月 9 日）
①喫煙問題についての検討
②川角キャンパス体育館の利用についての検討
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③体育会系部活動時の AED 整備についての検討
④ハラスメント対策についての検討
⑤越華祭の運営についての検討
（5）第 4 回学生部委員会（平成 22 年 9 月 13 日）於：C 棟 2F 会議室

出席 7 人

欠席 1 人

①越華祭の保健企画の運営についての検討
②日高キャンパス喫煙問題についての検討
③保健医療学部体育会系部活動時の AED 整備についての検討
（6）第 2 回埼玉医科大学（医学部・保健医療学部）合同学生部委員会（平成 22 年 10 月 1 日）
①喫煙問題についての検討
②大類グラウンドの利用についての検討
③越華祭の企画運営についての検討
（7）第 5 回学生部委員会（平成 22 年 10 月 18 日）於：C 棟 2F 会議室

出席 6 人

欠席 2 人

①越華祭での O-157 対策について検討
②喫煙問題についての検討
③卒業アルバムについての検討
④オートバイの違法駐輪についての検討
⑤講義室内での飲食の可否について検討
（8）第 6 回学生部委員会（平成 22 年 11 月 8 日）於：C 棟 2F 会議室

出席 5 人

欠席 3 人

出席 8 人

欠席 0 人

①越華祭の反省と今後の課題について検討
②学生の違法駐車対策についての検討
③課外活動で活躍した学生の表彰を内規を参照に審議
（9）第 7 回学生部委員会（平成 22 年 12 月 6 日）於：C 棟 2F 会議室
①オートバイの違法駐輪を繰り返した学生の処罰について検討
②講義室の席取り問題について検討
③ 6 階マルチメディア講堂の利用についての検討
（10）臨時学生部委員会（平成 22 年 12 月 10 日）於：B 棟 1F 大会議室

出席 4 人

欠席 4 人

① 1 階ロッカー室内での放水事件についての検討
（11）臨時学生部委員会（平成 22 年 12 月 13 日）於：C 棟 2F 会議室

出席 6 人

欠席 2 人

出席 8 人

欠席 0 人

① 1 階ロッカー室内での放水事件についての検討
（12）臨時学生部委員会（平成 22 年 12 月 21 日）於：C 棟 2F 会議室
①診断書の偽造，虚偽の申告を行った学生についての処罰の検討
（13）第 8 回学生部委員会（平成 23 年 1 月 17 日）於：C 棟 2F 会議室

出席 6 人

欠席 2 人

出席 8 人

欠席 0 人

①学生の処罰の目安（基準）について検討
（14）第 9 回学生部委員会（平成 23 年 2 月 14 日）於：C 棟 2F 会議室
①平成 23 年度学生便覧について検討
②学生の健康管理について検討
（15）第 10 回学生部委員会（平成 22 年 3 月 14 日）於：C 棟 2F 会議室

出席 4 人

欠席 4 人

①学生の健康管理について検討
②定期健康診断未受検の学生の対応について検討

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
平成 21 年 4 月に設けられた健康推進センターに依頼し，
①臨地実習等に伴って必要な予防接種の実施がスムーズに行われた．
②ツベルクリン反応検査：平成 22 年度より学外実習等で不要となったため実施しなかった．ただし，就職試験
時に提出する健康診断書にツベルクリン反応検査結果の記載を求められた場合には，対象学生に例外的に実施
した．
③在校生健康診断：平成 22 年度は新入生オリエンテーション期間中に毛呂山キャンパス健康管理センターで実
施された．しかし，スケジュール的にかなり無理があっため，平成 23 年度は新入生オリエンテーションの前
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の週に実施する予定．
（2）学生の行事支援
①大学祭（越華祭）
：医学部と保健医療学部の合同開催 3 年目となり，両学部の学生会，越華祭実行委員会の間
の共同作業もよりスムーズに行われるようなった．テーマは「You & I」で 10 月 30 − 31 日に開催された．なお，
You には「優」や「友」
，& には「縁」
，I には「愛」という意味が込められている．
大学祭における保健企画において，従来，1，2 年生で行っていたものを，3，4 年生が企画段階から入るよう
に学生に提案し，今年度は充実した内容になった．
②学生会企画の年間行事の支援：新入生歓迎会（各学科毎に実施：4 月後半），スポーツ大会（6/10），七夕会（7
月初旬）
，大学祭（越華祭 10/30，31）
，などの学生が企画した行事を支援し無事の行うことができた．なお，
7 月に予定されていた音楽祭は百日咳感染の疑いがあり中止された．
（3）課外活動の支援
表彰内規にのっとり，課外活動で活躍した埼玉医科大学保健医療学部の学生の団体および個人の表彰を検討し以
下を対象者として，学部長ならびたちばな会に上申した．
①中山良枝（看護学科 4 年）
：H21 年度秋季関東医科学生卓球大会女子の部団体戦優勝
②仲里美穂（理学療法学科 3 年）
：
H21 年度秋季関東医科学生卓球大会女子の部団体戦優勝
H21 年度関東医科学生卓球大会新人戦優勝
③清水和樹（健康医療科学科 3 年生）
：H22 年度中日書道展二科賞受賞（近代詩文）
④山本遥菜（看護学科 1 年）
：H22 年度関東医科大学対抗陸上競技大会，「砲丸投げ」，「高跳び」優勝
⑤準硬式野球部：H22 年度 新関東大学準硬式連盟の二部へ昇格
（4）処罰の審議
3 件の事案を審議し，けん責 1 件，停学 1 件を教授会に上申した．
（5）学生と教員の交流会の推進
学生会執行部・越華祭実行委員懇談会 2 回（H22/6/25，H22/11/26），学年代表懇談会 2 回（H22/7/16，
H22/12/17）
，クラブ同好会サークル代表者懇談会 2 回（H22/7/23，H22/12/10）を行った．日ごろの疑問点，
要望などを聞き，緊急性の高い事案および実行可能な事案から，関係部署と相談しながら対処していくこととし
た．
①改善された主な事案
・学生ホール（オスラーホール）の建設
・オスラーホールへのコピー機，電子レンジおよび電気ポットの設置
・シャワー室をロッカー室内に設置
・日高キャンパス図書館の開館時間延長
・午後 7 時以降のゼミ室等の鍵の返却法：ブックポストを利用することにより簡便化
・川角キャンパスグラウンドの野球用ネット老朽化に伴う修繕
・ダンス部の専用ロッカー設置
・SWEAT & COOKING サークルの活動場所の確保
②未解決の主な事案
・テレサホールチャージ機の増設
・バス停の風除け場所の設置
・駐車場の防犯対策（特に夜間）
・体育施設の整備
・川角キャンパスへのスクールバスの増便
2）次年度の目標
医学部学生部委員会とも意見交換をしながら，充実した学生生活を送れるように支援する．主な対応項目は以下の
通りである．
（1）保健・健康管理
教職員・学生健康推進センターと打ち合わせを行いながら，学生の健康管理の充実を図る．
（2）学生との懇談会
来年度も学生の要望に出来る限り対応するために引き続き実施する．
（3）学生の行事支援
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平成 22 年度同様，越華祭をはじめとして学生行事の支援並びに助言を行う．また卒業アルバムや謝恩会の企画
に助言を行う．
（4）福利厚生施設の充実
バス停の風除け場所の設置，駐車場の防犯対策（特に夜間），体育施設の整備等々，引き続き強く要望していく．
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4．4）保健医療学部図書館委員会
1．構成員
分館長

間瀬年康（MASE, Toshiyasu）
：健康医療科学科

委

加藤基子（KATO, Motoko）
：看護学科

員

教授（任期：H.23.3.31.）

准教授（任期：H.23.3.31.）

加藤綾子（KATOH, Ayako）
：医用生体工学科
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）
：理学療法学科

講師（任期：H.23.3.31.）
教授（任期：H.23.3.31.）

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 22 年 5 月 25 日）於：保健医療学部日高キャンパスＡ棟 2 階
出席者

6名

欠席者

ゼミ室 8

なし

1．新任委員紹介
議事に先立ち，間瀬分館長から，各学科の図書館委員交代について説明があった．
平成 22 年度図書館委員
看護学科

加藤基子

健康医療科学科

間瀬年康分館長

医用生体工学科

加藤綾子

理学療法学科

藤田博暁

2．報告事項
報告 1

平成 22 年度予算概算要求一覧，平成 22 年度事業計画について説明があった．

日高キャンパス
利用者用閲覧机・椅子の追加購入と手元照明器具を設置し，勉学集中力向上と節電対策とする．現在学生ホ−
ル建設中であるため設置は 9 月過ぎとなる．
川角キャンパス
大学院設置に伴う分館旧館長室の大学院生研究室設置への改修工事は終了．また老朽化した冷暖房設備の更新
等，説明があった．
図書購入予算の中で視聴覚資料の要望が近年増加しており，予算内における流動性について意見交換がされ，
図書購入経費から視聴覚資料購入経費へ変更可能である旨の説明があった．
報告 2

日高キャンパス：シラバス掲載図書の購入申請について未所蔵図書購入リストを作成した．シラバス掲

載図書は概ね所蔵．現状で不足の図書を購入していく．
報告 3

日高キャンパス：平成 21 年度中に購入できなかった「学生用教育図書購入申請」について 3 学科長宛

に購入希望リストを送付し，了承をいただいている．現在丸善に見積書作成の依頼をしている．
報告 4

日高キャンパス：新入生オリエンテ−ションにおいて「学科別ガイダンス」として図書館ツア−を実施

した．
3．審議事項
審議 1

平成 22 年度図書館委員会開催について年 4 回開催を予定しており，承認された．

4．その他
平成 21 年度医科大学附属図書館 貸出統計集計表 各館別集計表について，本学 6 図書館（本館・短大・川越・
川角・日高・川越看専）の利用率について説明があった．川角・日高ともに利用率が高い．
②

第 2 回 （平成 22 年 7 月 12 日）於：保健医療学部日高キャンパスＡ棟 2 階

出席者

5名

欠席者

ゼミ室 7

1名

1．報告事項
（日高キャンパス）
報告 1

5 月に購入申請を行った学生用教育図書は納品が始まった．昨年度末から保健医療学部の稟議書の様式が

若干変わったことをうけ，従前，稟議書の決裁手続きを本館・小野沢事務長が代行していたが，「保健医療学部
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としての処理が望ましい」との指示により，今後は保健医療学部にて稟議書の決裁依頼までを行うこととする．
報告 2

シラバスに掲載されている図書をリスト化し，所蔵状況を調査継続中である．所蔵のない図書について

は購入リストの見積を丸善に依頼する．
報告 3

夏季休暇の業務予定・閉館日程と長期貸出について

同一システムで稼働している関係施設図書館との打ち合わせにより決定した．夏季
休暇中の「特別業務」
「休館」については各館で決める．
貸

出

日

：7 月 5 日〜 8 月 21 日の図書は返却日が 9 月 6 日（月）

開館時間変更：9：00 〜 17：00（8 月中）
閉

館

日

：附属図書館 ---------------------8 月 2 日〜 7 日
日高キャンパス分館 --------8 月 9 日〜 13 日
川角キャンパス分館 -------- 未定・何週と決めず，臨時閉館で対応．

報告 4

平成 21 年度図書館利用統計 （本館

図書館委員会資料）

別紙資料 1 を基に本学図書館利用状況について説明があり，意見交換がされた．
図書館としては CiNii の導入を検討している．
報告 5

日高キャンパス図書館は，大学院看護学研究科学生にオリエンテ−ションを含む文

献検索講義を 4 月に実施した．
（川角キャンパス）
報告 1

大学院の理学療法学分野学生 6 名に対してオリエンテ−ションを実施した．

2．審議事項
審議 1

図書購入申請書の配布については 8 月中旬に〆切り・回収，9 月までに発注を予定．これとは別に，不

定期な図書購入申請も受けている．
加藤（綾）委員より医用生体工学科の電子ジャ−ナル資料整備の遅れを検討いただきたいとの要望があった．
審議 2

川角キャンパス図書館スタッフ 1 名が，夏季期間を利用して司書講習を受講する．

川角キャンパス図書館夏季期間運営のサポート体制として，日高キャンパス図書館
スタッフが交代でサポ−トに入る予定．
（了承）
3．その他
その他 1

本学図書館は環境が非常に整備されており，学生の学習に役立っている．ニ−ズが高まっている電子

ジャ−ナルの充足も大切だが，当面は，教育に必要な図書の充実を目指し，運営していく．
その他 2

加藤（綾）委員より，医用生体工学科の学部生について文献検索講義を検討いただきたいとの意見が

あった．看護・健康・理学の 3 学科は健康医療科学科有田教授の情報リテラシ−講義の一環で文献検索講義
が実施されていたが，医用の学生は講義がなかった．講義については医用生体工学科で検討いただく．
③

第 3 回 （平成 22 年 9 月 28 日） 於：保健医療学部日高キャンパスＡ棟 2 階
出席者

6名

欠席者

ゼミ室 7

なし

1．報告事項
（日高キャンパス）
報告 1

8 月に行った「学生用教育図書購入申請」について現在，見積もり依頼中である．

報告 2

7 月に行われた学生代表者懇談会より，図書館に対する要望事項として『開館時間の延長』
・
『土曜日開館』

が揚げられた．各委員より意見交換され，図書館開館時間の延長について決定した．
平成 22 年 10 月 1 日から，閉館時間を 19 時から 19 時 45 分まで延長する．
1

開館時間 ------------ 平成 22 年 10 月 1 日より

2

土曜日開館 --------- 検討事項

報告 3

9：00 〜 19：45

川角キャンパス図書館スタッフ・新井が参加した夏季講習期間中の日高キャンパス

スタッフによるサポートは 9 月 22 日をもって終了した．
報告 4

平成 21 年度末より検討されている「学部長指示：川角分館 2 階にゼミ室を 6 部屋設置する」件について，

レイアウト等大筋決定している．日高キャンパスに学生ホ−ルもできたことであり，川角キャンパスも環境整
備をすすめていく．
報告 5

第 2 回図書館委員会において検討事項として揚げられた CiNii の導入については，11 月を目処に埼玉

医科大学全学として導入を検討する．
報告 6

学校法人埼玉医科大学の附属図書館および関連施設における保健医療学部図書館の位置づけについて説

明がされた．
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（川角キャンパス）
報告 1

川角キャンパス分館の大学院の図書購入および受け入れ冊数について支出・購入状況の報告があった．

藤田委員より，かわごえクリニック内に設置予定の大学院図書は管理，貸出運営について手続きを整えなけれ
ば図書の紛失等懸念される旨の意見があった．
2．審議事項
審議 1

閉館時間を現在の 19 時から 19 時 45 分に延長する案を検討した．意見交換の後，原案どおり図書館開

館時間を 19 時 45 分まで延長することに決定した．
実施は平成 22 年 10 月 1 日とする．
審議 2

学長より図書館土曜日開館について検討願いたいとの要望があった．

大学院修士課程専攻科の社会人学生の講義が土曜日に集中しているため．
土曜日を開館（9 時〜 17 時）する案について各委員の意見交換がされ，スタッフ増員を前提とすることで了
承した．
目標は来年度 4 月．まずはスタッフ増員の手続きをすすめる．

4．評価と次年度目標
（自己評価）
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．
川角キャンパスと日高キャンパス，別々に作成していたホームページを統一して，保健医療学部図書館ホームペー
ジとした．
夏季休暇中に行われた日高キャンパスから川角キャンパス分館への業務支援は有意義であった．
昨年度からの懸案事項であった CiNii の導入決定（12 月）は保健医療学部だけでなく，全学的な
利用が見込まれる．
反省点として，委員会の開催が 3 回しか開催できなかった．
（次年度の目標）
今年度の目標であった土曜日開館は条件が整わず，次年度内の実現を目指す．
（開館条件：スタッフの増員）
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4．5）保健医療学部自己点検・評価委員会
1．構成員
委員長：大野良三（OHNO, Ryozo）
：学部長：平成 22 年 4 月より 2 年間
委

員：松下年子（MATSUSHITA, Toshiko）
：看護学科教授：平成 21 年 4 月より 2 年間
菊池チトセ（KIKUCHI, Chitose）
：看護学科准教授：平成 22 年 4 月より 2 年間
村田栄子（MURATA, Eiko）
：健康医療科学科教授：平成 22 年 4 月より 1 年間
佐藤正夫（SATO, Masao）
：健康医療科学科准教授：平成 22 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 21 年 4 月より 2 年間
戸井田昌宏（TOIDA, Masahiro）
：医用生体工学科教授：平成 20 年 4 月より 2 年間
小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）
：理学療法学科教授：平成 22 年 4 月より 2 年間
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）
：理学療法学科准教授：平成 22 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 22 年度の活動目標：
①学生による授業評価の実施
②カリキュラム評価の実施に関する検討
③平成 20 年度，平成 21 年度年報の作成
④平成 21 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 FD 活動の実施に関する評価
⑨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 22 年 4 月 21 日，議事録あり）
①委員交代（健康医療科学科の北村教授から村田教授へ，医用生体工学科の中島講師から戸井田教授へ，理学療法
学科の高倉教授から藤田准教授へ）の紹介
②平成 21 年度活動概要の報告と平成 22 年度活動目標の確認
③委員会日程の確認
④平成 22 年度活動予定に関する意見交換
⑤学生による授業評価に関する意見交換
学部開設後 4 年間の授業評価結果（講義科目）について，その経年的変化を検討した予備資料では，評価が経
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年的に上昇する傾向がみられ，授業評価の有用性が示唆された．また，新たに作成した演習・実習用評価シート
もカリキュラム評価としての有用性が示唆された．
（2）第 2 回自己点検・評価委員会（平成 22 年 6 月 17 日，議事録あり）
①平成 21 年度人事考課表の保健医療学部用改訂版の報告
②研究業績データベースの説明会実施計画の説明
③医療人教育者のためのワークショップに関する意見交換
④夏季特別プログラムに関する意見交換
⑤学生ホールの使用方法に関する意見交換
（3）第 3 回自己点検・評価委員会（平成 22 年 9 月 15 日，議事録あり）
①前期授業評価の実施報告
②医療人教育者のためのワークショップ実施報告，次年度の内容に関する意見交換
③夏季特別プログラムの実施報告と次年度への意見交換
④平成 21 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した．
⑤看護学科が担当した公開講座の実施報告
⑥第 2 次長期総合計画の検証と第 3 次長期総合計画の策定に関する意見交換
⑦保健医療学部用の教員便覧作成の報告
⑧平成 22 年度人事考課への展望：教育に関する評価基準の策定を検討する．
（4）臨時自己点検・評価委員会（平成 22 年 10 月 19 日，議事録あり）
①学生による授業評価：初年度評価が低かった教員の授業方法改善に有用であった．
②教員表彰制度：Best Teacher of the Year, Best Subject of the Year, Best Eﬀort of the Year の 3 賞を設けることと
した．
（5）第 4 回自己点検・評価委員会（平成 22 年 11 月 10 日，議事録あり）
①授業評価結果に基づく教員表彰制度に関する報告：講義および演習課目の上位 3 名を各学科から，評価向上率 1
位を各学科から選定する．
②平成 22 年度後半の活動予定：各種委員会の活動評価，学部プロジェクトの運用状況調査，FD 活動の実施に関
する評価，防災 / 危機管理規定の整備
（6）第 5 回自己点検・評価委員会（平成 23 年 1 月 5 日，議事録あり）
①平成 20 年度年報の作成依頼
②平成 19 年度各種委員会活動の評価：次回委員会では平成 20 年度評価を省略し，平成 21 年度評価を実施する．
③学部プロジェクトの運用状況調査に関する意見交換：次年度委員会で 4 年間の運用状況調査を実施する．
④ FD 活動の実施に関する評価：次年度委員会で検討する．
⑤防災 / 危機管理規定の整備に冠する意見交換
（7）第 6 回自己点検・評価委員会（平成 23 年 3 月 9 日，議事録あり）
①平成 20 年度年報の作成状況報告：完成しホームページに掲載予定
②平成 21 年度および 22 年度年報の同時依頼に関する報告
③平成 21 年度各種委員会活動の評価：報告書を次回教授会に提出予定
④教員表彰制度：総合的な評定尺度の決定，表彰者案の選定

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
講義科目と演習・実習科目について，前後期とも別個に授業評価を実施し，各教員へのフィードバックと学生
への公開（匿名）を行った．
②カリキュラム評価の実施に関する検討
各学科で独自にカリキュラム評価を実施し，それぞれ改善策を検討したが，委員会としてのカリキュラム評価
は行っていない．
③平成 20 年度，平成 21 年度年報の作成
平成 20 年度年報は何とか完成したが，年報については 1 年分の遅延がみられる．次年度には平成 21 年度お
よび平成 22 年度の年報を同時に作成する予定である．なお，年報作成については，ほぼ書式が整い，委員会と
して関与する部分が少ないことから，次年度以降は各学科におまかせすることとした．
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④平成 21 年度人事考課の実施
平成 21 年度人事考課は 7 月までに一次評定が終了，9 月中に二次評定とフィードバックが終了した．
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，さらに 6 月に説明会を開催す
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
年報作成の遅延に伴う各種委員会の活動評価の遅延について検討し，今年度は平成 20 年度評価を省略し，そ
れぞれの議事録をもとに平成 21 年度の委員会活動を評価した．評価内容は委員会の定期的開催，出席状況，目
標の達成度についてとした．
⑦学部プロジェクト研究の運用状況評価
今年度は評価を実施しなかったが，次年度委員会において 4 年間の運用状況調査を実施する．
⑧ FD 活動の実施に関する評価
これまで実施された 7 回の FD 活動（医療人教育者のための教育ワークショップ）のポストアンケートを基に，
次年度委員会で検討する．
⑨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で検討し，次年度から医学部で行っている市民公開講座に部分的
に参入することが決定した．
ｂ．学生の意見吸い上げを目的とした Letters to the Dean 制度，学生部委員会主催の昼休みの学生との懇談会が
継続している．
ｃ．海外研修については，1 − 2 年生を中心とした春休みの語学研修に加え，理学療法学科では夏休みを利用し
た中国リハビリテーションセンターでの研修および米国サンフランシスコを中心とした海外研修も追加され，
カリフォルニア大サンフランシスコ校などでの研修が行われた．
ｄ．学生保健管理体制については，
昨年 4 月に発足した教職員・学生健康推進センターが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を実施した．
ｅ．教員組織および職員組織のあり方については，特別な検討は行っていない．
ｆ．大学および学部の各種規程については少しずつ整備が進んでいるが，さらに細部にわたる検討が必要と思わ
れる．
（2）次年度の目標
①平成 21 年度人事考課の書式等検討
②研究業績データベースの運用支援（継続）
③学生による授業評価の実施（継続）
④教員表彰制度の企画・運営（継続）
⑤各種委員会の活動評価（継続）
⑥学部プロジェクト研究の運用状況評価（継続）
⑦ FD 活動の実施に関する評価（新規）
⑧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）保健医療学部入学試験委員会
1．構成員
委 員 長：大野良三（OHNO, Ryozo）
：学部長，平成 22 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 22 年 4 月より 2 年間
委

員：山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長：平成 22 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 22 年 4 月より 1 年間
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
：看護学科教授：平成 21 年 4 月より 2 年間
富田幸江（TOMITA, Sachie ）
：看護学科准教授：平成 22 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 22 年 4 月より 2 年間
北村邦男（KITAMURA, Kunio）
：健康医療科学科教授：平成 22 年 4 月より 1 年間
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：医用生体工学科学科長：平成 22 年 4 月より 2 年間
小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：医用生体工学科教授：平成 22 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 21 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 22 年 4 月より 2 年間
國澤佳恵（KUNISAWA, Yoshie）
：理学療法学科講師：平成 22 年 4 月より 2 年間
乙戸崇寛（OTSUDO, Takahiro）
：理学療法学科講師：平成 21 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 22 年度の活動目標：
①平成 22 年度入学試験の見直し
②平成 23 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の決定
③平成 23 年度入学試験の募集要項作成
④平成 23 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 23 年度入学試験の問題選定，印刷，保管
⑥平成 23 年度入学試験の実施（試験場設営，試験監督者選定）
⑦平成 23 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示
⑧平成 23 年度入学試験の見直し
⑨平成 24 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の概要検討

3．平成 22 年度活動報告
（1）第 1 回入学試験委員会（平成 22 年 4 月 9 日，議事録あり）
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①委員交代（健康医療科学科の鈴木教授から北村教授へ，医用生体工学科の西坂教授から 小林教授へ，理学療法
学科の高倉教授から國澤講師へ）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，山下，乙戸各委員）
③平成 21 年度活動概要と平成 22 年度活動予定についての説明と意見交換
④平成 22 年度入試の見直しと平成 23 年度入試に関する意見交換
⑤平成 23 年度入試日程案，募集人員案などの決定
⑥オープンキャンパスでの入試説明担当者の決定（乙戸委員）
（2）第 2 回入学試験委員会（平成 22 年 5 月 14 日，議事録あり）
①平成 20 〜 22 年度過去問題集の作成
②平成 23 年度入試の出題責任者の選出
③入試問題の内部監査（医学部教員）に関する方針の決定
④推薦入試指定校案の決定
⑤平成 23 年度学生募集要項案の提示
（3）第 3 回入学試験委員会（平成 22 年 6 月 11 日，議事録あり）
①平成 22 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
意見交換を行い，下記の事項への対応を行うこととした．
・推薦入試，AO 入試における学力把握措置の検討
・アドミッションポリシーの明確化（募集要項への掲載）
・試験期日の適正化に関する検討
・調査書の活用（すでに募集要項に記載）
・合格から入学までの学習喚起（募集要項への掲載）
②各学科のアドミッションポリシーの承認（募集要項に掲載）
③推薦入試指定校への文書送付，文書中に不合格の場合もあることの明記
④入試問題出題責任者からの推薦により，入試問題作成委員に委嘱状を配布
⑤入試問題の内部監査者への依頼
⑥入試問題の第三者による監査に関する方針の決定，依頼
（4）第 4 回入学試験委員会（平成 22 年 7 月 2 日，議事録あり）
①指定校訪問に関する報告
②募集要項の作成状況報告（7 月上旬に完成，ホームページにアップ予定）
③外国の学校を卒業した学生の受験資格認定申請書の整備
（5）第 5 回入学試験委員会（平成 22 年 9 月 10 日，議事録あり）
①指定校訪問に関する最終報告
②看護学科 3 年次編入学試験の実施要領提示
③推薦入試および AO 入試の準備状況報告
④外国の学校を卒業した学生の受験資格認定につき，推薦入試は不可，AO 入試および一般入試は審査の上で検討
することとした．
（6）臨時入学試験委員会（平成 22 年 9 月 27 日，議事録あり）
①看護学科 3 年次編入学試験（9 月 26 日実施）の合否判定案の作成：4 名合格（受験者数 5 名）
（7）第 6 回入学試験委員会（平成 22 年 10 月 8 日，議事録あり）
①看護学科 3 年次編入学試験の実施報告
②推薦入学試験の準備状況報告
（8）臨時入学試験委員会（平成 22 年 11 月 8 日，議事録あり）
①推薦入学試験（11 月 7 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 40 名合格（受験者数 43 名），健康医療科学科
21 名合格（受験者数 27 名）
，医用生体工学科 17 名合格（受験者数 19 名），理学療法学科 14 名合格（受験者
数 15 名）
（9）第 7 回入学試験委員会（平成 22 年 11 月 12 日，議事録あり）
①推薦入学試験の実施報告
② AO および一般入学試験の準備状況報告
③推薦入学試験小論文の内容および採点方式についての意見交換
④推薦入試受験者数の受験者数減少傾向に対しての意見交換
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（10）第 8 回入学試験委員会（平成 22 年 12 月 3 日，議事録あり）
① AO 入学試験の準備状況報告
② AO 入試と推薦入試の入学試験方式に関する意見交換
③一般入試（後期）の実施時期に関する意見交換
（11）臨時入学試験委員会（平成 22 年 12 月 20 日，議事録あり）
① AO 入学試験（12 月 19 日実施）の合否判定案の作成：健康医療科学科 10 名合格（受験者数 14 名），医用生体
工学科 2 名合格（受験者数 2 名）
（12）第 9 回入学試験委員会（平成 23 年 1 月 7 日，議事録あり）
① AO 入学試験の実施報告
②一般入学試験（前期）の準備状況報告
③平成 24 年度入学試験の方針について意見を交換，平成 23 年度入試に準じた形で実施予定とする．
（13）臨時入学試験委員会（平成 23 年 1 月 27 日，議事録あり）
①一般入学試験（前期）第一次試験（1 月 27 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 104 名合格（受験者数 222
名）
，健康医療科学科 58 名合格（受験者数 69 名），医用生体工学科 30 名合格（受験者数 33 名），理学療法学
科 62 名合格（受験者数 74 名）
（14）臨時入学試験委員会（平成 23 年 1 月 31 日，議事録あり）
①一般入学試験（前期）第二次試験（1 月 29 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 52 名合格（受験者数 100 名）
，
健康医療科学科 45 名合格（受験者数 58 名），医用生体工学科 24 名合格（受験者数 30 名），理学療法学科 41
名合格（受験者数 58 名）
（15）第 10 回入学試験委員会（平成 23 年 2 月 4 日，議事録あり）
①一般入学試験（前期）の実施報告
②一般入学試験（後期）の準備状況報告
③平成 24 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，日程などに関する最終案の決定
④一般入試における第二志望者の取扱い手順の再確認
（16）臨時入学試験委員会（平成 23 年 3 月 3 日，議事録あり）
①一般入学試験（後期，3 月 2 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 8 名合格（受験者数 70 名），健康医療科
学科 8 名合格（受験者数 19 名）
，医用生体工学科 4 名合格（受験者数 6 名），理学療法学科 3 名合格（受験者
数 16 名）
（17）第 11 回入学試験委員会（平成 23 年 3 月 11 日，議事録あり）
①一般入試（後期）の実施報告
②各種入試の入学手続き状況報告
③平成 24 年度入学試験の方針，日程案などの最終承認
・看護学科 3 年次編入学試験：平成 23 年 9 月 25 日（日）
・推薦入学試験：平成 23 年 11 月 6 日（日）
・AO 入学試験：平成 23 年 12 月 18 日（日）
・一般入学試験（前期一次）
：平成 24 年 2 月 1 日（水）
・一般入学試験（前期二次）
：平成 24 年 2 月 3 日（金）
・一般入学試験（後期）
：平成 24 年 2 月 29 日（水）
④受験者数減少に関する意見交換

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 22 年度入試の見直し
平成 22 年度入学試験では，定員 250 名に対して入学者 266 名（定員充足率約 106％）と，平成 21 年度入
試の入学者 264 名（定員充足率 105％）とほぼ同等の数字を確保できた．これまでに行ってきた広報活動の充実，
推薦入試受験資格や指定校の調整，試験日程等の変更，第二志望制度の導入などがプラス要因として作用したも
のと考えた．
②平成 23 年度入学試験につき，方針，選抜方法，科目，試験場など，各種の事項を審議し決定した．
③平成 23 年度入学試験の募集要項を作成，配布した．
④平成 23 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．
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⑤平成 23 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た．
⑥平成 23 年度入学試験について，試験場の設営，試験監督者など要員の配置を行い，入学試験を円滑に運営した．
昨年度は一般入学試験（前期）の一次試験を初めて日高校舎で実施したこと，新型インフルエンザの流行があっ
たことから若干の混乱があったが，その経験を踏まえて周到に準備し対応できた．
⑦平成 23 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 24 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 23 年度入試の結果をふまえ，平成 24 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．
（2）次年度の目標
①平成 23 年度入学試験の見直し：23 年度入試の全体像を見直し，24 年度入試の改善につなげていく．
②平成 24 年度入学試験の募集要項作成：5 年間の経験をもとに遅滞のない作成を心がける．
③平成 24 年度入学試験の出題・採点委員，面接委員等の選定・委嘱：23 年度に準じる．
④平成 24 年度入学試験の問題選定，印刷，保管：23 年度に準じる．
⑤平成 24 年度入学試験の実施（試験場設営，試験監督者選定）：23 年度に準じる．
⑥平成 24 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示：23 年度に準じる．
⑦平成 25 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の決定：24 年度入試の成果をふまえて検討する．
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4．7）保健医療学部広報委員会
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 24 年 3 月 31 日）
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：看護学科教授：平成 22 年 4 月 1 日より（任期：平成 24 年 3 月 31 日）
久保恭子（KUBO, Kyoko）
：看護学科准教授：平成 22 年 4 月 1 日より（任期：平成 24 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（任期：平成 23 年 3 月 31 日）
見目恭一（KENMOKU, Kyoichi）
：医用生体工学科教授：平成 21 年 4 月 1 日より（任期：平成 23 年 3 月 31 日）
若山俊隆（WAKAYAMA, Toshitaka）
：医用生体工学科講師：平成 22 年 4 月 1 日より（任期：平成 24 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 24 年 3 月 31 日）
福田敏幸（FUKUDA, Toshiyuki）
：理学療法学科准教授：平成 21 年 4 月 1 日より（任期：平成 23 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 22 年度の活動目標
①平成 24 年度保健医療学部パンフレット及び，平成 23 年度オープンキャンパスポスターの作成
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中学生対象のオープンキャンパスの実施
⑩その他

3．活動報告
（1）第 1 回広報委員会（平成 22 年 4 月 14 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 6 人

欠席者 2 人

①高校教諭を対象とした，本学部キャンパス見学会の企画検討
（対象：在学生出身高校の中で，埼玉県と多摩地区の高校の他に，埼玉県内の推薦指定校）
②平成 22 年度オープンキャンパス日程とプログラムの検討
（2）第 2 回広報委員会（平成 22 年 5 月 14 日）於：C 棟 4 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

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保健医療学部広報活動用説明資料（Ｑ＆Ａ）の内容検討
（3）第 3 回広報委員会（平成 22 年 6 月 15 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 6 人

欠席者 2 人

①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プログラムの詳細検討
②第 3 回高校教員キャンパス見学会開催について検討
（4）第 4 回広報委員会（平成 22 年 6 月 30 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 7 人

欠席者 1 人

①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プログラムの詳細検討
②第 3 回高校教員キャンパス見学会開催について詳細検討
③彩の国進学フェア（会場 埼玉スーパーアリーナ）参加に伴う当日の要員並びに，出展企画の検討
（5）第 5 回広報委員会（平成 22 年 7 月 15 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

①第 3 回オープンキャンパスの報告を基に，第 4・5・6・7 回オープンキャンパスのプログラムの詳細検討
②中学生向けオープンキャンパスプログラムの検討
③ 1 年生を対象に，学部パンフレットを配布し，夏季休暇期間中に出身高校に赴いた際に高校教員にパンフレッ
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トを手交し本学部の宣伝してもらう企画に関する確認
（6）第 6 回広報委員会（平成 22 年 9 月 1 日）於：C 棟 3 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

①保健医療学部紹介ＤＶＤの制作に伴う，内容に関する検討
（7）第 7 回広報委員会（平成 22 年 10 月 20 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 6 人

欠席者 2 人

①第 8 回オープンキャンパスの報告を基に，第 9 回プログラムの詳細検討
②来年度のオープンキャンパスの改善点について検討
（8）第 8 回広報委員会（平成 22 年 11 月 24 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 7 人

欠席者 1 人

①来年度のオープンキャンパス及び，越華祭期間中の個別相談会実施について詳細検討
（9）第 9 回広報委員会（平成 22 年 12 月 27 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 7 人

欠席者 1 人

①新宿セミナー講師による，一般入試分析講座開催について検討
②来年度推薦入試並びにＡＯ入試分析講座実施について検討

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
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 9 回の委員会を開催し，以下の活動を策定し実施した．
①平成 22 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（生徒のみの参加者数）
6 月 6 日（56 名）
，6 月 27 日（58 名）
，7 月 11 日（62 名）
7 月 24 日（100 名）
，7 月 25 日（112 名），8 月 21 日（115 名）
8 月 22 日（143 名）
，10 月 3 日（62 名），11 月 14 日（30 名）
（B）高校教員対象キャンパス見学会（5 月 31 日・6 月 4 日・7 月 24 日） 17 校参加
（C）個人見学

45 名対応

（D）個別相談会

10 月 30 日，10 月 31 日（秋華祭との共催） 相談者 31 名対応

②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

16 箇所

6 箇所

（C）高校の進学相談会
（D）高校の出張講義

5 箇所
16 箇所

（E）国際医療センター見学会

2回

（F）新宿セミナー講師による，一般入試分析講座実施

2回

③インターネットによる広報活動の企画と実施
（A）本学部ホームページ・携帯サイト運営，メルマガ配信
（B）リクルート「進学ネット」
（C）日東システム開発「ベスト進学ネット」
④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）秀潤社「クリニカルエンジニアリング」掲載
（い）関東甲信越ブロック理学療法士学会学会誌掲載
（B）受験雑誌
（あ）52school「栄冠めざして」
（い）リクルート「進学辞典」
（う）リクルート「オープンキャンパス告知・学校見学へ行こう」
（え）教育広報社「旺文社蛍雪時代」
（お）新宿セミナー「プログレス」
（か）読売メディアセンター「よみうり進学メディア」
⑤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マップ連合広告
（B）オープンキャンパス電車内連合広告「西武線全線・副都心線・小田急線」
（C）平成 23 年度ＡＯ・一般入試告知「東武東上線・西武線全線・JR 埼京線・JR 八高線」
（D）西武新宿線本川越駅構内電照掲示板
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⑧その他
（A）埼玉医科大学保健医療学部オリジナルグッズ製作配布
（B）進学相談会等で説明する際のマニュアルの作成（Ｑ＆Ａ）
（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学校訪問も含めた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
⑩外部講師による入試問題分析講座の実施
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大学パンフレット並びに，ポスターの作成
（A）できるだけ早い時期に作成する．
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．
③外部団体による進学説明会への参加
（A）今年度の実績を踏まえて参加会場を選別し，参加数を減らし効率化を図る．また，出張講義の参加に関
しては，高校の偏差値，本学部への進学状況から参加の可否を決める．
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）高校教員とのコンタクトに重点を置き，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）オープンキャンパスなどの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）常に新規の企画を思案する．また，学科独自の企画も考えても良いかも知れない．
（E）入試広報に関する，専門部署を是非とも設置する必要がある．
（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他に，学納
金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．

205

委員会・会議報告

4．8）保健医療学部倫理委員会
1．構成員
委員長：岡部恵子（OKABE, Keiko）
：看護学科教授：平成 21 年 4 月より 2 年間
委

員：松下年子（MATSUSHITA, Toshiko）
：看護学科教授：平成 22 年 4 月より 2 年間
和合治久（WAGO, Haruhisa）
：健康医療科学科教授：平成 21 年 4 月より 2 年間
村田栄子（MURATA, Eiko）
：健康医療科学科教授：平成 22 年 4 月より 2 年間
田邊一郎（TANABE, Ichiro）
：医用生体工学科准教授：平成 21 年 4 月より 2 年間
宮本裕一（MIYAMOTO, Yuichi）
：医用生体工学科准教授：平成 22 年 4 月より 2 年間
高橋邦泰（TAKAHASHI, Kuniyasu）
：理学療法学科教授：平成 22 年 4 月より 2 年間
西岡亮治（NISHIOKA, Ryouji）
：理学療法学科准教授：平成 21 年 4 月より 2 年間
幸田恵幸（KODA, Keiko）
：真言宗光明寺住職平成：21 年 4 月より 2 年間

事務担当：松尾有裕（MATSUO, Arihiro）
：保健医療学部事務室長

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 22 年度保健医療学部倫理委員会は，平成 23 年 3 月までに 7 回開催した．
第 1 回：平成 22 年 5 月 20 日
第 2 回：平成 22 年 6 月 17 日
第 3 回：平成 22 年 7 月 15 日
第 4 回：平成 22 年 10 月 21 日
第 5 回：平成 23 年 1 月 20 日
第 6 回：平成 23 年 2 月 17 日
第 7 回：平成 23 年 3 月 17 日
2）申請課題平成 21 年度実施報告書の提出
・対象件数

18 件

・報告件数

18 件（研究終了：11 件，研究継続：7 件）

3）主な審議事項
（1）保健医療学部倫理委員会細則の改正について
大学院学生が行う研究の倫理審査に伴い，細則を一部改定した．
（2）大学院学生の研究に関する倫理審査申請書等の各様式の整備について
大学院学生が行う研究の倫理審査について，その位置付けと方法をまとめた大学院委員会の報告を基に各様式を見
直し，以下のように整備した．
・大学院学生の研究計画に関する倫理審査の依頼（大学院様式 1）
・大学院学生の研究に関する倫理審査結果通知書（大学院様式 2）
・大学院学生の研究に関する決定通知書（大学院様式 3）
・様式 1

倫理審査申請書および作成の手引き（大学院学生用）

・様式 2

答申書

・様式 4

申請課題報告書

（3）申請課題の審査：新規申請 22 件（内大学院学生の申請 4 件），再申請 2 件
申請番号 28：前年度条件付承認（9 月 17 日）
申請番号 31：条件付承認（6 月 17 日）
申請番号 32：条件付承認（6 月 17 日）
申請番号 33：変更の勧告（6 月 17 日）
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申請番号 33-2（6 月委員会で変更の勧告と通知した研究課題の再審査）：条件付承認（7 月 15 日）
申請番号 34：条件付承認（7 月 15 日）→承認（8 月 3 日）
申請番号 35：承認（10 月 21 日）
申請番号 36：条件付承認（10 月 21 日）
申請番号 37：条件付承認（10 月 21 日）
申請番号 38：条件付承認（10 月 21 日）
申請番号 39：条件付承認（1 月 20 日）
申請番号 40：変更の勧告（1 月 20 日）
申請番号 41：条件付承認（1 月 20 日）
申請番号 42：条件付承認（2 月 17 日）
申請番号 43：条件付承認（2 月 17 日）
申請番号 44：承認（2 月 17 日）
申請番号 45：承認（2 月 17 日）
申請番号 46：本研究を「調査Ⅰ」と「調査Ⅱ」に区分した．
「調査Ⅰ」条件付承認（2 月 17 日）
「調査Ⅱ」変更の勧告（2 月 17 日）
申請番号 47：承認（2 月 17 日）
申請番号 40-2（1 月委員会で変更の勧告と通知した研究課題の再審査）：承認（3 月 17 日）
申請番号 48：承認（3 月 17 日）
申請番号 M-1：条件付承認（3 月 17 日）
申請番号 M-2：承認（3 月 17 日）
申請番号 M-3：条件付承認（3 月 17 日）
申請番号 M-4：承認（3 月 17 日）

4．評価と次年度目標
大学院学生（修士課程）の研究の倫理審査開始に向けて，埼玉医科大学倫理委員会等の助言のもと，申請先の倫理
委員会および手順等を確認し，保健医療学部倫理委員会細則の改正，大学院学生の研究に関する倫理審査申請書等の
様式，資料の作成等を行った．それらの整備を経て平成 22 年度の最終委員会では（平成 23 年 3 月），大学院学生
の 4 件の申請に対して倫理審査を実施，
「承認」ないし「条件付承認」の判定を行っている．さらに，保健医療学部
倫理委員会の審査結果（判定）の種類（
「承認」「条件付承認」「変更の勧告」「非該当」）と，埼玉医科大学倫理委員
会のそれとの整合性等についても検討した．
平成 23 年度に向けては，大学院学生の倫理審査が加わることで倫理審査申請件数の増加が予測される．審査が円
滑に進められるよう，申請書等に求める記載内容を再検討して明示していく．
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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 24 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

員

黒川理樹（KUROKAWA, Riki）
：ゲノム医学研究センター・教授
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（8 月まで）

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：基礎医学部門・教授（11 月より）
粟田卓也（AWATA, Takuya）
：臨床医学部門（大学病院）・教授
木嵜昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：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・名誉所長・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
横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）
：ゲノム医学研究センター・助教
池田正明（IKEDA, Masaaki）
：プロジェクト研究部門（生理学）・教授

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（名誉所長，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 54 回（平成 22 年 7 月 13 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 15 人，欠席なし

事：
・夏期プログラム学生の受け入れについて
・第 8 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムについて
・先端医療開発センター 研究支援・研究依頼相談室について
・医学研究センター知財戦略研究推進部門のスペース拡張について
・
「ゲノム医学研究センター放射線予防規程」改訂について
・
「組換え DNA 実験指針および実験系廃棄物処理の手引き」改訂について
・遺伝子組換え動物の譲渡・搬入の流れについて
・大型機器使用許可から使用までの流れについて
・空調の結露について

第 55 回（平成 22 年 11 月 9 日（火）
）
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於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 15 名，欠席なし

事：
・第 8 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムについて
・運営委員会委員の交代について，禾泰壽 委員（分子生物学 教授）後任として赤塚俊隆 教授（微生物学）平
成 22 年 11 月 1 日付け就任
・大型機器使用申請について

第 56 回（平成 23 年 1 月 11 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 13 人，欠席 2 人

事：
・設備・備品搬入申請について
・大型機器使用申請について
・ゲノム医学研究センターの教員の任期に関する規則別表改定について
・ゲノム医学研究センタートランスレーショナル部門運営細則改定について
・先端医療開発センター研究支援・研究依頼相談室への什器搬入について
・5 階コンベ実験室の使用について
・プロジェクト研究部門スペースでの受託研究の遂行について

第 57 回（平成 23 年 3 月 8 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 15 人，欠席なし

事：
・設備・備品搬入申請について
・プロジェクト研究部門研究成果審査について
終了報告審査 2 件，中間報告審査 3 件，新規申請審査 2 件
・戦略基盤中間評価について
・6 階共通機器室の温度設定について
・共有部分のスポット清掃について

②

ゲノム医学研究センター承認学術集会開催
以下の 14 件の学術集会につき審査の上，承認し開催した．
第 104 回
講

日

時：平成 22 年 9 月 10 日（金） 16：00 〜 17：00

師：群馬大学生体調節研究所

教授

北川浩史

核内情報制御分野

先生

テーマ：慢性炎症疾患の運命を決定する核内エピゲノム制御メカニズムの解析
主

催：遺伝構造機能部門

第 105 回
講

日

時：平成 22 年 11 月 12 日（金） 16：00 〜 17：00

師：
（独）産業技術総合研究所・バイオメディシナル情報研究センター機能性 RNA 工学チーム

研究チーム長

廣瀬哲郎

先生

テーマ：タンパク質をコードしない RNA 群の機能解明への挑戦
主

催：遺伝構造機能部門

第 106 回
講

日

時：平成 22 年 7 月 20 日（火） 16：00 〜 17：00

師：東京大学医科学研究所

教授・副所長

清野

宏

炎症免疫学分野

先生

テーマ：粘膜免疫：
「内なる外」から見た共生の場形成からワクチン開発まで
主

催：ゲノム科学部門

第 107 回
講

日

時：平成 22 年 9 月 3 日（金） 16：00 〜 17：00

師：東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻

教授

高橋直樹

先生

テーマ：Mab21 遺伝子群のマウス発生過程における機能
主

催：遺伝子治療部門

第 108 回
講

日

時：平成 22 年 7 月 29 日（木） 16：00 〜 17：00

教授

師：京都大学大学院医学研究科放射線遺伝学
武田俊一

先生
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テーマ：DT40 を使った相同組換えの解析
主

催：遺伝子治療部門

第 109 回
講

日

時：平成 22 年 8 月 27 日（金） 16：00 〜 17：00

師：九州大学整形外科

講師

中島康晴

先生

テーマ：異所性骨化を示す骨系統疾患の臨床像
主

催：病態生理部門

第 110 回
講

日

時：平成 22 年 10 月 25 日（月） 16：00 〜 17：00

師：独立行政法人医薬基盤研究所

研究リーダー

古江‐楠田美保

先生

テーマ：ヒト ES ／ iPS 細胞の評価法開発
主

催：遺伝子治療部門

第 111 回
講

日

時：平成 22 年 10 月 14 日（木） 16：00 〜 17：00

師：広島大学原爆放射線医科学研究所

教授

川上秀史

分子疫学研究分野

先生

テーマ：筋萎縮性側索硬化症の新規原因遺伝子 optineurin の同定
主

催：所長室

第 112 回
講

日

時：平成 22 年 10 月 8 日（金） 11：00 〜 12：00

師：Dept. of Dev. and Cell Biology, University of California, Irvine

Professor

Bruce Blumberg

先生

テーマ：Obesogens, Stem Cells and the Maternal Programming of Obesity
主

催：遺伝子情報制御部門

第 113 回
講

日

時：平成 22 年 11 月 3 日（水） 13：30 〜 14：20

師：Department of Developmental Biology, Harvard University School of Dental Medicine

Professor

Vicki Rosen

先生

テーマ：BMP signaling is required for fracture repair
主

催：病態生理部門

第 114 回
講

日

時：平成 22 年 11 月 3 日（水） 14：20 〜 15：10

師：Anatomic Pathology, Sapienza University of Rome

Professor

Paolo Bianco

先生

テーマ：Progenitors of postnatal mesoderm derivatives in the microvascular system
主

催：病態生理部門

第 115 回
講

日

時：平成 23 年 1 月 28 日（金） 16：00 〜 17：00

師：芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科

教授

田中秀穂

先生

テーマ：
「再生医療ビジネスと知的財産権」‐iPS 細胞に関わる特許‐
主

催：遺伝構造機能部門

第 116 回
講

日

時：平成 23 年 2 月 24 日（木） 17：00 〜 18：00

師：大学病院腎臓内科・総合診療内科

准教授

岡田浩一

先生

テーマ：CCN2 の腎線維化促進作用機序の検討
主

催：プロジェクト研究部門（鈴木チーム）

第 117 回
講

日

時：平成 23 年 2 月 18 日（金） 15：30 〜 16：30

教授

師：国際医療センター腫瘍内科
佐々木康綱

先生

テーマ：抗悪性腫瘍薬の臨床薬理学，薬理遺伝学的研究：イリノテカンを中心として
主

催：プロジェクト研究部門（佐々木チーム）

第 118 回
講

時：平成 23 年 2 月 24 日（木） 16：00 〜 17：00

師：生理学教室

教授
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テーマ：時計遺伝子の機能解析とマルチカラールシフェラーゼ法の応用
主

催：プロジェクト研究部門（池田チーム）

第 119 回
講

日

時：平成 23 年 2 月 18 日（金） 17：00 〜 18：15

師：湯河原厚生年金病院

部長

仲村一郎

リウマチ科

先生

テーマ：破骨細胞機能発現における avb3 インテグリンの役割
主

催：病態生理部門

第 120 回
講

日

時：平成 23 年 2 月 21 日（月） 16：00 〜 17：00

師：国立がん研究センター研究所 がん分化制御解析分野

分野長

岡本康司

先生

テーマ：大腸がん細胞の転移能及び幹細胞性の制御メカニズムの解析
主

催：遺伝子情報制御部門

第 121 回
講

日

時：平成 23 年 2 月 25 日（金） 16：00 〜 17：00

師：神戸大学大学院医学研究科

教授

戸田達史

神経内科学

先生

テーマ：ゲノム解析による神経疾患研究の進歩
主

催：遺伝子情報制御部門

第 122 回
講

日

時：平成 23 年 2 月 23 日（水） 16：00 〜 17：00

師：Dept. of Psychiatry and Behavioral Sciences, Johns Hopkins University School of Medicine

ポストドクトラルフェロー

野村

淳

先生

テーマ：“ 遺伝学 ” および “ 疫学 ” に基づく精神疾患モデル動物の解析
主

催：発生・分化・再生部門

第 123 回
③

中止につき欠番

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 22 年 4 月 20 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：遺伝子治療部門

助

教

鈴木啓一郎

テーマ：ヘルパー依存型アデノウイルスベクターを用いたヒト ES 及び ips 細胞への遺伝子ターゲッティ
ング
第2回

日

時：平成 22 年 5 月 11 日（火）10：00 〜 11：00

演

者：プロジェクト研究部門（国際医療センター 腫瘍内科）

講

師

藤田健一

テーマ：Severe Renal Failure Requiring Dialysis Causes Delayed Elimination of SN-38 in Cancer Patients Received
Irinotecan
演

者：プロジェクト研究部門（埼玉医科大学
教

授

生理学）

池田正明

テーマ：時計関連遺伝子 DBP は PPAR γ発現制御と脂肪細胞分化に関与する
第3回

日

時：平成 22 年 6 月 15 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：遺伝子情報制御部門
ポストドクトラルフェロー

宮崎利明

テーマ：レプチンによるホルモン非依存性前立腺癌細胞増殖における JNK,STAT3,Akt のシグナル分子
間相互作用
第4回

日

時：平成 22 年 7 月 20 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：遺伝子構造機能部門
ポストドクトラルフェロー

徐

聖輝

テーマ：ナンキョウに含まれる l'-acetoxychavicol acetate によるガン細胞内 glutathione の減少機序お
よびその構造の解析
第5回

日

時：平成 22 年 9 月 21 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：病態生理部門
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助 教 大手

聡

テーマ：骨代謝に重要な転写因子 Smad に結合する核内タンパク質の同定と作用機序解析
第6回

日

時：平成 22 年 10 月 19 日（火）10：00 〜 11：00

演

者：プロジェクト研究部門（先端医療開発センター）
特任研究員

只木

聡

テーマ：高齢者がん治療アルゴリズム開発のためのガイドポスト・データベースの構築と必須情報及び
その推定モデルの策定
演

者：プロジェクト研究部門（埼玉医科大学
助

教

リウマチ膠原病科）

荒木靖人

テーマ：関節リウマチにおけるヒストン修飾の役割について
第7回

日

時：平成 22 年 12 月 21 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：実験動物施設
助

教

横尾友隆

テーマ：新規消化管特異的分泌タンパク IBCAP による膵β細胞増加作用の解析
第8回

日

時：平成 22 年 2 月 15 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：発生・分化：再生
助

手

片野

幸

テーマ：マウス ES 細胞において核小体タンパク質 Nucleostemin は細胞生存および未分化性維持を制
御する
第9回

日

時：平成 23 年 3 月 15 日（火）10：00 〜 11：00

演

者：トランスレーショナルリサーチ
研究員

仲地

豊

テーマ：脂肪細胞分化・骨芽細胞分化で機能するアンチセンス RNA の探索
演

者：トランスレーショナルリサーチ（ゲノム科学）
特任研究員

水野由美

テーマ：ペルオキシソームプロセッシングタンパク質 Tysndl の機能解析
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：
・佐々木チーム（国際医療センター臨床腫瘍内科）
・池田チーム（埼玉医科大学医学部生理学）
2）中

間：

・三村チーム（埼玉医科大学病院リウマチ・膠原病内科）
・西山チーム A（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）
3）延

長：

・鈴木チーム（埼玉医科大学病院腎臓内科）
4）終

了：

・佐々木チーム（国際医療センター臨床腫瘍内科）
・池田チーム（埼玉医科大学医学部生理学）
⑤

プロジェクト研究部門

参加チーム：6 チーム（順不同）

1）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
2）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
3）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）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）
−厚労省科研費（第 3 次対がん総合戦略）−
研究課題：高齢者がん治療アルゴリズム開発のためのガイドポスト・データベースの構築と必須情報及びその
推定モデルの策定
5）三村俊英チーム（埼玉医科大学病院リウマチ・膠原病内科）
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研究課題：ヒストン修飾を中心としたエピゲノムとリウマチ性疾患に関した研究
6）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：がん創薬トランスレーショナルリサーチ及びがん薬物療法個人応答バイオマーカー研究

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 6 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（医学研究科）
本学大学院は，昭和 47 年に医学部が創立された後，昭和 53 年 4 月に医学研究科博士課程として開設された．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，平成 23 年 3 月末現在 1167 件の学位（博士）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
きた．
平成 22 年 4 月には，修士課程が新設され，医学研究科には従来の博士課程に加えて修士課程が併設されることに
なった．医学研究科修士課程は，医学に係わる分野において，幅広く深い学識の涵養を図るとともに，生命の尊厳に
関する高い倫理性を持ち，学際分野へも対応可能な専門的研究能力と高い専門性が求められる職業等に必要な卓越し
た能力を担うことを目標として掲げている．
平成 22 年度は，新設の修士課程と従来の博士課程の 2 つの課程について，多様な教育形態に対応しつつ魅力ある
大学院づくりを目指し，
「新しい教員組織」に基づいた運営を行った．
具体的な活動内容については，大学院委員会，大学院医学研究科委員会，博士課程運営委員会，修士課程運営委員
会の各項に記すので，参照されたい．

215

大学院

3．大学院（看護学研究科）
本学大学院は，昭和 47 年に医学部が創立された後，昭和 53 年 4 月に医学研究科博士課程として開設された．そ
の後平成 22 年 4 月に医学研究科に医科学専攻（修士課程）が新設されると同時に，看護学研究科看護学専攻（修士
課程）が新設された．
看護学研究科は保健医療学部の看護学科に基礎を置く研究科であり，生命の尊厳を守ることを最優先し，その上で
21 世紀の保健・医療・福祉分野の動向や環境変化に応じて適切に対応できるために，斬新的，創造的，先駆的に看
護を探究できる看護専門職者の育成と，高度かつ最新の専門的知識と技術を持った看護ケアの実践者，教育者，研究
者の育成，それらのリーダーとなり得る人材の育成を教育理念としている．さらに，これらの人材の育成を通じて看
護の質向上と看護学の発展に寄与するとともに，社会に貢献することを目指している．
平成 22 年度は，新しい研究科の設置に伴う教育や研究の指導方針，履修方法，学生の研究環境の向上策など多く
の問題の解決に向けた検討を行った．また次年度に予定されている研究発表会や論文の審査方針などへの対応につい
ても検討を進めてきた．
具体的な活動内容については，大学院委員会，大学院看護学研究科委員会，修士課程運営委員会の各項に記してい
るので，参照されたい．
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1．1）医学基礎（物理学）
1．構成員
赤間啓一（AKAMA, Keiichi）
：教授：研究主任：教育副主任：素粒子論，物理教育：博士
赤羽

明（AKABANE, Akira）
：准教授：研究員：教育員：物理教育，物理学史：修士

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

2．教育
2-1．目的・目標：物理学は宇宙，生命など自然現象の基本法則を探求し，化学，生物学，医学，工学などに諸科学
の原理的基礎を与える学問である．高度に発展した今日の医学・医療は，これら基礎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．
2-2．教育内容（担当者） 担当は教室員全員（赤間，赤羽，勝浦，向田）で共同，分担した．
［物理学］自然科学の基礎（A1，A2 クラス各 13 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）選択必修ユニットからだと生命の物理学 1，2 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．からだと生命の物理学 1 は 8 名，2 は
21 名の学生が選択した．
［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．
［数学］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 2 ユニットにおいて解析学（A，
B クラス各 6 コマ）の講義，医学の数学 3 ユニットにおいて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．
その他人体の科学入門，臨床推論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，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．

3．研究
3-1．目的，目標
1）膜宇宙の理論：Branworld（膜宇宙）上の Einstein 重力がどのように導かれるか検討する．そのため，高次元
Einstein 方程式と膜の運動方程式の静的球対称一般解を求める．
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，
とくに鉄系酸化物の超伝導体について，電気測定の準備および基本データを収集する．
4）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．
5）科学伝達の研究：電子画面によるわかりやすい科学伝達の研究を行う．特に数理科学の研究・教育・学習に適
217

医学基礎（物理学）

用し，伝達システムを構築し，電子書籍への応用を検討する．
以下，3-2 〜 3-4 の 1）〜 5）は本節の 1）〜 5）の研究に対応します．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）膜宇宙の理論：赤間啓一，向田寿光（埼玉医大），服部孝（神奈川歯科大）
2）向田寿光（埼玉医大）
3）超伝導体の電気抵抗測定の研究：赤羽

明（埼玉医大）

4）明治期における物理学受容過程：玉置豊美（株式会社 数理設計研究所），赤羽
澤俊治（群馬大名誉教授）
，所澤

明（埼玉医大），高橋

浩，滝

潤（群馬大教育学部）

5）科学伝達の研究：赤間啓一，赤羽

明，勝浦一雄，向田寿光（埼玉医大），服部

孝（神奈川歯科大）

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，
膜宇宙上の静的球対称解の導出を目指して研究した．
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 Fe 系酸化物試料の測
定の準備を行なった．
4）物理学史：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，2006 年に同県吾妻郡内で赤羽が発見した『物理筆記』の調査から
上掲書の上巻内容とほぼ同一と判明，吾妻郡でも同書の使用実績が確認された．2008 年，新潟県村上市などで
見つかった『物理筆記』にも同書の使用実績が確認された．
5）当グループが開発してきた電子画面によるわかりやすい科 学伝達の方法―動画言語―を物理，数学の研究・教
育・学習における科学伝達に適用することを試みた．伝達の内容として上記 1）― 4）の研究を進め，動画言語
を用いてその内容（特に 1）
）を伝達するシステムを作成し，国内外での研究発表，コミュニケーションに試用した．
また，学生の教育・学習システムを改良し，講義・自習に適用し，システム試用会を開いて効果，問題点等を検
討した．これらの研究は文部省科学研究費の補助を受けて行われた．
3-4．自己評価と次年度計画
1）膜宇宙上の静的球対称な一般解の導出について知見が得られた．次年度はこれを進めて一般解の導出を目指す．
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，新しい超伝導物質，MgB2 系，鉄系などについてさらに研
究を進める予定である．
4）2008 年，新潟県村上市でも発見された明治期における物理授業に関する新資料『物理筆記』の内容・著者に
ついて調査し，結果を学会報告した．その後，新潟県内でさらに新資料が発見されており，新潟大学などの研究
者との連携を予定している．
5）研究発表システムは好評であった．また，教育システムについても，学生の高い評価の反面，問題点も明らか
になった．さらに研究を継続し，電子書籍の作成を目指す．

4．診療 該当なし
5．その他：
5-1．自治体，政府関連委員

有

大学入試センター作問医院（赤羽
5-2．学術誌，編集委員，査読委員

明）
有

埼玉医科大学雑誌編集委員（赤間啓一）
日本物理教育学会英文誌 ICEC 編集委員長（赤羽
日本物理学会誌編集委員，査読（赤羽

明）

明）

日本物理教育学会編集理事，査読（勝浦一雄）
Physics Letters（Elsevier）論文査読（赤間啓一）
International Journal of Modern Physics A（World Scientiﬁc）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
中央大学大学院講義，素粒子論特論（赤間啓一）
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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（赤羽
群馬大学非常勤講師（物理学）
（赤羽

明）

明）

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

赤羽

明，所澤

潤，高橋

浩，玉置豊美，「明治 6 年創設の熊谷県立師範学校「暢発学校」とその理数

教育について」
，日本科学史学会第 57 回年会・総会
②学会発表

赤羽

明，所澤

潤，高橋

研究発表講演要旨集，33 （2010.5）．

浩，玉置豊美，「明治 6 年創設の熊谷県立師範学校「暢発学校」とその

理数教育について」
，日本科学史学会第 57 回年会・総会，2010 年 5 月 30 日，東京海洋大学（品川キャンパス）
．
③学会発表

赤 間 啓 一， 服 部

孝， 向 田 寿 光，General Solutions of the Braneworld Dynamics under the

Schwarzschild Ansatz，日本物理学会 2010 年秋季大会，2010 年 9 月 11 日，北九州．
④学会発表

赤間啓一，赤羽

明，勝浦一雄，向田寿光，服部

孝，画面要素の動作を使ったわかりやすい電子書

籍をめざして，New Education Expo 2010, 2010 年 9 月 23 日，東京．
⑤学会発表

赤羽

明，赤間啓一，勝浦一雄，向田寿光，服部

孝，日本物理学会第回年会，「式が動く，―原子

物理学分野の場合―」
，2010 年 9 月 26 日，大阪府立大学（中百舌鳥キャンパス）．
⑥学会発表

赤羽

明，
高橋

浩，
玉置豊美，
所澤

潤，
「明治 9 年に「暢発学校」から改称された「群馬県師範学校」

の理数教育について」
，日本科学史学会西日本大会，2010 年 12 月 11 日，龍谷大学（深草学舎）．
⑦学会発表

赤羽

明，
「群馬県吾妻郡中之条町歴史民俗資料館が所蔵する『物理筆記』について」，明治中期・理

科草創期の理科・科学教育の実相をめぐる研究会（主催：科学研究費・基盤研究（B）理科教育史分野分担グルー
プ（代表：小林昭三）
，2011 年 3 月 23 日，新潟大学教育学部．
⑧学会発表

赤間啓一，赤羽

明，勝浦一雄，向田寿光，服部

孝，動画言語による科学伝達―微分積分教育シス

テム，日本物理学会第 66 回年次大会，2011 年 3 月，新潟 （震災のため会合は中止したが，資料の Web 公開
により講演成立となった．
）
．
⑨学会発表

赤間啓一，服部

孝，向田寿光，Braneworld 上の球対称漸近平坦一般解，日本物理学会第 66 回年

次大会，2011 年 3 月，新潟（震災のため中止，資料公開により講演成立）．
【総数：論文 1 件，学会発表 8 件】
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，
「電子画面によるわかりやすい科学伝達―研究・教育・
学習への適用」
，
課題番号 22500819，
赤間啓一（研究代表者）
，
赤羽 明，
勝浦一雄，
向田寿光（埼玉医大）
，
服部 孝（神
奈川歯科大）
，156 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）赤羽が属する明治期教科書研究会（群馬大学）が 2009 年 12 月 3 − 7 日，前橋市元気プラザ 21 にて展示会「群
馬の教育 80 年」を開催した．
2）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．
3）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 20 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，学生が医学・生命科学の題材を工夫するなどして，
その基礎となる物理学概念，法則を正しく理解し，科学に基づく医学を修得できるよう動機付けたい．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．この研究成果について，ハイデルベルク大学（ドイツ）
，ミネ
ソタ大学（アメリカ）
，日本物理学会で専門家向けに講演を行った．また，群馬大学で発見され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．

219

医学部（基礎医学部門）

1．2）医学基礎（化学）
1．構成員
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：教授：運営責任者：分子認識，医学部における化学教育，博士
磯部正良（ISOBE, Masayoshi）
：准教授：有機化学，修士
森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）
：講師：研究副主任：無機化学，有機化学，博士
鈴木

勝（SUZUKI, Masaru）
：教授：医学研究センター（医学基礎兼担），神経化学，博士

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，13 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，9 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，124
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，8 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，9 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，1 年生全員の 1 クラス編成で 9 回講義を行っ
た．定期試験を行った結果，履修者 124 名中 6 名が再試験該当者となったが，再試験後，履修者全員を合格とした．
［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」
，
「メチルオレンジの紫外可視吸収スペクトル」，「赤外線分光法による医用プラス
チックの構造解析」
，
「薄層クロマトグラフィー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，1 学年を 2 クラスに分け，
「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，履修者全員を
合格とした．
［くすりの歴史］
（1 年 2 学期，8 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 6 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）（変更無し）
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，5 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 2 章 細胞の化学成分」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 2 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 40 名中 38 名が合格した．残り 2 名のうち，1 名は出席日数不足により定期試験受験不可となり，も
う 1 名は試験当日に理由無く欠席したため，2 名とも保健医療学部の学則規定に基づき不合格となった．
［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 6 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．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 24 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，22 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
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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
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. Colloid Interface Sci. (Elsevier)3 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
① Takeshi Moriguchi, Souhei Nakagawa, Fumihiro Kaji, Adsorbability of Alizarin Red S on Fe(III)- and Pb(III)-treated
hydroxyapatites in Water, Phosphorus Res. Bull. vol. 24, p.62-72 (2010).
②森口武史，中川草平，鍛冶文宏．鉄処理型ヒドロキシアパタイトを触媒とした光フェントン反応における速度論
的検討．第 20 回無機リン化学討論会．平成 22 年 10 月 7-8 日，仙台．
③ Takeshi Moriguchi, Souhei Nakagawa, Fumihiro Kaji. Application of Fe(III)-treated Hydroxyapatite as a
Heterogeneous Photo-Fenton Degradation Catalyst for Water Purification. The 2010 International Chemical
Congress of Paciﬁc Basin Societies (Paciﬁchem 2010). Dec. 15-20, 2010, Honolulu, USA.
④森口武史，中川草平，鍛冶文宏．鉄処理型ヒドロキシアパタイトの光フェントン反応触媒への応用．日本化学会
第 91 春季年会．平成 23 年 3 月 26-29 日，横浜．
［総数：論文 1 件，学会発表 3 件］
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
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，研究成果を学会発表 3 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
菅原

隆（SUGAWARA, Takashi）
：准教授：教育主任・研究副主任：行動生理学：博士

山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）
：准教授：教育員・研究員：脊椎動物の神経解剖学：博士
川村勇樹（KAWAMURA, Yuuki）
：助教：教育員・研究員：神経化学：博士

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統合教育と，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お
よび「選択必修」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，「人体の科学入門 2（医学セミナー）」および「臨
床推論」
「臨床入門」も担当した．
2-2．教育内容（担当者）
1）
「細胞生物学コース 1，ユニット 1 〜 3」
（担当者：菅原

隆，山崎芳仁，川村勇樹）

このコースは統合科目で，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（医学
研究センター含む）
，生理学，薬理学，解剖学，およびゲノム研究センターの合計 11 学科・センターがこのコース
の指導に当たった．本年度から，本コースは，教科書 “Essential 細胞生物学 第 2 版（南江堂）” の 21 の章を生物学
教室と上記の各学科・センターの教員が分担して講義することになった．菅原が第 1・5 章・17 章，山崎が第 3・8・
18・20 章，川村が第 4・7・15 章を受け持った．第 1 章の前，最初の時間に，教科書に出てくるモデル生物を顕微
鏡観察する時間を設けた．菅原がコースディレクター（CD）を務め，禾
の UD，守屋

泰壽（分子生物学・教授）がユニット 1

修（微生物学・准教授）がユニット 2 の UD，山崎がユニット 3 の UD，川村がユニット 1 〜 3 の UD

補佐となった．ただし，
禾教授が体調を崩したため，菅原がユニット 1 の UD を引き継いだ．また，ユニット 2 の途中，
第 10 章の講義が終了した時点で「細胞生物学 1 実習」を組み入れ，10 章までの分子生物学的内容の理解を深める
ようにした．実習の UD は穂苅

茂（生化学・講師）で，CD と UD・UD 補佐を合わせた 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．さらに，実習の後の週で，ゲノム医学研究センターの各部門長の講義により
「細胞生物学 1」で学ぶ内容が臨床医学につながっていることを理解するようにした．
2）
「人体の科学入門 2（医学セミナー）
」
（担当：菅原，山崎，川村）
「医科学への道すじ」コースのユニットで，菅原が UD を務め，学生を 15 班に分けて生物の菅原，山崎，川村と
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，2 日にわたる合同
発表会を開催した．
3）
「自然科学の基礎（生物学）
」
（担当：山崎）
「医科学への道すじ」コースのユニットで，山崎は UD 補佐を務めた．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 13 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．授業の時間にテストを行い成績を決定した．
4）
「選択必修」
（1）
（担当：山崎）
「動物のからだとヒトのからだ」のタイトルで 1 学期に「動物のからだとヒトのからだ 1」と
して 8 回，2 学期に「動物のからだとヒトのからだ 2」として 8 回を講義した．いずれも主に脊椎動物を対象と
した比較解剖・生理学を講義した．なお，この講義は準備教育コア・モデル・カリキュラムの 2 生命現象の科
学（3）生物の進化と多様性に対応している．
（2）
（担当：川村）
「実験動物学入門 1」の担当者鈴木正美准教授（中央研究施設

実験動物部門）の体調不良のた

め，第 7 回「遺伝子操作動物とは？」の講義を担当した
5）この他に，菅原，山崎，川村が 1 年生の「臨床推論」「臨床入門」を担当した．山崎はこの 2 ユニットの UD 補
佐を務めた．また，
「臨床推論」では年度末の 4 時間で，魚類におけるオプシン遺伝子の変異と種分化の関係を題材
とした生物学，物理学，化学，解剖学，生理学の教員によるシンポジウム形式の授業を行った．それぞれの分野が協
力して自然現象の解明が行われていることを強調した．川村は 1 〜 4 年生の「臨床入門」および 2 〜 4 年生の「医
学英語」の UD 補佐を務めた．また，菅原，山崎，川村は総合試験と卒業試験の作成にも協力した．

223

医学基礎（生物学）

2-3．達成度
1）
「細胞生物学 1」
：本コースの講義と実習を通じて，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
概念を習得できたと思われる．
4）
「選択必修」
：授業後に提出させた感想文を読むと，学生は脊椎動物の構造と機能について一定の理解を得たと
思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
1）
「細胞生物学 1」
：担当教員による質の高い講義に加え顕微鏡観察，実習を通じて，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．
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，学生の達成度の評価も適切であったと考えられる．次年度では，講義と実習
などの内容，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．本年度は合同
発表会を 2 日にわたって開催したので，プレゼンテーションの方法も学生に身につけさせることができたと思
われる．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．授業の最後に行ったテストの平均点は
76.3 点（100 点満点）であり，この目的はある程度達成できたと自己評価している．本年度は 13 時間の講義
終了後に 1 学期中の水曜日に 5 回の自主参加の補講を行った．参加人数はそれぞれ 20，9，16，6，7 名であっ
た．補講に参加した学生の年度末の成績は優秀な者から苦しんだ者まで含まれており，学生支援の難しさを考え
させられた．次年度の支援は成績が振るわない学生に特化したいと考えている．
4）
「選択必修」
：欠席する学生はほとんどなく，授業後に提出させた感想文も熱心な内容が多かった．学生は様々
な動物の比較を楽しんだと思われる．次年度も同様な内容で講義を続けたい．

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）菅原

隆：昆虫の神経行動学．

2）山崎芳仁：脊椎動物の神経解剖学．
3）川村勇樹：脊椎動物の神経解剖学．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）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きたが，研

究環境が十分に整わず，成果は上げられなかった．
2）山崎芳仁，川村勇樹：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，脳内のグリア
線維性酸性タンパク質（GFAP）について研究している．本年度は RT-PCR 法により GFAP 遺伝子の発現を調べた．
本研究は本学解剖学教室との共同研究である．
3）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：平成 19 年度に本部キャンパスに移転したのに伴って研究環境の確立が厳しい状況で，
また教育の負担が重いこともあり，十分な成果が上げられていない．引き続き次年度においても，研究環境の整備が
最大の課題である．
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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
論文
①佐藤真喜子，柴崎智美，荒木隆一郎，鈴木洋通，大野洋一，宮崎
野義彦，有田和恵，渡辺修一，持田
の臨床入門実習の評価

智，森

孝，羽生真由子，山崎芳仁，吉田喜太郎，菅

茂久，別所正美．医学部学生を対象とした重症心身障害児施設で

第 2 報．医学教育．2010 ; 41 suppl. :144

②荒木隆一郎，佐藤真喜子，柴崎智美，鈴木洋通，山崎芳仁，吉田喜太郎，有田和恵，森
満，持田

茂久，渡辺修一，間嶋

智，別所正美，鈴木郁子，丸木和子．重症心身障害児施設における医学部 1 年臨床入門（ICM）実

習の振り返りレポート計量テキスト分析による評価．医学教育．2010 ; 41 suppl. :145
学会発表
③佐藤真喜子，柴崎智美，荒木隆一郎，鈴木洋通，大野洋一，宮崎
野義彦，有田和恵，渡辺修一，持田
の臨床入門実習の評価

智，森

孝，羽生真由子，山崎芳仁，吉田喜太郎，菅

茂久，別所正美．医学部学生を対象とした重症心身障害児施設で

第 2 報．第 42 回日本医学教育学会大会，2010 年 7 月，東京

④荒木隆一郎，佐藤真喜子，柴崎智美，鈴木洋通，山崎芳仁，吉田喜太郎，有田和恵，森
満，持田

茂久，渡辺修一，間嶋

智，別所正美，鈴木郁子，丸木和子．重症心身障害児施設における医学部 1 年臨床入門（ICM）実

習の振り返りレポート計量テキスト分析による評価．第 42 回日本医学教育学会大会，2010 年 7 月，東京
⑤中村洋輔，川村勇樹，奥泉和也，半澤直人，中内祐二．ミズクラゲ隠蔽種間におけるエフィラ幼生の筋細胞およ
び感覚器官の微細構造の比較検討
⑥森

日本動物学会第 81 回大会．2010 年 9 月，東京

茂久，有田和恵，稲葉宗通，柴崎智美，川村勇樹，大西京子，村松俊裕，渡辺修一，間嶋

及川

満，持田

智，

泰，斎藤栄子，野口久美子，斎藤啓子，別所正美．埼玉医科大学医学部における看護業務体験実習の評価．

第 42 回医学教育学会大会
総数：論文

2 件，学会発表

2010 年，7 月，東京
4件

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
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．また，研究環
境が厳しい状況のため，研究成果がなかなか上げられていない．研究面で一層努力をしていきたい．
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1．4）医学基礎（英語）
1．構成員
笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）
：准教授：教育副主任：研究副主任

Chad Godfrey：特任講師
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
Steven O'Toole：非常勤講師
Frances Gleeson：非常勤講師

2．教育
2-1．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．
2-2．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 22 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, CLIL（医療系の内容を英語で学ぶ）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限り小さくして，CLIL (Content and
Language Integrated Learning)（医療系の内容を英語で学ぶ）というヨーロッパで盛んな新しい指導を取り入れなが
ら，ICT(Information and Communication Technology) 環境を活用し，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．
各学期の授業時数は，1 学期（英語 1）45 時間，2 学期（英語 2）42 時間，3 学期（英語 3）35 時間である．各
学期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 (Interaction)（担当：笹島准教授，Gilroy, Woodall, O'Toole, Gleeson 各非常勤講師）は，学
生を 8 分割し，同時開講少人数クラスとして，笹島准教授が全体を統括し，4 人の講師と協同して，発音，表現
の定着練習，対話の反復練習，ロールプレイ，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．
・Oral communication (Presentation)（担当：笹島准教授，Chad Godfrey 特任講師）
・ Reading（担当：川端客員教授，川島非常勤講師）では，「医学英語入門」として，医学医療に関係する現代的な
トピックを扱った適切な教材を TIME 誌より選び，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．
・ CLIL（担当：笹島准教授，Chad Godfrey 特任講師，Gilroy, Woodall, O'Toole, Gleeson 各非常勤講師）では，基
礎的な医療や科学の題材を扱い，単に英語を学ぶだけではなく，学生自身が備えている基礎的な医療や科学の知
識を英語で理解し，使えるようにすることを目的として活動した．
・ Writing（担当：笹島准教授，Chad Godfrey 特任講師，Gilroy, Woodall, O'Toole, Gleeson 各非常勤講師）では，
丁寧な指導をするために，クラスサイズを小さくして，個々の指導が可能なように配慮した．さらに学習を効果
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的にするために自律学習を奨励し，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．
この他に，1 学期には実力テストを含むオリエンテーション，3 学期には TOEFL テストを実施した．
（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．
2-3．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，総合的な英語コミュニケーション能
力の育成を図ることを前年同様に目的とした．専任の教員と非常勤の教員の増員にともない，以前より希望していた
少人数での授業が可能となり，学生一人ひとりの満足度も高くなった．また，CLIL という新しい指導法を導入する
ことにより，学生の英語学習に対する意欲を喚起できたことが大きな成果と言える．ほぼ当初意図した学習目標を達
成することができたと考える．1 年次においては，あくまでも英語コミュニケーション能力の総合的育成と学習習慣
の定着を図ることを目的として上記のサブユニットを展開した．それに加えて，医学英語入門として ESP に関連し
た内容を取り扱った CLIL 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 や，英語によるプレゼンテーショ
ンや内容のある会話などの活動に焦点を当てた Oral Communication などのサブユニットの活動は，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にも貢献した．医療用語については，単に暗記しておぼ
えるだけではなく，実際のコミュニケーション活動を通じて使用することにより，自律的に学習する姿勢を促した．
その一助として，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た．特に CLIL は，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，学習動機や到達目標
の水準を高める効果があったと言える．この点を含めて，当該学年の学習領域や時間配分はおおむね適切であったと
考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
全体として，英語ユニットを各サブユニット領域に分けて，少人数教育を実施できたことにより，これまでよりも
一層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，相互に関連した活動内容・評価基準の導入を含めて，CEFR を基盤とした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．学年末に実施した TOEFL-ITP は，必ずしも医学生に適して英語試験では
ないが将来必要となる英語能力試験でもあるために導入し，かつ，授業でも指導した．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 回しかできないが，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，CEFR 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．今後の課題としては，授業内容の改善，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 の環境整備を充実させ，自
律学習をさらに推進していくことなどがあげられる．指導サイドとしては，教員の資質の向上と人的資源の充実に努
めたい．

3．研究
3-1．目的・目標
英語教室の専任は，今年度から特任講師を含めて二人となり，次のような科目・教室としての固定した研究テーマ
を継続して続けている．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
目標の設定と，CLIL の推進である．併せて，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．
3-2．該当なし
3-3．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．
具体的には，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 を研究し，Godfrey や非常勤講師の協力を得て，その推進研究
227

医学基礎（英語）

を進めている．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として，さらに探求を続けている．Godfrey は，今年度より着任し，
実践的な指導に関心を示し，本学で昨年より実施している CLIL の効果的な指導法の研究，CLIL に対する研修の実施
や教材開発，それにかかわる調査研究に取り組んでいる．また，医学部における Writing 指導のあり方についても実
践的に研究をし，国際交流センターでの交換留学生の指導と関連して，学生が英語を使える環境づくりを模索してい
る．
3-4．自己評価と次年度計画
笹島の研究は上記と重なるが，さらに以前より継続して，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な取り組みを続けている．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
の構築を，CLIL を核として進めている．また，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．Godfrey は，現在実施しているカリキュラムにおける CLIL, Writing, Presentation 授業改善を図るべく，実践的
な授業研究に取り組んでいる．

4．診察 該当なし
5．その他 該当なし
6．業績
6-1．論文・学会発表
①笹島

茂．

言語教師認知の研究‐英語を教えることのむずかしさ．『大塚フォーラム 28 号』（大塚英語教育研

究会．リーベル出版）
．63-71,2011.
②笹島

茂，寺内

一，山内ひさ子，野口ジュディー（編）．『21 世紀の ESP‐新しい ESP 理論の構築と実践』東京：

大修館書店．2010.
③笹島

茂，山崎朝子．
『Take Care（改訂版）』東京：三修社．2011.

④笹島

茂．
『医者たまご』の背景にある英語教育．東北大学医学研究セミナー．2010.

⑤ Sasajima, S., Godfrey, C. and Matsumoto, K. Focusing on CLIL Methodology with Medical Students. JASMEE 13th
Annual Meeting, St. Luke's Nursing College, Tokyo, Japan. 2010.
⑥ Sasajima, S. Eﬀective Teacher Assessment Based on the CEFR Levels. 5th International and 41st Annual ELTAI
Conference, Chennai, India. 2010.
⑦ Sasajima, S. Tomorrow's Teachers: Autonomous Development in English Language Teaching. 大学英語教育学会
全国大会特別シンポジウム .2010.
⑧ Sasajima, S. EFL Teacher Cognition about Autonomous Language Learning in Japan. 大学英語教育学会全国大会
全体シンポジウム .2010.
⑨笹島

茂．なぜ日本の英語教師は授業をむずかしいと考えるのか？大学英語教育学会言語教師認知 (LTC) 研究発

表会．2011.
〔総数：論文 4 件，学会発表 5 件〕
6-2．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．117 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．900 万円．
笹島

茂，文部科学省科学研究費補助金研究

基盤研究 B 「外国語コミュニケーション能力育成のための日本型Ｃ

ＥＦＲの開発と妥当性の検証」
（課題番号 22320108）（研究分担者）平成 22‐24 年．390 万円．
笹島

茂，文部科学省科学研究費補助金研究

基盤研究 C 「小学校英語授業改善に向けた教師の認知研究：言語教

師としての信条分析」
（課題番号 22520624）
（連携研究者）平成 22‐23 年．65 万円．
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．該当なし
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7．自己点検・評価
Godfrey が赴任し，非常勤講師を増員することにより，様々に改善が図れた 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，分割クラス，新しい指導法である CLIL の推進など，多くの点で改善が図られた．
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，学生の出席が厳しくなったが，強制して授業活動を営むことを避け，少人数教育による学習者
中心の授業運営を目指し，学生のモティベーションを高めることにより，授業の活性化を図るべく努力した．しかし，
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ていない．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．
学生のノート PC を活用し，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きた．今後も，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，自律学習を奨励すべく努力する．
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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：博士
永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：教授：運営責任者：教育主任：臨床解剖学，伝導路の発生：博士
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：博士
駒崎伸二（KOMAZAKI, Shinji）
：准教授：研究主任：発生生物学，細胞生物学：博士
藤田恵子（FUJITA, Keiko）
：准教授：教育副主任：細胞生物学，血管新生：博士
髙野和敬（TAKANO, Kazuhiro）
：講師：研究副主任：発生生物学：博士
矢部勝弘（YABE, Katsuhiro）
：助教：肉眼解剖学：博士
松本英子（MATSUMOTO, Hideko）
：助教：神経系の細胞生物学：博士
深澤幹典（FUKAZAWA, Mikinori）
：助教：肉眼解剖学：修士
助手：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（25 限，実習 11 限），穐田（8 限），駒崎（14 限，
実習 10 限）
，藤田（21 限，実習 11 限）
，髙野（19 限，実習 12 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，21 章「組織の成り立ちとがん」（穐田；1
限，駒崎；2 限，藤田；1 限，髙野；1 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）なら
びに臨床推論（16 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・深澤が医学セミナー（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）
，
呼吸器（7 限，実習 4 限）
，内分泌（5 限；実習 3 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（4 限）
，循環器（2 限）
，構造系実習（16 限）〕，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（2 限；実習 1 限），循環器（4 限），構造系実習（72 限）
〕
，
髙野〔組織・発生（実習 3 限）
，呼吸器（実習 4 限），内分泌（実習 3 限），消化器（実習 6 限），感覚器（実習 6 限）
，
構造系実習（72 限）
〕が講義ならびに実習を担当した．「良医への道 2」コースでは臨床推論で永島が講義（16 限）
，
中村・駒崎・藤田・髙野がスモールグループ学習（各 2 限）を担当し，また山科が倫理学（9 限）を担当した．
6 年生では永島が「脳・神経系疾患」の 1 限と「骨・軟部組織・運動器疾患」の 1 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；
電子顕微鏡技術（1 限）
，藤田；培養技術を用いた形態学（1 限）．
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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〉，人体の構造と機能 1-1；永島〈UD〉，人体の構造と機能 1-2；駒崎〈UD〉
，
人体の構造と機能 1-3；藤田〈UD〉
．
「良医への道 1」コースでは，医学概論；永島〈UD〉．臨床推論；永島〈UD 補佐〉
．
人体の構造と機能 2 では，駒崎〈CD 補佐〉
，組織・発生；中村〈UD〉，髙野〈UD 補佐〉，腎・泌尿器；中村〈UD 補佐〉
，
呼吸器；中村〈UD 補佐〉
，内分泌；中村〈UD 補佐〉，生殖器；中村〈UD 補佐〉，消化器；駒崎〈UD 補佐〉，感覚器；
駒崎〈UD 補佐〉
，皮膚・運動器；藤田〈UD〉
，循環器；藤田〈UD 補佐〉，血液；藤田〈UD 補佐〉，神経；永島〈UD
補佐〉
，構造系実習；永島〈UD〉
，藤田〈UD 補佐〉．「良医への道 2」コースでは，医学概論；永島〈UD〉，臨床推論；
永島〈UD 補佐〉
．
教育用研究用遺体収集：平成 22 年度収集遺体数 60 体（通算収集遺体数 1,798 体），解剖学実習使用遺体数 29 体，
臨床系教室研修および研究用遺体数 16 体．埼玉医科大学篤志献体登録者（平成 23 年 3 月末の登録者総数 2,271 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ガイダ
ンスである．
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・微分干渉Ｘ線撮影法による関節
の軟部組織の描出
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ガイダンス：軸索分枝新生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）．
2．この年度に，田中淳司教授（大学病院放射線科），百生敦准教授（東京大学大学院新領域創成科学研究科）
，コ
ニカ・ミノルタ・エムジー（株）と共同研究を開始した．Ｘ線撮影にタルボ・ロー干渉計（微分干渉原理を応用
した技法）を組み合わせて，関節軟骨や靭帯など，関節周囲の人部組織を可視化する研究（倫理委員会の承認番
号 580）である．これは関節リウマチの診断に期待が持たれる新技術であり，科学技術振興機構（JST）
・機器
開発事業の助成を受けている．
3．三次元血管新生培養モデルを用いて，骨格筋における血管新生機序の解析をすすめた．研究成果は第 116 回日
本解剖学会全国学術集会にて公表した（藤田）．
4．軸索ガイダンス因子ネトリン‐1 が引き起こす大脳皮質ニューロンの軸索分枝新生にかねてより注目している
が，本年度は種々のネトリン受容体のうち DCC がこの現象に大きな貢献をしていることを示唆する結果を得た．
成果の一部は日本動物学会第 81 回大会において発表した（松本）．
5．肝芽腫癌幹細胞 (cancer stem cell; CSC) の分離・同定を試み，CSC の性状について調べた．結果は第 47 回日本
小児外科学会（シンポジウム）
，第 42 回日本臨床分子形態学会（ワークショップ），第 116 回日本解剖学会全
国学術集会で発表した（藤田）
．
3-4．自己評価と次年度計画
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．
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血管新生に関する実験は 3 次元培養法を用い，骨格筋から新生した毛細血管の解析をすすめた．また，小児外科と
の共同研究では，肝芽腫における癌幹細胞 (CSC) の分離・同定・解析を行い，CSC を標的とする新しい治療戦略に繋
がる可能性が示唆された．本研究の一部は科学研究費の補助を受けており，引き続き，CSC と血管新生の関係につい
て明らかにしたい．大脳皮質ニューロンにおける軸索ガイダンスについては，これまでの我々の研究より，ネトリン
‐1 の分枝新生促進作用がネトリン受容体 DCC によって担われているとともに，この作用の調節には DCC 分子の細
胞内輸送機構が関わっていることが示唆された．次年度は，大脳皮質ニューロン発生過程のさらに早い段階でみられ
る軸索伸長にも注目し，ネトリン‐1 作用の軸索伸長から分枝新生への転換について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．目的・目標
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．研究グループ（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+ 濃度調節機構とそれが関連する病気のメカニズムの解明をめざし，国内外の共同研究チームに参
加して研究を進めている．それとともに，動物の発生（原腸胚形成，神経胚形成など）のメカニズムの解明を教
室内の共同研究として進めている．
（駒崎，猪股）
3．発生過程における形態形成に関する研究：原腸胚形成機構についての総合的研究（髙野；東京大学などとの共
同研究）
．
3-3．研究内容と達成度
発生学と細胞生物学に関する研究の原著業績 4 編に名を連ねることができた．そして，細胞生物学の教科書を一
冊書くことができた．
（駒崎）
原腸胚形成に伴う細胞内カルシウムイオン動員機構の発達と細胞運動との関係について解析を進め，研究成果を原
著論文として公表した．
（髙野）
3-4．自己評価と次年度計画
退職や定年に伴う教育スタッフの減少により教育業務が著しく増加したが，教育の質を落とさないためにも，従来
の研究の質，量ともに維持するように励む．さらに，発生学の教科書も 1 冊執筆する．また，研究に必要とする資
金を自力で調達するために，研究助成金も複数件獲得することを目標とする．（駒崎）
原腸胚形成に伴い細胞内カルシウム動員機構が発達することで細胞運動が活性化されることが示された．次年度は，
細胞骨格の再構築と細胞運動との関係についても解析を進める．（髙野）

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
Anatomical Science International 誌 Managing Editor（永島）
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，矢部，藤田一），大東文化大学・スポー
ツ健康科学科（中村）
，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（髙野，猪股），埼玉医科大学医
療センター看護専門学校（矢部）
○学会役員：日本解剖学会評議員（中村，永島，藤田），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
①穐田真澄，
藤田恵子，
他．組織学総論 −細胞・組織の基礎から病態の理解へ−
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②永島雅文，伊藤

司，巻渕千穂，清原淳子，木戸一博，長束澄也，百生

敦，田中淳司．関節軟骨の描出：微分

干渉の原理を応用したＸ線撮像技術の可能性．第 14 回 臨床解剖研究会．2010 年 9 月．金沢．
③松本英子，永島雅文．ネトリン‐1 刺激下の大脳皮質ニューロン軸索における分枝新生と DCC の細胞表面移行．
日本動物学会第 81 回大会，2010 年 9 月，東京．
④ Nagashima M. Life-long learning of clinical anatomy in the dissection laboratory. 116th Annual Meeting of the
Japanease Association of Anatomists. 2011 年 3 月．大震災のため集会中止．紙上発表．
⑤ Fujita K, Hayashi S, Satomi A, Matsumoto S, Ohshima S, Akita M, Nagashima M, Characterization of cancer stem
cells from a human hepatoblastoma-derived cell line. 116th Annual Meeting of the Japanease Association of
Anatomists. 2011 年 3 月．大震災のため集会中止．紙上発表．
【総数：原著論文 0，著書 2，学会等発表総数（国外；0，国内；7）】
6-2．獲得研究費
1．藤田恵子（代表）
：日本学術振興会・科学研究費補助金，基盤研究（C）；「肝芽腫幹細胞における特異的活性化
因子の機能解析と腫瘍血管構築の解明」課題番号 22591985，169 万円．
【発生学・細胞生物学研究グループ】
6-1．論文・学会発表
① Yamagishi M, Ito Y, Ariizumi T, Komazaki S, Danno H, Michiue T, Asashima M. Claudin5 genes encoding tight
junction proteins are required for Xenopus heart formation. Develop. Growth and Diﬀer. 2010；52,665-675.
② Nishimura Y, Kurisaki A, Nakanishi M, Ohnuma K, Ninomiya N, Komazaki S, Ishiura S, Asashima M, Inhibitory
Smad proteins promote the differentiation of mouse embryonic stem cells into ependymal-like ciliated cells.
Biochem Biophys Res Commun. 2010；401,1-6.
③ Zhao X, Yamazaki D, Park K-H, Komazaki S, Tjondrokoesoemo A, Nishi M, Lin P, Hirata Y, Brotto M, Takeshima,
Ma J. Ca2+ overload and sarcoplasmic reticulum instability in tric-a null skeletal muscle. J. Biol. Chem. 2010；
285,37370-37376.
④ Takano K, Obata S, Komazaki S, Masumoto M, Oinuma T, Ito Y, Ariizumi T, Nakamura H, Asashima M,
Development of Ca2+ signaling mechanisms and cell motility in presumptive ectodermal cells during amphibian
gastrulation. Develop. Growth and Diﬀer. 2011；53,37-47.
⑤図解・分子細胞生物学，浅島

誠，駒崎伸二（共著），掌華房，（2010）．

【総数：原著論文 4，著書 1】
6-2．研究補助金
1．髙野和敬（代表）
：文部科学省・科学研究費補助金，若手研究（B）；「細胞変形運動から解明する原腸陥入のし
くみ」課題番号 21790190．117 万円
2．駒崎伸二（代表：駒崎，分担：猪股）
：
及ぼす影響の解析 ”

埼玉医科大学

学内グラント

“ 交流磁界が細胞内 Ca2+ イオン濃度に

25 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
この年度は，1，2 年生の「臨床推論」ユニットの課題学習の再編に関わった．臨床現場の疑似体験を通して，既
存の知識を利用して診断プロセス（判断，意思決定）に至ることが学習のねらいである．また 6 年生の「脳・神経
系疾患」と「骨・軟部組織・運動器疾患」の講義シリーズでは，永島が初回の授業を担当した．講義内容は，神経解
剖学，臨床解剖学，発生学が中心であり，その多くが 1，2 年生の授業内容と重なるが，臨床実習を経験した学生が
診断治療の現場で解剖学の重要性を再認識していることを実感することができた．
研究面では，高野和敬講師が構造系実習に積極的にコミットしながら，発生生物学の原著論文を筆頭著者として公
表した．基本学科にとって頼もしい存在となった高野講師の教育者・研究者としての成長を大いに期待する．また藤
田恵子准教授が科学研究費補助金を獲得し，小児外科との共同研究に一定の結果が得られ原著論文にまとめる段階に
なったことも，研究活動の進展として評価できる．さらに，関節の画像診断技術の開発を目標として放射線科との共
同研究を開始した．これは臨床解剖学の実験研究の典型例であり発展が期待される．なお日本解剖学会の全国学術集
会が 3 月末に横浜で開催される予定だったが，東日本大震災の影響で中止となった．
年度末には中村裕昭教授と深澤幹典助教が退職した．基本学科の運営方針に関しては，学長・学部長の主導のもと
「解
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剖学のあり方を考える」ワーキンググループで論議を重ねた．これを踏まえて，次年度には慎重な人事選考の上で適
格な教員を補充し，解剖学の教育・研究の実を上げることが求められる．
ところで本学には退職予定の教授による「最終講義」という制度がない．私見ながら，大学（知）の社会的な役割は，
学生の人間的成長を意味する「人格の陶冶」と共に，ロゴス（言葉・言説・論理）によってコスモス（秩序・宇宙・真理）
を発信し後代に伝えることである．国民医療を担う医師を養成する医科大学の運営に当たっては，人格・技量とも信
頼される優れた臨床医の育成が社会の負託を受けた教育機関として最重要の戦略目標であることは明白である．
大学教員（特に教授）が在職期間中に，何を創り，どのように語り，伝えたかを，具体的に総括することが必要と
考えている．最終講義，業績集，エッセイなど，形式は色々ありうる．こうした慣習を制度化することは形式主義に
堕す恐れがなきにしもあらずだが，任務を全うするに当たって自らの所信を明らかにすることは「知の拠点」に生き
る者にふさわしい態度と考える．後進のためにも，大学教授として学園に残した足跡を形に残すことを自戒としたい．
（永島）
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医学部（基礎医学部門）

3．生理学
1．構成員：
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：教授：教育員：研究主任：視覚神経生理学：博士
池田正明（IKEDA, Masaaki）
：教授：運営責任者：教育主任：研究員：生体リズムの分子生物学：博士
高田眞理（TAKADA, Makoto）
：准教授：教育員：研究員：上皮輸送：博士
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）
：講師：教育員：研究員：分子神経生物学：博士
伊丹千晶（ITAMI, Chiaki）
：講師：教育員：研究員：神経生理学：博士
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：博士
田丸文信（TAMALU, Fuminobu）
：助教：教育員：研究員：博士
菅

理江（SUGE, Rie）
：助教：教育員：研究員：博士

金子優子（KANEKO, Yuko）
：助教：教育員：研究員：博士
長岡麻衣（NAGAOKA, Mai）
：助教：教育員：研究員：博士
熊谷

恵（KUMAGAI, Megumi）
：助手

藤牧‐青葉香代（FUJIMAKI-AOBA, Kayo）
：助手
戸塚博子（TOZUKA, Hiroko）
：助手
吉川郁子（YOSHIKAWA, Ikuko）
：事務員
千葉

康（CHIBA, Yasushi）
：大学院

岡部尚志（OKABE, Takashi）
：大学院（国際セ・泌尿器科）
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
渡辺

守（WATANABE, Mamoru）
：非常勤講師

福田公子（FUKUDA, Kimiko）
：非常勤講師
吉村和法（YOSHIMURA, Kazunori）
：非常勤講師
服部信孝（HATTORI, Nobutaka）
：非常勤講師
糸川昌成（ITOKAWA, Masanari）
：非常勤講師
長根光男（NAGANE, Mitsuo）
：特別協力研究員
稲川初美（INAGAWA, Hatsumi）
：特別協力研究員
安達直樹（ADACHI, Naoki）
：特別協力研究員

2．教育
2-1．目的・目標
人体の構造と機能 2 は病気を理解するための基本となるコースである．本コース内では，臨床医学や疾患研究の
最前線で病因解明に取り組んでいる講師を学内外から迎え，臨床の現場からどのような研究が生まれ，それが患者に
どのようにフィードバックされるのかを，講師が実際の臨床の現場から発展させた研究の具体例をとりあげることを
通じて学習できる機会を設けており，基礎医学や研究的視点が臨床医学に果たす役割を理解してもらうよう心がけて
いる．
（池田）
学生が単なる暗記だけではなく理解・統合を自発的に行えるように，講義等をデザインし，自発性を刺激すること
であった．
（渡辺）
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）
，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），血液（坂本），内分泌（高田，
吉村）
，腎・泌尿器（伊丹）
，循環器（高田，金子，菅），生殖器（池田，山岡，吉村），消化器（中尾，渡辺（守），福田）
，
感覚器（渡辺，伊丹，田丸，金子）
，神経（池田，渡辺，糸川，服部）．機能系実習は以下の 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）（菅）2）消化器（腸管運動，糖
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質の消化）
（坂本）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，伊丹，
長岡）4）血液（血液細胞成分，血液凝固と溶血，血液型，ヘモグロビンの吸光度）（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）
．
1 項目を 2 日間行い，項目ごとの違いに応じて，実験，データ検討，レポート作成などの指導がおこなえるようにし
た．実習終了後すべての課題に対し各自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，椎橋，田丸，菅，金子，長岡），人体の科学入門 2（医学セミナー）
（池田，田丸）
，細胞生物学 1（中平，高田，渡辺），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）
，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，臨床推論（渡辺，高田，中平，伊丹，
中尾）
，良医への道 2 コース・選択必修（Perl プログラミング入門：椎橋，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，田丸）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，田丸），同実習編（坂本），統計情報解析特論（椎橋）
，
大学院医学研究科大学院生指導（池田）
，実用実験医学特別実験（池田）を担当した．
卒後教育委員会後援学術集会として高坂新一所長（国立精神神経医療研究センター神経研究所），服部信孝教授（順
天堂大学医学部脳神経内科）
，糸川昌成参事研究員（東京都医学研究機構 東京都精神医学総合研究所統合失調症プロ
ジェクト）の大学院講義を企画し司会を行った（池田）．
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）大学院看護学研究科（看護情報処理論：

椎橋）総合医療センター看護専門学校（生理学：渡辺）毛呂病院看護専門学校第二学科（生理学：渡辺，池田，田丸，
菅，金子）を担当した．
2-3．達成度
消化器内科，神経内科，精神科領域の臨床研究や疾患研究の第一線で活躍している講師を学外から招聘するととも
に，学内からは臨床教育に日頃携わっている臨床科の教員に人体の構造と機能 2 の講義を担当して頂いた．本年度
は講義数としては少ないものも，臨床家の着眼点から病気の本体や今後の課題に迫る内容の講義を聞く機会を学生に
提供することができた．
2-4．自己評価
病態や疾患の原因を学びながら人体を構成する臓器や細胞，人体の機能を理解しようとする学習法は，原因と結果
を結びつける思考の訓練に有効であることばかりでなく，学生の基礎医学を学ぶ意味をより鮮明し学習意欲を高める
事ができたと考えている．

3．研究
研究の項目については「感覚・イオンチャネルグループ」と「神経科学グループ」に区分して記載する．
［感覚・イオンチャネルグループ：渡辺修一，高田真理，中平健祐，田丸文信，金子優子，菅

理江，藤牧‐青葉香代，

戸塚博子］
3-1．目的・目標
生理学では神経科学グループと感覚・イオンチャネル研究グループの 2 つの研究グループで研究を行っている．
感覚・イオンチャネル研究グループでは，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．研究グループ（研究プロジェクト）
1．網膜の視覚情報処理（渡辺，田丸，金子，菅，戸塚）
1）明順応状態における桿体視細胞情報遮断の網膜内メカニズム
2）網膜杆体経路の解析
3）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
4）シンタキシン IA ノックアウトマウスにおける網膜の構造的変化
2．上皮輸送（高田，金子，藤牧‐青葉）
1）上皮の細胞分化と上皮 Na チャネル (ENaC) の発現，局在調節
2）上皮 Na 輸送に対する vasotocin の効果
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．学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明（菅）
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1）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
3-3．研究内容と達成度
1．網膜の視覚情報処理
明順応状態で桿体が飽和レベルの光応答を出し続けることをウシガエルの単離桿体を用いてパッチクランプ法で確
認しようと試みている．セットアップを組み上げ，実験方法・条件の確立に努めた．
大阪バイオサイエンス研究所と共同研究を行い，桿体入力型双極細胞に発現している TRPMI チャネルが AII アマ
クリン細胞の機能発現に影響を及ぼしている可能性を示唆する結果を得た．
in situ hybridization 法と免疫組織化学的手法を組み合わせ，ラット網膜のドパミン作動性アマクリン細胞（DA 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試みている．DA 細胞は，AII アマクリン細胞とは異なり
電位依存性 Na チャネルのサブタイプのひとつである Nav1.1 を発現していないことがわかった．シンタキシン IA ノッ
クアウトマウスにおける網膜の構造的変化を組織化学的に検討し，桿体双極細胞に変異を見いだした（杏林大学医学
部生理学教室との共同研究）
．さらに本年度は，金子が本学教員短期留学制度に採用され，2010 年 6 月から 8 月の三ヶ
月間，アメリカニューヨーク州立大学 Stony Brook 校の Department of Neurobiology & Behavior に滞在した．滞在
先では，
急速凍結法と凍結置換法を用いたマウスホールマウント網膜の電子顕微鏡観察に挑戦し，基本的なプロトコー
ルを確立することができた．また，マウス網膜水平細胞に発現するタンパク質の局在を免疫染色法で調べた．
2．上皮輸送
1）表皮は基底細胞が角化細胞に最終分化する過程の細胞群から成り立っている．上皮 Na チャネル (ENaC) は両生
類から哺乳類にいたるまでの動物群の表皮に発現している．表皮細胞の分化の過程で，ENaC mRNA がどの細胞
に発現するのかを，今年度も引き続き両生類表皮を用い in situ hybridization で研究した．ENaC は 3 つのサブ
ユニットからなり，それぞれが機能発現に重要な役割を果たしている．今年度はさらに ENaC の各サブユニット
の mRNA 発現に注目して実験を行った．その結果 ENaC αサブユニットとβサブユニットの mRNA は有棘細胞
と顆粒細胞に発現していることを明らかにした．また，University of Southern Illinois の Dr. Jensik より ENaCHA construct の供与を受けることができた．ENaC 蛋白の発現を碓認する研究を開始した．
2）Vasopressin family のホルモン作用に desensitization が知られている．Vasotocin は vasopressin family のホル
モンである．Vasopressin family 受容体の antagonist である OPC-31260 を大塚製薬から供与を受け，両生類上
皮を材料に，desensitization のメカニズムを研究した．Desensitization は受容体数の減少によることを推定した．
3．K チャネルの局在と機能の解明
Kv4.2 チャネルと蛍光タンパクとの融合タンパクの発現を解析した．株化細胞での細胞内局在は，付加された
EGFP の部位よる違いはなかった．Kv4.2 結合たんぱく質である KChIP-1 を強制発現させると，チャネルの分布は主
にゴルジ体マーカーと一致した．発現系では ER からゴルジ体へ移行促進がチャネルの機能的発現促進の主因になっ
ていると考えられた．
4．学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明
糖尿病発症初期の学習障害と脳内変化と検討するため，2 型糖尿病モデルラット OLETF の 10，15，20 週齢での
学習能力を迷路課題によって検討したところ，
症状顕著化よりも前の 15 週齢から学習障害が観察されることが分かっ
た．
3-4．自己評価と次年度計画
1．パッチクランプ実験装置のセッティングと調整をし，実験方法・条件が徐々に定まってきた．次年度は明順応状
態で桿体が飽和レベルの光応答を出し続けることを確認し，更に次の段階の実験を進めていく予定である．
大阪バイオサイエンス研究所との共同研究を継続することで，発達過程における AII アマクリン細胞の機能発現の
解析を行う予定である．
in situ hybridization 法と免疫組織化学的手法を組み合わせ，DA 細胞に発現する電位依存性 Na チャネルサブタイ
プの候補が明らかとなった．次年度は単離した DA 細胞に対して RT-PCR 法を用いて同定を確かなものにしていきた
い．シンタキシン IA ノックアウトマウスの網膜における構造的変化については論文にまとめていく予定である．ま
た本年度は，金子が本学教員短期留学制度を利用して，急速凍結法と凍結置換法を用いたマウスホールマウント網膜
の電子顕微鏡観察という新たな技術に挑戦することが出来た．今後の研究に生かしていきたい．
2．1）上皮の細胞分化と上皮 Na チャネル (ENaC) の発現，局在調節
両生類表皮における ENaC mRNA の発現／局在の研究結果は Acta Hisochemica に投稿し，採択された．掲載は平
成 23 年度の予定である．上皮の発生過程における ENaC 蛋白の発現局在の同定に進みたい．達成度：50％
3．チャネルと修飾タンパクの相互作用が発現を促すメカニズムの解析をおこなっていきたい．
4．本年度は学内グラントで研究中の糖尿病モデルラットの行動実験，サンプル採取を集中的に行った．昨年度の予
237

生理学

備実験により計画していた実験の殆どを完了し，結果を得ることができた．来年度は今年度に採取したサンプルの
解析を元に学習障害のメカニズムを検討していく予定である．
各人の努力は認められるが，全体として論文という output の質・量ともに大きくしなければならない．
［神経科学グループ：池田正明，伊丹千晶，中尾啓子，長岡麻衣，熊谷

恵］

3-1．目的・目標
クリニカルリサーチを展開するための研究体制作りを行い，基礎研究者，リサーチクリニシャンを育成する．
3-2．研究プロジェクト
I 分子時計（池田，熊谷，千葉，岡部）
1）時計遺伝子のリズム発現に影響を与える因子
2）マルチカラールシフェラーゼの概日リズム研究への応用
3）PPAR γの転写と時計遺伝子の役割
II 大脳皮質の機能分化メカニズムの解明
1）大脳皮質の機能発達と情報処理機構の解明（伊丹）
2）子宮内電気穿孔法により遺伝子導入された大脳皮質体性感覚野抑制性神経細胞の電気生理学的・神経化学的解
析法を用いた機能分化メカニズムの解析（伊丹，中尾）
III 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
IV 眼咽頭筋ジストロフィーの病態モデル作成と治療法の開発（中尾，長岡，熊谷，池田，溝井 *，山元 *，荒木 *
神経内科学教室との共同研究）
V in vivo エレクトロポレーション遺伝子導入法を用いた膀胱癌治療法の開発（中尾，伊丹，堀永 *，平澤 *，朝倉 *
* 泌尿器科との共同研究）
3-3．研究内容と達成度
I 分子時計プロジェクトとして「概日リズムの分子機構の解明と病気との関連について」の研究を，主にゲノム医学
研究センタープロジェクト研究部門のオープンラボで展開している．本年度取り組んだ主な研究課題は「時計遺
伝子のリズム発現に影響を与える因子」である．この課題については時計遺伝子の E-box に対する bHLH 型転写
因子の影響について検討し，細胞抽出蛋白の中で時計の E-box にドミナントに結合する因子を見出した．「マルチ
カラールシフェラーゼの概日リズム研究への応用」では，産総研との共同研究として，接触する 2 細胞間あるい
は臓器間で 2 色のルシフェラーゼレポーターを用いて時計遺伝子発現リズムの位相の同調機構について解析した．
「PPAR γの転写と時計遺伝子役割」のプロジェクトは内分泌・糖尿病内科と共同研究として，脂肪細胞分化に於
ける DBP の役割について解析した．このプロジェクトと関連した特許を JST の支援を受けて PCT 出願した．
II げっ歯類のバレル皮質では，臨界期前後に皮質第 4 層‐2 ／ 3 層間の回路形成が行われる．生後 2 週目，4 層細胞
はカラム構造を無視した 2 ／ 3 層への投射形成が行われるが，生後 3 週以降，カラムを超えた投射に LTD がおき
て刈り込まれ，カラム状の投射となる．LTD はカンナビノイド (CB) を介するが，我々は生後 2 週目の皮質 4 層‐
2 ／ 3 層シナプスには LTD が欠落し，さらに，CB1 受容体が発現していないことを見いだした．現在，論文投稿
中である（大阪大学神経解剖学教室，北海道大学解剖学教室との共同研究）．今後，生理学的可塑性と形態的可塑
性をリンクするメカニズムを検討したい（伊丹）．
抑制性ニューロンは大脳皮質の出力と可塑性を調節する重要な ) 能を担っている．これまで主に転写因子の発現解
析に基づく細胞の運命決定機構の解析は行われてきたが，大脳皮質抑制性ニューロンの機能分化の分子制御機構は，
殆ど明らかになっていない．なぜなら，電気生理学的に明らかとなる機能的性質と分子マーカーの発現で定義され
る神経化学的性質のそれぞれの多様性が著しく，しかも両者が単純な対応関係にないからである．そこで我々は，
子宮内電気穿孔法を用いて抑制性神経細胞へ特異的
に遺伝子導入し，さらにその神経細胞の性質を電気生理学的ならびに神経化学的に解析するための方法の開発を試
みた．<BR>

子宮内の胎生 14 日マウス胚の脳室に EGFP 発現ベクター DNA 溶液を注入し，大脳基底核原基に向

けて電気穿孔法で遺伝子導入した後，その個体を子宮内で発生させ，後 14 〜 21 日に脳スライスを作成したとこ
ろ，EGFP の蛍光を発する細胞が大脳皮質体性感覚野に多数観察された．これらは，大脳基底核原基から接線方向
へ移動し辿り着いた神経細胞と考えられた．実際に，2 ／ 3 層の EGFP 陽性細胞にパッチクランプ法で電気生理学
的解析を行ったところ，抑制性神経細胞特有の発火パターン (FS:fast-spiking, LS:late-spiking, non-FS: など ) が観察
された．さらに，パッチクランプした細胞にビオチンを注入し，電気生理学的解析の後に脳スライス切片を固定し
PV,CB,CR 等の Ca2+ 結合タンパク質や SOM 等の神経ペプチドに対する抗体を段階的に順次加えて行くことで，そ
の細胞の神経化学的性質を retrospective に同定することに成功した．今後は，この大脳皮質の抑制性神経細胞へ
238

生理学

子宮内
電気穿孔法で遺伝子導入することで様々な遺子の過剰発現や機能抑制（shRNA 型 DNA の導入）を行い，その細胞
を電気生理学的に解析した後に，神経科学的特性を調べるという方法を用いて，体性感覚野抑制性ニューロンの機
能分化の分子機構を明らかにしていく（伊丹，中尾）．
III 神経幹細胞・前駆細胞の増殖・分化の制御機構の解析（中尾）
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
これまで我々は，哺乳類神経上皮幹細胞から前駆細胞へと分化する際の分子制御機構を明らかにするモデル系と
して，ショウジョウバエの視覚中枢原基に存在する神経上皮幹細胞を選び，それらが細胞周期特異的−神経上皮
幹細胞において特異的に延長している G1 期に−神経前駆細胞に転換することを明らかにしてきた．そこでこの転
換機構を制御している分子メカニズムを明らかにするために，Notch signaling の関与について解析した．Notch
signaling が神経上皮幹細胞と神経前駆細胞の増殖を促進し，かつ神経前駆細胞からニューロン・グリアへの分化
を抑制することは，これまでの我々の研究で明らかにしているが，神経上皮幹細胞から神経前駆細胞への転換の
分子機構に関しては，哺乳類を含めて何も明らかになっていない．実際ショウジョウバエ視覚中枢原基の神経上
皮幹細胞においても，その神経前駆細胞への転換プロセス中の細胞は，G1 期であるため BrdU を取り込まない上
に，細胞接着装置の，細胞極性の再構築が起こるのだけが指標で bHLH 型転写因子の Asense が転換後半に徐々に
発現してくること以外には適当な分子マーカーもなく解析が困難だった．

本年度は Notch signaling の活性化の

指標である su(H) 遺伝子のプロモーター支配下でβ -gal 遺伝子を発現するレポーター遺伝子の発現を調べることで
Notch signaling が神経上皮幹細胞から神経前駆細胞への転換の直前に活性化され，直ちにダウンレギュレートさ
れることを明らかにした．さらに Notch の機能欠失突然変異体のクローンを作成することで神経上皮幹細胞の転
換直前に Notch signaling の活性が上昇できない様にすると Notch signaling のリガンドである Delta の異所的な蓄
積が起こり転換プロセスが早まる事がわかった．以上のことから Notch signaling の活性化が転換直前の限定され
た時期に起こることで神経上皮細胞から神経前駆細胞への転換のタイミングが正しく制御されているのだと言うこ
とが示唆され結果を Developmental Biology に publish した．
Ⅳ．眼咽頭筋ジストロフィー (OMPD) は，遅発性の眼瞼下垂と嚥下障害と主症状とする優性の遺伝性疾患で，最初
にフランス系カナダ人で発見され，その後日本を含む 30 ヶ国で存在が確認されたが，発生頻度は地域により著
しく異なる．OPMD の原因遺伝子は，14q11 上にある 306 アミノ酸からなる RNA 結合型タンパク質 PABPN1
(poly(A)-Bindinig Protein Nuclear I) をコードする主として骨格筋に多く発現する遺伝子で，正常では 6 〜 7 回繰
り返される N 末近傍のアラニン GCG の半復配列が OPMD の患者では 8 〜 13 回に伸長していることがことがわかっ
ている．
これまでに，患者型アラニン GCG 反復配列を持つ PABPN1 を強制発現させたマウスを含む複数の疾患モデル動物
が作成され，核内で PABPN1 が凝集し形成する封入体 inclusion body が原因となって起こる細胞死が病気の原因
である可能性が指摘されている．但しマウスの筋芽細胞の初代培養系で PABPN1 をノックダウンすると正常な筋
芽細胞の増殖と分化が阻害されることもわかっているので，封入体形成という単なる機能獲得型の変異だけでなく
PABPN1 の機能喪失も病気の一因になっている可能性もあるため，病態モデルの作成には正常な遺伝子のノックダ
ウンと変異型遺伝子の発現を同時に行う必要がある．
また，遺伝子疾患の場合必ずしもその原因遺伝子の異常だけで症状の重症度が決まるとは限らない．遺伝的背景に
遺伝性疾患の症状に影響を与えるような関連遺伝子が複数存在する場合が多く，それらの関連遺伝子の遺伝子多型
の度合いに依存して症状が異なる．だからこそ個別の疾患モデルを作成することが個々の患者の治療にとって重要
になってくるわけである．
埼玉医科大では，三代にわたって OPMD の症状を呈する家系の診療に当たっているが，リピートの伸長としては
特に多いわけでもないのに，症状が極めて重篤で患者はヘテロ接合であるにも関わらず本来ホモ接合の患者にしか
見られない認知機能や精神性症状が観察されることからこの患者家系では PABPN1 遺伝子座以外の遺伝的背景も
大きく関与しているのではないかと予想している．
そこで本研究では，in vivo 電気穿孔法によって患者特異的な変異型の PABPN1 遺伝子と shRNA 型プラスミッドを
同時にマウス筋肉組織に導入し，加齢に伴って出現する筋肉の病態を解析する．病態の出現と共に変化する遺伝
子発現パターンをマイクロアレイによって解析することで PABPN1 の機能喪失及び患者型 PABPN1 の発現による
機能獲得型変異の分子的実体が明らかにできるし，患者型 PABPN1 タンパク質と相互作用している分子（RNA 及
びタンパク質）を解析することによって同定しそれらを正常 PABPN1 の場合と比較することで，病態の分子的実
体に迫る．それにより異なる変異型の PABPN1 を持つ患者にそれぞれどのような治療法（凝集阻害剤や HSP70，
P35，脱アセチルか酵素阻害剤，トレハロースやドキシサイクリンの投与などの）が有効かを個別に検討すること
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が出来ると期待している．さらには，患者本来の遺伝的背景を反映した iPS 細胞を患者由来の筋芽細胞（または皮
膚由来の繊維芽細胞）から樹立し，筋肉細胞への分化を誘導した上で，ストレスを掛けて加齢変化を促進させるこ
とで，病態が再現できれば遺伝的背景も含めてより個別の病態に近いモデルになり，それを利用した治療法の検討
もより現実的なものとなろう．
Ⅴ．膀胱癌は，泌尿器科で 2 番目に多い悪性腫瘍であり，いくつかの効果的な治療が開発されてはいるが，しかし未
だに根治できないものも少なく無いため，新たな治療法の開発が待たれている．近年の癌研究から，（1）インテ
グリン関連蛋白質である CD47 が全ての膀胱癌細胞で発現しマクロファージからの貪食の阻害に働いていること，
（2）細胞表面抗原である CD44 が膀胱癌の癌幹細胞に特異的に発現し，その機能維持に関与すること，などが示
唆されている．本研究では，我々が改良した in vivo エレクトロポレーション (EP) 法によるノックダウンベクター
の導入によって，膀胱癌での CD47 の発現を抑制し，マクロファージの貪食阻止作用を阻害することによって，腫
瘍の縮退効果を検討する．さらに，CD44 のノックダウンを行うことによって，癌幹細胞の活性（増殖能，浸潤能）
や膀胱癌の予後に与える影響についても調べる．最終的には，CD47 および CD44 のノックダウンによる膀胱癌の
新たな遺伝子治療法を開発をおこなうのが，本研究の最終目標である．

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
編集委員：日本医学教育学会編集委員会委員（椎橋），動物心理学研究編集委員（菅）
査読委員：Neurochemical Research（中平）
，動物心理学研究（2 件）（菅）
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，池田，高田，椎橋，中平，伊丹，田丸，菅，金子），
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）
，
第 17 回日本時間生物学会学術大会プログラム委員（池田）
日本生理学会教育委員会委員（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）
，
「Animal 2011：日本動物心理学会（第 71 回）・日本動物行動学会（第 30 回）・応用動物行動学会／日本家畜管理
学会（2011 年度）合同大会」実行委員（菅）

6．業績
研究業績の項目については「感覚・イオンチャネルグループ」と「神経科学グループ」に区分して記載する．
［感覚・イオンチャネルグループ：渡辺修一，高田真理，中平健祐，田丸文信，金子優子，菅

理江，藤牧‐青葉香代，

戸塚博子］
6-1．論文・学会発表
論文
① Takada M, Fujimaki-Aoba K, Hokari S. Vasotocin- and mesotocin-induced increase in short-circuit current (SCC)
across tree frog skin. J. Comp. Physiol B. 2011; 181: 239-248.
② Suge R, and Okanoya K. Perceptual chunking in self-produced song by Bengalese ﬁnches (Lonchura striata var.
domestica) Animal Cognition. 2010; 13: 515-523.
学会発表
① Kaneko Y, Watanabe S-I. Nav1.2 and Nav1.6 were expressed in dopaminergic amacrine cells in the rat retina.
FASEB Summer Research Conferences: Retinal Neurobiology and Visual Processing, Jul. 11-16, 2010, Vermont,
USA.
②田丸文信，海野由美子，Yuning Sun，Eduardo Solessio，渡辺修一，Robert Barlow. 慢性低血糖マウスにおける
桿体入力型双極細胞の応答，第 33 回日本神経科学大会，9 月 1-4 日，2010．神戸
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③中平健祐，柴崎貢志，渡辺修一，チャネル分子局在解析のための改変型 Kv4.2 の細胞内発現パターンと機能，第
88 回日本生理学会大会，3 月 28-30 日，2011，横浜
【総数：論文

6 件，学会発表 14 件】

6-2．獲得研究費
1）平成 22 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）
2）平成 22 年度埼玉医科大学学内グラント「細胞分化に伴う上皮 Na チャネルの発現と組織内局在を規定する因子
の同定」
（高田，金子，藤牧‐青葉）
3）平成 22 年度埼玉医科大学学内グラント「2 型糖尿病における脳内酸化ストレスの動態とその制御による認知
機能障害への効果」
（菅）
6-3．受賞
平成 22 年度埼玉医科大学教員短期留学制度（金子）
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 243 回生理学東京談話会開催（渡辺）
，シンポジウム「網膜視覚情報処理のトピックス」，ポスターセッション
［神経科学グループ：池田正明，伊丹千晶，中尾啓子，長岡麻衣，熊谷

恵］

6-1．論文・学会発表
論文：
① Orihara-Ono M, Toriya M, Nakao K, Okano H.(Nakao. K is a corresponding author)Downregulation of Notch
mediates the seamless transition of individual Drosophila neuroepithelial progenitors into optic medullar
neuroblasts during prolonged G1. Developmental Biology. 2011, 351:163-175.
② Kimura F, Itami C, Ikezoe K, Tamura H, Fujita I, Yanagawa Y, Obata K, Ohshima M. Fast activation of feedforward
inhibitory neurons from thalamic input and its relevance to the regulation of spike sequences in the barrel
cortex．J Physiol. 2010 ; 588: 2769-2787．
③ Takahashi S, Inoue I, Nakajima Y, Seo M, TNakano T, Kumagai M, Yang F, Komoda T, Awata T, Ikeda M, Katayama S:
A promoter in the novel exon of hPPAR γ directs the circadian expression of PPAR γ J Atheroscler Thromb,
2010；17:73-83,.
④ Noguchi, T, Michihata, T, Nakamura, W, Takumi, T, Shimizu, R, Yamamoto, M, Ikeda, M. Ohmiya, Y, Nakajima,
Y: Dual-Color Luciferase Mouse Directly Demonstrates Coupled Expression of Two Clock Genes Biochemistry,
2010；49:8053-8061.
⑤ Nagaoka M, Itami C, Yamada M, Kimura F, Ikeda M, Nakao K. Electrophysiological and neurochemical analyses
of inhibitory neurons in the developing barrel cortex following in utero gene-transfer directed to the medial
ganglionic eminence.
第 33 回日本分子生物学会年会，第 83 回日本生化学会大会合同大会．2010.12. 神戸ポートアイランド
【論文：6 件；学会発表：12 件】
6-2．獲得研究費
中尾啓子
平成 22 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
伊丹千晶，村越隆之
埼玉医科大学

学内グラント

平成 22 年度

脳内神経回路オシレーション発生における GABA ニューロンの役割
長岡麻衣，伊丹千晶，荒木信夫，山元敏正，溝井令一，中尾啓子
埼玉医科大学

学内グラント

平成 22 年度

眼咽頭筋ジストロフィーの発症機序及び重症化の分子メカニズムの解明と治療法の開発
池田正明
体内時計中枢における分子神経メカニズムの決定
平成 22 年度 科学研究費基盤研究（B）
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6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
岡野栄之，徳永暁憲，神山

淳，中尾啓子

Notch シグナル伝達系活性化検知方法
特許第 4599610 号

特願 2004-298241

池田正明，井上郁夫，高橋誠一郎，中島芳浩
新規ＰＰＡＲγプロモーター配列，及びその応用，PCT/JP2010/058095（WIPO），2010.5.13
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1）日本生理学会 第 243 回東京談話会記念講演会開催（池田）
i）
「概日リズム睡眠障害の病態生理と治療―ヒト生物時計障害の高精度診断技法の開発をめざして―」三島和夫
部長（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所）
ii）
「Klotho によって紡がれた生命の糸を解きほぐす」鍋島陽一名誉教授（京都大学名誉教授，先端医療振興財
団先端医療センター）
2）卒後教育委員会後援学術集会「ミクログロリアと脳病態研究」高坂新一所長（国立精神神経医療センター神経
研究所）企画・司会（池田）
3）卒後教育委員会後援学術集会「統合失調症遺伝子研究の 20 年―ドーパミン仮説から生化学病態まで―」糸川
昌成参事研究員（財団法人

東京都医学研究機構

東京都精神医学総合研究所

統合失調症プロジェクト

プロ

ジェクトリーダー精神疾患研究分野長）企画・司会（池田）
4）卒後教育委員会後援学術集会「家族性パーキンソン病の病態，そしてそこから分かった黒質神経変性の共通機
構の解明」服部信孝教授（順天堂大学脳神経内科）企画・司会（池田）
5）Symposium :Recent advance of studies on clock genes: From molecular mechanism to physiological disorders.
（オーガナイザー／司会／発表：池田）
Ikeda M, Kumagai M, Inoue I, Nakajima Y:
The involvement of Clock and Clock-related genes in lipid metabolism via regulation of PPAR γ gene.
The 87th Annual Meeting for the Physiological Society of Japan
May 19, 2010, Morioka, Japan
6）シンポジウム「代謝リズム研究の新展開−その意義とメカニズムの理解に向けて」（オーガナイザー／司会：
池田）第 17 回日本時間生物学会学術大会，11 月 20 日，早稲田大学，東京
7）Symposium :Regulatory mechanisms of clock genes-Functional and structural aspects-（オーガナイザー／司会
／発表：池田）
Ikeda M:Functional analysis of upstream transcription factors 1 and 2 in the mammalian circadian rhythm system
The 88th Meeting for the Physiological Society of Japan, Mar. 28, 2011, Yokohama, Japan

7．自己点検・評価
教育ユニットのメンバー，共同研究者の協力により，概ね到達目標に達することが出来た．
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4．生化学
1．構成員
村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：教授：運営責任者：研究主任：神経生化学：博士
穂苅

茂（HOKARI, Shigeru）
：講師：教育主任：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：博士

河井信一郎（KAWAI, Shin-ichiro）
：准教授：兼担（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：
博士
中野貴成（NAKANO, Takanari）
：助教：博士
瀬尾

誠（SEO, Makoto）
：助教：博士

大城博矩（OHSHIRO, Hironori）
：特別研究生
篠﨑吏那（SHINOZAKI, Rina）
：実験助手

2．教育
2-1．目的・目標
6 年一貫教育を柱とする本学医学部の教育において，生化学科は主として医学の基礎となる生物学と，基礎医学の
主要分野の 1 つである代謝学を受け持ち，基礎から臨床医学へと進む際の橋渡しとなるべき教育を担っている．ヒ
トがもつ正常な代謝機能について，正確な知識を学生が積み重ねていけるよう指導に努めている．
2-2．教育内容（担当者）
1 年生の「医化学への道すじ」コースでは，「人体の科学入門 1」で瀬尾が 2 回分，また「人体の科学入門 2（医
学セミナー）
」で村越と中野がそれぞれ 1 班ずつ担当した．「細胞生物学 1」では，今年度より教員が講義するスタイ
ルに変更され，細胞の観察に穂苅が 3 コマ，第 13 章で村越が 5 コマ，第 14 章で村越 3 コマと穂苅 2 コマを担当した．
さらに今年度より「細胞生物学 2」が「細胞生物学 1 実習」へと変更され，4 日間の実習を村越，穂苅，中野，瀬尾
の 4 名で受け持った．
2 年生の実習科目
「細胞生物学 2」
は，
村越，
穂苅，中野，瀬尾の 4 名で担当した．この科目は来年度，装いを新たに，
「細
胞生物学 2 実習」というアドバンストコースとして開始される予定である．「人体の構造と機能 2」コースでは昨年
度と同じく，
穂苅が「総論（代謝）
」のユニットデイレクターを務め 12 コマの講義を，河井が 4 コマの講義を担当した．
また，同コースの「皮膚・運動器」ユニットと「内分泌」ユニットでそれぞれ 1 コマの講義を穂苅が分担した．
「臨
床推論」コースでは，テユータとして村越と穂苅がそれぞれ 1 回（2 コマ）ずつ担当した．
大学院の講義では「実用実験法講座」の一つとして穂苅が「ウエスタンブロット法‐基本と応用‐」を行った．
「夏
期休暇中プログラム」では脂肪肝をテーマとして瀬尾が保健医療学部健康医療科学科の学生 1 名を実習により指導
した．
医学部以外では，保健医療学部健康医療科学科で昨年度と同様，3 年生の「遺伝子検査学」を中央研究施設の大島
晋准教授と分担で，また，4 年生の特論 2 コマを穂苅が担当した．毛呂病院付属看護専門学校の第 2 学科で瀬尾が「生
化学」の講義を担当した．
2-3．達成度
例年どおり，
「覚えさせる教育から考えさせる教育」へと種々工夫を続けているが，一部の学生には浸透しつつあ
るものの，まだ大きな変化はみられない．達成度は 80％ほどである．
2-4．自己評価と次年度計画
昨年度は空席であった教授のポストに村越が赴任し，助教の中野が 2 年間の留学から復職したので教育スタッフ
は 19 年度の体制に戻った．しかし，基本的に助教は医学部の講義担当としていない為，講義要員は相変わらず手薄
である．スタッフの育成とともに，来年度から開始される「細胞生化学実習‐advanced コース」を実あるものにし
たい．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床医学に応用可能な病態生化学として，特に，ストレスに応じて引き起こされる精神身体不適応の中枢メカニズ
ムを脳内シナプス伝達機能の面から解析すること，さらに核酸代謝，脂質代謝の面から代謝異常症の解明を目指して
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いる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．扁桃体オシレーション研究（研究員：村越，大城）
2．帯状回抑制性シナプス伝達機能研究（研究員：村越，篠崎）
3．味の素株式会社との共同研究：嗜好性形成脳内機構（研究員：村越，篠崎）
4．dUTPase 研究（研究員：穂苅）
5．アミラーゼ研究（研究員：穂苅）
6．脂質代謝研究（研究員：瀬尾）
7．PPARs 研究（研究員：瀬尾）
8．リポタンパク研究（研究員：瀬尾）
9．コレステロール吸収阻害剤 ezetimibe の腸管リポタンパク質代謝への影響（研究員：中野）
10．Phospholipase A2 とウイルス感染防御（研究員：中野，微生物学 松井政則 准教授）
3-3．研究内容と達成度
1．ほ乳類情動行動にとり重要な役割を果たす扁桃体内の基底外側核神経回路が発する抑制性オシレーションを電
気生理学的，
薬理学的に研究した．GABA 作動性抑制性ニューロンを可視化できる VGAT-Venus トランスジェニッ
クラットを群馬大学柳川教授より供与していただき，オシレーションシナプスバーストのプレとポストの両細胞
からのホールセルパッチクランプ記録を試みた．個々のニューロンからの記録，或いは 2 錐体細胞同時記録に
は成功し，オシレーション活動の対応を見ることには成功したが，GABA ニューロン‐錐体細胞同時記録には至っ
ていない．また，大城研究員の学位論文完成のために，オシレーションを修飾するドーパミン受容体のサブタイ
プ決定を急いだ．高強度リズム活動に対し減弱作用をもたらすのが D4 受容体であることを作動薬のみならず拮
抗薬でも示すべく，現在も実験中である．この課題に関する達成度は 70％である．
2．帯状回はストレス応答において重要な脳部位であり，これまでにマウスに慢性拘束ストレス（CRS）を負荷し，
行動学的異常を観察するとともに，それに対応すると考えられる帯状回皮質シナプス機能異常を研究した結果，
前部帯状回（ACC）浅層に位置する GABA 作動性抑制性シナプス伝達機能が低下することを見出している．今年
度はこの結果を受けて，GABA 抑制機能を必須の要素とする高頻度オシレーション活動が同様に低下していない
かを検証することを試みた．しかし今回用いた測定方法と条件では，CRS 群はコントロール群に比べ GABA 抑制
が減弱している明瞭な証拠が得られなかった．また自発活動のフィールド記録中に，興奮性薬物カクテルを適用
して自発的に発生するリズム活動を観察した結果，オシレーションが観察されることを確認したが，これに関し
ては現在群間の比較には至っていない．この課題に関する達成度は 50％である．
3．ラットにエチルアルコールを慢性投与することで，辺縁系シナプス機能が変化するかについて検討した．帯状
回浅層からの記録により，コントロール群に比べ GABA 抑制が相対的に低減していることが示された．現在この
実験系をマウスにも適用できないか模索中である．
4．ミトコンドリア dUTPase については肝臓のほか，あらたに腎臓から精製を進めたが，データは酵素分子の分子
量推定に留まった．
5．ウサギを使って抗血清を作成した．ウエスタンブロットで肝臓中のα‐アミラーゼについて検索したが，明瞭
な結果は得られなかった．また，唾液腺の酵素をもとに抗血清を得たが，これも唾液腺アミラーゼに特異的な抗
体ではなかった．視点を変え，小腸や胃の組織で検出されるα‐アミラーゼの役割について検討を進める予定で
ある．
6．ヒト初代培養肝細胞に高濃度不飽和脂肪酸を負荷した in vitro 脂肪肝モデルを用い，脂質代謝異常に対する改
善効果を検証するモデルを用いた研究を引き続き行っている．本年度は，本病態モデルに対して様々な品種の大
豆抽出物が脂肪肝形成抑制効果を有するか否かを検討した結果，丹波の黒豆抽出物が脂肪滴蓄積抑制効果を有す
ることを見出した．また，丹波の黒豆抽出物は，脂肪酸代謝だけでなくコレステロール代謝にも転写因子レベル
で調節作用を発揮する成果を得た．前年度の食用豆抽出物による脂肪肝形成抑制効果の成果と併せて論文投稿に
向けて準備中である．研究達成度は 90％である．
7．糖尿病・動脈硬化症などの生活習慣病発症に対する核内受容体 PPARs の発現および活性化を介した改善効果に
関しては，前年度に引き続き検証を行っている．本年度は，ヒト PPAR δの発現および活性化の評価系を確立し
たことから，高脂血症治療薬スタチンによる PPAR δ発現・活性化の詳細な分子機構の検証に着手している．研
究達成度は 70％である．
8．立教大学の田渕眞理准教授と共同研究を行ってきた，バクテリアルセルロースを担体として用いたリポタンパ
ク質測定方法の確立および臨床応用にむけた研究に関しては，採血後の微量な血清を試料として用い，各リポタ
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ンパク質を定性的に分析する方法を確立した．特に HDL 亜画分に関しては，粒子形状依存的に分離・定性して
いることを詳細に検証し，論文発表を行った．研究達成度は 90％である．
9．留学から戻り検討を再開した．ezetimibe のカイロミクロン合成抑制のメカニズムとして同薬剤による細胞内の
コレステロール代謝変化を示唆するデータを得た．H23 年度に論文として発表予定．
10．微生物学教室の松井先生とともに phospholipase A2 がウイルスの生活環に関与する知見を以前に得た．この効
果を動物レベルで検証するための予算として学内グラントを受賞することができた．感染動物室の確保ができた
ので，H23 年度に phospholipase A2 ノックアウトマウスを，辻本賀英教授（阪大・医）より入荷し，検討を行
う予定．
3-4．自己評価と次年度計画
新規に開始された中枢神経系における神経生化学研究に関し，扁桃体リズムの研究については大城研究員の学位取
得も関わったが，当初のセットアップに関する諸問題を解決し，夏前に本格研究が稼働した．またそれによって欧文
原著論文，学位論文の目処がついた点は大きな進歩だった．帯状回とストレスの課題はまだ本格的な段階に入ってい
ないが，今後の進展が期待される．その他，従来からの脂質代謝研究は地道な努力の結果，競争的研究資金の獲得に
成功し，或いは臨床との提携を維持しており，今後さらに成果を出せることが期待される．
次年度は，各自が中心として持っているテーマを維持発展させることと，教室全体のテーマとして設定された「中
枢神経機能を介した恒常性維持」の生理生化学的研究の統合，の二つの活動を収斂させていく努力を期待したい．

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 Goseki-Sone M., Sogabe N., Nakano T., Tanabe R., Haraikawa M., Alpers DH., Komoda T.: Expression of intestinaltype alkaline phosphatase mRNA in liver of Akp3 knockout mice. Journal of Electrophoresis 544: 27-32
② Ham M., Mizumori M., Watanabe C., Wang J., Inoue T., Nakano T., Guth PH., Engel E., Kaunitz JD., Akiba Y.:
Endogenous luminal surface adenosine signaling regulates duodenal bicarbonate secretion in rats. Journal of
Pharmacology and Experimental Therapeutics - coauthor - 335(3):607-13 Aug
③ Ito H., Nagano M., Suzuki H. & Murakoshi T.: Chronic stress enhances synaptic plasticity due to dis-inhibition in
the anterior cingulate cortex and induces hyper-locomotion in mice. Neuropharmacol., 58: 746-757. 2010
④ Kobayashi R., Ikemoto T., Seo M., Satoh M., Inagaki N., Nagai H., Nagase H.: Enhancement of immediate allergic
reactions by trichloroethylene ingestion via drinking water in mice. J Toxicol Sci 35, 699-707, 2010.
⑤ Tabuchi M., Seo M., Inoue T., Ikeda T., Kogure A., Inoue I., Katayama S., Matsunaga T., Hara A., Komoda T.:
Geometrical separation method for lipoproteins using bioformulated-ﬁber matrix electrophoresis: Size of highdensity lipoprotein dose not reﬂect its density. Anal Chem 83, 1131-1136, 2011.
⑥ Takada M., Fujimaki-Aoba K., Hokari S., Vasotocin- and mesotocin-induced increases in short-circuit current
across tree frog skin. J Comp Physiol B. 2011 Feb;181(2):239-48.
⑦ Ohshiro H., & Murakoshi T.: Dopaminergic modulation of the inhibitory network oscillation in the rat basolateral
amygdala. Society for Neuroscience 40rd Annual Meeting (San Diego, Nov. , 2010)
⑧ Seo M., Inoue I., Katayama S.:「Simvastatin-induced Sp1 and YY1 enhance human PPARgamma3 promoter
activity and increase PPARgamma mRNA expression in HepG2 cells.」
（第 42 回 日本動脈硬化学会総会・学術集
会，岐阜）
⑨中野貴成，秋葉保忠，Paul Guth, Eli Engel, Jonathan Kaunitz.:「P-glycoprotein と MRP4 は上皮細胞における
ATP 分泌経路である．
」
（第 32 回日本分子生物学会年会 2010 年 12 月
⑩瀬尾

神戸）

誠，井上郁夫，片山茂裕，村越隆之「虚血再灌流障害における血管内皮細胞での PPARs 発現の変動」

（BMB2010 第 33 回 日本分子生物学会年会・第 83 回 日本生化学会大会合同大会，神戸）
【総数：論文 6 件，学会発表 10 件】
6-2．獲得研究費
1．村越隆之：味の素株式会社ライフサイエンス研究所との共同研究「扁桃体内での周期的自発発火現象の食品の
嗜好性形成への関与についての研究」
，100 万円
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2．村越隆之：厚生労働省科学研究費「磁界の生体への影響とその機構の解明」，30 万円
3．村越隆之：埼玉医科大学学内グラント，
「脳内神経回路オシレーション発生における GABA ニューロンの役割」
（代表：生理学，伊丹千晶講師）
，70 万円
4．瀬尾

誠：平成 22 年度 研究助成（若手研究者枠）（財団法人 不二たん白質研究振興財団）「ヒト初代培養肝細

胞を用いた in vitro 脂肪肝形成モデルにおける大豆抽出物の品種による改善効果の差異」，50 万円
5．瀬尾

誠：平成 22 年度 第 38 回 三越医学研究助成（財団法人 三越厚生事業団）「スタチンによるヒト

PPAR δ 発現および活性化調節機構の解明」，200 万円
6．中野貴成：埼玉医科大学学内グラント「カルシウム非依存性ホスホリパーゼ A2(iPLA2) 欠損マウスにおけるウ
イルス感染防御」
，70 万円
7．中野貴成：鈴木謙三記念医科学応用研究財団研究助成「小腸吸収上皮細胞における脂質吸収制御機構の解明−
メタボリックシンドローム発症機序として−」，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
本年は村越の赴任初年度にあたり，まずは教室，大学全体の運営，教育に適応することに専念した．教室員スタッ
フの協力と，大学事務，基礎系関係教室の方々のご厚意を得て，なんとかソフトランディングを果たし，教室全体に
とっても新体制のスタートが切れたのではないかと感じている．
＜教育＞

最重要課題である教育は，講義に関しては穂苅講師を中心に村越が分担，実習はさらに教室員全員の参

加でこなしている．また，医学セミナー，臨床推論を分担担当した．実習での学生の態度向上，理解の進展などに関
しては，今後さらに向上を目指して教室員全員の相互理解を深める必要があるだろう．
＜研究＞

3-4 参照

＜教室運営＞

不要薬品の廃棄，備品の移動により研究室内配置に関する基本的整備を行い，次いで，神経生化学

研究のためのセットアップを行った．論文抄読会，プログレスレポートを中心とするミーティングを定期的に開催し，
一定の学習，相互理解を可能にしていると評価できた．今後とも，常に風通しの良い環境，居心地良く教育研究に積
極的に参加できる環境を維持発展させたい．
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5．分子生物学
1．構成員
禾

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：教授：運営責任者（平成 22 年 9 月より免疫学教授松下

祥が代行），研究副主任（平

成 23 年 2 月より研究員），教育主任（平成 22 年 9 月より教育副主任，平成 23 年 2
月より教育員）
：真核生物の遺伝子転写制御機構：博士
松本征仁（MATSUMOTO, Masahito）
：講師：教育員（平成 23 年 2 月より教育副主任），研究員（平成 23 年 2 月
より研究主任）：膵臓内分泌細胞の時系列分化機構，破骨，細胞分化機構：
博士
荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）
：講師：研究主任（平成 23 年 2 月より研究副主任），教育副主任（平成 22 年 9 月
より教育主任）：腫瘍：博士
川野雅章（KAWANO, Masaaki）
：助教：研究員，教育員：博士
平崎正孝（HIRASAKI, Masataka）
：助教：研究員，教育員：博士
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（担当者）
細胞生物学 I 講義（禾）
，細胞生物学 I 講義監督（禾，荒木，川野，平崎），細胞生物学 II 実習（禾，荒木，川野，平崎，
井田）
，人体の構造と機能 2（遺伝ユニット，荒木；代謝ユニット，禾），PBL（禾），医学セミナー（荒木，川野，平崎）
人体の科学入門 1（荒木，平崎）
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，教科書の内容以上のことをかたり，自主学習を促進した
が，一方ではわかりやすい基礎的な話もした．達成度 80％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 80％である．細胞生物学 II 実習では自主的に実験を
進められように詳細な説明及び図を提示した．その結果実習時の自主性が進んだ．達成度は 80％である．
2-4．自己評価と次年度計画
自己評価と次年度計画：細胞生物学 I 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以上に興味
深いと思われる挿話をはさみ，知識そのものは自分で学べと教えたが，人体の構造と機能との関係性を考えることが
少ない点に疑問を感じた．次年度では本年より一歩進めて人体の構造と機能が細胞生物で習う分子的ネットワークか
ら成り立っていることを学生に考えさせたい．細胞生物学 2（実習）は全体としては静かに自主的に実験を進める学
生が多数を占めている．
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．次年度は新たにより高度な実習を 2 年時に行う．その場において基礎・臨床に絡む科学実習を学生に提供した
いと考えている．

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．細胞性傷害性 T 細胞を誘導することで標的細胞を選択的に除去する技術の開発
c．破骨細胞の分化に関わる転写因子の相互作用を解明する．
d．転写装置の細胞内局在性を解析する．
3-2．研究グループ（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．インフルエンザウイルス特異的 CTL の誘導を増強するプラットフォームの開発
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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解析．
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．ある種の成長因子が試験管内
における膵β細胞への分化に効果的であることを見出した．本年の達成度は 80％である．
b．インフルエンザの M1 CTL エピトープを挿入したウイルス様粒子 (VLP) を作製，精製し，HLA-A2 トランスジェ
ニックマウスに免疫した結果，
期待した通り，M1 CTL エピトープ特異的な CTL が誘導されることが明らかになっ
た．本年の達成度は 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：該当なし
5．その他：該当なし
6．業績
6-1．論文・学会発表
① Shen P. S., Enderiein D., Carter W. S., Kawano M., Xing L., Swenson R. D., Olson N. H., Baker T. S., Cheng R. H.,
Atwood W. J., Johne R., Belnap D. M. The structure of avian polyomavirus reveals variably sized capsids, nonconserved inter-capsomere interactions, and a possible location of the minor capsid protein VP4. Virology, 2011,
411:142-152.
② Soonsawad P., Xing L., Milla E., Espinoza J. M., Kawano M., Marko M., Furukawa H., Kawasaki M.,
Weerachatyanukul W., Srivastava R., Barnett S. W., Srivastava I. K. Cheng R. H. Structural evidence of glycoprotein
assembly in cellular membrane compartments prior to Alphavirus budding. J. Virol., 2010, 84: 11145-11151.
③ Hirasaki M, Horiguchi M, Numamoto M, Sugiyama M, Kaneko Y, Nogi Y, Harashima S. 2011. Saccharomyces
cerevisiae protein phosphatase Ppz1 and protein kinases Sat4 and Hal5 are involved in the control of subcellular
localization of Gln3 by likely regulating its phosphorylation state. J Biosci Bioeng 111: 249-254
④ Huising, M.O, van der Meulen, T., Vaughan, J.M., Matsumoto, M., Donaldson, C.J., Park, H., Billestrup, N., Vale, W.W.
CRFR1 is expressed on pancreatic beta cells, promotes beta cell proliferation, and potentiates insulin secretion in
a glucose-dependent manner. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. (2010) 107(2):912-917.
⑤ Huising, M.O, Pilbrow, A.P., Matsumoto, M., van der Meulen, T., Park, H., Vaughan, J.M., Lee, S., and Vale, W.W.
Glucocorticoids Differentially Regulate the Expression of CRFR1 and CRFR2 in MIN6 Insulinoma Cells and
Rodent Islets. Endocrinology, 152, 138-150 (2011)
⑥第 53 回

日本糖尿病学会年次学術集会（2010 年）

膵内分泌前駆細胞株 Tec-3p/Tec-3 の性質の検討と膵内分泌細胞への分化誘導 （平崎正孝，荒木智之，宮脇一真，
松本寛和，中村光裕，禾
⑦第 33 回

泰壽，松本征仁）

日本分子生物学会

第 83 回日本生化学会

合同大会（2010 年）

ngn3 のノックダウンによる膵内分泌細胞の分化の検討 （平崎正孝，荒木智之，川野雅章，松本征仁，禾
⑧第 33 回

日本分子生物学会

第 83 回日本生化学会

泰壽）

合同大会（2010 年）

膵内分泌細胞分化に必須の転写因子 Ngn3 の解析 （荒木智之，松本征仁，平崎正孝，川野雅章，井田 唯，禾 泰壽）
⑨ Matsumoto, M, Huising, M.O., Hirasaki, M., Araki, T., Nogi, Y., and Vale, W.W. Urocortin 3-mediated regulation of
pancreatic endocrine cell development. Keystone Symposia Vancouver, Canada 2010
⑩ Matsumoto, M., Huising, M.O., Araki, T., Hirasaki, M., Nogi, Y., and Vale, W. Notch-mediated epigenetic regulation
is critical for maintenance of pancreatic endocrine progenitors via possible integration with HB-EGF and CRFfamily The Sixth San Diego Beta Cell Society Meeting UCSD Nov. 11, 2010 (invited speaker)
〔総数：論文
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6-2．獲得研究費
埼玉医科大学平成 22 年度学内グラント研究費
課題名：インフルエンザウイルス特異的 CTL の誘導を増強するプラットフォームの開発
代表者：川野雅章
分担者：松井政則（微生物学教室，准教授）半田

宏（東京工業大学，ソリューション研究機構，教授）

研究費：300 万円
第 22 回加藤記念研究助成・メディカルサイエンス分野
課題名：インフルエンザウイルス特異的 CTL の誘導を増強するプラットフォームの開発
代表者：川野雅章
分担者：松井政則（微生物学教室，准教授）半田

宏（東京工業大学，ソリューション研究機構，教授）

研究費：200 万円
第 21 回落合記念賞研究助成金
課題名：再生医学による糖尿病治療モデルの構築―生体内における内分泌前駆体細胞株から膵島への分化検討―
代表者：平崎正孝
分担者：禾

泰壽，荒木智之

研究費：90 万円
2010

ニッスイ・研究ファンド

課題名：モデルマウスを用いたイワシ油・オキアミ油による糖尿病への効果
代表者：荒木智之
研究費：50 万円
製薬会社との共同研究
課題名：膵内分泌前駆細胞株からβ細胞への分化評価系の構築
代表者：松本征仁
6-3．受賞
第 21 回落合記念賞
6-4．特許，実用新案
川野雅章：生理的条件下でのウイルス粒子様構造体及びその形成法（2010-207246）
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，国際的レベルの研究を目指してい
る全教室員の強靭な意志と努力で少しずつ前進している．基礎研究と平行して臨床研究にも発展していくことを目標
にしている．
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6．薬理学
1．構成員
丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：教授：運営責任者，教育主任：分子神経生物学：博士

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：博士
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：准教授：研究主任：angiotensin II 受容体の分子生物学：博士
田中

求（TANAKA, Motomu）
：講師：教育副主任：気道反射の生理および薬理：博士

淡路健雄（AWAJI, Takeo）
：講師：研究副主任：分子画像解析：博士
浅井

将（ASAI, Masashi）
：助教：博士

吉河

歩（YOSHIKAWA, Ayumu）
：助教：博士（平成 22 年 9 月まで）

吉川圭介（YOSIKAWA, Keisuke）
：助教：博士（平成 23 年 1 月より）
相崎良美（AIZAKI, Yoshimi）
：助手：修士
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．新型のマグヌス管実習システムを 1 セット導入した．
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
限られた時間と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）
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
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c．気道反射の薬理学的研究

田中

d．脂肪酸受容体の薬理学的研究

淡路

e．脳障害における脂質メディエーターの役割

吉川

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．アミロイド産生抑制効
果を発揮する漢方由来薬物 berberine は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．また，すでに
臨床使用されている薬物中からアミロイド産生抑制作用のあるものをスクリーニングしている．
b．プロレニン受容体の機能解析
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．現在は新規因子の 1 つであるプロレニン受容体
の機能解析を中心に，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．気道反射の薬理学的研究
卵白アルブミンで感作したモルモットの気管内に卵白アルブミンを微量投与することにより気管支喘息モデルを
開発した．この喘息モデル動物を用いてデキサメタゾンの治療効果を検討し，気道抵抗の増加が有意に減少した
ことが示された．
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
ク症候群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．メタボリック症候群
に関与しているノックアウトマウスの解析を開始した．
e．脳障害における脂質メディエーターの役割
脂質メディエーターはそれぞれが特異的な受容体に結合し生理活性を発揮し創薬の重要なターゲットである．吉
川は米国国立衛生研究所国立老化研究所分子神経科学部門 Dr. Francesca Bosetti 研究室と脱髄疾患における脂質
メディエーターの役割解明の共同研究を行っている．また東京大学医学部清水孝雄研究室・愛知県コロニー発達
障害研究所島田厚良研究室と脂質メディエーターの脳障害時の神経細胞死への生理活性解明プロジェクトを進め
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
丸山

中外医学社「Clinical Neuroscience」編集委員

丸山

Biochem Biophys Res Commun 査読委員

丸山

Int J Biochem 査読委員

千本松

Hypertension Research 査読委員

千本松

Drugs and Therapy Studies 編集委員

浅井

Recent Patents on CNS Drug Discovery 査読委員

浅井

International Journal of Developmental Neuroscience 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「Clinical Neuroscience」
：論文紹介欄・毎月連載
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6．業績
6-1．論文・学会発表
①石崎泰樹，丸山

敬（編集，翻訳）大学生物学の教科書（分子生物学）（2010，8 月）講談社

② Senbonmatsu T, Iida S, Yoshikawa A, Aizaki Y, Xiao S, Nishimura S, Inagami T. New perspectives on secretion of
(pro)renin receptor into extracellular space. Front Biosci, 2010, 2:1362-67
③ Sun Q, Hirasawa A, Hara T, Kimura I, Adachi T, Awaji T, Ishiguro M, Suzuki T, Miyata N, Tsujimoto G. Structureactivity relationships of GPR120 agonists based on a docking simulation. Mol Pharmacol, 2010, 78:804-10
④ Asai, M., Iwata, N., Tomita, T., Iwatsubo, T., Ishiura, S., Saido, T.C. Maruyama, K. Efficient four-drug cocktail
therapy targeting amyloid- β peptide for Alzheimer's disease. J Neurosci Res, 2010, 88: 3588-97
⑤ Yoshikawa A, Aizaki Y, Kusano KI, Kishi F, Susumu T, Iida S, Ishiura S, Nishimura S, Shichiri M, Senbonmatsu
T. The (Pro)renin receptor is cleaved by ADAM19 in the Golgi leading to its secretion into extracellular space.
Hypertens Res, 2011. doi:10.1038/hr.2010.284
⑥ Yoshikawa K, Takei S, Hasegawa-Ishii S, Chiba Y, Furukawa A, Kawamura N, Hosokawa M, Woodward DF,
Watanabe K, Shimada A. Preferential localization of prostamide/prostaglandin F synthase in myelin sheaths of
the central nervous system. Brain Res, 2011, 1367: 22-32
⑦田中

求，千本松孝明，丸山

敬

気管内注入法を用いた新しい気管支喘息動物モデル

第 84 回日本薬理学会

年会，2011，横浜
⑧ Senbonmatsu T. New concept of (pro)renin receptor. International Syposium on
Cardiovascular Endocrinology and Metabolism, 2010, 奈良
⑨平澤 明，寺西文恵，平井絢子，伊津野彩子，石田未弥，淡路健雄，辻本豪三 トランスポゾンを用いたランダ
ム変異・プローブ導入による G タンパク質共役受容体の機能解析 第 33 回日本分子生物学会年会，2010，神戸
⑩浅井

将，岩田修永，西道隆臣，淡路健雄，丸山

敬

認可薬剤 KM2309 の APP 代謝および A β分解に対する

影響 第 84 回日本薬理学会年会，2011，横浜
【総数：論文 13 件，著書 2 件，学会発表 6 件】
6-2．獲得研究費
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」140 万円

丸山

文科省地域イノベーションクラスタープログラム「高速分子進化技術を核とするバイオ・ものづくりクラス

ターの形成」
（分担）170 万円
千本松

科研費・基盤研究（C）
「高血圧性拡張期心不全の動物実験モデル並びに治療法の確立」230 万円

千本松

埼玉医科大学学内グラント「プロレニン受容体の新たな機能」 50 万円浅井

財団法人 島原科学振興会

「ネプリライシンの新規発現およびプロテアーゼ活性増強機構の解明」100 万円
相崎

科研費・若手研究（B）
「ACE 阻害薬の降圧を超えた新たな薬効メカニズム：ACE シグナリングの新展開」

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

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．実習セットは新型セットに移行する予定である．吉河助教
は某国立系大学医学部に学士入学し退職した．
将来的には医師として本学の基礎系教育に復帰することが期待される．
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 3 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）脂肪酸受容体や脂質性情報伝
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達因子の研究に関しては，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，東京大学，九州大学などとの共同研究が進展している．
年度末の大震災による交通障害や節電に対する初期対応は適切に行われた．平成 23 年度にむけて，未曾有の国家
危機に対応しつつ教室活動を発展させる方法の模索を開始した．

253

医学部（基礎医学部門）

7．病理学
1．構成員
清水道生（SHIMIZU, Michio）
：教授：運営責任者：消化器病理学：博士
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）
：教授：診療科長：神経病理学：博士
新井栄一（ARAI, Eiichi）
：准教授：研究主任：皮膚病理学：博士
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：准教授：教育主任：血液病理学：博士
石澤圭介（ISHIZAWA, Keisuke）
：講師（神経内科兼担）：神経病理学：博士
金

玲（KIN, Rei）
：助教：外科病理学

大島

晋（OHSHIMA, Susumu）
：准教授（中央研究施設形態部門兼担）：細胞分子病理：博士

小森隆司（KOMORI, Takashi）
：客員教授（東京都神経科学総合研究所）：神経病理学：博士
塩田

敬（SHIODA, Kei）
：非常勤講師：神経病理学：博士

渡辺宏志（WATANABE, Hiroshi）
：非常勤講師（保健医療学部）：循環器病理学：博士
島田哲也（SHIMADA, Tetsuya）
：非常勤講師（国立埼玉病院科長）：外科病理学
望野唯明（MOCHINO, Tadaaki）
：実験助手：臨床検査技師：中央病理診断部兼担
本間富夫（HONMA, Tomio）
：実験助手：臨床検査技師：中央病理診断部兼担
永井俊典（NAGAI, Toshinori）
：実験助手：臨床検査技師：中央病理診断部兼担
小川章子（OGAWA, Akiko）
：実験助手：臨床検査技師：中央病理診断部兼担
齋藤恵美（SAITO, Emi）
：事務員

2．教育
2-1．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．教育内容（担当者）
〈2 年生〉
「病理総論」ユニット：講義 29 時間，実習 8 時間（担当：病理学，国際医療センターおよび総合医療センター
教員）
；
〈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），循環器（4 時間：清水道，清水禎）
，
消化器（6 時間：伴，清水道，永田）
，血液（3 時間：茅野，田丸），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）
，
〈3 年生〉
「ヒトの病気」コース病理各論講義：神経（5 時間：佐々木，小森，石澤）
，
感覚器（2 時間：新井，茅野）
，皮膚・運動器（2 時間：新井，佐々木），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 12 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以前に比較して，病理学の講義・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．平成 22 年度からは従来のパワーポイントから脱却し，
国際医療センター教員と病理学教員とで執筆した「集中講義病理学メジカルビュー社，2010 年」を指定教科書とし，
学生の理解の補助とした．また，4 年生病理各論実習（CPC 実習）では学生をスモールグループに分け，3 グループ
に対して一人の教員がきめ細かく指導にあたるとともに研修医諸君にもチューターとして参加してもらった．5 年生
の BSL 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主に行い，毛呂山キャンパスの教員も分担する
形をとり，各班あたり 1.5 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 12 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
医学部 2 年の病理総論の教育に際しては指定教科書による講義を行い，学生の理解の補助とした．実習では，終
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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）では学生をスモールグループに分け，各グループに対して教員がきめ細かく指導にあたり，研修医を主
な対象とする臨床病理検討会（学内 CPC）を年間 12 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．
『神経病理学』
『皮膚病理学』
『血液病理学』
が大きな柱となっている．神経病理では電顕検索，皮膚病理では PCR 検索，
血液病理では FISH 検索が頻回に行われている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
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
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
6 編の英文論文，24 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）
約 6500 件の外科病理診断，11,000 件を越える細胞診，51 例の病理解剖を行い，臨床各科とのカンファレンスを
行っているなど十分ではないマンパワーながら臨床の要請には応えているものと考えられる．

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
Brain tumor pathology 査読：佐々木惇
Pathology International 査読：佐々木惇，新井栄一
Journal of Dermatology 査読：新井栄一
Pathology of Research and Practice 査読：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：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
日本神経学会専門医認定委員会専門委員：佐々木惇
日本神経病理学会コアカリキュラム委員：佐々木惇
国立がんセンターコンサルテーション委員：新井栄一
日本病理学会若手医師確保に関する小委員会委員：茅野秀一

6．業績
6-1．論文・学会発表
①佐々木惇．What can we see in a single picture ?（明細胞上皮腫）．Brain Medical 22: 297, 2010.
②佐々木惇．Glioblastoma, Astroytoma. 日本臨床別冊，日本臨床社，127, 2010.
③新井栄一．皮膚原発びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫下肢型．ＷＨＯ血液腫瘍分類〜ＷＨＯ分類 2008 をうまく
活用するために〜

医薬ジャーナル社，380，2010．

④新井栄一．固形癌への化学療法の効果判定基準．腫瘍病理鑑別診断アトラス 3，皮膚腫瘍Ⅰ．文光堂．282，
2010.
⑤新井栄一．巨大先天性母斑由来の黒色腫．腫瘍病理鑑別診断アトラス 3，皮膚腫瘍Ⅱ．文光堂．107，2010.
⑥茅野秀一．濾胞性リンパ腫の骨髄浸潤．病理と臨床別冊

病理形態学キーワード．文光堂，340，2010．

⑦ Shimizu Y, Arai E, et al. Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma presenting with hemophagocytic
255

病理学

syndrome: a case report and review of the literature. Leuk Res 34: 263, 2010.
⑧ Miyake N, Arai E, et al. Loss-of-function mutations of CHST14 in a new type of Ehler-Danlos syndrome. Human
Mutation 31: 966, 2010.
⑨ Inoue T, Kayano H, et al. Granulomatous interstitial nephritis in chroic lymphocytic leukemia. Nephrol Dial
Transplant 25: 4107, 2010.
⑩ Kayano H, Sasaki A, et al. A case of monoclonal lymphoplasmacytosis of the bone marrow with IgM-positive
Russell bodies. Bone Marrow Research. ID 914372, doi:10.1155/2011/814372
〔総数：論文 15 件，学会発表

9 件〕

6-2．獲得研究費
佐々木惇：科学研究費補助金

基盤研究（Ｃ）課題番号 22500321「脳腫瘍の診断と治療に有効なミクログリア

／マクロファージの同定」
6-3．受賞
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
彩の国さいたま病理診断セミナーの共催
6 月 11，12 日の両日，“ 第 9 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
病理診断科とともに共催した．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，類似のセミ
ナーにはない特徴を多く有しており，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
「質の高い病理診断と病理学を実践し，埼玉医科大学と埼玉県民に貢献する」ことが病理学教室・中央病理診断
部の理念である．教室においては 1）臨床医とコミニュケーションをとり，正しい病理診断を行う，2）病理のわかる「良
き臨床医」
，チーム医療で活躍できる「病理医」を育てる，3）海外でも評価される，オリジナルな，病気と密接し
た研究を推進する，ことを理想とし，中央病理診断部においては，1）臨床医と双方向性のより良いコミュニケーショ
ンの確立，2）臨床病理カンファレンスの定期的開催，3）細胞診，生検診断における正確性・迅速性の向上と精度管理，
4）生検・剖検検体の厳密な管理と有効活用，5）診断体制の確立とマンパワーの充実，6）症例報告の症例（医師は
自ら経験した貴重な症例を報告する義務がある）を目標としている．目標に向かって日々努力しているが今後はマン
パワーの充実と臨床との活発なカンファレンス開催によって病理診断のさらなる精度向上に努めたい．

256

医学部（基礎医学部門）

8．微生物学
1．構成員
赤塚

俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：教授：運営責任者：研究主任：教育主任：ウイルス学，免疫学：博士

松井

政則（MATSUI, Masanori）
：准教授：研究副主任：ウイルス学，免疫学：博士

守屋

修（MORIYA, Osamu）
：准教授：教育副主任：免疫学：博士

小林

信春（KOBAYASHI, Nobuharu）
：講師：細菌学：博士

堀内

大（HORIUCHI, Yutaka）
：助教：博士

高木

徹（TAKAGI, Akira）
：助手

須田

達也（SUDA, Tatsuya）
，
：特別研究学生：修士

赤塚

博江（AKATSUKA, Hiroe）
：特別協力研究員

内田

哲也（UCHIDA, Tetsuya）
：客員教授：博士

増田

道明（MASUDA, Michiaki）
：非常勤講師：博士

藤澤

隆一（FUJISAWA, Ryuichi）
：非常勤講師：博士

名和講師が昨年度末に退職し，堀内講師が 1 月 17 日付けで赴任した．

2．教育
2-1．目的・目標
医学部 3 学年を対象に，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，1，2 学年における少人数教
育の分担を行う．
2-2．教育内容
1 学年「細胞生物学 I」コース顕微鏡観察（守屋 75 時間），第 6 章（守屋，松井，小林，赤塚，高木，各 1 時間）
第 10 章（守屋 11 時間）
「医学セミナー」
（守屋 21 時間
松井）
，
「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），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），臨床推論（2 学年）（松井 2 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，増田 2，藤澤 1），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 57 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 52 時間），川越医療セン
ター看護専門学校講義（守屋 19 時間）
，夏期プロ「ヒトの生活に親しい微生物を観察してみよう」（小林 1 日）
，学
生アドバイザー（3 学年）
（赤塚，守屋，松井）
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
昨年度は感染ユニットで中間試験前後の講義数のバランスを修正・改善し，医動物学の小テストも加え，学生によ
る勉強が 1 学期間均等に行われるように配慮し，それが一定の効果を挙げたと思われた．しかし今年度はそれが学
生の油断を招いた印象があり，試験の成績・解答内容が昨年度と比べて劣っていた．来年度は学習方法をよく指導し
たいと思う．

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エボラに焦点を当てて行う．またウイルスワ
クチンの研究成果をがんワクチン開発にも応用する．
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）インフルエンザとエボラワクチンの研究（松井，須田，赤塚，感染研内田らとの共同研究）
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（3）microsomal epoxide hydrolase（mEH）の研究（赤塚，小林，赤塚博江，高木，U.C. Davis Dr. B.D. Hammock，Dr. C.
Morisseau らとの共同研究）
（4）新規ナノプラットフォームを用いたインフルエンザワクチンの開発（松井，赤塚，分子生物学・川野，東京
工業大学・半田との共同研究）
（5）腫瘍ワクチンの研究（赤塚，堀内，小林，高木，赤塚博江，感染研内田らとの共同研究）
3-3．研究内容と達成度
（1）HCV 由来の CTL エピトープを新規に見出した．研究の結果，このエピトープはウイルス感染では免疫原性が
ほとんど発揮されず，リポソームワクチンの形で初めて協力に CD8 T 細胞反応を誘導することが分かった．こ
の特性は治療ワクチンに応用する上で非常に有用であると思われる．達成度 70%
（2）インフルエンザウイルス M1 タンパク質を発現する組換えアデノウイルスを作製し，マウスに様々なルート
で免疫して，Hock immunization が最も効率よく肺に CTL を誘導できること，また，インフルエンザウイルス
のチャレンジに対して有効であることを示すことができた．エボラワクチンの研究では，日本人で最も頻度の高
い HLA タイプである HLA-A24 に拘束性の CTL エピトープを多数同定することに成功した．達成度 70%
（3）我々が作製した薬物代謝酵素 mEH に対する 5 種のモノクローナル抗体を用いて種々の細胞での発現をフロー
サイトメトリーで調べたところ，肝細胞，リンパ球，Glia 細胞の間で大きく発現形態が異なることが見出され
た．mEH は多彩な機能を持つとされているが，その機能と発現形態の間の関係は殆ど調べられていなかったの
で，我々の知見は，これら薬物代謝酵素の生理的，病理的役割を知る上で非常に重要であると考えられる．達成
度 70%
（4）
より効率の高いインフルエンザワクチンのプラットフォームとして，SV40 のウイルス様粒子（VLP）に着目した．
SV40-VLP にインフルエンザウイルス由来 CTL エピトープを導入しマウスに免疫したところ，アジュバントを
加えなくても効率よく CTL を誘導することが示された．達成度 50％
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の有用性がさらに明らかとなり，C 型肝炎ウイルス，インフルエンザウイル
スワクチンの実用化に向けた取り組みが加速された．さらに，癌の治療にも応用出来る期待が持て，取り組みも開始
された．次年度は慢性 C 型肝炎モデルマウスでの治療実験を行う．
mEH という薬物代謝酵素の研究は CYP などの研究に比べて遅れていたが，我々の研究が進めば必ず大きな注目を
集めることが期待できる．次年度は研究成果を 2 つの論文として発表したい．

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
"Viral Immunol." 査読：赤塚，
"The Open Antimicrobial Agents Journal; Microbiol. & Immunlol.; Viral Immunol." 査読：
松井
埼玉医大雑誌編集 : 赤塚
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：337 検体（小林）
（3）病院・付属施設のレジオネラ検査：64 検体（小林）
（4）日本高等教育評価機構評価員（赤塚）
（5）学外活動：順天堂大学非常勤講師（赤塚）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Matsui, M., S. Kohyama, T. Suda, S. Yokoyama, M. Mori, A. Kobayashi, M. Taneichi, and T. Uchida. A CTL-based
liposomal vaccine capable of inducing protection against heterosubtypic influenza viruses in HLA-A*0201
transgenic mice. Biochem. Biophys. Res. Commun. 391:1494-1499, 2010.
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② Chen Y.-Z., G. Liu, S. Senju, Q. Wang, A. Irie, M. Haruta, M. Matsui, F. Yasui, M. Kohara, and Y. Nishimura.
Identification of SARS-CoV spike protein-derived and HLA-A2-restricted human CTL epitope by using a new
muramyl dipeptide-derivative adjuvant. Int. J. Immunopathol. Pharmacol. 23（1）: 165-177, 2010.
③ Morishima, N., I. Mizoguchi, M. Okumura, Y. Chiba, M. Xu, M. Shimizu, M. Matsui, J. Mizuguchi, and T.
Yoshimoto. A pivotal role for interleukin-27 in CD8+ T cell functions and generation of cytotoxic T lymphocytes. J.
Biomed. Biotechnol.
④松井

2010: Article ID605483:1-10, 2010.

政則，禾 泰壽，山岸 敏之，赤塚 俊隆，内田 哲也 . ペプチド結合リポソームを用いた，エボラウイルスに

対する CTL 誘導型ワクチンの開発 . 埼玉医科大学雑誌

第 37 巻

第1号

15-20, 2010.

⑤ Akatsuka, T., Takagi, A., Moriya, O., Kobayashi, N., Matsui, M., Taneichi, M., Uchida, T. A non-immunogenic
hepatitis C virus peptide coupled to the surface of liposomes induces an eﬃcient ant-viral CD8 T cell response.
17th International Symposium on Hepatitis C Virus & Related Viruses. Yokohama, Sep. 10-14, 2010
⑥赤塚俊隆，高木徹，守屋修，小林信春，松井政則，種市麻衣子，内田哲也 . 非免疫原性 HCV 由来ペプチドによ
る抗ウイルス CD8+T 細胞反応の誘導 . 第 58 回日本ウイルス学会学術集会，徳島，Nov 7-9, 2010.
⑦高木徹，守屋修，小林信春，松井政則，種市麻衣子，内田哲也，赤塚俊隆 . 非免疫原性 HCV 由来ペプチドによ
る抗ウイルス CD8+T 細胞反応の誘導 . 第 14 回日本ワクチン学会学術集会，東京，Dec 11-12, 2010.
⑧松井政則，須田達也，高山俊輔，種市麻衣子，赤塚俊隆，内田哲也 . 細胞傷害性 T 細胞誘導型ペプチド結合リポ
ソームわくちんによるインフルエンザウイルス感染防御効果の解析 . 第 14 回日本ワクチン学会学術集会，東京，
Dec 11-12, 2010.
⑨ 須 田 達 也， 高 山 俊 輔， 種 市 麻 衣 子， 大 野 尚 仁， 赤 塚 俊 隆， 内 田 哲 也， 松 井 政 則 . エ ボ ラ ウ イ ル ス 由 来
HLA-A*0201 拘束性 CTL エピトープの同定と，そのペプチドを結合したリポソームによる細胞傷害性 T 細胞の
誘導 . 第 14 回日本ワクチン学会学術集会，東京，Dec 11-12, 2010.
【総数：論文 4 件，学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費
1．H22 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
2．H22 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
3．H22 年度学内グラント，
「ペプチド表面結合リポソームワクチン用 C 型肝炎ウイルス CTL エピトープの同定」
（高
木）100 万円
4．H22 年度学内グラント，
「インフルエンザ抗原の CTL response を増強するプラットフォームの開発」
（川野，
松井）
200 万円
5．H22 年度学内グラント，
「カルシウム非依存性ホスホリパーゼ A2（iPLA2）欠損マウスにおけるウイルス感染防御」
（川野，松井）70 万円
6．H21 度文部科学省科学研究費 基盤研究（C）｢ 樹状細胞の分泌膜小胞を用いた新タイプ治療用ワクチン：慢性
ウイルス感染症への展開 ｣（守屋）169 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
C 型肝炎ウイルスリポソームワクチン（特願 2010-201160）（赤塚），エボラウイルスリポソームワクチン（国内
特許出願）
（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
教育，研究共に順調に成果を上げつつあり，高い自己評価を付けたいと思う．
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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：博士

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：博士
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：博士
東

丈裕（HIGASHI, Takehiro）
：兼担・助教：アジュバント活性の解析：博士

高木理英（TAKAGI, Rie）
：助手
橋本久実子（HASHIMOTO, Kumiko）
：実験助手（非常勤）
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，10 時間（曽根・仁科・町田（医学研究センター）），人体の科学入門 1，20 時間（曽根）
，
人体の科学入門 1，20 時間（曽根）
，良医への道 1 臨床推論，8 時間（曽根），医科学への道すじ 人体の科学入門 2（医
学セミナー）22 時間（曽根・仁科・町田（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）
，
病気の基礎 2：感染，46 時間（仁科・曽根・町田），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）
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．
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
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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，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，倫理委員，Allergology International 編集委員，学術大会委員）

松下

祥：米国免疫学会 (American Association of Immunologists)

部門長

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 Higashi T, Hashimoto K, Takagi R, Mizuno Y, Okazaki Y, Tanaka Y and Matsushita S. Curdlan induces DCmediated Th17 polarization via Jagged1 activation in human dendritic cells. Allergol. Int. 59; 161-166, 2010.
② Nahoko Kato-Kogoe, Hideki Ohyama, Fusanori Nishimura, Michio Meguro, Sayuri Yoshizawa, Yuka Okada, Keiji
Nakasho, Koji Yamanegi, Naoko Yamada, Masaki Hata, Takehiro Higashi, Nobuyuki Terada, and Sho Matsushita.
Fibroblasts stimulated via HLA-II produce PGE 2 and regulate cytokine production from Th cells. Lab Invest. 90:
1747-1756, 2010
③松下

祥：最近の免疫学の発展．Clinical Neuroscience 28:138-141, 2010

④松下

祥：免疫遺伝学，福田

⑤松下

祥，高木理英：Th17 細胞の産生ケモカインとその意義．臨床免疫・アレルギー科，53(3); 229-234,

健編：
「総合アレルギー学改訂第 2 版」，南江堂（東京）,pp56-63, 2010.
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2010.
⑥東

丈裕，松下

⑦松下

祥：Th17 細胞を分化させる諸要因．臨床免疫・アレルギー科，53(4); 407-412, 2010.

祥：Ｂ細胞レセプターとＴ細胞レセプターによる抗原認識，笹月健彦編：「免疫生物学原書第 7 版」
，南

江堂（東京）
．pp111-142, 2010.
⑧松下

祥：IL-17/Th17 細胞．医学のあゆみ．233(1); 79-81, 2010.

⑨中野和久，松下

祥，田中良哉：ヒト Th17 細胞の動態と治療薬による修飾．Frontiers in Rheumatology and

Clinical Immunology，4:22-26,2010.
⑩松下

祥，大山秀樹：ＭＨＣ結合性ペプチド．分子予防環境医学研究会編：「分子予防環境医学改訂第 2 版」
，

本の泉社，pp797-806, 2010.
【総数：論文 12 件，学会発表 11 件】
6-2．獲得研究費
松下

祥：財団法人

化学及血清療法研究所（50 万）

松下

祥：有限会社

イムノ（200 万）

仁科正実：有限会社
松下

山陰ネッカリッチ（10 万）

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（130 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（208 万）
高木理英：文部科学省研究費若手研究（B）
「アレルギー・自己免疫病におけるヒト Th17/Th21 細胞の解析」課題番号 22790940（130 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：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．
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：博士
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：博士
高橋美保子（TAKAHASHI, Mihoko）
：講師：教育員・研究員：疫学，公衆衛生学：博士
非常勤講師：丸木憲雄，大村外志隆，渕上博司
専攻生：倉田澄子，山崎明美
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，衛生行政，母子保健，学校保健，成人保健，
高齢者保健，精神保健，感染症対策，社会保障，社会福祉，医療制度，介護制度，医療関連法規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．
」である．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．各公衆衛生分野の制度や施策について理解，考察できる．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」（高橋 20 コマ），2 学年

PBL 臨床推論（永井 2 コマ，太田 2

コマ，高橋 2 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」
（永
井 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 8 コマ，太田 11 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・高橋 15 コマ），6 学年「社会医学」（太田 5 コマ，高橋 6 コマ）
，
「医療総論」
（太田 4 コマ）
，
「内科総論」
（高橋 1 コマ），夏期プログラム「疫学勉強会」（永井・太田・高橋 3 日間）
，
「成田空港検疫所見学」
（永井・太田・高橋 1 日間）
2-3．達成度
3 年生「疫学ユニット」では 113 名中 13 名再試験を行い，12 名合格し，1 名不合格であった．4 年生「疾病の
予防と対策ユニット」では 114 名中 16 名再試験を行い，15 名合格，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．研究グループ（研究プロジェクト）
1．平成 22 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」
2．平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金（新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業）
「国際的な感染症情報の収集，分析，提供機能および我が国の感染症サーベイランスシステムの改善・強化に関
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
生労働省新型インフルエンザ等新興・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検討を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
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
厚生労働省エイズ動向委員会委員（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会委員（永井），経済産業省
蓄積量調査検討委員会委員（永井）
，環境省

ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への

ダイオキシン類をはじめとする化学物質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）
，埼玉県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会委員（永井）
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
① K.Arisawa,H.Uemura,M.Hiyoshi,A.Kitayama,H.Takemi,F.Sawachika,Y.Nishioka,
M.Hasegawa,M.Tanto,H.Satoh,M.Shima,Y.Sumiyoshi,K.Morinaga,K.Kodama,T.Suzuki,M.Nagai：Dietary patterns
and blood levels of PCDDs, PCDFs,and dioxin-like PCBs in 1656 Japanese individuals. Chemosphere. 2011.01.
82:656-662
② C.Tohyama,I.Uchiyama,S.Hoshi,M.Hijiya,H.Miyata,M.Nagai,S.Nakai,M.Yauchi,
S.Ohkubo : Polychlorinated

dioxins, furans,and biphenyls in blood of children and adults living in a dioxin-

contaminated area in Tokyo. Environmental Health and Preventive Medicine. 2011.01. 16(1):6-15
③ Y.Miyake,K.Tanaka,W.Fukushima,S.Sasaki,C.Kiyohara,Y.Tsuboi,T.Yamada,T.Oeda,T.
Miki,N.Kawamura,N.Sakae,H.Fukuyama,Y.Hirota,M.Nagai,the Fukuoka Kinki Parkinson's
Disease Study Grup: Lack of association of dairy food, calcium, and vitamin D intake with the risk of Parkinson's
disease: A case-control study in Japan.Parkinnsonism & Related Disorders. 2011.01. 17:112-116
④ E.Fukushima,Y.Miyake,K.Tanaka,S.Sasaki,C.Kiyohara,YTsuboi,T.Yamada,T.Oeda,T.
Miki,N.Kawamura,N.Sakae,H.Fukuyama,Y.Hirota,M.Nagai,Fukuoka Kinki Parkinson's Disease Study Group: Alcohol
drinking and risk of Parkinson's disease: a case-control study in Japan.BMC Neurology. 2010.12. 111(10):1-9
⑤ W.Fukushima,M.Fujioka,T.Kubo,A.Tamakoshi,M.Nagai,Y.Hirota: Nationwide Epidemiologic Survey of Idiopathic Osteonecrosis of the Femoral Head. Clinical Orthopaedics and Related Research.
2010.10. 468(10):2715-2724
⑥太田晶子，永井正規，木下直子，高石和子，大槻春美，堀

忍，濱田芳枝，宮田淳子：保健所における受給中止

理由書に基づく特定疾患医療受給者の生存率，非軽快率の検討．特定疾患の疫学に関する研究班．2011.03.
⑦井戸正利，石川善紀，永井伸彦，太田晶子，仁科基子，永井正規，近藤智善，中野今治：パ−キンソン病医療受
給者への脳血管疾患等の混入の可能性について（第 2 報）．特定疾患の疫学に関する研究班．2011.03.
⑧太田晶子，仁科基子，永井正規：臨床調査個人票の入力状況．特定疾患の疫学に関する研究班．2011.03.
⑨簑輪眞澄，永井正規：世界の難病死亡統計：1994 − 2006 年

記述編．特定疾患の疫学に関する研究班．

2011.01.
⑩永井正規，太田晶子：デ−タ解析雑感：第 3 回
〔総数：論文

28 件，学会発表

平均への回帰＋α．母性衛生．2011.01.51(4):3-7

26 件〕

6-2．獲得研究費
1．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「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 新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業「国際的な感染症情報
の収集，分析，提供機能および我が国の感染症サ−ベイランスシステムの改善・強化に関する研究」100 万円
6-3．受賞
「該当なし」
6-4．特許，実用新案
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「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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
第 2 回総会

12 月 1 〜 2 日

6 月 16 〜 17 日，

埼玉医科大学川越ビル

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．
「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
である．
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11．法医学
1．構成員
齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）
：教授：運営責任者：教育主任，研究主任：突然死の病理，交通外傷：博士
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：博士

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：博士

渡辺博司（WATANABE, Hiroshi）
：名誉教授
木戸啓（KIDO, Akira）
：客員教授（元山梨大学准教授）
中西宏明（NAKANISHI, Hiroaki）
：客員講師（山梨県警科学捜査研究所）
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）
実験助手：新井正明：
（ARAI, Masaaki）
，冨山紀子：（Tomiyama, Noriko）

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
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．
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，木戸，中西
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）非動脈硬化性冠疾患の病理学的解析；冠動脈攣縮の原因となる好酸球性冠動脈炎や冠動脈解離の症例の病理学
的解析を行った．症例数が限られているので症例の集積には時間を要する．
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．頭
蓋内内頚動脈における陳旧な解離性病変を検索した．また，脳動脈外傷の病理について検討した．
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，着実にデータを蓄積し，発表した．今後も同様の方
向性で進むものと考えられる．
3-5．その他，齊藤は，医学研究センター・フェローシップ部門員の役割も果たした．
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4．診療：該当なし
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 22 年度に当教室で行った解剖は 143 体（司法 126 例・行政 17 例）
であった．
行政解剖については，搬送費用が遺族負担となったため実施数が激減した．円滑な実施のためには，なんらかの対
策が必要であろう．
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．22 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渡辺博司，齋藤一之．新訂・死体の視かた．東京法令出版，2010．
②齋藤一之，高田綾，原正昭，茅野秀一，新井栄一，岡田邦之．劇症型Ａ群溶連菌感染症による乳児急死例．法医
学の実際と研究

2010；53：75‐79．

③原正昭，高田綾，齋藤一之，木戸啓，亀山浩，山本靖久．クマネズミ胃内容物からのヒト STR 型解析の検討．
DNA 多型 2010；18：144‐147．
④永井淳，武内康雄，原正昭，木戸啓．アジア人 3 集団における DXS6789 座位の構造多型．DNA 多型 2010；
18：191‐193．
⑤田村明敬，佐藤貴子，福西新弥，鈴木広一，原正昭，高田綾，齋藤一之，堤博文，小室歳信．8 種の X-STR の
遺伝子頻度とハプロタイプ解析．DNA 多型 2010；18：198‐200．
⑥佐藤文子，高田綾，齋藤一之，大沢資樹．気管支喘息に併発した好酸球性冠動脈炎を認めた突然死剖検例 2 例．
第 99 回日本病理学会総会，東京．
⑦中西宏明，大森毅，原正昭，高田綾，猩々英紀，安達登，齋藤一之．Gal-G2-CNP を用いた唾液の予備検査法．
第 94 次日本法医学会総会，東京．
〔総数：論文 5 件，学会発表 6 件〕

7．自己点検・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，解剖医は極端に少なく，
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：消化器病学，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：博士

名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：教授：診療副科長（肝・胆・膵疾患担当）
：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：博士
岡 政志（OKA, Masashi）
：教授：診療副科長（消化管疾患担当）
：研究副主任：消化器病学，内視鏡的治療：博士
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，肝癌の
IVR 治療，消化器領域の核医学：博士
中山伸朗（NAKAYAMA, Nobuaki）
：講師：外来医長：肝臓病学，劇症肝炎と肝移植：博士
稲生実枝（INAO, Mie）
：講師：病棟医長：肝臓病学，消化器病学：博士
森吉美穂（MORIYOSHI, Miho）
：講師（兼担）：肝臓病学：博士
喜多宏人（KITA, Hiroto）
：教授（兼担）
：消化器病学，内視鏡的治療：博士
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：博士

石川恵子（ISHIKAWA, Keiko）
：講師（兼担）：消化器病学，大腸の内視鏡的治療：博士
助教：21 名，非常勤講師：9 名，非常勤医師：7 名，実験助手：1 名，専攻生：0 名，客員教授：0 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
担当した．3 年生では「消化器ユニット」の約 60％を担当しており，5 年生以降の臨床実習に際して必要な基礎知
識の習得，論理的な診療能力の背景となる病態生理の理解に主眼をおいた講義を行った．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た．6 年生の総合学
習では，3 年生の講義で扱った内容を，医師国家試験に向けて切り口を変えて，演習形式も取り入れて講義を行った．
なお，消化器病学，肝臓病学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 6 年生の講義では言及するようにした．
5 年生の 4 〜 12 月は各 2 週間の BSL を，1-3 月および 6 年生の 4 月は各 4 週間の CC を担当した．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，論理的な考え方を習得することを目指している．BSL ではこの間に約 10 回のクルズ
スを実施した．また，シュミレーターを用いた腹部超音波検査，上部内視鏡検査の実習を前年度以上に積極的に利用
するとともに，消化器疾患関連の検査法，画像を見学の場を提供し，知識を整理できるようにした．更に，週 1 回
の病棟回診と全症例を対象としたカンファレンスに参加することで，消化器内科の領域における必修の疾患と症候は
全てを経験できるように配慮した．
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 によって達成度を評価した．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た．不合格者には再試を 1 回実施した．5 年生の BSL では病歴をまとめたレポートを
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基に，口頭試問によって達成度を評価した．クリニカルクラークシップでは，電子カルテへの記載内容を指導教員が
毎日チェックし，
情報聴取とプログレムリストの作成，病態の解析と鑑別診断，初期診療計画などの達成度を評価した．
2-4．自己評価と次年度計画
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た．5 年生の BSL および CC 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実施した．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．なお，
シュミレーターを用いた腹部超音波検査および上部内視鏡検査は，特に学生から好評であっ
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医
師国家試験には多数出題されている．
平成 23 年度も今年度と同様の方針で教育活動を行うが，卒前医学教育における臨床実習の重要性がさらに増して
いることに対応して，BSL，CC の質を向上させる努力を継続する必要がある．主に臨床に携わる若手の教員が臨床
実習に携わる機会をより多くするとともに，シュミレーターを用いた実習を更に拡充し，これを用いた卒前，卒後の
一貫した教育を実施する予定である．

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
性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」班において，
持田が「劇症肝炎の概念，
診断基準と肝移植適応ガイドラインの見直し」に関するワーキングブルー
プ責任者を担当しており，中山がその事務局として実務業を行っている．また，平成 21 年度以降は持田が厚生労働
科学研究費補助金肝炎等克服緊急対策研究事業「免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬による B 型肝炎ウイルス再活性化の実
態解明と対策法の確立」班の研究代表者を務めており，名越，中山が事務局として B 型肝炎ウイルス再活性化に関
する全国調査を実施している．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，臨床的，基礎的研究を
行っている（文部科学研究費補助金：基盤（C）「肝疾患の病態における性差：オステオポンチン転写に関わる女性
固有転写因子の同定」
，研究代表者：持田

智）．なお，同分野では，持田が厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊

急対策研究事業「ウイルス性肝炎に対する応答性を規定する宿主因子も含めた情報のデータベース構築・治療応用に
関する研究」班の研究協力者であり，同班との連携でも研究を推進した．また，ウイルス性肝疾患の治療では，埼玉
県下の主要病院を構成員とする「埼玉ペグインターフェロン（SPI）研究会」を組織し，難治性 C 型慢性肝炎におけ
る治療効果の向上を目指した臨床研究を実施している．さらに，肝癌では RFA 治療の治療効果を向上させる工夫に
関する研究，
進行癌症例に対して IVR 手技を駆使した各種抗癌薬の使用基準を確立する目的での研究を実施しており，
これらによって難治性肝癌症例に対する治療体系の確立を目指した．
消化管疾患に関しては，食道胃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，炎症性腸疾患などに関しても，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．特に，炎症性腸疾患に関しては，妊娠，出産との病態，治療効果
との関連を評価する多施設共同研究を実施した．
更に，肝臓と消化管の両領域に跨る研究として，重症型アルコール性肝炎，治療抵抗性炎症性腸疾患に対する新規
治療法の開発も開始しており，
消化器領域全般を担当する診療科としての適性を有効に利用することを目指している．
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
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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）重症アルコール性肝炎に対する副腎ステロイドパルス投与と顆粒球除去療法の sequential 療法
（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）炎症性腸疾患患者における月経，妊娠，出産時の実態調査と治療法に関する臨床研究
（16）難治性炎症性腸疾患に対する合成プロテアーゼ阻害薬と生物製剤の併用療法の有用性に関する検討
（17）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）急性肝不全の病態解明と治療学の確立
厚生労働省研究班のワーキンググループでは，劇症肝炎および遅発性肝不全症例の全国集計を基に，多変量解析を
利用したスコアリングシステムによる予後予測法を，また，同研究班の個別研究ではデータマイニングを駆使して決
定木法，radial basis function（RBF）法による予後予測法を確立した．本年度はこれに加えて，データマイニングの
中でも neural network 法に相当する back propagation（BP）法を利用した新たな予後予測法を確立した．また，こ
れら 4 種類の方法に関して，全国調査の症例を対象に validation を実施して，その有用性を明らかにした．また，劇
症肝炎の概念，定義の改変に関しては，前年度に実施したプロトロンビン時間の測定キット，特に INR 値と％表記
の関連に関する全国調査および劇症肝炎以外の急性肝不全に関する全国調査の成績を基に，我が国における「急性肝
不全」の概念，診断基準を確立した．今後はこの新たな診断基準に従って，急性肝不全の全国調査を実施すること
になる．さらに，劇症肝炎および遅発性肝不全の症例をデータマイニングの手法である Self-Organizing Map（SOM）
法を用いてクラスタリングを実施したとこと，これら急性肝不全症例は 3 種類のクラスターに分類され，この分類
は成因不明例の病態解析に有用であることを見出した．今後は，このクラスターを予測する新たなデータマイニング
の手法を確立し，成因不明例における治療指針を確立することが課題となる．
2）B 型肝炎の再活性化に関する研究
免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬による B 型肝炎ウイルス（HBV）再活性化の実態を解明し，対策法を確立するために，
全国 97 施設からなる厚生労働省研究班を組織し，血液内科，リウマチ・膠原病内科，腎臓内科，腫瘍内科の 4 領
域で HBV キャリアおよび既往感染例の登録を進めている．平成 23 年 2 月末日までに 180 例が登録され，このう
ち既往感染例は 163 例である．キャリア例は全例で核酸アナログ製剤の予防投与を行うことで，肝炎を発症せず免
疫抑制・化学療法を遂行できている．一方，既往感染例では，初回スクリーニング時に血清 HBV-DNA 量が 2.1 Log
copies/mL 未満であるが，
「検出」された症例が 4 例（2.5％）存在し，また，7 例（4.3％）で HBV 再活性化を生じた．
再活性化は副腎ステロイドないしはメトトレキサートの単独投与例でも認められ，リツキシマブ以外の免疫抑制，化
学療法でも HBV の再活性化が生じることが明らかとした．その頻度は経過観察期間が長期になるに従って更に高率
になる可能性があり，平成 23 年度はより多数の症例で，検討を推進する予定である．
3）ウイルス性肝疾患の治療
SPI 研究会には，
埼玉県下の病院の協力で多数の C 型慢性肝炎症例が登録され，response-guide-therapy（RGT）
に従っ
たリバビリン併用ペグインターフェロン治療の有用性を評価している．特に，genotype 2a，2b 型に関しては，RVR
にならなかった症例では治療期間を延長する RGT を実施することで治療成績が向上する可能性を見出し，更に症例
数を増加させて検討を進めている．一方，genotype 1b 型に関しては，多施設による prospective な検討でも IL28B
遺伝子の SNPs および C 型肝炎ウイルス（HCV）のコア 70&91 のアミノ酸変異との関連で治療効果を予測できるこ
とを確認した．一方，インタ−フェロンβの 1 日 2 回分割投与法に関しては，リバビリン併用ペグインターフェロ
ン治療の導入療法として用いた場合の有用性のみならず，併用療法の中間ないしは終了時に強化療法として実施した
際の有用性も明らかにした．インタ−フェロンβを用いた強化療法の有用性に関しても，IL28B 遺伝子の SNPs およ
び HCV コア 70&91 の変異との関連で解析を進めている．
4）ウイルス性肝疾患，肝癌の個体差を規定する要因に関する検討
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厚生労働省研究班における共同研究では，C 型慢性肝炎に対するリバビリン併用ペグインターフェロン治療の効果
を規定する宿主要因として，IL28B 遺伝子の SNPs が発見されたが，引き続き同研究班に協力して，好中球減少，血
小板減少，うつ症状の発症などの副作用の出現に関わる宿主要因の検討を進めている．一方，以前から当科で研究し
ている osteopontin 遺伝子の promoter SNPs に関しては，雄性細胞と雌性細胞では転写調節の差異があることを明ら
かにしたが，この過程で発見した雌性細胞に特有に未知転写因子の発現がエストロゲンによって調節されていること
を見出し，その同定に関する研究を進めている．
5）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）で多段階焼灼法および最小幅展開法を利用して，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推進している．また，進行肝癌に対しては，新たな動注抗癌薬であるミリプラチンは用いた
肝動注化学塞栓療法の有用性と安全性を評価し，同療法はシスプラチンによる肝動注化学療法より有用性が高く，安
全性も優れていることを実証した．
6）重症型アルコール性肝炎の治療
重症型アルコール性肝炎に対する副腎皮質ステロイドのパルス投与と，体外循環を利用した顆粒球除去療法の
sequential 療法を考案した．従来の副腎皮質ステロイドのパルス療法では，治療後の rebound が避けられなかったが，
引き続き顆粒球除去を実施することで治療効果が向上する可能性を明らかにした．症例数を増加して，その有用性を
検証中である．
7）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血球成分吸着除去療法，5-ASA 注腸，インフリキシマブ（抗
TNF- α）およびタクロリムスの有用性と適応を明確にするための臨床研究も継続している．また，インフリキシマ
ブの効果が減退した炎症性腸疾患症例に対しては，合成プロテアーゼ阻害薬を併用したインフリキシマブ投与を考案
し，その有用性に関しての検証を進めている．炎症性腸疾患患者の QOL 向上を目指した研究では，特に女性患者に
関して，月経，妊娠，分娩と病像との関連に関する調査研究を実施しており，埼玉県下の多施設からの成績が集積し，
粘膜面の状態が安定し，炎症のコントロールが良好であれば，妊娠分娩は問題なく可能であることが確認された．
8）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，vascular 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 vascular ectasia に対しては APC が有用であることを明らかにした．また，血
行動態の複雑な胃ないし直腸静脈瘤に対しては micro-balloon カテーテルを用いた B-RTO が有効であることを実証し，
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，クローン病による小腸狭窄の症例に対するダブルバルーン内視鏡を用いた
拡張術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
劇症肝炎など急性肝不全の概念の再構築に関しては，プロトロンビン時間の測定方法および劇症肝炎以外の急性肝
不全に関する全国調査の成績を基に，我が国独自の「急性肝不全」の概念と診断基準を確立した．今後は，この基準
に従って急性肝不全の全国集計を実施し，その成績をフィードバックすることで，その有用性を評価するとともに，
我が国の基準を欧米にも広く広報することが課題となる．また，劇症肝炎の肝移植ガイドラインとしては多変量解析
によるスコアリングシステム，データマイニングによる決定木法，RBF 法に加えて BP 法と，計 4 種類の予後予測法
を確立した．また，成因不明例における病態解析から，その治療法を示唆するシステムが確立されつつある．今後は
Web 上でタワーコンピューターにアクセスし，これら 4 種類の方法による予測死亡率および成因不明例における治
療指針を提供するシステムを確立することが課題となる．
C 型慢性肝炎における抗ウイルス療法の効果を規定する宿主要因を解明する網羅的遺伝子解析では，IL28B 遺
伝子の SNPs を発見することに研究協力者として寄与し，更に好中球減少，血小板減少など他の副作用の発現に
関する宿主要因の解明にも協力している．一方，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，
osteopontin 遺伝子の promoter SNPs を中心とした遺伝子発現の調節機構に関する研究は順調に進行しており，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エストロゲン依存性の未知転写因子を同定すること
とが課題となる．
ウイルス性慢性肝疾患の治療では，genotype 1b 型を対象とした RGT に従った C 型慢性肝炎の治療体系に関して，
埼玉県下で標準化したが，genotype 2a，2b 型に関しても RGT で治療期間を延長することの有用性を明らかにした．
このような新規 RGT 治療の普及を図ることが今後の課題となる．また，HBV の再活性化に関しては，その実態を解
272

消化器内科・肝臓内科

明するために全国組織を確立し，そのリツキシマブ以外の免疫抑制・化学療法でもその頻度は決して低率でないこと
を明らかにした．平成 23 年度は更に症例数を集積して長期間の経過を追うとともに，再活性化に対する注意を様々
な診療科の医師に対して提起することが課題となる．
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．アルコール性肝炎，難治性炎症性腸疾患に対する新規治療のプロジェクトを推進するとと
もに，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，今後の課
題である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
平成 18 年に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た．このため，当科は県下全域におけ
る肝疾患患者の診療連携を円滑にする事業の窓口になるとともに，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．
劇症肝炎に対しては基礎的検討の成果と厚生労働省研究班による全国調査の結果を基にして，血漿交換，血液濾過透
析などの人工肝補助療法も併用した集学的治療を実施している．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．特にインタ−フェロンβの 1 日 2 回分割投与法を全国に先駆けて実施しており，その有用
性と副作用の対策法を明らかにした．現在では同療法を導入に用い，リバビリン併用ペグインターフェロン療法に移
行することで，高い抗ウイルス効果を得ている．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，肝動脈化学塞栓療法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，また，劇症化した場合の急性肝不全に対する集学
的治療に関しては，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．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．
胆道系疾患に関しては，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．食道胃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，microballoon 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十二指腸，直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，vascular 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，血球成分吸着除去療法，イン
フリキシマブおよびアダリマブ（抗 TNF- α）療法などの最新の治療を 5-ASA 製剤，副腎皮質ステロイド，免疫調整
薬などと併用することで良好な成績を得ている．また，上部及び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．
また，消化器領域全般を担当する診療科の利点を生かして，重症型アルコール性肝炎に対する副腎皮質ステロイド
のパルス投与を顆粒球除去療法の sequential 療法，難治性炎症性腸疾患に対する合成プロテアーゼ阻害薬を併用した
抗 TNF- α療法など新規考案した治療法を，高度先進医療への移行を念頭に置いて積極的に実施している．

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：Membership of the Hepatology and Pancreaticobiliary Working Group, within the Topic Advisory Group
for Internal Medicine (World Health Organaization)，埼玉県肝疾患連携拠点病院等協議会（委員）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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持田

智：雑誌「肝臓」
（日本肝臓学会：編集委員），

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）
5-3．その他：社会あるいは医学的貢献に関わる業務
（1）日本肝臓学会肝癌撲滅運動（埼玉県）市民公開講座，2010 年 4 月 25 日，大宮．
（2）肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会（埼玉県）主催：市民公開講座，2010 年 10 月 9 日，川越．
（3）肝疾患診療拠点病院等連絡協議会主催：肝炎医療研修会（埼玉県）『ウイルス性慢性肝疾患の病態と実態』
2010 年 11 月 7 日，浦和

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Kaneko S, Sata M, Ide T, Yamashita Y, Hige S, Tomita E, Mochida S, Yamashita Y, Inui Y, Kim SR, Komada N,
Mikami T, Satoh S, Morita S, Takaguchi K, Hirashima N, NIshio Y, Watanabe D, Kioka K, Fujiwara K. Eﬃcacy and
safety of double ﬁltration plasmapheresis (DFPP) in combination with interferon therapy for chronic hepatitis C.
Hepatol Res 2010; 40; 1072-1081.
② Ide T, Sata M, Chayama K, Shindo M, Toyota J, Mochida S, Tomita E, Kumada H, Yamada G, Yatsuhashi H,
Hayashi N, Ishikawa H, Seriu T, Omata M. Evaluation of long-term entecavir treatment in stable chronic hepatitis
B patients switched from lamivudine therapy. Hepatol Int 2010; 4: 594-600.
③ Mizuochi T, Ito M, Saito K, Kasai M, Kunimura T, Morohashi T, Momose H, Hamaguchi I, Takai K, Suzuki M,
Mochida S, Ikebuchi K, Yamaguchi K. Possible recruitment of peripheral blood CXCR3+ CD27+ CD19+ B cells to
the liver of chronic hepatitis C patients. J Interferon Cytokine Research 2010: 30: 243-252.
④ Nakayama N, Oketani M, Kawamura Y, Inao M, Nagoshi S, Fujiwara K, Tsubouchi H, Mochida S. Novel
classiﬁcation of acute liver failure through clustering using a self-organizing map: usefulness for prediction of
the outcome. J Gastroenterol (in press).
⑤ Tanaka Y, Kurosaki M, Nishida N, Sugiyama M, Matsuura K, Sakamoto N, Enomoto N, Yatsuhashi H, Nishiguchi S,
Hino K, Hige S, Itoh Y, Tanaka E, Mochida S, Honda M, Hiasa Y, Koike A, Sugauchi F, Kaneko S, Izumi N, Tokunaga
K, Mizokami M. Genome-wide association study identiﬁed ITPA/DDRGK1 variants reﬂecting thrombocytopenia in
pegylated interferon and ribavirin therapy for chronic hepatitis C. Hum Mol Genet (in press).
⑥ Mochida S, Takikawa Y, Nakayama N, Oketani M, Naiki T, Yamagishi Y, Ichida F, Tsubouchi H. Diagnostic Criteria
of Acute Liver Failure: A Report by the Intractable Hepato-Biliary Diseases Study Group of Japan. Hepatol Res (in
press)
⑦ Imai Y, Chikayama T, Nakazawa M, Watanabe K, Ando S, Mizuno Y, Yoshino K, Sugawara K, Hamaoka K, Fujimori
K, Inao M, Nakayama N, Oka M, Nagoshi S, Mochida S, Usufulness of miriplatin as an anti-cancer agent for
transcatheter arterial chemoembolization in patients with unresectable hepatocellular carcinoma. J Gastroenterol
(in press)
⑧ Watanabe K, Imai Y, Takaya H, Nakazawa M, Chikayama T, Ando S, Mizuno Y, Sugawara K, Nakamura Y, Saitoh
E, Hamaoka K, Motoya D, Fujimori K, Inao M, Nakayama N, Nagoshi S, Mochida S. A case of liver cirrhosis due
to HCV infection complicating giant anorectal varices treated with balloon-occluded retrograde transvenous
obliteration. Clin J Gastroenterol (in press)
⑨ Nakazawa M, Imai Y, Chikayama T, Watanabe K, Ando S, Mizuno Y, Yoshino K, Sugawara K, Hamaoka K, Motoya
D, Fujimori K, Inao M, Nakayama N, Nagoshi S, Mochida S. A Case of Gastric Varices without Gastro-renal Shunts
Successfully Treated by Balloon-Occluded Retrograde Transvenous Obliteration via the Pericardiacophrenic Vein
Using the Micro-Balloon Catheter. Clin J Gastroenterol (in press).
⑩持田

智，楠本

茂，井戸

章，池田健次，別所正美，檀

和夫，鈴木洋通，浦

信行，三村俊英，山本一彦，佐々

木康綱，藤井博文，名越澄子，中山信朗．「免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬による B 型肝炎再活性化の実態解明と対
策法の確立」全体研究（平成 22 年度）
．厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急対策事業（肝炎分野）
「免疫
抑制薬，
抗悪性腫瘍薬による B 型肝炎再活性化の実態解明と対策法の確立」班，平成 22 年度研究報告書，2011 年，
pp1-14.
【総数：論文 53 件，学会発表 44 件】
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6-2．獲得研究費
1．文部科学研究費補助金

基盤（C）
：研究代表者

持田

智

肝疾患の病態における性差：オステオポンチン転写に関わる女性固有転写因子の同定（平成 21 年度から）
2．厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患調査研究事業）「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班：研究
分担者，ワーキングブループ -1「劇症肝炎の概念，診断基準，肝移植適応ガイドラインの見直し」責任者
田

持

智（平成 20 年度から）

3．厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）「免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬による B 型肝炎ウイ
ルス再活性化の実態解明と対策法の確立」班：研究代表者

持田

智（平成 21 年度から）

6-3．受賞
特記すべき事項なし
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
献している．更に，当科は厚生労働省の多数の研究班における研究代表者，研究分担者および研究協力者などを担当
しており，
「免疫抑制・化学療法による HBV 再活性化」，「急性肝不全の診断基準の確立」，「劇症肝炎の肝移植ガイド
ラインの改変」
，
「肝病態と治療効果の個体差を規定する宿主要因の検討」などの研究に関与して，社会的意義も大き
い多数の研究成果を発信してきた，平成 23 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）心臓内科
1．構成員
山本啓二（YAMAMOTO, Keiji）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：循環器病：博士
高木英爾（TAKAGI, Eiji）
：講師：総合診療内科兼担：医員：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：博士

2．教育
2-1．目的・目標
循環器病の基本的な知識と診療技術を習熟すること．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育では，3 年臨床推論（山本 2 日間）
，4 年臨床推論（山本 3 日間，高木 1 日間），4 年臨床入門（山本 2 日間）
ではバイタルサインと胸部診察，6 年心臓・脈管疾患の講義（高木）を担当した．総合診療内科における循環器外来・
入院診療についてクリニカルクラークシップを行った（山本，高木）．5 年生の advanced OSCE では評価者を担当し
た（山本）
．
卒後教育では，総合診療内科にローテートしてきた初期臨床研修医に対して，循環器外来・入院診療について教育・
指導を行った（山本，高木）
．研修医のためのランチョンセミナー：狭心症・心筋梗塞を担当した（山本）．
国際医療センター心臓センターの看護師を対象に，心不全の病態生理と治療の最前線についてセミナーを行った
（山
本）
．
2-3．達成度
学生，研修医ともに病歴聴取，身体所見のとり方，心電図所見，心エコー所見などの基本的事項は，ある程度でき
るようになったが，さらに習熟度を増す余地がある．
2-4．自己評価と次年度計画
基本的知識と診療技術を繰り返し，指導する余地がある．次年度は，循環器病学の基本的事項の教育を徹底するよ
うにしたい．

3．研究
3-1．目的・目標
日常診療より生じてきた疑問や問題点を研究テーマとし，得られた成果が日常臨床に貢献できること．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
心不全および弁膜症．
3-3．研究内容と達成度
高齢者心不全の特徴と治療法について解析を行い，最適な治療法を見出し，また在院日数を短縮できるようにする
こと．
感染性心内膜炎における誘因，原因菌，脳血管系合併症，外科的治療などについて解析・過去との比較を行い，近
年の特徴的傾向を見出すこと．
3-4．自己評価と次年度計画
高齢者心不全については，貧血および腎機能悪化が予後に重要な影響を与える可能性があり，さらに貧血・腎機能
と治療法や在院日数との関連について検討することが次年度の課題である．
感染性心内膜炎については，脳 MRI を全例に施行し，脳血管系合併症の頻度が高いことなどが明らかとなったが，
次年度以降の症例数の蓄積が必要である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
総合診療内科の一部として，循環器疾患に対して総合内科的な診かたを診療の基本とし，的確かつ迅速な治療を行
い，大学病院における循環器診療を充実し，地域医療に貢献することを目標とした．心臓内科外来患者数は 1107 例，
入院患者数は 88 例で，いずれも前年度より増加した．入院患者の基礎心疾患は心不全，不整脈などで，Holter 心電
図 996 例（前年比 78 例増）
，経胸壁心エコー 5620 例（前年比 321 例増），経食道心エコー 28 例（前年比 26 例増）
を施行・判読した．また今年度より右心カテーテル検査，一時的ペーシング等を行った．大学病院における循環器疾
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患外来・入院患者数の増加，循環器検査・治療の充実などを今年度達成することが出来た．次年度は，負荷心筋シン
チや冠動脈 CT の検査を開始し，循環器診療のさらなる充実を目指したい．

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
日本循環器学会，日本心臓病学会，日本動脈硬化学会学術集会演題の査読．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本動脈硬化学会評議員，日本心不全学会評議員，日本心血管内分泌代謝学会評議員，日本心臓病学会特別正会員．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Kimura M, Murakami T, Kizaka-Kondoh S, Itoh M, Yamamoto K, Hojo Y, Takano M, Kario K, Shimada K,
Kobayashi E: Functional molecular imaging of ILK-mediated Akt/PKB signaling cascades and the associated role
of beta-parvin. J Cell Sci. 123:747-755, 2010.
②山本啓二，島田和幸．肺性心．新老年学．725-730, 2010. 編者：大内尉義，秋山弘子，東京大学出版会．
③山本啓二．感染性心内膜炎．病気と薬．285-287，2010．監修：池田宇一，大越教夫，横田千津子，南山堂．
④山本啓二．心外膜炎・心タンポナーデ．病気と薬．295-296，2010．監修：池田宇一，大越教夫，横田千津子，
南山堂．
総数：論文

4 件，学会発表

2件

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
大学病院での循環器外来患者数，入院患者数ともに増加し，循環器系検査数も順調に増加している．当科は少人数
のため，少しずつ診療・教育・研究を充実させている．国際医療センター心臓センターとの病診連携も同センターの
ご配慮で，スムーズである．
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1．3）呼吸器内科
1．構成員
金澤

實（KANAZAWA, Minoru）
：教授：運営責任者：診療科長：びまん性肺疾患：博士

萩原弘一（HAGIWARA, Koichi）
：教授：研究主任：肺癌：博士
永田

眞（NAGATA, Makoto）
：教授：教育主任：喘息：博士

臼井

裕（USUI, Yutaka）
：准教授：病棟医長：びまん性肺疾患：博士

中込一之（NAKAGOME, Kazuyuki）
：講師：外来医長：喘息：博士
前野敏孝（MAENO, Toshitaka）
：講師：医局長：COPD：博士
杣

知行（SOMA, Tomoyuki）
：講師：喘息：博士

山口剛史（YAMAGUCHI, Takefumi）
：助教：博士
高久洋太郎（TAKAKU, Yotaro）
：助教：博士
宮下起幸（MIYASHITA, Tatsuyuki）
：助教：博士
小宮山謙一郎（KOMIYAMA, Kenichiro）
：助教
加藤冬実（KATO, Fuyumi）
：助教
平間

崇（HIRAMA, Takashi）
：助教

小林威仁（KOBAYASHI, Takehito）
：助教
加賀亜希子（KAGA, Akiko）
：助教
山崎

進（YAMAZAKI, Susumu）
：助教

宇津木春恵（UTSUGI, Harue）
：助教
三尾友彦（MIO, Tomohiko）
：助教
貞方里奈子（SADAKATA, Rinako）
：大学院生
佐藤長人（SATO, Nagato）
：非常勤講師
久保嶋雅人（KUBOSHIMA, Masahito）
：非常勤講師
柴崎正順（SHIBASAKI, Masanori）
：非常勤講師
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，臨床総論，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．BSL．臨床講義については，学生からは他診療科と勝るとも劣らない，高い評価を受け，好
評であったと自負している．
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
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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．

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
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）
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，GFT を用いた院内接触者検診の検討，院内イ
ンフルエンザウイルス PCR 検査の有用性の検討）
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（薬剤性肺障害，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おり，学会・論文発表を行っている（業績参照）
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．また新型インフリエンザウイルス感染症における院内 PCR 検査
による診断法を確立した．
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 の臨床第Ⅲ相試験を中間報告した．
3．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．
5．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．
3-4．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

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
2003 年 2 月に呼吸器病センターが開設され，呼吸器内科・呼吸器外科の協力体制のもとに呼吸器疾患の診療を行っ
ている．埼玉県内・外の広い地域より紹介および救急患者を受け入れ，呼吸器感染症・肺癌・気管支喘息・間質性肺
炎・慢性閉塞性肺疾患・睡眠時無呼吸症候群などの入院患者の診療にあたっている．2005 年 10 月に “ アレルギー・
喘息センター ” が開設され，呼吸器内科・小児科・皮膚科・耳鼻科の診療科連携により，気管支喘息を中心としたア
レルギー疾患を患者中心主義に立ち，包括的にかつ専門的に診療している．具体的には気管支喘息を始め，好酸球性
肺炎・食物アナフィラキシー・ハチアレルギー・運動誘発性アナフィラキシー・慢性咳そう（咳喘息・アトピー咳そう）
，
好酸球増多症候群，口腔アレルギー症候群など幅広いアレルギー疾患を診療している．2007 年 4 月からは，国際医
療センターが開設されたため，肺癌の診療の中心は国際医療センター呼吸器内科で行っている．埼玉医科大学呼吸器
内科と埼玉医科大学国際医療センターの両病院で専門的な経験を積んで頂く方針としている．埼玉医科大学呼吸器内
科と埼玉医科大学国際医療センター呼吸器内科の二病院の密接な連携により，2010 年 4 月より肺癌の化学療法外来
を開設し，本院でも同様の化学療法や放射線療法を積極的に行うようになった．このため呼吸器疾患の診療機能はさ
らに充実し，この地域の中心的存在としての役割を果たしている．

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
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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.
Palliative Care Research
Cancer Science
日本呼吸器学会
査読委員
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 Internationa
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，医師向け講演会演者を担当

6．業績
6-1．論文・学会発表
①仲田拡人，中込一之，高久洋太郎，西原冬実，山口剛史，杣知行，萩原弘一，金澤

實，加瀬康弘，永田

真．

鼻炎症状と喘息症状の連関についてのアンケート調査．アレルギー 2010;59:688-698.
② Nakagome K, Imamura M, Okada H, Kawahata K, Inoue T, Hashimoto K, Harada H, Higashi T, Takagi R, Nakano
K, Hagiwara K, Kanazawa M, Dohi M, Nagata M, and Matsushita S. Dopamine D1-like receptor antagonist
attenuates Th17-mediated immune response and OVA-Ag-induced neutrophilic airway inﬂammation. J Immunol.
2011:186:5975-5982.
③ Nakagome K, Nagata M. Pathogenesis of airway inflammation in bronchial asthma. Auris Nasus Larynx.
2011;38:555-563.
④ Hirama T, Hagiwara K, Kanazawa M. Tuberculosis screening programme using the Quantiferon-TB gold test and
chest computed tomography for healthcare workers accidentally exposed to patients with tuberculosis. J Hosp
Infect 2011;77:257-262.
⑤ Yamaguchi T, Soma T, Takaku Y, Nakagome K, Hagiwara K, Kanazawa M, Nagata M. Salbutamol modulates the
balance of Th1 and Th2 cytokines by mononuclear cells from allergic asthmatics. Int Arch Allergy Immunol
2010;152 Suppl 1:32-40.
⑥ Tanaka T, Matsuoka M, Sutani A, Gemma A, Maemondo M, Inoue A, Okinaga S, Nagashima M, Oizumi S, Uematsu K,
Nagai Y, Moriyama G, Miyazawa H, Ikebuchi K, Morita S, Kobayashi K, Hagiwara K. Frequency of and variables
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associated with the EGFR mutation and its subtypes. Int J Cancer 2010;126:651-655.
⑦ Takaku Y, Nakagome K, Kobayashi T, Yamaguchi T, Nishihara F, Soma T, Hagiwara K, Kanazawa M, Nagata
M. Changes in airway inﬂammation and hyperresponsiveness after inhaled corticosteroid cessation in allergic
asthma. Int Arch Allergy Immunol 2010;152 Suppl 1:41-46.
⑧ Maruyama H, Morino H, Ito H, Izumi Y, Kato H, Watanabe Y, Kinoshita Y, Kamada M, Nodera H, Suzuki H,
Komure O, Matsuura S, Kobatake K, Morimoto N, Abe K, Suzuki N, Aoki M, Kawata A, Hirai T, Kato T, Ogasawara K,
Hirano A, Takumi T, Kusaka H, Hagiwara K, Kaji R, Kawakami H. Mutations of optineurin in amyotrophic lateral
sclerosis. Nature 2010;465:223-226.
⑨ Maemondo M, Inoue A, Kobayashi K, Sugawara S, Oizumi S, Isobe H, Gemma A, Harada M, Yoshizawa H,
Kinoshita I, Fujita Y, Okinaga S, Hirano H, Yoshimori K, Harada T, Ogura T, Ando M, Miyazawa H, Tanaka T, Saijo Y,
Hagiwara K, Morita S, Nukiwa T. Geﬁtinib or chemotherapy for non-small-cell lung cancer with mutated EGFR. N
Engl J Med 2010;362:2380-2388.
⑩ Huqun, Fukuyama S, Morino H, Miyazawa H, Tanaka T, Suzuki T, Kohda M, Kawakami H, Okazaki Y, Seyama K,
Hagiwara K. A quantitatively-modeled homozygosity mapping algorithm, qHomozygosityMapping, utilizing whole
genome single nucleotide polymorphism genotyping data. BMC Bioinformatics 2010;11 Suppl 7:S5.
総数：論文 24 件，学会発表 37 件
6-2．獲得研究費
①アレルギー疾患患者における上・下気道連関の研究（永田
②喘息の気道炎症病態の解析（永田

真） 埼玉医科大学学内グラント（H22）代表

真） 文部科学省科学研究費補助金（H22）代表

③リアルタイムモニター花粉数の情報のあり方の研究と舌下ペプチド・アジュバンド療法の臨床研究（永田

真）

厚生労働省科学研究費補助金（H22）分担
④成人気管支ぜん息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方法に関する調査研究（永田
真） 環境再生保全機構委託研究（H22）分担
⑤ユビキタス・インターネットを活用したアレルギー疾患の自己管理および生活環境改善支援システム，遠隔教育
システム，患者登録，長期観察システムに関する研究（永田

真） 厚生労働省科学研究費補助金（H22）分担

⑥難治性喘息におけるヘルパー T17 型免疫応答の意義に関する研究（中込一之） 文部科学省科学研究費補助金
（H22）代表
6-3．受賞
①中込一之．第 23 回呼吸器学会学会奨励賞．IL-10 及び IFN- γによる呼吸器疾患の制御機構の解明．学会奨励賞
受賞講演．第 50 回日本呼吸器学会学術講演会，2010 年 4 月 25 日京都．
②西原冬実．日本アレルギー学会春季臨床大会ポスター大賞．埼玉医大アレルギーセンターにおける抗 IgE 抗体療
法導入 8 症例の臨床的検討．第 22 回日本アレルギー学会春季臨床大会，2010 年 5 月 9 日京都．
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永田

真．
「アレルギー・好酸球研究会 2010」会長．2010 年 6 月 19 日東京．

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，臨床推論，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
非常に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．
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，入院・外来の患者数
は前年度とほぼ同等であった．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．診療の質の面では放射線科や国際医療センターの呼吸器内科，リハビリテーション科などと医療チーム
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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1．4）内分泌・糖尿病内科
1．構成員
粟田卓也（AWATA, Takuya）
：教授：運営責任者：診療科長：内分泌代謝学（特に糖尿病）：博士
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：教授（病院長）：内分泌代謝学（特に高血圧，糖尿病）：博士
井上郁夫（INOUE, Ikuo）
：准教授：教育主任：内分泌代謝学（特に高脂血症）：博士
犬飼浩一（INUKAI, Kouichi）
：准教授（中央研究施設 RI 部門兼担）
：研究主任：内分泌代謝学（特に糖尿病）
：博士
稲葉宗通（INABA, Munemichi）
：准教授（毛呂病院病院長補佐兼担）：内分泌代謝学（特に高血圧）：博士
野口雄一（NOGUCHI, Yuuichi）
：講師：内分泌代謝学（内分泌，特に高血圧）：博士
栗原

進（KURIHARA, Susumu）
：講師：代謝学（特に糖尿病）：博士

小野

啓（ONO, Hiraku）
：講師：代謝学（特に糖尿病）：博士

他助教 10 名

2．教育
2-1．目的・目標
医学部全学年を通して担当し，特に医学部学生 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．
2-2．教育内容（担当者）
1 年生統計学で 1 時間，
臨床疫学の基礎に触れさせ，2 年生内分泌系で 1 時間，3 年生の「病気の基礎 2」の免疫ユニッ
トの基礎から臨床へ 1 時間，
「ヒトの病気 1」の診療の基本ユニットのうち，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 1」の循環器ユニットのうち，加齢と老化 1 時間を担当した．
また，
「ヒトの病気 1」の内分泌・代謝ユニット 45 時間のうち 30 時間を担当した．4 年生の「臨床推論，症候の鑑別」
のうち，肥満，口渇・多飲，多尿，血圧の上昇の計 4 時間を担当し，「臨床推論，実践的ケーススタディー」として，
合計 32 時間行った．5 年生には，毎週 4 〜 5 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 12 時間，心臓・脈管 2 時間，必修の症候と疾患を 5 時間，内科総論を 2 時間，臨床実
習の再チェックを，主に負荷試験及び画像を中心に 2 時間行った．
2-3．達成度
3 年生の期末試験では 16 人が再試験を受け，4 人が不合格者であった．
2-4．自己評価と次年度計画
BSL に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，1 週目から外来見学を取り入れたり，日高医療
センターの外来見学も取り入れたりして，改善を図った．

3．研究
3-1．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．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．糖尿病グループ
2．高血圧グループ
3．脂質異常症グループ
4．内分泌グループ
3-3．研究内容と達成度
糖尿病グループ：糖尿病の発症機序，糖尿病関連遺伝子の解析，糖尿病・肥満症の分子病態解明，糖尿病治療の臨
床的研究．高血圧グループ：インスリン抵抗性や合併症に対する薬物効果とその機序に関する検討．脂質異常症グルー
プ：脂質代謝の基礎的・臨床的研究：内分泌グループ：内分泌疾患の臨床研究．論文発表については，昨年度と同様
に共同研究のものが多かったが，やや沈滞気味である．現在進行中の研究もあり，今後に期待したい．
3-4．自己評価と次年度計画
まずまずの実績であるが，やや沈滞気味である．次年度はオリジナルな実績を増やしていきたい．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科は，埼玉県西北部の基幹施設として，多くの生活習慣病および内分泌疾患患者に質の高い医療を提供すること
を目的としており，そのため，糖尿病教育や専門的治療の実績を積み重ねている．本年度は入院患者の減少のために，
診療体制の見直しや当科の周知度を上げる試み（広告・ホームページのリニューアル）を行った．今後とも，近隣の
医療機関との連携を維持しながら，糖尿病・生活習慣病センターとしてさらに充実をはかっていく予定である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
・片山茂裕：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
・井上郁夫：消費者庁，消費者委員会委員（新開発食品調査部会，新開発食品評価第一調査会）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
・編集委員：粟田卓也（World Journal of Diabetes, Recent Patents on Endocrine Metabolic & Immune Drug Discovery）
，
井上郁夫（Recent Patents on Cardiovascular Drug Discovery）など
・査読：粟田卓也（Human Immunology など 11 編），犬飼浩一（Endocrine Journal など 3 編）など
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
粟田卓也：膵臓移植地域適応検討委員会関東甲信越ブロック代表委員など

6．業績
6-1．論文・学会発表
①粟田卓也：緩徐進行 1 型糖尿病におけるインクレテン関連薬の可能性〜進展防止，さらには治癒に向けて〜．
DITN 392:4,2010.
② Mori K, Horie-Inoue K, Gehlbach PL, Takita H, Kabasawa S, Kawasaki I, Ohkubo T, Kurihara S, Iizuka H, Miyashita
Y, Katayama S, Awata T, Yoneya S, Inoue S. Phenotype and genotype characteristics of age-related macular
degeneration in a Japanese population. Ophthalmology. 2010 May;117(5):928-38.
③ Inoue I, Awata T, Katayama S. Retrospective, observation study: Quantitative and qualitative eﬀect of ezetimibe
and HMG-CoA reductase inhibitors on LDL-cholesterol: are there disappearance thresholds for small, dense LDL
and IDL? Recent Pat Cardiovasc Drug Discov. 2010 Jun 1;5(2):143-52.
④ Tsuchihashi T, Mori K, Horie-Inoue K, Gehlbach PL, Kabasawa S, Takita H, Ueyama K, Okazaki Y, Inoue S, Awata
T, Katayama S, Yoneya S. Complement factor H and high-temperature requirement A-1 genotypes and treatment
response of age-related macular degeneration. Ophthalmology. 2011 Jan;118(1):93-100.
⑤ Awata T. Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms in susceptibility to coronary artery disease.
Am J Hypertens. 2010 Sep;23(9):938-9.
⑥ Watanabe M, Inukai K, Sumita T, Ikebukuro K, Ito D, Kurihara S, Ono H, Awata T, Katayama S. Effects of
telmisartan on insulin resistance in Japanese type 2 diabetic patients. Intern Med. 2010;49(17):1843-7.
⑦ Aida K, Nishida Y, Tanaka S, Maruyama T, Shimada A, Awata T, Suzuki M, Shimura H, Takizawa S, Ichijo M,
Akiyama D, Furuya F, Kawaguchi A, Kaneshige M, Itakura J, Fujii H, Endo T, Kobayashi T. RIG-I- and MDA5initiated innate immunity linked with adaptive immunity accelerates beta-cell death in fulminant type 1 diabetes.
Diabetes. 2011 Mar;60(3):884-9.
⑧田中昌一郎，粟田卓也，島田

朗，村尾

敏，丸山太郎，鴨井久司，川崎英二，中西幸二，永田正男，藤井寿美

枝，池上博司，今川彰久，内潟安子，大久保実，大澤春彦，梶尾

裕，川口章夫，川畑由美子，佐藤

譲，清水

一紀，高橋和眞，牧野英一，三浦順之助，花房俊昭，小林哲郎，日本糖尿病学会調査研究委員会：緩徐進行 1 型
糖尿病（slowly progressive insulin-dependent diabetes mellitus : SPIDDM）の臨床的特徴−日本糖尿病学会調査
研究委員会緩徐進行 1 型糖尿病文科会報告（第一報）−．糖尿病 54(1):65-75, 2011.
⑨ Tabuchi M, Seo M, Inoue T, Ikeda T, Kogure A, Inoue I, Katayama S, Matsunaga T, Hara A, Komoda T. Geometrical
separation method for lipoproteins using bioformulated-fiber matrix electrophoresis: size of high-density
lipoprotein does not reﬂect its density. Anal Chem. 2011 Feb 1;83(3):1131-6.
⑩ Haller H, Ito S, Izzo JL Jr, Januszewicz A, Katayama S, Menne J, Mimran A, Rabelink TJ, Ritz E, Ruilope LM, Rump
LC, Viberti G; ROADMAP Trial Investigators. Olmesartan for the delay or prevention of microalbuminuria in type
2 diabetes. N Engl J Med. 2011 Mar 10;364(10):907-17.
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総数：論文

43 件，学会発表

45 件

6-2．獲得研究費
・片山茂裕：平成 22 年度厚生労働省科学研究事業「糖尿病における血管合併症の発症予防と進展抑制に関する研
究」
，研究協力者，70 万円
・片山茂裕：平成 22 年度国際協力医学研究振興財団「糖尿病予防のための戦略研究

課題 3」，研究協力者

，

304 万円
・粟田卓也：平成 22 年度厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「劇症 1 型糖尿病の診断マーカー
同定と診断基準確立」
，研究分担者，50 万円
・小野

啓：平成 22 年度文部科学省科学研究費補助金若手研究（B）
「視床下部 S6 キナーゼの糖尿病における役割」
，

研究代表者，120 万円
・小野

啓：平成 21 年度学内グラント，
「視床下部インスリン／レプチン抵抗性の分子機構と摂食・糖代謝調節」
，

研究代表者，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（全国的なもの）

7．自己点検・評価
平成 22 年 4 月 1 日より，池袋香織君が埼玉よりい病院に出向となり，今井健太君が埼玉よりい病院より復帰した．
平成 22 年 4 月 30 日付けで，
磯山

藍君が退職となった．平成 22 年 4 月 1 日付けで，諏訪絵美君が助教（後期研修医）

で入局した．平成 22 年 4 月 1 日に，安田重光君が伊藤病院より復帰した．平成 22 年 4 月 1 日に，保川信行君が小
川赤十字病院より復帰した．平成 22 年 4 月 1 日に，池上裕一君が関越病院より復帰した．平成 22 年 4 月 1 日より，
伊藤大輔君は大学院生から助教（社会人大学院生）に変更となった．平成 22 年 4 月 1 日より，波多野雅子君は助教
から非常勤医師（I 類）に変更となった．
研究面では公的研究費も引き続き取れているが十分ではなく，研究実績もやや沈滞気味である．来年も医局員一同
でさらに頑張ってゆきたい．臨床面では外来はますます多忙となっているが，入院患者は総合心療内科との棲み分け
などの影響もあり，やや減少した．埼玉西北部の糖尿病・生活習慣病・内分泌疾患の基幹病院として，充実した診療
を継続したい．
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1．5）血液内科
1．構成員
別所正美（BESSHO, Masami）
：教授：運営責任者：血液：博士
中村裕一（NAKAMURA, Yuichi）
：准教授：診療科長：血液：博士
脇本直樹（WAKIMOTO, Naoki）
：准教授：教育主任：外来医長：血液：博士
伊藤善啓（ITO, Yoshihiro）
：講師：病棟医長：副診療科長：血液：博士
島田恒幸（SHIMADA, Tsuneyuki）
：助教：専門医員：博士
室橋郁生（MUROHASHI, Ikuo）
：客員教授：血液：博士
辻

守史（TSUJI, Morifumi）
：非常勤講師：血液：博士

猪野裕英（INO, Hirohide）
：非常勤講師：血液：博士
伊東克郎（ITO, Katsuro）
：非常勤講師：血液：博士
岸本国也（KISHIMOTO, Kuniya）
：非常勤講師：血液：博士
須賀原裕一（SUGAHARA, Yuichi）
：非常勤講師：血液：博士
南久松真子（MINAMIHISAMATSU, Masako）：非常勤講師：血液：博士
山本昭子（YAMAMOTO, Akiko）
：非常勤講師：血液：博士
秋葉美樹（AKIBA, Miki）
：非常勤医師：血液：博士

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，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講義の約 3 分の 1 を担当した．4 年
生の臨床入門では医療面接および頭頸部の診察の指導を担当した．5 年生の BSL ではグル−プにつき 1 週間のうち
の 1 日を担当し，病棟実習および骨髄増殖性疾患，M 蛋白血症，出血・凝固系疾患についての少人数教育を行った．
6 年生では血液学の講義の約 40％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，脇本は，OSCE の認定評価者として活動した．中村は保健医療学部健康科学科 3 年生臨床血液学の講義
を担当した．別所は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
講義・実習に関しては，学生からの評価は概ね良好であった．前年度から開始されたクリニカルクラークシップに
ついても，概ね目標は達成されたものと思われる．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
からは高い評価を得た．
2-4．自己評価と次年度計画
講義に関しては，学生からの評価は概ね良好であり，今後もさらなる向上に努めたい．一方，5 年生の臨床実習は，
昨年度までと同様に，国際医療センタ−造血器腫瘍科と合わせて 1 週間の期間であり，うち当科の担当は 1 日であっ
た．このため，クルズス中心の実習となり，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，今後は 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）
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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・治療に関する臨床共同研究
3）後天性血友病に関する臨床研究
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，脇本が中心となり，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，その成果は学会・論文にて報告した．また，新たな染色体異常が認められ
た臨床症例もあり，これについての分子遺伝学的な解析にも着手し始めている．
2）多発性骨髄腫の病態・治療に関する臨床共同研究：「Myeloma Bone Disease 研究会」による「移植非適応症例
におけるゾレドロン酸併用 MP 療法の有効性の検討」に参加し，2 例の症例登録を行っており，引き続き解析中
である．また，
「お茶の水血液検討会」によ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が病院 IRB にて承認され，1 例の登録がなされた．
3）後天性血友病に関する臨床研究：島田が中心となり，この数年間に当科にて経験した症例についての病態解析
を行い，論文発表した．
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，まだデータ解析中や論文作成中のものもあり，早急にまとめ上げ正式報告としたい．また，多発性骨髄
腫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，研究の実施に移っている．
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・治療に関する臨床共同研究：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．
3）後天性血友病に関する臨床研究：まれな疾患ではあるが，近年注目されており，引き続き，対象症例があれば
病態解析を行い治療法の確立に努めたい．

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，悪性リンパ腫，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 - 専門調査員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
別所正美：Internal Medicine, associate editor
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
日本血液学会代議員：別所正美，中村裕一，脇本直樹
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 Kayano H, Shimada T, Wakimoto N, Nakamura Y, Bessho M, Yamaguchi H, Sasaki A, Shimizu M: A case of
monoclonal lymphoplasmacytosis of bone marrow with IgM-positive Russell bodies. Bone Marrow Research
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2011.01: 103, 2011.
②島田恒幸：過去 6 年に経験した後天性凝固因子インヒビターの 6 例．日本臨床内科学会誌

25（1）:141-146,2010

③中村裕一，茅野秀一，掛川絵美，内田優美子，島田恒幸，脇本直樹，伊藤善啓，別所正美：放射線治療後眼
窩 MALT リンパ腫患者に顕在化した Hairy Cell Leukemia Japanese variant．臨床血液

51（11）,1674-1679,

2010.
総数 : 論文総数：13 件，学会発表総数：14 件
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，昨年の脇本の異動により，当科の担当する講義や少人数教育のコマ数が増加している．昨年度
からのクリニカルクラ−クシップの導入に伴い，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ているが，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
養成にも積極的に関わっていきたい．診療面でも，脇本の異動に伴い，悪性リンパ腫の症例が増加しているが，各種
血液疾患の診療の中で，新規治療薬を用いた治療の導入も積極的に行いたい．また，臨床研究に引き続き取り組むと
ともに，基礎研究にも力を入れ，臨床へ還元できるような成果を出したい．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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1．6）神経内科・脳卒中内科
1．構成員
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：教授：運営責任者：診療科長：脳循環代謝，頭痛：博士
山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）
：准教授：教育主任：自律神経学，変性疾患：博士
中里良彦（NAKAZATO, Yoshihiko）
：准教授：研究主任：自律神経学：博士
富岳

亮（TOMIOKA, Ryou）
：講師：外来医長：神経免疫学：博士

溝井令一（MIZOI, Yoshikazu）
：講師：臨床神経学：博士
石澤圭介（ISHIZAWA, Keisuke）
：講師：神経病理学：博士
糸川かおり（ITOKAWA, Kaori）
：講師：遺伝性神経疾患：博士
阿部達哉（ABE, Tatsuya）
：講師：病棟医長：神経生理診断：博士
二宮充喜子（NINOMIYA, Mikiko）
：助教：博士
出口一郎（DEGUCHI, Ichirou）
：助教
大江康子（OOE, Yasuko）
：助教
木村俊紀（KIMURA, Toshinori）
：助教
三宅晃史（MIYAKE, Akihumi）
：助教
島津邦男（SHIMAZU, Kunio）
：客員教授：博士
岩崎慎一（IWASAKI, Shinichi）
：客員教授：博士
細川

武（HOSOKAWA, Takeshi）
：客員教授：博士

小森哲夫（KOMORI, Tetsuo）
：客員准教授：博士
島津智一（SHIMAZU, Tomokazu）
：客員講師：博士
田村直俊（TAMURA, Naotoshi）
：非常勤講師：博士
大野良三（OONO, Ryouzou）
：非常勤講師：博士
野村恭一（NOMURA, Kyouichi）
：非常勤講師：博士
岩崎

章（IWASAKI, Akira）
：非常勤講師：博士

松崎正明（MATSUZAKI, Masaaki）
：非常勤講師：博士
浅野賀雄（ASANO, Yoshio）
：非常勤講師：博士
入野誠郎（IRINO, Seirou）
：非常勤講師：博士
大平雅之（OOHIRA, Masayuki）
：非常勤講師：博士
福井海樹（HUKUI, Miki）
：非常勤Ⅰ類：博士
大熊

彩（OOKUMA, Aya）
：非常勤Ⅰ類：博士

吉丸公子（YOSHIMARU, Kimiko）
：非常勤Ⅱ類
野平

修（NOHIRA, Osamu）
：非常勤Ⅲ類：博士

宇那木晶彦（UNAKI, Akihiko）
：非常勤Ⅲ類：博士
大久保毅（OHKUBO, Takeshi）
：非常勤Ⅱ類：博士
瀧口直子（TAKIGUCHI, Naoko）
：非常勤Ⅱ類：博士
近藤清香（KONDOU, Sayaka）
：非常勤Ⅱ類：博士

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（担当者：荒木信夫，山元敏正）
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
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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，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，多数の救急患者を扱うという科の
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（研究プロジェクト）
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 43 床を有し，常に満床に近い．入院患者総数 609 人で脳卒中患者が約
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1 ／ 3 におよぶ．国際医療センターと密接な関係を保ち，重症・専門的治療を要する脳卒中患者は直ちに脳卒中セン
ターに搬送，治療を依頼できる体制にある．当院では変性疾患，脱髄疾患などの慢性疾患を中心に診療を行い，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．また，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
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
① Kumar MA. Jain A. Dechant VE. Saito T. Rafael T. Aizawa H. Dysart KC. Katayama T. Ito Y. Araki N. Abe T. BaliceGordon R. Dalmau J.Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis during pregnancy. Archives of Neurology.
2010:67:884-7
② Kato Y. Araki N. Matsuda H. Ito Y. Suzuki C. Arterial spin-labeled MRI study of migraine attacks treated with
rizatriptan. Journal of Headache & Pain. 2010:11:255-8
③ Itokawa K. Fukui M. Yamamoto T. Tamura N. Ishihara S. Araki N. Dural arteriovenous ﬁstula as a possible cause
of Tolosa-Hunt syndrome: a case report. Journal of Neurology.2010:257:846-7
④出口一郎，中里良彦，二宮充喜子，山元敏正，田村直俊，荒木信夫．3 週間にわたって右上下肢に limb shaking
を呈し，後に左内頸動脈閉塞による脳梗塞を来した 1 例．脳卒中 2011:33:246-250
⑤大江康子，中里良彦，石澤圭介，出口一郎，田村直俊，荒木信夫．5 ヵ月にわたって自発性低下，髄膜脳炎，高
度の全身炎症所見が持続し，脳生検にて確定診断された神経好中球病の 1 例．臨床神経学 2011:51:21-26
⑥中里良彦，田村直俊，荒木信夫．薬物誘発性無汗症．自律神経 2010:47:428-431
⑦山元敏正，荒木信夫．低血圧を伴う病態

神経原性低血圧症

神経原性疾患における自律神経障害．治療

2010：92：2507-2511
⑧ 荒 木 信 夫． 高 齢 者 診 療 に 活 か す ガ イ ド ラ イ ン の ポ イ ン ト（ 第 10 回 ） 慢 性 頭 痛．Geriatric Medicine
2010:48:971-976
⑨大江康子，糸川かおり，溝井令一，神山信也，山元敏正，田村直俊，石原正一郎，荒木信夫．高齢発症の舞踏運
動を呈したもやもや病の 1 例．脳卒中 :32:290-295
⑩伊藤康男，山元敏正，阿部達哉，田村直俊，荒木信夫．起立性低血圧の改善に先行して，123I-MIBG 心筋シン
チグラフィが改善した急性自律神経ニューロパチーの 1 例．自律神経 2010:47:144-148
総数：論文 22 件，学会発表 43 件
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

7．自己点検・評価
国際医療センターが開設され，急性期脳卒中患者の脳卒中センターでの診療体制が整った．今後は当院と診療分担
を行い，密接な連絡を取りながら効率のよい診療体制の確立を目指す．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．また，症例検討を中心に臨床研究，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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1．7）リウマチ膠原病科
1．構成員
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：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：博士
秋山雄次（AKIYAMA, Yuji）
：准教授：診療副科長（病棟医長）
：教育副主任：研究員：リウマチ性疾患，膠原病の治療，
臨床免疫学：博士
淺沼ゆう（ASANUMA, Yu）
：講師：専門医員（外来医長）：教育員：研究員：リウマチ・膠原病学，動脈硬化症：
博士
佐藤浩二郎（SATO, Kojiro）
：講師：専門医員：教育員：研究副主任：リウマチ・膠原病学，臨床免疫学，免疫学：
博士
中嶋京一（NAKAJIMA, Kyoichi）
：助教：専門医員（医局長）：教育員：研究員
秋葉春彦（AKIBA, Haruhiko）
：助教：専門医員：教育員：研究員
梶山

浩（KAJIYAMA, Hiroshi）
：助教：専門医員：教育員：研究員：博士

荒木靖人（ARAKI, Yasuto）
：助教：専門医員：教育員：研究員：博士
横田和浩（YOKOTA, Kazuhiro）
：助教：専門医員：教育員：研究員：博士
吉田佳弘（YOSHIDA, Yoshihiro）
：博士（小川赤十字病院に出向）
進藤靖史（SHINDO, Yasufumi）
：助教：医員：教育員：研究員
太田宗夫（OTA, Muneo）
：助教：大学院生
島田祐樹（SHIMADA, Yuki）
：助教：医員：教育員：研究員
山本晃範（YAMAMOTO, Akinori）
：助教：医員：教育員：研究員
坂本真裕子（SAKAMOTO, Mayuko）
：大学院生
三由文彦（MIYOSHI, Fumihiko）
：特任研究員：博士
原

清（HARA, Kiyoshi）
：非常勤講師

今井史彦（IMAI, Fumihiko）
：非常勤講師
大野修嗣（OHNO, Shuji）
：非常勤講師
田中政彦（TANAKA, Masahiko）
：非常勤講師
半田祐一（HANDA, Yuichi）
：非常勤講師
片桐敏郎（KATAGIRI, Toshiro）
：非常勤講師
神津教倫（KOUDU, Noritune）
：非常勤講師
河野晃子（KAWANO, Akiko）
：実験助手

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）
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（三村）
．
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（三
村）／ Th17 細胞：免疫学における Th17 細胞の重要性と臨床への関与に関して講義した（佐藤）．
臨床推論：3 年生であり，当科の疾患は何一つ学んでいない状態であることから，当科の疾患を背景としてより一
般的な病態（貧血，炎症，浮腫など）に関して調べさせ，ある程度の知識の基に臨床的推論を行わせた．また，ディ
スカッションを通して，臨床医学における臨床的推論の重要性を理解させるように努力した．
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
（三村，
291

リウマチ膠原病科

秋山，浅沼，佐藤）
．
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（全員）
．
CC：4 週間に亘り主治医グループに所属し，数人の患者の受け持ち医と同様に，入院時から，診察，検査計画，検
査の評価，病態の解析，治療方針の決定などを行える様に指導した（全員）．
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（三村，秋山，浅沼，
佐藤）
．
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（三村，佐藤）
．
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を引き続き行った．CC の延長など物理的な理由により，6
年の当科講義が 9 月以降に変更された為，関節リウマチと必須の疾患（関節リウマチ）の講義が近過ぎて，その相
違を講義において十分に発揮出来なかった．次年度への反省点である．
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．
CC：BSL の修得を活かして，より臨床医に近い学習が行えるように努力した．学生達は熱心に学んでいた．とか
く試験目的の知識修得のみに偏らないように指導した．
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．

3．研究
3-1．目的・目標
当科の研究における大きな目標は，リウマチ膠原病，アレルギー，臨床免疫，基礎免疫の領域において，臨床での
問題意識を研究面に展開し，基礎と臨床の融合を目指すことである．この大きな目標を達成する為に，具体的には以
下のプロジェクトが進んでいる．
1）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解析
2）T 細胞，特に Th17 細胞に関した基礎的検討
3）生物製剤を用いた RA 治療に関して臨床的検討
4）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
5）関節リウマチ患者由来滑膜細胞におけるエピジェネティクス異常の解析
6）腎障害患者におけるポドサイト傷害の関与に関する研究
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．三村，秋山，吉田：ヒト末梢血由来樹状細胞の機能解析
2．淺沼：関節リウマチにおける炎症と動脈硬化．
3．淺沼：全身性エリテマトーデスにおける動脈硬化．
4．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．
5．佐藤：Th17 分化メカニズムの研究．
6．佐藤，三由：臨床検体を用いた Th 応答の解析．
7．三由：免疫応答のシミュレーション解析．
8．梶山：糸球体疾患とポドサイト障害の解析．
9．荒木，三村：関節リウマチにおけるエピジェネティクス（ヒストン修飾を中心に）
10．横田：破骨細胞分化と関節リウマチの病態に関する検討
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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．また，マウスを用いた基礎的な in vivo
データーも揃った．佐藤が中心として力を入れて来た Th17 細胞に関する基礎的研究が論文化された（JBC）．その他
の研究に関しては，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（詳細は病院要覧に記載）
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
三村俊英：編集委員；Modern Rheumatology, 査読；Modern Rheumatology, J. Rheumatology, Internal Medicine
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
三村俊英：全国難病友の会顧問
三村俊英：日本リウマチ学会専門医資格認定委員
秋山雄次：アダリムマブ座談会 2010.4.1
三村俊英：埼玉県リウマチ友の会定期総会

特別講演「関節リウマチの最良の治療」2010.5.9

秋山雄次：第 3 回比企地区・看護師のためのリウマチ講演会 2010.7.16
秋山雄次：リウマチ性疾患医療連携の会「INFLIXIMAB UP TO DATE ―日本でのエビデンスと行田クリニックでの
実例―」2010.9.9
荒木靖人：第 9 回リウマチ膠原病・よつやセミナー 2010.9.18
梶山

浩：特定疾患医療講演会「悪性関節リウマチについて」2010.9.27

三村俊英：埼玉西部地区ヒュミラ 2 周年記念報告会 2010.10.23
三村俊英：第 16 回リウマチ薬物治療研究会（日本リウマチ財団登録医教育研修，日本リウマチ学会教育研修，日
本整形外科学会教育研修）2010.11.13
秋山雄次：日本リウマチ財団埼玉地区リウマチ教育研修会「関節リウマチの臓器障害ー合併症と薬物の副作用」
2011.1.23
三村俊英：日本リウマチ財団埼玉地区リウマチ教育研修会「関節リウマチの薬物療法」2011.1.23
秋山雄次：リウマチ性疾患医療連携の会「関節リウマチにおけるレミケード強化療法の実際
三村俊英：埼玉県鍼灸師会教育講演「関節リウマチ／膠原病の実臨床」2011.2.20
秋山雄次：行田地区リウマチ連携会 2011.3.11

6．業績
6-1．論文・学会発表
①．K. Yokota, F. Miyoshi, K. Sato, Y. Asanuma, Y. Akiyama, T. Mimura. Geranylgeranyl-pyrophosphate Regulates
Secretion of Pentraxin 3 and Monocyte Chemoattractant Protein-1 from Rheumatoid Fibroblast-like Synoviocytes
in Distinct Manners. Clin Exp Rheumatol. 2011;29(1):43-9
②．Tanaka J, Oda H, Mimura T, Honda C, Oohara H, Kawasaki H, Kondo A, Wada Y. Innovative radiographic
system to improve the sharpness of radiographs: could a phase-shift eﬀect contribute to improved image-quality
for plain computed radiographs for general use? Jpn J Radiol. 2010;28(1):79-85
③．Sato K, Miyoshi F, Yokota K, Araki Y, Asanuma Y, Akiyama Y, Yoh K,Takahashi S, Aburatani H, Mimura T.
Marked Induction of c-Maf Protein during Th17 Cell Differentiation and Its Implication in Memory Th Cell
Development. J Biol Chem (in press)
④．Yoshida Y, Sakamoto M, Yokota K, Sato K, Mimura T. Tocilizumab improved both clinical and laboratory
manifestations except for interleukin-18 in a case of multiple-drug-resistant adult-onset Still's disease. Int
Medicine (in press)
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⑤．淺沼ゆう，島田祐樹：三村俊英：膠原病−その入り口から慢性期まで．III．慢性期の臓器病変別フォローアッ
プ．動脈硬化病変．診断と治療 98(10), 2010
⑥．秋山雄次，三村俊英：免疫複合体．内科臨床誌 medicina（増刊号 これだけは知っておきたい検査のポイント
第 8 集）vol.47 No.11 P477-479 2010
⑦．三村俊英，秋山雄次，浅沼ゆう，佐藤浩二郎，中嶋京一，梶山

浩：臨床医学の展望（リウマチ膠原病／アレ

ルギー学） 日本医事新報 2010.2
⑧．荒木靖人，佐藤浩二郎，三由文彦，梶山

浩，進藤靖史，吉田佳弘，太田宗夫，坂本真裕子，島田祐樹，山本

晃範，秋葉春彦，中嶋京一，淺沼ゆう，秋山雄次，三村俊英

埼玉医科大学リウマチ膠原病科「メモリー CD8T

細胞における遺伝子発現に対するヒストン修飾の役割」第 54 回日本リウマチ学会総会・学術集会 2010 年 4 月
22 − 25 日
⑨．Yu Asanuma, MD, PhD1,Yuki Shimada1,Toshihide Mimura1. 1Department of Rheumatology and Applied
Immunology, Faculty of Medicine, Saitama Medical

University "Association between Serum Osteoprotegerin

Levels and Carotid Atherosclerotic Plaque in Patients with Rheumatoid Arthritis."American College of
Rheumatology 73th Annual Scientiﬁc Meeting, 2010（11 月 7 日− 10）
（Atlanta, USA）
⑩．K. Yokota, Y. Araki, F. Miyoshi, K. Sato, Y. Asanuma, H. Kajiyama, K. Nakajima, Y. Akiyama, T. Mimura. Saitama
Medical University, Saitama, Japan, "Histone acetylation is associated with arthritogenic properties of rheumatoid
arthritis synovial ﬁbroblasts" 14th International Congress of Immunology, August 24, 2010（Kobe, Japan）
総数：論文

7 件，学会発表

12 件

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．2,000,000 円
厚生科学研究費補助金；三村俊英：免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬によるＢ型肝炎ウイルス再活性化の実態解明と対策
法の確立．800,000 円
学内グラント：梶山

浩：リウマチ性疾患に合併する腎障害における podocyte 障害の役割．750,000 円

学内グラント：荒木靖人：関節リウマチにおけるエピジェネティクス制御の異常の解明．2,000,000 円
科学研究費補助金

基盤研究（C）
：三村俊英：関節リウマチ滑膜線維芽細胞におけるヒストン修飾とＤＮＡメチ

科学研究費補助金

研究スタート支援：荒木靖人：CD8 陽性Ｔ細胞におけるヒストンメチル化の制御ネットワー

ル化の解析．直接経費 2,100,000 円（間接経費 630,000 円）
クの解明．直接経費 1,260,000 円（間接経費 378,000 円）
6-3．受賞
日本リウマチ学会奨励賞：佐藤浩二郎
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 55 回，第 56 回埼玉リウマチ研究会（三村；代表世話人）
第 17 回埼玉膠原病肺研究会（三村：当番世話人）
卒後教育委員会後援学術集会
「好塩基球を介した免疫応答」2010.7.14（佐藤浩二郎：司会）

7．自己点検・評価
教育に関しては，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．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．CC においては，より深く一人の患者を診療出来る様
にした．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．基礎的研究のさらなる深化とゲノム医学研究センターにおけるプロ
ジェクト研究の生産性を高めたい．
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1．8）腎臓内科
1．構成員
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：教授，診療科長：腎臓病学，高血圧，内分泌，透析療法：博士
竹中恒夫（TAKENAKA, Tsuneo）
：准教授：腎臓病学，透析療法，高血圧：博士
高根裕史（TAKANE, Hiroshi, 国際医療センター血液浄化部兼担）：講師：腎臓病学，透析療法：博士
井上

勉（INOUE, Tsutomu）
：講師，副診療科長：腎臓病学，透析療法：博士

渡辺裕輔（WATANABE, Yusuke）
：講師，外来医長：腎臓病学，透析療法：博士
加藤信孝（KATO, Nobutaka）
：助教：博士
星

均（HOSHI, Hitoshi）
：助教

菊田知宏（KIKUTA, Tomohiro）
：助教，病棟医長：博士
佐藤貴彦（SATO, Takahiko）
：助教
津田昌宏（TSUDA, Masahiro）
：助教：博士
末吉慶多（SUEYOSHI, Keita）
：助教
内田幸助（UCHIDA, Kosuke）
：助教
星谷謙造（HOSHITANI, Kenzo）
：助教
小島恵理子（KOJIMA, Eriko）
：助教
新井鐘大（ARAI, Jonde）
：助教
元

志宏（GEN, Shikou）
：助教

岡田浩一（OKADA, Hirokazu，総合診療内科兼担）：准教授：腎臓病学，透析療法：博士
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：博士
高平修二（TAKAHIRA, Shuji，国際医療センター救命救急部兼担）：講師：腎臓病学，透析療法：博士
＜出向中＞
池田直史，友利浩司，三村

卓，山内康弘，有馬

博，小林竜也，加藤彩子，野平由香

＜客員教授＞
菅原壮一
＜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．①総合
内科専門医，②腎臓内科専門医，③透析学会専門医の資格を取得す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（担当者）
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 3 〜 4 人ずつのグループで 1 週間行っ
ている．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い，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
けている．レポートは内科認定医用サマリーの形式を踏襲し高評価を得ている．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
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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．各スタッフは医師国
家試験の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した上で，国家試験対策としての講義お
よび実臨床で必要な知識を効率よく指導している．
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．当科では週 4 回午前 7 時 30 分より教授
以下全教室員で入院患者カンファレンスまたは回診を行っている．さらに週 1 回，透析患者カンファレンスとして
他科入院中の透析患者および当院維持透析中の患者に対しコメディカルを加え症例を検討している．加えて，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．
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（研究プロジェクト）
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
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維持透析患者の血圧の季節間変動について家庭血圧を用いて検討した．収縮期，拡張期血圧ともに冬季が高く，
夏季はよくコントロールされており，春と秋は両者の中間を示した．四季を通じて早朝血圧は就寝前血圧に比べ
て高かったが，日内変動はやはり冬季で最も大きく，夏季で最小であった．血圧絶対値のみでなく，血圧変動の
大きさも心血管病の発症に関与する可能性が示唆された．
②高血圧患者の中心血圧に降圧薬が及ぼす影響について他施設共同研究に参加した．上腕血圧に比較して中心血圧
はカルシウム拮抗薬やアンジオテンシン変換酵素阻害薬や受容体拮抗薬などのレ二ンアンジオテンシン系の抑制
薬，α拮抗薬でより低下したが，ベータ拮抗薬や利尿薬では上腕，中心血圧ともに同等な降圧を示した．
③尿細管間質病変の非侵襲的評価手段として Functional MRI の開発に放射線科と共同で取り組んでいる．一部の
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成果を日本腎臓学会，アメリカ腎臓学会，日本磁気共鳴医学会，日本医学放射線学会で一般演題として，また，
招請講演や総説の一部として発表する機会を頂いている．
④妊娠高血圧に関する要因分析に関する疫学研究
産婦人科の板倉教授・大澤講師と共同で，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 140 例解析しました．母体要因として尿酸高値と血小板数低値，胎児要因として胎児心拍数監視にお
ける基線再変動消失が検出された．
⑤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 の成果が積み上げら
れている．しかし，大規模臨床試験にても十分な Evidence がない予防医学領域も依然として多い．特定保健指
導と降圧薬療法のどちらが有効かについて心血管合併症発症リスクを指標に仮想日本人集団においてシミュレー
ション研究を行った．ライフスタイル改善から降圧薬療法へ切換え至適血圧についても検討した．
基礎研究
教室発足当時からの一貫した基礎研究テーマとして，慢性腎臓病進行に関わる尿細管間質病変の形成機序を研究し
ている．これまで，多数の遺伝子改変マウスを用いて細胞特異的に遺伝子発現を制御する手法で，多くの研究業績を
重ねてきた．
① CCN2 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おり，今年度から解
析を開始した．
②線維芽細胞特異蛋白 FSP1（ﬁbroblast speciﬁc protein 1）プロモーターと腎尿細管上皮細胞特異的プロモーター，
および Cre-loxP システムを用いて，線維芽細胞，尿細管上皮細胞，各々に特異的にバキュロウイルス p35 を強
制発現させる実験系を利用し，マウス腎炎モデルにおいて尿細管上皮細胞に発現する caspase が NLRP3 と共に
inﬂammasome を形成する事で間質病変の形成が助長されることを明らかにした．
③慶應義塾大学内科（腎内分泌代謝科）との共同研究で，従来より引き続き高血圧に合併する代謝要因の遺伝的な
関与についての研究を継続している．
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．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．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 5 〜 6
回／月行っている．

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
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, Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease
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

297

腎臓内科

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Takenaka T, Kojima E, Sueyoshi K, Sato T, Uchida K, Arai J, Hoshi H, Kato N, Takane H, Suzuki H. Seasonal
variations of daily changes in blood pressure among hypertensive patients with end-stage renal diseases. Clin
Exp Hypertens. 2010 Jul;32(4):227-33.
② Miyashita H, Aizawa A, Hashimoto J, Hirooka Y, Imai Y, Kawano Y, Kohara K, Sunagawa K, Suzuki H, Tabara Y,
Takazawa K, Takenaka T, Yasuda H, Shimada K. Cross-sectional characterization of all classes of antihypertensives
in terms of central blood pressure in Japanese hypertensive patients. Am J Hypertens. 2010 Mar;23(3):260-8
③ Ohno Y, Shibazaki S, Araki R, Miyazaki T, Hanyu M, Satoh M, Takenaka T, Okada H, Suzuki H. Antihypertensive
medication versus health promotion for improving metabolic syndrome in preventing cardiovascular events: a
success rate-oriented simulation study.

BMC Med Inform Decis Mak. 2011 Feb 13;11:8.

④ Kobayashi K, Ohno Y, Takenaka T, Ikeda N, Okada H, Kanno Y, Suzuki H. Telmisartan lowers home blood
pressure and improves insulin resistance without correlation between their changes. Clin Exp Hypertens.
2011;33(2):100-5.
⑤ Takenaka T, Sato T, Hoshi H, Kato N, Sueyoshi K, Tsuda M, Watanabe Y, Takane H, Ohno Y, Suzuki H. Height
constitutes an important predictor of mortality in end-stage renal disease. Cardiol Res Pract. 2010 Nov
11;2011:242353.
⑥ メ タ ボ リ ッ ク 症 候 群 お よ び 予 備 群 を 診 断 す る 腹 囲 指 数 (WCI:Waist Circumference Index) の 検 討： 周 東
寛（健身会）
，周東千鶴，井上

健，西片

光，徳竹英一，境

秀博，大図弘之，会田邦晴，森野一秀，青木

成夫，清松瑤一郎，大場冨哉，安田福輝，犬飼敏彦，鈴木洋通：埼玉県医学会雑誌 (0389-0899)45 巻 2 号
Page346-351(2011.03)
⑦透析施行中の腎性貧血患者における新規持続型赤血球造血刺激因子 C.E.R.A. の薬物動態に関する検討：林
正（りんくう総合医療センター市立泉佐野病院），小林
岡拓雄，衣笠えり子，神應

武，久木田和丘，宮崎

滋，鈴木洋通，窪田

裕，勢納八郎，小野利彦，小林裕之，稲荷場ひろみ，田畑

信，川西秀樹，森石みさき，水口

潤，保利

晃

実，笹

勉，垣谷隆介，平松

敬，別所正美，鈴木正司：薬理と治療 (0386-3603)38 巻 12 号

Page1175-1190(2010.12)
⑧新規持続型赤血球造血刺激因子 C.E.R.A. の保存期慢性腎臓病患者における薬物動態学的特性：成瀬友彦（春
日井市民病院）
，久木田和丘，宮崎
子，若狭幹雄，宇田
荷場ひろみ，水口

滋，鈴木洋通，重松

晋，岡田洋一，神應
潤，保利

隆，早川

洋，小口健一，東海林隆男，衣笠えり

裕，山崎親雄，両角國男，露木幹人，斎藤能彦，林

晃正，稲

敬，別所正美，椿原美治，鈴木正司：薬理と治療 (0386-3603)38 巻 12 号

Page1159-1174(2010.12)
⑨画像より septic emboli を疑い，ペースメーカー感染の診断に至った維持透析患者の 1 例：津田昌宏（埼玉医科
大学附属病院 腎臓内科）
，小島恵理子，星谷謙造，内田幸助，佐藤貴彦，菊田友宏，渡辺裕輔，井上

勉，鈴木

洋通：埼玉県医学会雑誌 (0389-0899)45 巻 1 号 Page85-89(2010.11)
⑩喫煙と高血圧の関与が示唆された若年発症の特発性結節性糸球体硬化症の 1 例：菊田知宏（埼玉医科大学 腎臓
内科）
，井上

勉，渡辺裕輔，佐藤貴彦，津田昌宏，内田幸助，末吉慶多，小島恵理子，桜井孝規，岡田浩一，

竹中恒夫，鈴木洋通：日本腎臓学会誌 (0385-2385)52 巻 7 号 Page959-965(2010.10)
総数：論文

10 件，学会発表

約 100 件

6-2．獲得研究費
岡田浩一，井上
‐23 年度）
，井上

勉：研究題名：
「組織特異的 NFkB 抑制による腎老化予防効果の検討」，基盤研究（C）（平成 22
勉，小澤栄人，岡田浩一

他：研究題名：「BOLD MRI を用いた腎機能評価法の確立」，学内グラ

ント（平成 21‐22 年度）
，竹中恒夫：
「ビタミンＤによる腎保護効果の機序」，日本腎臓財団

腎不全病態研究助成（平

成 22‐23 年度）
6-3．受賞
第 53 回日本腎臓学会学術総会

優秀演題賞

井上

勉，岡田浩一

他，演題名：「転写因子 high mobility group

A2(HMGA2) は腎線維化における epithelial-mesenchymal transition(EMT) に関与する」，平成 22 年 6 月，神戸
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
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第 10 回日本内分泌学会関東甲信越支部学術集会（平成 22 年 7 月 2 日から 3 日：さいたま市），第 8 回日本在宅
透析支援会議・総会，第 14 回在宅血液透析研究会共同開催（平成 23 年 2 月 26 日から 27 日：川口市），埼玉透析
医学会など

7．自己点検・評価
卒前教育に関しては，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．幾つかの問題点もあるが，概ね良好と思われる．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．診療面において本年度は外来患者数，入院患者数とも大幅に
増加した．今後も近隣の医療機関と連携をはかり地域医療に貢献していく所存である．

299

臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．9）感染症科・感染制御科
1．構成員
前崎繁文（MAESAKI, Shigefumi）
：教授，診療科長，研究主任：感染症学，感染制御，呼吸器病学：博士
山口敏行（YAMAGUCHI, Toshiyuki）
：講師，教育主任：耐性菌感染症，HIV 感染症，感染制御学：博士
筋野恵介（SUJINO, Keisuke）
：助教：感染症学，感染制御

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
【感染症総論】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】 8 時間
【外科総論】 1 時間
【血液】

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
4 年次に感染症学の総論および各論講義を行った．臨床的な理解がやや不十分である学年であるため，臨床的な内
容に関してはより判りやすい講義を行った．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
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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テーションに応じる．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埼玉県内の HIV 診療拠点病院の一つとして，HIV 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）
国民健康保険中央審査会

特別審査員（前﨑）

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）
抗生物質学術協会評議員（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）
①山口敏行，前﨑繁文．MRSA 肺炎．呼吸器疾患最新の治療．p264-268,2010.
②前崎繁文．救急で問題となる薬剤耐性菌― MRSA から MDRP まで―．日本救急医学会雑誌
③前崎繁文．肺アスペルギルス症の病態と治療．化学療法の領域

21:51-61, 2010.

26:195-203, 2010.

④前崎繁文．感染防止．総合臨床 59:1114-1117, 2010.
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⑤渡辺典之，高橋

俊，橋北義一，阿部良伸，樽本憲人，山口敏行，前崎繁文．多剤耐性緑膿菌による呼吸器感染

症気道由来検体からアスペルギルス属が分離された症例の臨床的意義．日本臨床微生物学会雑誌

20:113-117,

2010.
⑥山口敏行，前崎繁文．緑膿菌に遭遇したら．抗菌薬 PK-PD 実践テクニック
⑦山口敏行，前崎繁文．一般内科領域．MRSA‐基礎・臨床・対策
⑧前崎繁文．アゾール系抗真菌薬．IDSA ガイドライン

p77-80, 2010.

p213-220, 2010.

p58-62, 2010.

⑨山口敏行，前﨑繁文．多剤耐性緑膿菌による呼吸器感染症．

呼吸器感染症のすべて

p207-211, 2010.

⑩前崎繁文．感染症レビュー 「MDRP および VRE 感染症における対策」 第 84 回日本感染症学会総会
4月

2010 年

京都．

総数：論文総数

11 篇，学会発表総数

15 篇

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

7．自己点検・評価
昨年度から 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．今年度から 1 名の大学院生が国立感染症研究所との共同研究員として，国内留学し，今後の基礎的な研究
成果が期待される．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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1．10）総合診療内科
1．構成員：
中元秀友（Hidetomo, Nakamoto）診療科長，教育主任，副研究主任，教授，腎臓・透析，博士
山本啓二（Keiji, Yamamoto）心臓内科診療科長，教授，循環器，博士
今枝博之（Hiroyuki, Imaeda）副診療科長，教授，消化器，博士
岡田浩一（Hirokazu, Okada）病棟医長，研究主任，准教授，腎臓・透析，博士
井上清彰（Kiyoaki, Inoue）外来医長，講師，内分泌・糖尿病，博士
中村

玲（Akira, Nakamura）学生担当，講師，腎臓・透析，博士

大庫

秀樹（Hideki, Ooko）講師，消化器

高木英爾（Eiji, Takagi）講師，循環器，博士
児玉圭司（Keiji, Kodama）講師，呼吸器，博士
木下俊介（Syunsuke, Kinoshita）医局長，助教，神経
吉田佳弘（Yoshihiro, Yoshida）助教，リウマチ，博士
根田

保（Tamotsu, Neda）助教，内分泌・糖尿病

菅野

龍（Ryu, Kanno）助教，循環器

石

雄介（Yusuke, Ishi）助教，総合内科

2．教育
2-1．目的・目標
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 5 年目となり順調に展開を見せている．
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（診療）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．教育内容

教育主任：中元秀友

卒後教育：
総合診療内科発足 5 年目の本年度は，主として大学卒業後 1，2 年目の初期研修医，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外来診療指導を行った．また中央
棟 2 階の入院患者を中心に入院診療研修を行った．
教育目標として昨年度と同様以下のような目標設定を決め，研修医教育を行った．
医師としてきちんとした 1）問診および診察：きちんとした患者対応ができること，患者の問診がとれること，臨
床所見を取ることができること，きちんとしたカルテの記載ができること，以上を基本課題とした．さらに 2）診療
計画：
（初期診療の基本的な問診，診察所見から）適切な検査計画を立てられること，さらに 3）診断：個々の検査
から鑑別診断を列記できること，4）検査：個々の検査を判断できること，個別には 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，
5）情報提供；以上の結果を適切に患者，ならびに家族に説明できること，そして 6）トリアージ：
以上の診断から適切なトリアージができること，7）治療：適切な治療計画を立案できること，以上を目標課題とした．
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，他科との連携
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，ここでは前日に初診外
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．
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卒前教育；
今年度の大きな変化として，
5 年生の BSL
（Bed Side Learning）学生の受け入れを開始した事が挙げられる．各グルー
プ 1 週間の臨床実習を行った．卒業前教育では，BSL 学生さんへの教育方針として，総合診療内科の特徴として「で
きるだけ多くの患者さんの診療を見学し，
積極的に診療参加してもらうこと」とした．特に教育目標として BSL 学生が，
1）きちんと問診がとれること，2）診察技術を身につけること，3）診察所見を記載できること，そして 4）その所
見を皆の前で発表できること，この 4 点を目標として BSL 実習を展開した．講師以上の先生方には，クルズスなら
びに外来実習で教育に参加して頂いた．また 5 年，6 年のクリニカルクラークシップの学生を積極的に受け入れた．
その他これまで通り，4 年生の臨床入門を中心とした医療面接，問診，診察の講義，実習を中心に教育を行った．
5 年生の Bed Side Learning に向けた臨床実習教育を中心に，卒前教育を行った．その他に，個々の医局員の専門分
野に関する講義を，専門各課と協同して行った．
2-3．達成度
総合診療内科開設 5 年目の教育の分野では，初めての学生の臨床実習教育（BSL）に参加した．また例年とおり，
研修医教育を行った．現在なお少ない医局構成員の状況下にあって，可能な限りの学生ならびに研修医の教育は行う
ことができたと考えている．またこれまで通りの研修医教育を行い，研修医達からの評判も上向きと考えている．
自己評価としては 90％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 90％と考えている．本年度山本教授ならびに今枝教授が総合診療内科に赴任して頂いたこ
とから，次年度からはさらに高いレベルの教育体制を構築できるものと考えている．やはり科の特徴として内科専門
各科との協力体制の維持が必須であり，今後も内科全科でバックアップできる体制に持って行く必要がある．一昨年
度末より入院患者の受け入れもスタートし，本年度は中央棟 2 階病棟もオープンして新しい体制でのスタートとなっ
た．次年度は，外来診療から入院対応まで，プライマリケアの教育を中心とし前期研修医，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，はこれまで以上に優秀な指導医スタッフの育成と獲得，さらにしっかりとした教育シス
テムの構築にあると考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
研究主任：岡田浩一
臨床研究：総合診療内科成立 4 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．
また，心臓内科山本教授，消化管内科今枝教授，腎臓内科岡田准教授の赴任に伴い，心臓内科，消化器内科，さら
に腎臓内科に関する臨床研究を開始した．
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
生活習慣病研究グループ
Telemedicine を用いた在宅血圧の検討（中元秀友）
これまで行っていた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継続して行った．現在はアンジオテンシン受容体拮抗薬（ARB）であるニューロタンと
ARB+ 利尿剤のプレミネントの家庭血圧への影響を検討する PRETTY HOME 研究をスタートした．これまでに ARB
同士の家庭血圧比較試験である FUJIYAMA 研究，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
果を各学会において発表した．また昨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 研究も継続し行っている．さら
に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）も糖尿
病内科との共同研究としてスタートしている．
304

総合診療内科

在宅診療研究グループ
腹膜透析ネットワークの構築（中元秀友）
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（中元秀友）
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 .
消化器内科プロジェクト（今枝博之）
これまで，早期消化管癌の内視鏡診断・治療の開発をテーマとした研究を行ってきた．内視鏡診断に関しては，特
に自家蛍光観察を用いた早期胃癌の検討や早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）後の異所性再発病変の
サーベイランスに関して報告してきた．また，治療に関しては ESD をより簡便に施行が可能となるべく，把持鉗子
による counter traction を併用した ESD の手技を開発し，早期胃癌および早期大腸癌に対して報告してきた．また，
内視鏡的止血術の工夫やカプセル内視鏡やバルーン内視鏡を用いた小腸内視鏡診断・治療，経皮内視鏡的胃瘻造設術
後に極細径内視鏡を用いた経胃瘻的な内視鏡観察の有用性に関しても報告してきた．さらに内視鏡機器の開発や内視
鏡手技の開発にも携わっている．
一方，総合診療内科では高齢者での感染症が多く，抗菌薬の投与により Clostridium diﬃcile（CD）関連下痢症を
時に認めている．加療により一旦改善しても再発することも多いため，これまでの症例を単発例と再発例に分けてそ
の背景因子を比較検討して報告してきた．そして，このような抗菌薬投与後の CD 関連下痢症に対する probiotics の
予防効果はまだ十分には確立されていないため，前向き無作為化比較試験を行っているところである．また，多施設
共同研究として，機能性ディスペプシア（FD）に対する六君子湯の有効性の検討や低用量アスピリン内服患者にお
けるカプセル内視鏡を用いた小腸病変のサーベイランスなども行っている．さらには FD や過敏性腸症候群といった
機能性胃腸障害の症例も多いことから，形態学的な面や自律神経系などの面からのアプローチを検討しているところ
である．
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 3 編に留まった．現在まだ基礎研
究は十分に開始できない状況である．しかしながら現在少ない医局構成員で，可能な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夏は達成できたものと考えている．
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ある程度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．
達成率は 70％と考えている．
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．自己評価として十分な英文論文を発表する事はできなかった．また邦文論文では原著，著書をあわせて
20 編以上の発表を行っている．しかしながら，十分な英文論文の掲載目標は達成できていなかったため，70％の達
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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 21 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 4 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もと，問題なく外来診療を運営することができた．
今年度の大きな変化として今年度より南館 1 階で，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いる．このような激動
の中，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る．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
1）自治体，政府関連役員の有無
特になし．
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
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・学会発表
邦文論文
①中元秀友，勝部真弓；透析の中止と非導入におけるコメデイカルの役割
②中元秀友，内田

理，鯨井

昇，竹ノ内正徳，武藤

血圧治療を考えるー JSH ガイドライン改訂を受けてー

日本透析会誌

43: 163-166，2010.

誠：地区座談会（埼玉北エリア） 大規模臨床試験から高
Pharma Medica 28: 77-81， 2010.

③中元秀友，樋口千恵子：第 54 回透析医学会ワークショップ「CAPD エキスパートの教育に向けて」 透析会誌
43: 407-408，2010.
④中元秀友，石

雄介，中村

玲：生活習慣病の管理とテレメデイシン

⑤中元秀友：多臓器不全，肝不全におけるアフェレシス療法
⑥中元秀友：腹膜透析導入法とその処方
東京

医学のあゆみ

In: 内藤秀宗，大平整爾編集

234: 1144-1152，2010.

腹膜透析実践マニュアル

診断と治療社，

pp58?pp70，2010.

⑦中元秀友：
監修

Life Style Medicine 4: 71-80，2010.

わが国の PD ガイドラインとコホート研究の構築 ? 腹膜透析の導入基準を中心にー

腹膜透析 2010 東京医学社，東京

In: 内藤秀宗

pp65-pp69，2010.

英文論文
⑧ Kawanishi H, Nakayama M, Miyazaki M, Honda K, Tomo T, Kasai K, Nakamoto H for the NEXT-PD Study Group:
Prospective multicenter observational study of encapsulating peritoneal sclerosis with neutral dialysis solution ?
the NEXT-PD Study. Adv Perit Dial 26: 71-74, 2010.
⑨ Working Group Committee for Preparation of Guidelines for Peritoneal Dialysis, Japanese Society for Dialysis
Therapy; Japanese Society for Dialysis Therapy: Japanese Society for Dialysis Therapy guidelines for peritoneal
dialysis. Ther Apher Dial 14: 489-504, 2010.
⑩ Nakai S. Suzuki K, Masakane I, Wada A, Itami N, Ogata S, Kimura N, Shigematsu T, Shinoda T, Syoji T, Taniguchi
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M, Tsuchida K, Nakamoto H, Nishi S, Nishi H, Hashimoto S, Hasegawa S, Hanafusa N, Hamano T, Fujii N,
Marubayashi S, Morita O, Yamagata K, Wakai K, Watanabe Y, Iseki K, Tsubakihara Y: Overview of regular dialysis
treatment in Japan（as of 31 December 2008）. Ther Apher Dial 14: 505-540, 2010.
総数：論文 37 件，学会発表 32 件
その他国際学会発表ならびに国内学会での招請講演，学会発表を多数行っている．
6-2．獲得研究費
厚生労働省科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）
Calcipdylayis の診断・治療に関わる調査・研究（2 年目）
中元秀友（分担研究者）150 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
教育：90 点
研究：70 点
診療：80 点
本年度は「総合診療内科」開設後 5 年目の年であり，心臓内科山本教授，さらに消化管内科の今枝教授を迎えいれ，
新たな体制での総合診療内科スタートをきった一年であった．中央棟 2 階病棟の開設という慌ただしい一年でもあっ
た．そのような状況下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，
「総合診療内科」専任の医師の確保と，診療内容診療体制，研究体制の充
実に努めて行きたい．
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1．11）消化器・一般外科
1．構成員
篠塚

望（SHINOZUKA, Nozomi）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：消化器一般外科（肝胆膵），内視鏡外科：
博士

小川展二（OGAWA, Nobuji）
：准教授：研究主任：消化器一般外科，臓器移植：博士
淺野

博（ASANO, Hiroshi）
：講師：外来医長：消化器一般外科：博士

多賀

誠（TAGA, Makoto）講師：病棟医長：消化器一般外科：博士

サンドール ジョセフ（SANDOR, Jozsef）
：客員教授：消化器一般外科
助教：廣岡映治，大原泰宏，荻野直己，小島和人
後期研修：守麻理子
非常勤講師 13 名

2．教育
2-1．目的・目標
22 年度の年間の新規入院患者数は 1229 人，年間手術件数は 982 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 1,300 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 500 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を養成する．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
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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
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いての研究．
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 22 年度の新規入院患者総数は 1229 人，外来患者数は 10144 人，新
患数は 702 人，手術総数 982 件であった．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 25 例，結腸・直腸穿孔 17 例，虫垂炎 98 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減少したが準緊急手術例を主として年々増加し本年度は 106 例であった．甲状腺・副甲状
腺疾患は 19 例，鼠径ヘルニア 253 例で Kugel パッチ閉鎖術を中心に行っている．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
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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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 論文学会発表
①淺野

博：腸閉塞で発症した腸管子宮内膜症の 1 例．

②淺野

博：閉鎖孔ヘルニアに対する形状記憶リング付きメッシュによる治療経験．臨床雑誌「外科」72（11）
：

臨床雑誌「外科」 72（4）：2010

2010
③多賀

誠：腹壁ヘルニア手術

消化器外科

33（5）：866-868

2010

④淺野

博：胆嚢から総胆管に流出し閉鎖性黄疸をきたした石灰乳胆汁の 1 例

Gastroenterological

Endoscopy

52（11）
：2010
⑤淺野

博：急性虫垂炎術後の発症した上腸間膜静脈血栓症の 1 例

⑥篠塚

望

術集会

64（12）：2010

2010.5.26-28

⑦小川展二

他：腹腔鏡手術にて診断および解除し得た腸回転異常症に合併した大網裂孔ヘルニア篏頓の 1 例

第 23 回日本内視鏡外科学会総会
⑧浅野

博

会総会
⑨多賀

手術

他：閉塞性黄疸合併担癌例における栄養状態と栄養管理の問題点．第 22 回日本肝胆膵外科学会・学

2010.10.18-20

他：急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の開腹移行例に関する検討．第 65 回日本消化器外科学

2010.7.14-16
誠

⑩廣岡映治

他：腹壁瘢痕ヘルニア術後の seroma の検討．

第 8 回日本ヘルニア学会学術集会

2010.4.16-17

他：鼠径部ヘルニアに対するクーゲル法の要点と注意点．第 8 回日本ヘルニア学会学術集会

2010.4.16-17
総数：論文
6-2．公的研究費
6-3．受賞

11 件，学会発表

25 件

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年間 1300 人以上の入院患者と約 1000 例の手術症例につい
て，治療方針についての検討および手術後報告を行うことによって患者の評価と適切な治療方針を決定し，治療方針
の確立と術後合併症の減少をめざしている．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で発表し
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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1．12）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：
博士
佐野

弘（SANO, Hiroshi）
：助教：乳癌の画像診断，乳癌の手術（2010.11- ）

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（担当者）
：
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．乳腺外科についてのクルズスを行い，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
短期間のあいだに，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
③ Triple negative 乳癌の生物学的特徴についての研究④乳癌のリンパ節転移の画像診断に関する研究
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，国際学会で発表することができた．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．次年度は診断面での仕事に力点を置き，学会活動
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などを行いたい．共同研究ホルモン療法耐性に関わる ER 関連蛋白の研究は引き続き推し進めたい．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さらに進めたい．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，大学病院では術前診断を主に行っている．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
大崎昭彦はがん研究助成金による青儀班の班員として活動している．財団法人埼玉県健康づくり事業団検診事業に
おけつ第三者委員会委員を務めている．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Breast Cancer，日本乳癌検診学会誌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
マンモグラフィ検診の読影を行い，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
①大崎昭彦：皮下剥離の方法．整容性からみた乳房温存治療ハンドブック（矢形

寛，芳賀駿介，中村清吾編編）
，

メディカル・サイエンス・インターナショナル，東京，2010，pp101-105
② Oda M, Arihiro K, Kataoka T, Osaki A, Asahara T, Ohdan H: Comparison of immunohisto- chemistry assays and
real-time reverse transcription-plymerase chain reaction for analysing hormone receptor status in human breast
carcinoma. Pathol. Int 60: 305-315, 2010
③ Ueda S, Tsuda H, Saeki T, Omata J, Osaki A, Shigekawa T, Ishida T, Tamura K, Abe Y, Moriya T, Yamamoto J:
Early metabolic response to neoadjuvant letrozole, measured by FDG PET/CT, is correlated with a decrease in
the Ki67 labeling index in patients with hormone receptor-positive primary breast cancer: a pilot study. Breast
Cancer 2010 Jul 9. [Epub ahead of print]
④ Ueda S, Tsuda H, Saeki T, Omata J, Osaki A, Shigekawa T, Ishida T, Tamura K, Abe Y, Omata J.,Moriya T, Fukatsu
K., Yamamoto J: Early reduction in standardized uptake value after one cycle of neoadjuvant chemotherapy
measured by sequential FDG PET/CT is independent predictor of pathological response of primary breast cancer.
Breast J 16: 660-662, 2010
⑤ Ijichi, N., Shigekawa T., Ikeda K., Horie-Inoue K, Fujimura T, Tsuda H, Osaki, A., Saeki T., Inoue S: Estrogen-related
receptor γ modulates cell proliferation and estrogen signaling in breast cancer. J Steroid Biochem Mol Biol 123:
1-7. 2010
⑥ Sano H., Wada S., Eguchi H., Osaki A., Saeki T., Nishiyama M.: Quantitative prediction of tumor response to
neoadjuvant chemotherapy in breast cancer: novel marker genes and prediction model using the expression
levels. Breast Cancer 25 March 2011. [Epub ahead of print]
⑦大崎昭彦，佐伯俊昭： 乳癌患者の閉経状況とエストロゲン合成酵素ならびにホルモン受容体発現．乳癌の臨床
25：43-49, 2010
⑧大崎昭彦，佐伯俊昭： トラスツズマブはいつまで使用すべきか？ ｢ 三次治療まで ｣ とする立場から．CANCER
BOARD 乳癌 3： 59-64, 2010
⑨大崎昭彦，佐伯俊昭： 乳がんの分子標的治療薬．BIO Clinica 25: 945-951, 2010
⑩大崎昭彦，重川

崇，佐伯俊昭： 転移のみられる乳がんへの対応― 2）化学療法

b）セカンドライン以降のレ

ジメンの選択．臨床腫瘍プラクティス 6: 387-391, 2010
総数：論文

14 件，学会発表

16 件

6-2．獲得研究費
厚生労働省がん研究助成金「乳癌治療のための HER2, ホルモン受容体検査の全国規模での精度評価システム構築
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の研究」課題番号 21 分指 -4-4

主任研究者

青儀健二郎

分担研究者

大崎昭彦

1,200 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
診療面では，超音波ガイド下の乳腺腫瘍吸引術（マンモトーム）に加え，ステレオガイド下乳腺腫瘍吸引術も増や
すことができ，SSS もコンスタントに行えるようになった．2010 年 11 月から佐野助教も診療に加わり診療に厚み
が増した．
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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1．13）小児外科
1．構成員
里見

昭（SATOMI, Akira）
：教授：運営責任者：研究主任：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：博士

大野康治（OHNO, Yasuharu）
：教授：診療科長：教育主任：神経堤と消化管神経叢，新生児外科，小児肝移植，小
児腫瘍，小児腫瘍と発癌遺伝子：博士
甲斐裕樹（KAI, Hiroki）
：講師：精巣下降のメカニズム，停留精巣の病因：博士
森村敏哉（MORIMURA, Toshiya）
：助教：ATPase 阻害剤による培養肝芽腫細胞の抑制効果：博士
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

非常勤講師：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），米川浩伸（松本クリニック）

2．教育
2-1．目的・目標
医師として社会的に尊敬される立場にいること，および倫理的規範に基づいた行動をとることが要求されているこ
とを教育する．これは地域医療を担う医師にとって非常に大切なことである．外科医としては，まず基本的手術手技
に習熟することが第一であり，この上に更に小児外科的疾患の病態を充分に理解するとともに，高度の外科的手技を
習得できるように教育する．当院の立地上，様々な小児外科疾患を経験することができ，同時に緊急手術症例も多い．
primary care を含めた優れた小児外科医の育成を行うことを目標としている．
2-2．教育内容（担当者）
当科の卒後教育システムでは，受け持ち患者などを特定しないで，全員で全ての患者の診療に当たることを原則と
している．日本小児外科学会認定施設であり，日本小児外科学会指導医の指導のもと，専門医，研修医がチームとし
て診療に当たり，臨床経験を積むようにしている．研修医はその経験の程度に応じて適切な形で手術手技の経験を積
むことが出来る．研修医や BSL 学生を対象として基本的手術手技の習得を目的とした模型を使った皮膚縫合と腸管
吻合のトレーニングも行っている．
卒前教育としてはベッドサイドラーニング（BSL）に重点を置いている．入院患者については，1 日 2 回行われる
病棟回診で説明を受けることが出来，また，手術中には手術介助や簡単な外科手技を指導医の指導の下に行うことが
可能である．BSL 期間中には池袋，甲斐，森村，林による臨床講義，里見による中間試験，大野による最終試問を行っ
ている．
学生教育として 3 年生から 6 年生に対し 9 単位の講義を行った．3 年生；上部消化管（里見），下部消化管（中野）
，
肝胆膵疾患（大野）
，4 年生；小児外科総論（大野），初期救急の実際（甲斐），6 年生；消化管と腹膜（里見）
，肝胆
膵疾患（里見）
，横隔膜疾患（大野）
，消化器疾患（甲斐），国家試験対策（大野）．なお，小児外科疾患の病態・診断・
治療についてテキストを作成し講義，BSL で利用している．
2-3．達成度
研修医 5 人（卒後 2 年目）を卒後臨床研修の一環として教育した．日常の挨拶，服装から電子カルテの記載法，
基本的手術手技の習得などを中心に教育した．また，別に専修医 3 名を受け入れ教育している．3 名はいずれも日本
外科学会専門医取得を目指しており，そのために小児外科疾患の経験が必要であった．3 名に対しては臨床指導のみ
でなく，希望者には学会発表とその指導も行った．
学生教育は例年の如く行っているが，その教育内容もマンネリに陥らないように常に注意を保っている．学生教育
においては講義の中になるべく実践的な内容を盛り込み具体的に説明するようにしている．
専門性の高い科のひとつとして当科で行った BSL 実習は，スタッフとともに患者回診や症例検討会を行い，また
定期手術を助手として介助する事などにより数多くの症例を経験する事が可能であった．
2-4．自己評価と次年度計画
充分とは言い難いスタッフ数ではあるが，各自厳しい要求に最大限の努力を用いて精一杯応えてくれている．
当科の臨床教育に対する研修医の評価は概ね良好であったが，研修医や専修医の意見を充分にくみ上げ，不備な点
を修正し，より充実した研修生活を送れるようにカリキュラムを再検討する．
学生教育に関しては，如何に学生の理解を高めるように努力するか，が毎年の課題である．マンネリの回避，新し
い知識の導入，基礎と臨床が一体となった講義内容，を目指して学生教育レベルの更なる改善を目指す．
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23 年度から BSL の形態が再編される予定である．当科の BSL に対する学生の評価は概ね良好であり，23 年度の
再編によっても BSL の教育レベルが下がらないように努力する．

3．研究
3-1．目的・目標
小児外科疾患の病態解明と外科的治療に関連する基礎的・臨床的研究を行う．日本小児外科学会・日本小児がん学
会を中核とした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）
培養細胞を用いたがん幹細胞の分離と同定：培養肝芽腫細胞について
肝芽腫発生におけるβ - カテニン，AXIN 1 の関与
小児固形悪性腫瘍に対する集学的治療
小児外科における minimally invasive surgery の開発
3-3．研究内容と達成度
肝芽腫培養細胞における癌幹細胞の分離・同定の研究成果を小児外科学会で報告し，また，Pediatric Surgery
International に投稿し受理された．
小児外科における minimally invasive surgery の臨床研究は，日本内視鏡外科学会総会ワークショップで報告する
とともに，3rd World Congress of Pediatric Surgery における教育講演として発表した．
その他の研究も継続して続行中である．
3-4．自己評価と次年度計画
診療・教育とともに研究は大学病院の柱であり，これをおろそかにすることは出来ない．常に外にアンテナを向け，
情報を収集するとともに．外に向けて発信することが重要である．
アカデミックな意味からはまだまだ努力する余地が残されていると考えている．基礎的研究・臨床的研究ともに学
会発表や論文投稿が少なく，今後更に努力する所存である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科は日本小児外科学会認定施設であり，また，教育関連施設として川越総合医療センター外科と深谷赤十字病院
小児外科を有している．埼玉県中西部を中心とする近接地域の地域医療に貢献するために，24 時間体制で小児疾患
患児を受け入れ適切な外科的治療を行うことを目標としている．小児外科疾患を主な対象疾患としているが，重症心
身障がい者の外科治療も積極的に行っている．当科の特徴は，教授，講師，助教が共に一丸となって患者の治療を行っ
ていることである．
診療においては，小児外科疾患を有する患児一人一人を大切に扱い，ご両親・患児ともに納得のいく医療を提供す
るように努めている．小児外科の領域でも minimally invasive surgery の概念が導入されるようになってきた．当科
は「臍からの手術：trans-umbilical surgery」のパイオニアとして広く内外に知られており，多疾患にわたる多くの
手術を臍からのアプローチで行っている．
「臍からの手術」では手術創が臍内に存在するためほとんど手術痕として
残ることが無く，手術侵襲が少なく美容的にも優れているため高い評価を得ている．
平成 22 年度の新規入院患者総数は 388 人，外来患者数は 3,153 人，新患数は 450 人，手術総数 375 件であった．
新生児に関しては成育医療センターカンファレンスにおいて治療方針を決定している．
新臨床研修医制度においては，多くの小児外科疾患を経験してもらう事により，幅広い臨床医の育成に貢献するこ
とを目指している．当科は小児固形悪性腫瘍スタディーグループ（神経芽腫，腎芽腫，肝芽腫，横紋筋肉腫など）
，
日本胆道閉鎖症研究会，膵胆管合流異常研究会，日本直腸肛門奇形研究会などの登録施設である．院内 IRB の承認の
もと，小児疾患の病因・治療に関連したいくつかの多施設共同研究に参加しており，多くの臨床経験をもとに，エビ
デンスに基づいた標準的治療を行うとともに，新しい技術を導入し学会活動においても多くの特色ある報告を行って
いる．

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
大野：日本小児外科学会雑誌編集委員，日本外科学会英文誌 Surgery Today 査読委員
里見：日本小児外科学会雑誌，日本小児救急医学会雑誌査読委員
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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
大野：The member of the Paciﬁc Association of Pediatric Surgeons, and the member of the European Congress of
Paediatric Surgery．日本小児外科学会専門医制度認定委員会委員．

6．業績
6-1．論文・学会発表
主要論文
① Hayashi S et al. Isolation and identification of cancer stem cells from a side population of a human
hepatoblastoma cell line, HuH-6 clone-5.：2011：Pediatr Surg Int：27：9-16
② Muraoka I, Ohno Y et al. Acute scrotum caused by vasitis with abscess formation in children with lower
urological anomalies. 2010：Urology：76：49-52
③ Sumi M, Ohno Y et al. Probable Noonan syndrome in a boy without PTPN11 mutation, manifesting unusual
complications. 2009：Pediatrics Int：51

138-161

④大野康治他 臍部アプローチによる小児外科手術：2010：小児外科：42：483-486
主要学会発表，講演
⑤ Trans-umbilical surgery in children; Experiences in our institution Ohno Y et al.：43：Paciﬁc Association of：
Pediatric Surgeons：Kobe, JAPAN：2010 年 5 月 27 日
⑥ Acute Scrotum: 12 years experiences of our institutions Muraoka I, Ohno Y et al.：43：Paciﬁc Association of
Pediatric Surgeons：Kobe, JAPAN：2010 年 5 月 27 日
⑦ Antibiotic treatment for peritonitis in pediatric patients: Current problems and future prospects in Japan
Ohno Y and Maesaki S：23：International Symposium on Pediatric Surgical Research：Tokyo：2010 年 9 月 14
日
⑧ Minimally Invasive Surgery: Single port laparoscopic surgery（ 教 育 講 演 ）：Ohno Y：3：World Congress of
Pediatric Surgery

New Delhi：2010 年 10 月 21 日

⑨ Our newly-devised operation for congenital pyriform sinus fistula Muraoka I, Ohno Y et al.：11：Congress of
the Arab Association of Pediatric Surgeons：Hammamet, Tunisia：2010 年 3 月 5 日
⑩ Pitfalls in the laparoscopic evaluation of contralateral patent processus vaginalis in pediatric patients with
inguinal hernias：Ohno Y：11：Congress of the Arab Association of Pediatric Surgeons: Hammamet, Tunisia：
2010 年 3 月 6 日
総数：論文 6 編（うち著書 2 編）
，学会発表 29 件
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，セミナー等の開催実績
埼玉医科大学炎症性腸疾患（IBD）セミナー．2010 年 11 月 25 日．特別講演：東邦大学医療センター佐倉病院内
科教授

鈴木康夫先生，本邦における潰瘍性大腸炎患者に対する最適な治療法と今後の展望

7．自己点検・評価
学生教育においては，マンネリの回避，新しい知識の導入，基礎と臨床が一体となった講義内容，を目指して学生
教育レベルの更なる改善を目指す．
医学教育は変貌を遂げつつあり，卒前および卒後教育の重要性が再認識されている．ここ 1‐2 年の BSL の再編成，
クリニカルクラークシップの導入などにともない臨床教育の環境も大きく変わりつつある．臨床教育の主旨を生かす
ためにも，知識だけでなく実際に臨床に接する機会を十分に与えることが重要であり，引き続き臨床教育のあり方に
工夫を加えることが必要と考えている．当科の BSL に対する学生の評価は概ね良好であり，23 年度の再編によって
も BSL の教育レベルが下がらないように努力する．卒後臨床研修における前期および後期臨床研修医の指導も重点
的強化項目として考えている．当科の卒後臨床研修に対する研修医の評価は概ね良好であったが，研修医や専修医の
意見を充分にくみ上げ，不備な点を修正し，より充実した研修生活を送れるようにカリキュラムを再検討する．
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診療では，毎朝午前 8 時から病棟回診を行っている．医局員全員によるカンファレンスを月曜日（入退院報告，
レントゲンカンファ）
，木曜日（術前術後カンファ）に行っている．カンファレンスにおいて，経験症例の評価，術
前症例検討および術後報告などを行っている．時間内の診療・手術に加え，時間外の当直・on call と，医局員各自
厳しい要求に最大限の努力を用いて精一杯応えてくれている．小児人口の減少のためか，入院患者数，手術患者数と
もに近年頭打ち傾向である．症例数の増加を図るための継続的な努力が必要である．小児科との連携体制を更に強固
なものにするとともに，近隣小児科医との連携体制の再構築を予定している．
研究面では，従来の基礎的研究の一環として，林助教が Pediatric surgery international に研究論文を上梓し，次年
度に学位申請の予定である．Muraoka 論文は後方視的な臨床研究ではあるが，欧米の一流誌である Urology(Impact
Factor 2.365) に掲載されており，小児外科学教室開設以来の特筆すべき実績である．学会活動として日本外科学総
会や日本小児外科学会総会といったメインの学会に意欲的に発表しているが，欧米の学会に対しても積極的にチャレ
ンジすることが必要である．作成論文の数も今だ充分とは言い難く，今後とも査読制度のある学会誌や欧米の一流誌
への投稿を増やすように努力したい．
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1．14）整形外科・脊椎外科
1．構成員
織田弘美（ODA, Hiromi）
：教授：運営責任者：診療科長：リウマチ・関節外科：博士
高橋啓介（TAKAHASHI, Keisuke）
：教授：教育副主任：診療副科長：脊椎外科：博士
立花陽明（TACHIBANA, Youmei）
：教授（兼担）：研究主任：スポーツ整形外科・膝関節外科：博士
金

潤澤（KIM, Yoon Taek）
：准教授：教育主任：リウマチ・関節外科：博士

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
河野慎次郎（KONO, Shinjiro）
：講師：手の外科：博士
田中伸哉（TANAKA, Shinya）
：講師：関節外科・リウマチ：博士
種子田斎（TANEDA, Hitoshi）
：非常勤講師：股関節外科：博士
飯田惣授（IIDA, Soujyu）
：非常勤講師：脊椎外科：博士
中田代助（NAKATA, Daisuke）
：非常勤講師：小児股関節外科：博士
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：博士
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
仲村一郎（NAKAMURA, Ichirou）
：非常勤講師：骨代謝・リウマチ：博士
白土

修（SHIRADO, Osamu）
：准教授：脊椎外科：博士

助教：齋藤文則（SAITO, Fuminori）
，坂口勝信（SAKAGUCHI, Katsunobu），
田中啓仁（TANAKA, Hirohito）
，野原広明（NOHARA, Hiroaki），
吉川

陵（KIKAWA, Ryou）白川哲也（SHIRAKAWA, Tetsuya），

飯塚秀樹（IIZUKA, Hideki）
，河野義彦（KONO, Yoshihiko），
織田徹也（ODA, Tetsuya）
，岡野良知（OKANO, Yoshitomo），
川村耕平（KAWAMURA, Kohhei）
，根本まりこ（NEMOTO, Mariko），
神成文裕（KANNARI, Fumihiro）
，鈴木景子（SUZUKI, Keiko）
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，臨床推論でその能力を強化して，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，クリニカル・クラークシップでは臨床現場を実体験することで医師
としてのモチベーションを高めることを目標とした．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，国家試験問題演習も含めた総合的な講義を行う．
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

脊椎疾患（1）頸椎・胸椎（白土

潤澤），

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（河野慎次郎）
，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

骨系統疾患（1）総論（白土

潤澤），

修）
，骨系統疾患（2）各論（白土

修），

骨・軟部腫瘍（1）総論（矢澤康男）
，骨・軟部腫瘍（2）各論（矢澤康男）
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）

4 年生臨床推論
課題症例について，画像や検査データ，診察所見を提示し，考えられる疾患やその治療法について検討させた後，
その結果について議論し，講師が解説を加えた．
（織田弘美，高橋啓介，金

潤澤，白土

修，吉岡浩之，河野慎次郎，齋藤文則，田中啓仁）

5 年生講義
特別演習：関節穿刺（織田弘美）
6 年生講義
骨・軟部組織・運動器疾患：筋骨格系の診察（吉岡浩之），骨折（鳥尾哲矢），
上肢の運動器疾患（立花陽明）
，下肢の運動器疾患（立花陽明），特発性骨壊死（織田弘美），骨系統・代謝疾患（織
田弘美）
，脊椎疾患（高橋啓介）
，変形性関節症（織田弘美），
椎間板ヘルニア・腰背部痛（高橋啓介）
，末梢神経障害（高橋啓介），
骨・軟部の悪性腫瘍（矢澤康男）
，頚椎症・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 BSL 実習
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，課題とし
て与えられた症例について，担当医の指導のもとにレポートを作成させた（病棟医長，病棟担当医）．
月曜日の抄読会，火曜日のカンファに参加した（全スタッフ）．
かわごえクリニックのスポーツ外来と骨粗鬆外来に参加した（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
診療チームに配属して診察，検査，投薬，包帯交換などの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，糸きりや糸結びなどの基本的外科手術手技を施行した（全スタッフ，病棟担当医）．
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 名余りの不合格者があったが，再試験
ではすべて合格した．
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，病棟の行事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．
臨床推論も 2 年目となり，
スタッフが共通認識を持って指導しているためほぼ均一な授業を提供することができた．
6 年生の講義では，国家試験も視野に入れたまとめを行ったが，学生の評価は良かった．
以上から，目標はほぼ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．学生から，講義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，臨床推論ともほぼ定着し，一定の成果を得ている．
次年度もほぼ同様のスタイルで教育にあたる予定である．

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確立できる臨
床研究を目標とした．
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，骨盤骨切り術に対する 3 次元画像解析の臨床応用，股関
節疾患の原因としての臼蓋形態の研究，位相差 X 線撮影法（PCR）の臨床応用，男性ホルモンと骨代謝
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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確立，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の改善，半月縫合法の改善
外傷グループ：重症外傷患者の早期社会復帰を目指した治療法の確立
3-3．研究内容と達成度
3 次元 CT による有限要素解析を股関節骨切り術に応用する方法を発表した．
位相差 X 線撮影法（PCR）を用いた骨強度評価法について報告した．
50 歳以上の寛骨臼回転骨切り術の術後成績について解析した．
変形性股関節症に伴う大腿骨頚部骨折について解析した．
腰部脊柱管狭窄症における発育性頚部脊柱管狭窄について検討を加えた．
頚椎症性脊髄症における伸展位 MRI の意義について発表した．
FasT-Fix による半月縫合の臨床成績について発表した．
小児大腿骨骨折に対する創外固定による治療について発表した．
腰椎破裂骨折を合併した不安定型骨盤輪骨折に対する手術術式（後方固定法）を発表した．
肩甲骨関節窩骨折に対する手術アプローチの工夫について報告した．
3-4．自己評価と次年度計画
リウマチ・股関節グループでは，
股関節骨切り術における 3 次元 CT を用いた有限要素解析，位相差 X 線撮影法
（PCR）
を用いた骨強度評価法，50 歳以上の寛骨臼回転骨切り術の術後成績，変形性股関節症に伴う大腿骨頚部骨折につい
て報告した．
脊椎グループでは，腰部脊柱管狭窄症と発育性頚部脊柱管狭窄の関係，頚椎症性脊髄症における伸展位 MRI の意
義について発表した．
スポーツ整形外科グループでは，FasT-Fix による半月縫合の臨床成績について発表した．
外傷グループでは，小児大腿骨骨折，腰椎破裂骨折を合併した不安定型骨盤輪骨折，肩甲骨関節窩骨折に対する手
術法と治療成績について発表した．
各グループとも着実な成果を上げており，次年度も引き続き同じテーマで研究を続ける予定である．

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，ER センター発足に伴い 1 次・2 次救急患者数が増加し，骨折手術数はさ
らに増加した．
中央手術室における手術件数は昨年度の 794 件から 826 件とさらに増加しており，特に手の外科の手術と骨折手
術が増加した．病床はほぼフル回転しており，入院期間の短縮や短期滞在型手術数を増やすことによってこの実績が
実現できたと考えられる．
術後感染や術後の深部静脈血栓症・肺塞栓症に対しては，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）
大学設置・学校法人審議会大学設置分科会員（織田弘美）
埼玉地方裁判所専門委員（高橋啓介）
埼玉県健康スポーツ医会理事（立花陽明）
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）
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）
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）
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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）
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），
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
日本股関節学会評議員（織田弘美，金

修）

潤澤）

日本リウマチ学会：理事，評議員（織田弘美），中央資格認定委員会委員長（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）

6．業績
6-1．論文・学会発表
代表的論文
① Tachibana Y, Sakaguchi K, Goto T, Oda H, Yamazaki K, Iida S : Repair integrity evaluated by second-look
arthroscopy after arthroscopic meniscal repair with the FasT-Fix during anterior cruciate ligament reconstruction.
Am J Sports Med 38: 965-971, 2010.
② Kikkawa J, Cunningham BW, Shirado O, Hu N, McAfee PC, Oda H: Biomechanical Evaluation of a Posterolateral
Lumbar Disc Arthroplasty Device : An In Vitro Human Cadaveric Model Spine 35: 1760-8, 2010.
③ Kikkawa J, Cunningham BW, Shirado O, Hu N, McAfee PC, Oda H : Multidirectional Flexibility of the Spine
Following Posterior Decompressive Surgery After Single-Level Cervical Disc Arthroplasty -An In Vitro
Biomechanical Investigation-. Spine 35: E1465-71, 2010.
④ Tanaka J, Oda H, Mimura T, Honda C, Oohara H, Kawasaki H, Kondo A, Wada Y : Innovative radiographic system
to improve the sharpness of radiographs:could a phase-shift eﬀect contribute to improved image-quality for plain
computed radiographs for general use? Jpn J Radiol 28: 79-85, 2010.
⑤ Ninomiya T, Tachibana Y, Yamazaki K, Oda H: Fixation strength of the interference screw in the femoral tunnel:
The eﬀect of screw divergence on the coronal plane. The Knee 18: 83-87, 2011
代表的な発表
⑥ Iizuka H, Takahashi K, Torio T, Saito F, Kawamura K, Okano Y: Developmental narrow spinal canal in patients
with lumbar spinal stenosis. The 37th Annual meeting of the International Society for the Study of the Lumbar
Spine, Auckland 2010.4.
⑦ Tanaka S, Endo N, Fujino K: Eﬀect of calcitonin treatment in patients with osteoporosis who developed acute
low back pain due to a new vertebral fracture. The 11th European Congress on Osteoporosis and Oateoarthritis,
Astoria,Valencia 2011.3.
⑧齊藤文則，髙橋啓介，鳥尾哲矢，飯塚秀樹，岡野良知，川村耕平：骨粗鬆症性椎体偽関節による遅発性麻痺の検
討．第 39 回日本脊椎脊髄病学会，高知，2010.4
⑨桑澤安行，髙橋啓介，野本智永，飯塚秀樹，齊藤文則：頚椎症性脊髄症に対する機能診断としての伸展位 MRI．
第 39 回日本脊椎脊髄病学会，高知，2010.4．
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⑩吉岡浩之，渡會恵介，田中啓仁，金

潤澤，織田弘美：当院での生物学的製剤使用下における関節リウマチ患者

の手術の分析．第 54 回日本リウマチ学会総会・学術集会，神戸，2010.4.
総数：論文 28 編，学会発表 82 編
6-2．獲得研究費
1）高橋啓介：平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業） 腰痛の診断，治療に関する研究
「腰部脊柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
2）田中伸哉：平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）「骨粗鬆症の尿スクリーニング検
査の費用対効果に関する研究」
3）田中伸哉：第 3 回（平成 22 年度）旭化成研究プログラム 「骨粗鬆症 QOL 研究」
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 5 回埼玉股関節を語る会

2010.4.2

2）第 1 回関東運動器リハ研究会

2010.5.15

3）第 28 回埼玉医科大学整形外科同門会教育研修講演会
4）第 1 回埼玉骨折治療研究会

5）第 4 回 Ortho Seminar in Saitama

2010.8.26

6）第 6 回埼玉股関節を語る会

2010.10.29

7）第 2 回埼玉骨折治療研究会

2010.12.9

8）第 5 回 Ortho Seminar in Saitama
9）第 56 回埼玉リウマチ研究会

2010.6.5

2010.6.24

2011.1.27

2011.1.28

10）第 5 回毛呂山リウマチセミナー

2010.3.10

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．クリニカル・クラークシップでは，診療チームの一員として受入れ，可能な
限り診療技術の実践も行わせたため，学生の満足度は高かった．2 年目に入った 4 年生の臨床推論では，昨年の反省
を踏まえて講師による差が生じないように工夫した．
研究においては，論文発表は昨年度とほぼ同じであるが，学会発表ほぼ例年なみであった．
研究費は昨年度と同様に 3 件獲得したが，受賞はなかった．従って，依然として活発な研究活動が行われている
と評価している．
臨床においては，外来の新患数がやや減少したが，総患者数や入院患者数は昨年度とほぼ同様の実績を上げること
ができた．手術件数は，
昨年度の 794 件から 826 件とさらに増加した．ほぼ同じベッド数で手術数が増加したことは，
在院期間の短縮を意味しており，経営的にも効率が良かったものと考えている．手術の内容では外傷や短期滞在型手
術が増えており，ER センターの活動を反映しているものと考えられる．来年度も引き続き，積極的に外傷患者を受
け入れてゆきたい．
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1．15）脳神経外科
1．構成員
藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）: 教授 : 運営責任者，診療科長，教育主任：脳腫瘍の診断と治療，三叉神経痛，
顔面痙攣の診断と治療：博士
小林正人（KOBAYASHI, Masahito）: 准教授 : 診療副科長 : 機能的脳疾患の診断と治療，定位脳手術：博士
宮内浩（MIYAUCHI, Hiroshi）: 助教：研究主任：博士
太田

実紀（OHTA, Miki）: 助教

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と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 . さらに同一法人下の毛呂病院附属看護
専門学校第一学科，第二学科の講義も担当した．
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い
る．さらに，CT，MRI の画像診断の基本原理，およびそれに基づいた診断を理解できるよう，手術室およびカンファ
ランスの場で，学生に質問しつつ実習をすすめており，満足度の高い実習が行ない得た . これらの教育の質を来年度
も維持すべく努力したい．

3．研究
3-1．目的・目標
脳神経外科臨床はおおきく脳腫瘍 , 脳血管障害 , 頭部外傷 , 機能的脳神経疾患，脊椎脊髄疾患，小児・先天奇形に
わけて考えられるが，これらのうち当科は，機能的脳神経疾患いついての臨床研究を中心に研究がすすめられている．
さらに脳腫瘍については , 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．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 , 埼玉医科大学病院で多く行われている脳神経減圧術の臨床データの解析を
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
69 回日本脳神経外科学会総会を中心に諸学会において発表した .
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，また自家骨の再生を促す研究
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を行っている .
3-4．自己評価と次年度計画
少ない人数で，新しい体制での臨床部門の立ち上げの 3 年目である．付随研究については学会発表等，少ない陣
容なりに十分な学術活動が行なえたと考える．これの次年度においてはこれをさらに発展させるとともに，学会のみ
ならず，学術雑誌への論文投稿について努力することを目標とする．再生医療に関する基礎研究は進展しているが，
まだ業績を見るに至っていない．この点は次年度改善を目指したい．

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 2008
年度より本格的に開始された．昨年に引き続き神経減圧術 50 件台は，大学病院としては日本随一の手術件数を行い，
満足すべき成果を上げたと考える．しかし可能であれば，さらなる症例数の増加に努めたい．深部脳刺激装置埋め込
み術が堅実に開始されつつあることで，この分野でもさらなる発展を期したい．

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?
5-3．その他 , 社会あるいは医学貢献に関わる業務 :
第 24 回日本脳神経外科同時通訳夏季研修会開催 2010.7.23-24

6．業績
6-1．論文・学会発表（代表 10 編）
① Kobayashi M. Effect of slow repetitive TMS of the motor cortex on ipsilateral sequential simple finger
movements and motor skill learning. Restor Neurol Neurosci 28:437-448, 2010
② Kobayashi M, Yoshida K, Kawase T. Interdural approach to parasellar tumors. Acta Neurochirgia（Wien）
152:279-85, 2010
③藤巻高光

微小血管減圧術

三叉神経痛，顔面痙攣

No. 10 後頭蓋窩手術ーこれだけは知っておこう
④藤巻高光

発表と通訳で鍛える医学英語力

in 寺本明，新井一，塩川芳昭，大畑建治編，NS Now

2010.4.1 メジカルビュー社（東京） pp 69 -80

20 年以上続く脳神経外科医達の試み

Medical Asahi 2010 Nov

42-44
⑤小林正人，
藤巻高光

脊索腫

164-168 in 改訂第 3 版

EBM に基づく脳神経疾患の基本治療指針

田村晃，

松谷雅生，清水輝夫（編）Medical View（東京） pp 164 - 168, 2010
⑥ Kobayashi M. Suppression of ipsilateral motor cortex facilitates simple finger movements and motor skill
learning. Brain stimulation and brain repair Mechanisms, behavioural and clinical effects: International
symposium. Greifswald, Germany, 2010 年 9 月 3 日（招待講演）
⑦ Fujimaki T. Neurovascular compression syndromes - trigeminal neuralgia, hemifacial spasm and related clinical
conditions -. Special lecture,

Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University, Seoul, 2010.10.7（招待講

演）
⑧ Kobayashi M，Ohira T，Kano T，Kawase T. Effect of rTMS over unaffected M1 on motor performance and
motor skill learning of affected hand in chronic stroke patients. The 29th International Congress of Clinical
Neurophysiology, Kobe, Japan, 2010 年 10 月 30 日
⑨藤巻高光

微小血管減圧術の実際

ングレス総会
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モーニングセミナー

顔面痙攣の手術：
3?6

基礎から困難例まで

2010.5.9（依頼講演）

第 30 回

日本脳神経外科コ

脳神経外科

⑩藤巻高光

癌の脳転移はランダムプロセスではない

回よこはま乳がんシンポジウム

横浜市

ー乳がん脳転移の理解と治療のためにー （招待） 第 11

2010.10.2（招待講演）

総数：論文 10 編，学会発表 12 件
6-2．獲得研究費
藤巻高光

がん治療臨床研究班中枢神経腫瘍臨床研究

15 万円

6-3．受賞 : なし
6-4．特許・実用新案 : なし ?
6-5．学会開催 :
第 25 回日本脳神経外科国際学会フォーラム

2010 年 7 月 23-24 日

7．自己点検・評価
昨年に引き続き，本年度は，同じメンバー 4 名での診療，教育，研究体制であった．少ない人数であるが，臨床，
教育面では十分な実績であると考える．研究面では更なる努力の余地があると考えている．
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1．16）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：組織移植，頭頚部再建，微小血管外科：博士
市岡

滋（ICHIOKA, Shigeru）
：教授：診療科長：研究主任：皮膚微小循環，血管新生の機序，再生医学：博士

時岡一幸（TOKIOKA, Kazuyuki）
：講師：教育主任：先天異常，顔面外傷：博士
簗由一郎（YANA, Yuichiro）
：助教：修士，
土屋沙緒（TSUCHIYA, Sunao）
：助教：博士
佐藤智也（SATO, Tomoya）
：助教：修士
桑原

靖（KUWAHARA, Yasusi）
：助教：修士

石川昌一（ISIKAWA, Shoichi）
：助教：修士
寺部雄太（TERABE, Yuta）
：助教：修士
栗原

健（KURIHARA, Takesi）
：助教：修士

田嶋沙織（TAJIMA, Saori）
：助教：修士
橋本直美（HASIMOTO, Naomi）
：助手

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），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・アンチエイジングの研究を推進する．
3-2．これまで以下の研究プロジェクトを実行した．
・生体制御システムの観点から血管新生メカニズムの追及
・微小循環可視化技術を利用した実験モデルの考案
・生体磁気学（静磁場が皮膚微小循環に及ぼす影響）
・生体内酸素環境計測手法の開発
・褥瘡・虚血再灌流障害の病態生理に関する研究
・再生医療を利用した創傷治癒・血管新生療法の研究
・ケロイド・肥厚性瘢痕の代謝・酸素消費に関する研究
・メカニカルストレス（振動，局所陰圧閉鎖療法）が微小循環に及ぼす影響の検証
・ナノテクノロジーを活用した新しい生体材料の開発
3-3．研究内容と達成度
上記プロジェクトは学術論文，学会発表，メディアなどで公表せされている．
3-4．自己評価と次年度計画
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・糖尿病性・虚血性潰瘍における治癒能力診断デバイスの開発
・スフィンゴシン一リン酸を用いた骨培養効率化
・創傷 colonization・感染が再建手術に及ぼす影響の検討
・局所陰圧療法の臨床研究
・局所陰圧療法のメカニズム検証
・局所陰圧療法と成長因子ハイブリッド治療の研究
・本邦における局所酸素療法の実用化
・爪変形メカニズムの解明と治療法の開発

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 22 年度の新患数は 1219 人，入院患者数 402 人，手術数 1571 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，特に下肢潰瘍に対する治療を積極的に行い，良好な結果をえること
ができた．また，昨年に引き続き再生医療の発展に大きく貢献することができた．潰瘍に対する局所陰圧閉鎖療法の
治験も行った．美容外科では，レーザー治療や外用治療を中心とした，美容皮膚科的施術を多く行い良好な結果が得
られた．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．自治体，政府関連委員の有無
外科系学会社会保険委員連合（外保連）委員

市岡

滋

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本形成外科学会理事

中塚貴志

日本マイクロサージャリー学会理事

中塚貴志

日本創傷外科学会理事

中塚貴志

日本頭頸部癌学会理事

中塚貴志

日本手術手技研究会理事

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

International Journal of Clinical Oncology, Associate Editor
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

日本下肢救済・足病学会保険委員

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

日本創傷・オストミー・失禁管理学会評議員

市岡

滋

日本形成外科学会評議員

市岡

滋

日本生体医工学会代議員

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

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

中塚貴志

World Union of Wound Healing Society2012, Chair of Promotion Committee

市岡

滋

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関する業務
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
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①．市岡

滋 糖尿病における創傷治療．

②． 簗 由 一 郎， 中 塚 貴 志， 野 末

糖尿病合併症 24(2): 198-201, 2010

睦： 大 転 子 部 褥 瘡 に 対 す る 大 殿 筋 穿 通 枝 皮 弁 利 用 の 経 験． 褥 瘡 会 誌

13(1):65-69,2011
③．Tsuchiya S, Ichioka S, Sekiya N (2010) Hydroxyurea-induced foot ulcer in a case of essential thrombocythemia
: J Wound Care19(8)361-4
④．Sato T, Hasegawa H, Sugasawa M, Yasuda M, Morita K, Nakahira M, Nakatsuka T (2011) Free jejunal transfer
for a 15-year-old girl with synovial sarcoma of the hypopharynx. J Plast Reconstr Aesthet Surg.(in press)
⑤．桑原

靖，中塚貴志：ハムストリングス筋皮弁で再建した巨大褥瘡の 1 例．日本褥瘡学会誌 Vol.13 No.1 2011

61-64
⑥．石川昌一，市岡

滋（2011）植皮術との併用療法 局所陰圧閉鎖療法：V.A.C.ATS(r) 治療システム実践マニュ

アル 波利井清紀監修，市岡
⑦．関谷（橋本）直美，市岡

滋，大浦紀彦編集，克誠堂，東京，42-46
滋 (2010) 「創傷治癒のメカニズム」重症集中ケア

創傷管理とスキンケア―前編―

日総研出版

⑧． 中 塚 貴 志： 外 科 医 の た め の 形 成 外 科 学 的 テ ク ニ ッ ク
2010/11/22
⑨．市岡

教育講演

第 72 回 日 本 臨 床 外 科 学 会 総 会

横浜

滋 (2010) Wound Management の経済性を考える 第 53 回日本形成外科学会総会・学術集会（金沢）

ランチョンセミナー 2010/4/7
⑩．時岡一幸．招待講演「形成外科で扱う小児先天性疾患」 第 16 回朝霞地区小児科医会研修会

2010.5.26

総数：論文 21 件（和文：15 編，英文：6 編），学会発表 30 件
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
公益信託

循環器学研究振興基金

課題名：閉塞性動脈硬化症による虚血肢に対する骨髄幹細胞移植を用いた新しい血管再生療法の研究
研究代表者：土屋沙緒
期間：平成 23 年− 24 年（2 年間）
研究経費：

2,000 千円

文部科学省科学研究費補助金

基盤（C）

課題名：スフィンゴシン一リン酸を用いた骨培養効率化
研究代表者：佐藤智也
期間：H22 − 24（3 年間）
研究経費： 2,900 千円
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，セミナー等の開催実績
特になし
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7．自己点検，評価
国際医療センターにおける他科との連携体制も軌道に乗り，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．難治性潰瘍の分野では，特に下肢潰瘍において，総合医療センター血管外科や国際医療センター循環器科な
どと連携して良好な成績を挙げることが出来た．また，口蓋裂治療への再生医学への取り組みもおこなわれた．教育
においては，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，局所酸素療
法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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1．17）小児科
1．構成員
雨宮

伸（AMEMIYA, Shin）
：教授 : 運営責任者：科長：内分泌・糖尿病学：博士

大竹

明（OHTAKE, Akira）
：教授：研究主任：小児代謝病学，遺伝学，内分泌学：博士

山内

秀雄（YAMANOUCHI, Hideo）
：教授：小児神経学：博士

徳山

研一（TOKUYAMA, Kenichi）: 教授：小児アレルギー学：博士

佐々木望（SASAKI, Nozomu）: 客員教授：内分泌・糖尿病学：博士
三浦

信之（MIURA, Nnobuyuki）
：客員准教授：血液：博士

宮路

太（MIYAJI, Tooru）
：准教授：NICU 科長：新生児学・未熟児学：博士

善利

裕実（ZENRI, Hiromi）
：講師：NICU 副科長：新生児学・未熟児学：博士

岡田

邦之（OKADA, Kuniyuki）
：講師：小児アレルギー学：博士

※

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：博士

小林

俊樹（KOBAYASHI, Toshiki）
：教授：小児循環器学：博士

先崎

秀明（SENZAKI, Hideaki）
：准教授：小児循環器学：博士

田中

竜平（TANAKA, Ryuhei）
：准教授：小児血液学：博士

竹田津
増谷

未生（TAKETATSU, Mio）
：准教授：小児循環器学：博士
聡（MASUTANI, Satoshi）
：講師：小児循環器：博士

※ 以下総合医療センターとの兼担
國方

徹也（KUNIKATA, Tetsuya）
：准教授：新生児・未熟児学：博士

【助教】
石井

佐織（ISHII, Saori）

星野

正也（HOSHINO, Masaya） 赤塚

日笠山

山崎

太郎（YAMAZAKI Taro） 本多

淳弥（AKATUKA, Jyunny） 盛田

絢香（HIGASAYAMA, Ayaka） 酒井

小牧

健（KOMAKI, Takeshi） 板野

荒尾

正人（ARAO, Masato） 武者

正和（HONDA Masakazu）

哲郎（SAKAI, Tetsuro） 筧

篤志（ITANO, Atsushi） 古賀
育麻（MUSHA, Ikuma） 皆川

英司（MORITA, Eiji）
紘子（KAKEI, Hiroko）

健史（KOGA, Takeshi）
孝子（MINAGAWA, Takako）

【助手：臨床検査技師】
原嶋
※

宏子（HARASHIMA, Hiroko）
以下国際医療センターとの兼担

石戸

博隆（ISHIDO, Hirotaka） 岩本

洋一（IWAMOTO, Youichi）

【非常勤講師】
上原

すゞ子（UEHARA, Suzuko） 新美

小出

博義（KOIDE, Hiroyoshi） 中里

明彦（NAKAZATO, Akihiko） 岡田

佐藤

浩一（SATOU, Hirokazu） 椎貝

典子（SHIIGAI，Noriko） 平澤

山崎 勉（YAMAZAKI, Tsutomu） 大鹿

仁男（NIIMI, Hiroo） 渋谷

栄樹（OHSHIKA, Eiki） 山口

新井

克巳（ARAI ,Katsumi） 小林

啓二（KOBAYASHI, Keiji） 小林

馬場

和美（BABA, Kazumi） 望月

美恵（MOTIDUKI, Mie） 中野

温（SIBUYA, Atsushi）
文寿（OKADA, Fumihisa）

恭子（HIRASAWA, Kyoko）
博明（YAMAGUCHI, Hiroaki）
浩司（KOBAYASHI, ko ｕ ji）

裕史（NAKANO, Hiroshi）

【非常勤講師：臨床心理士】
坂井

清香（SAKAI, Sayaka）

【非常勤医師】
金子

家明（KANEKO, Ieaki） 木村

明美（KIMURA, Akemi） 伊東

保母

鑑三（HOBO, Kanzo） 浅枝

幸子（ASAEDA, Sachiko） 植田

以下専攻生
畠井

2．教育
2-1．目的
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芳穂（HATAI, Yoshiho）大嶋

宏一（OHSHIMA, Kouichi）

敦子（ITOU, Atsuko）
穣（UEDA, Yutaka）
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小児の成長・発達についての知識，小児の内科的疾患ならびに境界領域の疾患に対する知識を系統的，具体的に習
得させる．
2-2．教育内容
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
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．
2-3．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．
2-4．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．小児科発症糖尿に関する新規発症例についての病型と追跡に関する多施設共同研究．
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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．
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．
＊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．胎児診断腎尿路異常の確定診断と予後評価．
C．小児期頭部外傷の臨床像
＊アレルギー
A．mPI スコアを用いた気管支喘息発作の客観的重症度評価に関する研究．
B．食物アレルギー児に対する食物経口負荷試験における誘発陽性例の背景因子の検討
C．呼吸不全乳幼児に対する二相性体外式人工呼吸器（RTX（r））の有用性に関する検討
D．イソプロテレノール持続吸入療法の有用性に関する他施設ランダム化比較試験への参加．（厚労科学研究）
E．乳幼児喘息におけるブデソニド吸入用懸濁剤とプロカテロール塩酸塩水和物吸入液との混合液吸入による長期
管理の有用性と安全性の検討（BUPIT study）（日本小児アレルギー学会自主研究）
F．アレルギー児の局所麻酔薬使用の安全性に関する負荷試験の有用性の検討
G．アレルギー埼玉県下の乳幼児喘息の QOL の質問票（乳児用 JPAC）による実態調査
H．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．
I．新型インフルエンザにより誘発された喘息発作の当院における背景因子に関する研究．
＊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．暫定アンケート実施し，報告は小児糖尿病代謝フォーラムおよび日本糖尿病学会の予定（達成度 40％）
C．多施設共同研究で疾患感受性遺伝子として HLA 多型の解析，および多型解析の遂行，国際小児思春期糖尿病学
会（ISPAD）で発表，今後日本糖尿病学会で報告予定（達成度 90%）．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にグリコアルブミンの検討を加える（達成度 90%）
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%）．
E．高用量メトホルミン等の小児適応への検討（達成度 10％）．
＊腎臓，膠原病
A．年間病理診断数は減少している．シクロスポリンの減量，離脱の基準を検討している（40％）．ネフローゼ症
候群の合併症について，検討を加えている．
B．胎児診断腎尿路異常は，その出生後の評価と管理について，アルゴリズムが出来ている（60％）．長期予後評
価を行い，管理方法を検証する必要がある．
C．自転車乗用中の外傷の特徴を明らかにし，研究会と誌上に発表した．ヘルメット着用の啓蒙活動を行っている
（30%）
．
＊アレルギー
A．発作にて入院した喘息児の呼吸状態を客観的・定量的に評価するため，modiﬁed Pulmonary Index（mPI）スコ
アの経時的測定を導入した．本スコアリングの有用性につき 23 年湯田上カンファレンスにて発表した（達成度
60%）
．
B．食物アレルギー児に対する食物経口負荷試験を定期的に開始した．負荷試験によるアナフィラキシー誘発陽性
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例の検討により，食物に対する耐性例の予知や耐性獲得のメカニズムを検討したい（達成度 30%）．
＊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，神経疾患，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岐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，
地域連携診療体制を構築している．小児科医の減少にも関わらず診療の面での努力が目立った。神経専門医の常勤お
よび臨床心理の増員が達成された．しかし，より高度な先進的な医療への取り組みが出来なかった．次年度には医師
数の増加も図り，特に欠員となったアレルギー担当教授の確保をめざし，総合診療のみならず各専門分野での臨床的
研究がなされることを目標としたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員
厚労省：膵臓移植の基準等に関する作業班委員：雨宮
環境省：エコチル学術専門委員：雨宮

伸

伸

自治体；埼玉県およびさいたま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

伸，宮路

太

明

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
科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン・日本糖尿病学会編集員
先進糖尿病治療研究会雑誌編集・査読委員
Endocrine Journal

査読委員

そ の 他 の 査 読；J Pediatrics, Pediatric Diabetes，Pediatrics International， 日 本 小 児 科 学 会 雑 誌，
J Artherosclerosis Thorombosis,
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

徳山研一："Cough"（Online Journal）編集委員 “ アレルギーと神経ペプチド ” 編集委員
日本小児アレルギー学会 “ 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン ” 委員
日本呼吸器学会 “ 咳嗽ガイドライン ” 委員
以下の各雑誌の査読；アレルギー，日本小児呼吸器疾患学会
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
雨宮

伸：日本小児科学会埼玉地方会会長

雨宮

伸：埼玉糖尿病協会小児糖尿病対策委員長

6．業績
① Levy-Marchal C, Arslanian S, Cutﬁeld W, Sinaiko A, Druet1 C, Marcovecchio ML, Chiarelli F, on behalf of ESPELWPES-ISPAD-APPES-APEG-SLEP-JSPE and the Insulin Resistance in Children Consensus Conference Group
（Amemiya S as a delegate of JSPE）: Insulin Resistance in Children: Consensus, Perspective and Future Directions
J Clin Endocrinol Metab 95（12）: 5189-5198,2010
②雨宮

伸 （日本糖尿病学会編集委員長）
：小児・思春期糖尿病管理の手びき ｺﾝｾﾝｻｽ･ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ・日本糖尿病学，

日本小児内分泌学会編集，南江堂，2010
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③雨宮

伸：小児・思春期糖尿病における日本人の特性と今後に課題

日児誌

115：13-19，2011 （2011.1.1）

④ Kondo N, Tokuyama K（他 15 名，7 番目）. Japanese pediatric guidelines for the treatment and management of
bronchial asthma 2008. Pediatr Int. 2010 52（2）:319-26.
⑤徳山研一：小児について．ガイドライン / ガイダンス 咳嗽（石田直：編）．pp 52 − 57, 日本医事新報社（東京）
，
2010
⑥徳山研一：施設紹介 埼玉医科大学．日本小児難治喘息アレルギー疾患学会誌 270 − 272, 2010
⑦ Sakuma H, Awaya Y, Shiomi M, Yamanouchi H, Takahashi Y, Saito Y, Sugai K, Sasaki M. Acute encephalitis with
refractory, repetitive partial seizures（AERRPS）: a peculiar form of childhood encephalitis

Acta Neurol Scand.

2010 Apr;121（4）:251-6.. 2010 Apr;121（4）:251-6. 1.
⑧森島恒雄 , 岡部信彦 , 中村祐輔 , 河岡義裕 , 山口清次 , 水口雅 , 市山高志 , 長谷川秀樹 , 奥村彰久 , 伊藤嘉規 , 河島
尚志 , 新矢恭子 , 塚原功一 , 中野貴司 , 塩見正司 , 鍵本聖一 , 布井博幸 , 和田智顕 , 植田育也 , 山内秀雄 , 栗原まな ,
宮崎千明 , 山田至康 , 坂下裕子 , 岩田力 , 大平雅之 , 阪井裕一 , 中村通子 , 宮澤会美香 , 吉川秀人 , 渡部誠一 , 厚生
労働省新興・再興感染症
「インフルエンザ脳症など重症インフルエンザの発症機序の解明とそれに基づく治療法，
予防法の確立に関する研究」
班 . インフルエンザ脳症ガイドライン（改訂版）．小児感染免疫 2010;21（4）:421-466
⑨ Komaki H, Nishigaki Y, Fuku N, Hosoya H, Murayama K, Ohtake A, Goto YI, Wakamoto H, Koga Y, Tanaka M:
Pyruvate therapy for Leigh syndrome due to cytochrome c oxidase deﬁciency. Biochim Biophys Acta（General
Subjects）1800（3）: 313-315, 2010.
⑩ Sadakata R, Hatamochi A, Kodama K, Kaga A, Yamaguchi T, Soma T, Usui Y, Nagata M, Ohtake A, Hagiwara K,
Kanazawa M: Ehlers-Danlos syndrome type IV, vascular type, which demonstrated a novel point mutation in the
COL3A1 gene. Intern Med 49（16）: 1797-1800, 2010.
総数：論文 30 件，学会発表 100 件
6-2．獲得研究費
1．平成 22 年度厚生労働科学研究： 研究代表者

稲垣暢也「日本人における新生児糖尿病発症原因遺伝子異常の

実態把握および遺伝子変異部位による薬効変化に関する検討」分担研究者
2．平成 22 年度厚生労働科学研究： 研究代表者
立と診療指針作成のための研究 ]

雨宮

伸

谷澤幸生「Wolfram 症候群の実態調査に基づく早期診断法の確

分担研究者

雨宮

伸

3．平成 22 年度厚生労働科学研究：研究代表者

水口

雅「重症・難治性急性脳症の病因解明と診療確立に向け

た研究」 分担研究者

山内秀雄

4．平成 22 年度文部科学省科学研究：小柴満美子「動物リファインドサイコロジー定量モデルによる共感性発達
に必要な臨界期環境因子解明」分担研究者

山内秀雄

5．平成 22 年度文部科学省研究：研究代表者

水口

病態」 分担研究者

雅「急性壊死性脳症と痙攣重積型急性脳症の病因・病理・

山内秀雄

6．平成 20-23 年度医師主導治験，治験調整医師：古賀靖 ?，治験責任医師：大竹
赤塚淳弥，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，

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）
7．平成 22-23 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）研究代表者：大竹
遠藤文夫，奥山虎之，高柳正樹，長谷川有紀，但馬

剛

明，研究分担者：

研究課題：日本人長鎖脂肪酸代謝異常症の診断方法の

確立，及び治療方法の開発に関する研究（H22 −難治−一般− 089）．32500 千円（19500 千円，13000 千円）
8．平成 22-25 年度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）先導研究（課題Ａ） 研究
代表者：岡崎康司，研究分担者：大竹

明，加藤英政，神田将和

研究課題：神経細胞機能に着目した，ミトコ

ンドリア呼吸鎖異常を起こす遺伝子変異の系統的な探索（応募番号 101001006009003100020）．40000 千円
x4年
6-3．受賞
なし
6-4．特許，実用新案
なし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
第 26 回日本糖尿病・妊娠学会：2010 年 11 月：ラフレ埼玉（さいたま市） 雨宮 伸
第 32 回インスリン治療研究会例会：2011 年 1 月：東京カンファレンスセンター（品川）雨宮
第 2 回小児糖尿病代謝フォーラム：2010 年 10 月：品川インターシティホール（品川）雨宮
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伸（代表世話人）
伸（代表世話人）

小児科

第 18 回ニューロペプタイド研究会：2010 年 12 月：パシフィコ横浜（横浜市）徳山研一（会長）
第 6 回埼玉小児腎膠原病研究会

平成 22 年 11 月 19 日（さいたま市）代表世話人森野正明

7．自己点検・評価
教育，診療，研究の業務の中にあって，安全で良い医療を提供につとめた．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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1．18）皮膚科
1．構成員
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：教授：運営責任者：診療科長：膠原病，皮膚腫：博士
倉持

朗（KURAMOCHI, Akira）
：教授：副科長：教育主任：母斑・母斑症，血管腫・脈管形成異常，腫瘍，画像診断：
博士

中村晃一郎（NAKAMURA, Kouichirou）
：教授：副科長：研究主任：皮膚免疫，皮膚アレルギー性疾患，乾癬：博士
橋本

学（HASHIMOTO, Manabu）
：助教：病棟医長：皮膚腫瘍：博士

瀧口光次郎（TAKIGUCHI, Koujirou）
，難波純英（NAMBA, Junei），大野志保（OHNO, Shiho），新井康介（ARAI,
Kousuke）
，廣藤亜樹子（HIROFUJI, Akiko）
，宮野恭平（MIYANO, Kyouhei）：助教

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 22 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」16 時限，を行った．4 年生では週 1 回午後，臨床推論実習を行った．
5 年生の BSL は各グル−プ 1 週間行った．6 年生の講義数は皮膚科学 8 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（担当者）
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＞
2 アレルギー皮膚疾患の病態・治療―中村晃一郎
4 年生＜皮膚・運動器ユニット＞
2．皮膚の構造と機能―中村晃一郎
3．皮膚科診断学，症候群―倉持

朗

4．全身と皮膚―大林寛人
5．湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹―中村晃一郎
6．皮膚真菌症―中山佳代子
7．紅斑症・紫斑病―土田哲也
8．光線性皮膚疾患（含レーザー療法）―田口理史
9．皮膚＜病理＞―新井栄一（病理）
10．薬疹―中村晃一郎
11．水疱症・膿疱症―伊崎誠一（総合医療センター）
12．角化症―倉持

朗

13．皮膚付属器疾患・肉芽腫症―土田哲也
14．性行為感染症，動物性皮膚疾患―鈴木

正

15．皮膚腫瘍（間葉系，メラノサイト系）―山本明史（国際医療センター）
16．細菌性皮膚疾患（含抗酸菌感染症）―土田哲也
17．母斑・母斑症―倉持
18．色素異常症―倉持

朗
朗

19．物理化学的皮膚障害（熱傷，凍傷）―田口理史
20．ウイルス性皮膚疾患―寺木祐一（総合医療センター）
21．皮膚腫瘍（上皮系腫瘍）―清原祥夫
＜免疫ユニット＞
1．膠原病の皮膚病変―土田哲也
2．皮膚のアレルギー ―中村晃一郎
6 年生＜皮膚・運動器ユニット＞
1．皮膚科の診察法，診断学―土田哲也
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2．皮膚の構造と機能―中村晃一郎
3．皮膚感染症（ウイルス性発疹を除く）―倉持

朗

4．光線性皮膚疾患，色素異常，代謝異常症，全身と皮膚―伊崎誠一（総合医療センター）
5．湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹―中村晃一郎
6．角化症，母斑・母斑症―倉持

朗

7．紅斑症・紫斑病，水疱症，付属器疾患，肉芽腫症―中村晃一郎
8．皮膚腫瘍―倉持

朗

＜外科総論＞
9．外科総論 6 ―田口理史
＜画像＞
10．画像・検査 19 ―寺木祐一（総合医療センター）
＜必須の症候と疾患＞
11．薬疹―寺木祐一（総合医療センター）
12．皮疹―伊崎誠一（総合医療センター）
13．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 7 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，BSL 指導，講義を中心に，充分に時間をかけて施行した．学生の自立性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，理解度を深める工夫を加えると共に，皮膚疾患の概念，とらえ方をを身につけ，
おのおのの相違についてみずから考えられるようにすすめたい．

3．研究
3-1．目的・目標
当科では，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，ならびにメラノ
−マに代表される皮膚腫瘍，および母斑・母斑症に対する診断と治療に関する研究を中心に行なっている．基礎研究
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−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センチネルリンパ節生検の成績を含めた外科的治療成績，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．アレルギー性皮膚疾患の病態，治療に対す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）
助成金による研究班活動は以下の 4 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特定疾患対策研究事業：ベーチェット病に関する調査研究班
3-3．研究内容と達成度
（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
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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，多数の神経皮膚症候群の，その各々の臨床像に対する解析・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．分子生物学，病理学，脳神経外科，小児神経科，神経内科，外科，整形外科，放射線医学の，国内の幾つかの大学・
研究所と，協力しながら，これらの仕事を進めている．神経線維腫症 1 型の神経原性腫瘍に対する対応，結節性硬
化症複合の皮膚病変への対応，色素性乾皮症の皮膚悪性腫瘍への対応については，さらに種々の工夫をしながら外科
療法，その他の実践を継続している．神経線維腫 1 型の治療で最も難渋するのは瀰漫性神経線維腫であるが，実際
に行ってきた 25 年間分の治療，対応の方法についてまとめた．今年は更に，麻酔科のご協力を得て，結節性硬化症
複合の全身麻酔についても，検討を加えた．
（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が確立されているが，外用療法や内服療法の重症度別治療成績を明らかにした．
また標準治療でも改善しない最重症群が存在しており，さまざまな治療がおこなわれている．これまでの民間療法に
関する文献的考察を行いその EBM という観点から評価を行った（中山書店：EBM からみたアトピー性皮膚炎の治療
法）
．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
関与が認められている．ベーチェット病の唾液中に含まれる常在菌 Streptococcus sanguinis の関与について検討した．
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）神経皮膚症候群では，神経線維腫症 1 型の臨床像の解析とともに，患者の最大の問題である神経原性腫瘍への
対応について，未解決の部分に様々な考察を加えながら，実践的な診療を続けていくつもりである．神経線維腫 1
型の治療で最も難渋するのは瀰漫性神経線維腫であり，今後も治療，対応の改善をはかりたい．日本レックリング
ハウゼン病学会の活動が軌道に乗り，全国の大学の基礎医学，臨床科との協力も極めて良好であることから，さら
に協力を推し進めながら，この難治性の疾患に，医療が行き届くようにしたい．結節性硬化症，色素性乾皮症につ
いても皮膚病変を中心に治療の方法を，さらに探究する予定である．
（3）アトピー性皮膚炎の標準治療における新規薬剤の可能性，有効性についてもさらに検討する予定である．
（4）ベーチェット病の自然免疫に関与する自家唾液反応の関与について解析する．とくに Streptococcus sanguinis
の機能に関して解析する．

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）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
皮膚科の臨床
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Journal of Dermatology - section editor（中村晃一郎）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
土田哲也： 日本皮膚科学会代議員，日本皮膚科学会東京支部副支部長，
日本皮膚悪性腫瘍学会理事，日本皮膚病理組織学会理事，
皮膚かたち研究会理事，日本色素細胞学会評議員，
日本皮膚アレルギー学会・接触皮膚炎学会評議員，
日本乾癬学会評議員，The international Scociety Board Member,
皮膚脈管懇話会・膠原病研究会，皮膚悪性腫瘍ガイドライン作成委員会作成者代表（非リンフォーマ
部門）
倉持

朗： 日本レックリングハウゼン病学会評議員

中村晃一郎：日本皮膚科学会代議員，日本アレルギー学会代議員，日本乾癬学会評議員，日本皮膚アレルギー学会
評議員，日本研究皮膚科学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表
（おもな原著・雑誌）
①橋本
②今井

学，土田哲也．悪性疾患を見逃すな．ダーモスコピーの活用．Derma. 165,7-13, 2010.(02).
聖， 土 田 哲 也． 肉 眼 所 見 の 見 方， 記 載 法・ 原 発 疹 と は？ 水 疱， 膿 疱， 結 節・ 腫 瘤， 嚢 胞．Visual

Dermatology. 9(4),332-6.2010.(03)
③水上晶子，田口理史，鈴木

正，土田哲也．血管肉腫ガイドライン作成に向けて 血管肉腫．日本皮膚外科学会

アンケート調査結果を中心に．Skin Cancer.24(3), 350-62,2010.(02)
④中村晃一郎．小児難治性皮膚疾患におけるシクロスポリンの適応とその使い方．東京小児科医会報．29(1),
23-28, 2010.(07).
⑤中村晃一郎．アレルギー検査，TARC の読み方・検査値．68 巻増刊号 6．広範囲血液・尿化学検査・免疫学的検
査 (3)．日本臨床．P41-45, 2010.
⑥土田哲也．膠原病の皮膚病理診断

皮膚生検の病理診断と臨床像との相関．日本病理学会会誌．99(1), 380,

2010.(03)
⑦中村晃一郎．ベーチェット病（皮膚科）
．今日の治療指針．医学書院．P970-971, 2010．
⑧倉持

朗．リンパ管形成異常・リンパ管腫．年代別子どもの皮膚疾患（五十嵐隆ほか編）中山書店．Pp22-25,

2010.
⑨倉持

朗．血管腫・脈管形成異常，疣贅．小児外来で役立つ外科的処置（五十嵐隆，里見

昭

編）中山書店．

P80-83, 2010.
⑩倉持

朗，水越和歌，西川

亮，田中淳司，林

雅晴．NeuroﬁbromatosisI(NF1) にみられる Unidentiﬁed Bright

Objects (UBOs). 日本レックリングハウゼン病学会雑誌．1(1), 39 -48, 2010.
総数：論文 23 編，学会発表 34 編
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

倉持

土田哲也

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特定疾患対策研究事業：ベーチェット病に関する調査研究班：分担研究者

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
1．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
2．第 26 回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会主催：2010 年 6 月 4 日〜 6 月 5 日 .（会長土田哲也）
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7．自己点検・評価
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，入院症例
が多く，来年度も多症例に対する充実をはかりたい．
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っている．理解力をさらに深める教育を行いたい．
研究面では，膠原病，母斑症，および悪性腫瘍，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．
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1．19）泌尿器科
1．構成員
朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）
：教授：運営責任者：診療科長：排尿障害：博士
矢内原仁（YANAIHARA, Hitoshi）
：講師：研究主任：外来医長：内視鏡手術：博士
中平洋子（NAKAHIRA, Youko）
：講師：教育主任：女性泌尿器科：博士
堀永

実（HORINAGA, Minoru）
：講師：研究副主任：病棟医長：泌尿器科全般：博士

坂本博史（SAKAMOTO, Hirofumi）
：助教：泌尿器科全般
香久山裕史（KAGUYAMA, Hirofumi）
：助教：泌尿器科全般（4/1 〜 9/30）
平澤陽介（HIRASAWA, Yosuke）
：助教：泌尿器科全般（10/1 〜 3/31）
内島

豊（UCHIJIMA, Yutaka）
：非常勤講師

松田

香（MATSUDA, Kaoru）
：非常勤医師

青沼佳代（AONUMA, Kayo）
：非常勤医師
飯田正弘（IIDA, Masahiro）
：実験助手
猪股美香（INOMATA, Mika）
：秘書

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 週間を通じて坂本，香久山，平澤を中心とし指導し，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：朝倉，矢内原，中平，堀永が担当し，臨床に沿った講義を展開．
2-3．達成度
BSL は 1 週間と短く，経験できる手術症例には偏りが生じるのは避けがたいが，その中では，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伝える事ができればと願っている．

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 （基礎研究）
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（マウスの正所性膀胱癌モデルを用いた動物
実験にて検討）
生理学教室との共同研究で，動物モデルにおける膀胱癌に対するエレクトロポレーション法を用いた遺伝子治療
の可能性の検討
3-3．研究内容と達成度
研究部門では，今までは泌尿器科内だけでの検討を試みてきたが，充分な検討をするのには困難な環境であった．
2010 年度からは，生理学教室との共同で，エレクロポレーションを応用した膀胱がんの治療について研究を始めた．
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（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，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
朝倉：排尿機能学会評議委員
International Journal of Urology と日本泌尿器科学会雑誌査読委員
矢内原：International Journal of Urology, Internal Medicine, 日本泌尿器科学会雑誌査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
特になし

6．業績
6-1．著書・論文・学術発表
学術論文
英文
① Yasunaga H, Yanaihara H, Fuji K, Horiguchi H, Hashimoto H, Matsuda
S. Impact of Hospital Volume on Postoperative Complications and
In-hospital Mortality After Renal Surgery: Data From the Japanese
Diagnosis Procedure Combination Database. Urology 2010; 76 :548-52
② Horinaga M, Fukuyama R, Iida M, Yanaihara H, Nakahira Y, Nonaka S, Deguchi N, Asakura H. Enhanced
antitumor eﬀect of coincident intravesical gemcitabine plus BCG therapy in an orthotopic bladder cancer model.
Urology 2010; 76: 1267.e1-1267.e6.
③ Yanaihara H, Kaguyama H, Sakamoto H, Nakahira Y, Horinaga M, Asakura
H : Laparoscopic nephrectomy for the kidney with the History of
serious urinary tract Infection. Video urology - volume 24-5, 2010
④ Matsushima M, Horinaga M, Fukuyama R, Yanaihara H, Kikuchi E, Kawachi M, Nakahira Y, Oya M, Asakura
H. Enhanced antitumor effect of intravesical MMC plus BCG therapy in an orthotopic bladder cancer model.
Oncology Letters 2011; 2: 13-19
和文
⑤ 矢内原仁，坂本博史，香久山裕史，松島将史，青沼佳代，堀永

実，中平洋子，朝倉博孝．泌尿器科腹腔鏡技

術認定取得後 5 年間の単一術者による 31 例の副腎症例の検討．内分泌外科

2011 年 第 28 巻 1 号 33-37

症例報告
英文
⑥ Matsushima M, Askura H, Sakamoto H, Horinaga M, Nakahira Y, Yanaihara H. Leiomyoma of the bladder
presenting as acute urinary tetention in a female patient: urodynamic analysis of lower urinary tract symptom; a
case report. BMC Urology 2010, 10: 13
⑦ Masashi Matsushima, Hitoshi Yanaihara, Hirofumi Sakamoto, Minoru Horinaga, Yoko Nakahira, Hirotaka
Asakura: Laparoscopic Management of Suprarenal Leiomyosarcoma: A Case Report: UroToday Int J. 2010
Aug;3(4). doi:10.3834/uij.1944-5784.2010.08.15.
学会発表
海外
⑧ Minoru Horinaga, Ryuichi Fukuyama, Masashi Matsushima, Hitoshi Yanaihara, Masahiro Iida, Yoko Nakahira,
Hirotaka Asakura
Enhanced antitumor effect of coincident combination intravesical MMC plus BCG therapy in an orthotopic
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bladder cancer model (# 1903)
第 101 回アメリカ癌学会 （2010 年 4 月 17 日〜 21 日，ワシントン DC）
⑨ Minoru Horinaga, Masashi Matsushima, Ryuichi Fukuyama, Hitoshi Yanaihara, Masahiro Iida, Yoko Nakahira,
Hirotaka Asakura
ENHANCED ANTITUMOR EFFECT OF INTRAVESICAL BCG PLUS MMC THERAPY IN AN ORTHOTOPIC MURINE
BLADDER CANCER MODEL (#1150)
第 105 回アメリカ泌尿器科学会 （2010 年 5 月 29 日〜 6 月 3 日，サンフランシスコ）
⑩ Minoru Horinaga, Shinichi Murata, Masashi Matsushima, Yoko Nakahira, Hitoshi Yanaihara, Munehisa Ueno,
Hirotaka Asakura
Use of Cytokeratin 18 and EAU score to predict tumor recurrence in patients with non-muscle-invasive bladder
cancer following single postoperative immediate intravesical chemotherapy (Abstract ID: 269)
ASCO Genitourinary Cancer Symposium
アメリカ癌治療学会泌尿器科 （2011 年 2 月 17 日〜 2 月 19 日，オーランド）
総数：論文 7 編，学会発表 20 編
6-2．獲得研究費
特になし
6-3．受賞
平澤陽介

Presentation 賞受賞

腹腔鏡下に両側尿管剥離術を施行した特発性後腹膜線維症の 1 例
第 56 回埼玉泌尿器科地方会 （2010 年 11 月 20 日，さいたま）
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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1．20）眼

科

1．構成員
米谷

新（YONEYA, Shin）
：教授：運営責任者：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：
博士

森

圭介（MORI, Keisuke）
：准教授：教育主任：研究主任：病棟医長：網膜硝子体疾患：網膜硝子体手術：遺伝子
治療（基礎研究）：博士

堀江公仁子（HORIE, Kuniko）
：准教授：ゲノム医学研究センター：博士
樺澤

昌（KABASAWA, Sho）
：助教：

土橋尊志（TSUCHIHASHI, Takashi）
：助教：博士
袖山丈男（SODEYAMA, Takeo）
：助教
今井大介（IMAI, Daisuke）
：助教：博士
田北博保（TAKITA, Hiroyasu）
：助教：博士
渋谷雅之（SHIBUYA, Masayuki）
：助教
中島理幾（NAKAJIMA, Masaki）
：助教
上山数弘（UEYAMA, Kazuhiro）
：助教
尾股秀和（OMATA, Hidekazu）
：助教
大和

史（YAMATO, Fumi）
：助教

秋山

淳（AKIYAMA, Atusi）
：助教

八子恵子（YAGO, Keiko）
：客員教授：小児眼科：斜視，弱視：眼形成
村山耕一郎（MURAYAMA, Kouichiro）
：客員教授：電気生理学，緑内障
大木隆太郎（OHKI, Ryutarou）
：非常勤講師：糖尿病網膜症，ぶどう膜炎，涙道疾患
野寄

忍（NOYORI, Shinobu）
：非常勤講師：糖尿病網膜症

斎藤民也（SAITOU, Tamiya）
：非常勤講師：糖尿病網膜症
島田佳明（SHIMADA, Yoshiaki）
：非常勤講師：電気生理学，神経眼科
魵澤伸介（EBISAWA, Nobusuke）
：非常勤講師：網脈絡膜循環，網膜剥離
川崎いづみ（KAWASAKI, Izumi）
：非常勤医師
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

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
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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
眼科医療の変遷

村山

視覚

（レーザー治療）

眼の解剖と機能
網膜疾患（1）・（2）

視神経障害，眼瞼および眼窩腫瘍
眼科薬理学
視機能の異常

森

全身疾患と眼

大木

角膜疾患
ぶどう膜疾患

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）
眼科臨床実習
午

前

Orientation
Ope 患振り分け，Report 説明
月
細隙灯検査，眼底検査
9:30 〜本館 9F カンファレンスルーム・病棟医師

午

後

蛍光眼底造影（クルズス）
眼底疾患一般（クルズス）
13:30 〜本部棟 6F 医局・野寄

火

角結膜疾患，緑内障（クルズス）
9:30 〜本部棟 6F 医局・斉藤

豚眼を用いた白内障手術（実習）
13:30 〜第 2 研究棟 3F 研究室・大和

水

問診，診察の指導
9:30 〜本館 9F 病棟・樺澤

Ope 患・Case の説明
屈折・視野検査説明
13:00 〜本館 9F 病棟・大木 16:00 〜本館 2F 外来・新藤

木

手術見学・助手（実習）
8:45 〜本館 9F アイセンター手術室・各担当医師

手術見学・助手（実習）
本館 9F アイセンター手術室・各担当医師

総回診見学
金 9:30 〜本館 9F 病棟・米谷

細隙灯の復習
Ope 患者の診察 13:30 〜
本部棟 6F 医局・森

試問・総括
16:00 〜本部棟 6F 医局・森

（6 年生）
米谷

眼の構造と機能・生理
眼底疾患

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

全身疾患と眼病変

魵澤

白内障，眼外傷

眼疾患 【臨床実習の再チェック（診察法・検査・画像など）】
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ほぼ習熟ができたと考える．
2-4．自己評価と次年度計画
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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．また，学生の希望するクルズス
をより多くとりいれながら，実際の臨床をより多く触れる機会を増やすように指導をしたい．

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遺伝子多型解析
構成員：森
井上

圭介，上山数弘，土橋尊志，樺沢

昌，堀江公仁子，米谷

新（以上；眼科），粟田卓也（内分泌内科）
，

聡，岡崎康司，村松正實（以上；ゲノム医学研究センター）

（2）マウスを用いたアデノウイルスベクター眼内遺伝子導入について
構成員：森

圭介，上山数弘，米谷

新

（3）糖尿病網膜症における遺伝子多形解析
構成員：森

圭介，樺澤

昌，米谷

新，粟田卓也（内分泌内科）

3-3．研究内容と達成度
（1）加齢黄斑変性における遺伝子多型解析
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，この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．また，本研究は「ゲノム
医学を基盤としたトランスレーショナルリサーチへの展開」として，ゲノム医学研究センターとの共同研究をお
こなっている．解析患者数はすでに 1000 人弱になっており，統計学的にも有意な結果が得られている．今後は，
病型と遺伝子多形を組み合わせることで，個別の医療を選択する，テーラメイド医療の現実化を目的としている．
（23 年度は多施設の共同研究も予定されている）達成度：85%
（2）マウスを用いたアデノウイルスベクター眼内遺伝子導入について
多くの遺伝子疾患とは治療方がなく，対症療法のみで長期経過を観察するしかないのが現実的であるが，近年眼
科領域の遺伝子治療は大きな飛躍があった．レーベル先天盲の一型に対しベクターを用いて視機能の改善が可能
となったのである．当科でもマウスを用いたアデノウイルスベクター眼内遺伝子導入を行う基礎実験を行い，遺
伝子治療の基礎の構築を目的としている．平成 21 年は 5 型，35 型，28 型アデノウイルスベクターの硝子体注
射および網膜下注射における眼内遺伝子導入の局在を観察．注射後，1 日，7 日，14 日，28 日における，比較
的短期間の遺伝子発現について調査した．平成 22 年はさらに，注射後 3 ヶ月，6 ヶ月における遺伝子発現につ
いて追跡をした．達成度 70%
（3）糖尿病網膜症における遺伝子多形解析
糖尿病網膜症は日本における失明の原因の上位疾患である．生活習慣病が主な原因となるが，臨床像は多岐にわ
たり，予後も千差万別である．生活環境因子と遺伝子因子の両面から遺伝子的に解析し疾患の病型，治療効果，
予後に与える因子を調査．個別治療の可能性について検討を目的とした．患者数がまだ少なくまだ統計学的には
有意な結果が得られていない．達成度 10％
3-4．自己評価と次年度計画
それぞれの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．次年度も（1）―（3）の各研究テーマを粛々と進める．

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
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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
森

圭介：Br J Ophthalmol (BJO)

査読委員

Expert Review of Ophthalmology
Invest Ophthalmol Vis Sci (IOVS)
BMC Neuroscience

査読委員

査読委員
査読委員

査読委員

査読委員

Editorial Board Member; Journal of Ocular Biology, Diseases, and Informatics
学術芸術雑誌編集委員
5-3．その他・社会あるいは医学貢献に関わる業務
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

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Mori K, Horie-Inoue K, Gehlbach PL, Takita H, Kabasaw S, Kawasaki I, Ohkubo T, Kurihara S, Iizuka H, Miyasita Y,
Katayama Y, Awata T, Yoneya S. Penotype and genotype characteristics of age-related macular degeneration in a
Japanese population. Ophthalmology 2010; 117: 928-938.
② Shimada S, Imai D, Kanai K, Mori K, Murayama K, Yoneya S. Retinal adaptability loss in serous retinal detachment
with central serous chorioretinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010; 51:3210-3215.
③土橋尊志，森

圭介，米谷

新．視力良好な滲出型加齢黄斑変性に対する光線力学的療法の治療成績．日眼会誌

2010；114：7-13.
④土橋尊志，森

圭介，上山数弘，大和

史，米谷

新．滲出型加齢黄斑変性に対する光線力学的療法の長期治療

成績．臨眼 2010；64：531-535.
⑤ Imai D, Mori K, Horie-Inoue K, Gehlbach PL, Awata T, Inoue S, Yoneya S. CFH,VEGF,and PEDF genotypes and the
response to intravitreous injection of bevacizumab for the treatment of age-related macular degeneration. J Ocul
Biol Dis Inform 2010;DOI 10.1007/212177-010-9055-1.
⑥森

圭介，粟田卓也，樺澤

昌，田北博保，大崎昌孝，米谷

新．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．埼玉医科大学雑誌 2010；37：21-25
⑦森

圭介．インドシアニングリーンの蛍光造影の血管拡張や蛍光漏出などの異常所見は見間違えやすい．眼科検

査のグノーティ・サアウント−この検査ではここが見えない．東京，2010.Synergy Internatinal Inc
⑧米谷
⑨森

新，
「失明防止」失明予防と生活習慣．埼玉医科大学市民講座．2010.1
圭介，大谷篤史，飯島裕幸，高橋寛二，安川

力，尾花

埼玉医科大川越クリニック

明，松本容子．インストラクションコーナー 13．

加齢黄斑変性の治療戦略．第 33 回日本眼科手術学会総会．2010.1.22-24. 東京国際フォーラム
⑩上山数弘，森

圭介，尾股秀和，M.Hamilton, L.L.Wei, 米谷

新．アデノウイルスベクターの硝子体および網膜

下注射後の遺伝子導入効率と眼内局在の比較．第 114 回日本眼科学会総会．名古屋国際会議場．2010.4.15
総数：論文：7 件，学会発表：21 件
6-2．獲得研究費
平成 22 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）
研究課題名：
「フォン・ヒッペルリンドウ病の病態調査と診断治療系確立の研究」
（課題番号）H21 −難治−一般− 151（総額

19,500 万円）研究経費：500 千円

研究代表者：執印太郎（高知大学・泌尿器科）
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研究分担者：篠原信雄，矢尾正祐，菅野
西森
森

洋，澤村

豊，西川

亮，若林俊彦，倉津純一，米谷

新，福島敦樹，

功，伊藤鉄英
圭介

平成 22 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））
：平成 21 − 23 年度．研究課題名：35 型アデノウイルスベクター
による遺伝子治療の開発とその遺伝子発現制御．研究経費：910 千円
6-3．受賞
該当せず
6-4．特許・実用新案
発明者：黒田寛人，馬場基芳，米谷

新．

特許名：「軟 X 線顕微鏡」，特許出願日：2010.7.16

発明者：黒田寛人，馬場基芳，米谷

新．

特許名：「円偏光変換装置」，特許出願日：2010.1.7

6-5．学会・研究会・セミナー等の開催実績
平成 22 年 6 月 11 日，第 62 回埼玉眼科講習会（川越プリンスホテル）：「アイセンター，その後」

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 23 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，遺伝子解析に基づいた個別医
療，そして遺伝子治療に関する基礎的研究などが中心である．得に加齢黄斑変性症疾患における遺伝子解析において
は，達成度は高く，実際に医療の現場で個別治療の基礎は構築しつつあるといえる．今後は多施設の共同解析による，
大規模前向き研究を予定している．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．BSL 実習は医師の人
手不足を解消するため，近隣の OB，OG の協力をお願いし，より多くのクルズスを予定している．
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1．21）
（1）耳鼻咽喉科（耳鼻咽喉科）
1．構成員
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：教授：運営責任者：教育主任：診療科長：頭頸部外科学，鼻腔生理学，鼻副鼻腔手術，
中耳手術：博士
善浪弘善（YOSHINAMI, Hiroyoshi）
：准教授：診療副科長：鼻腔生理学，鼻副鼻腔手術，中耳手術，耳科学：博士
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：博士

和田伊佐雄（WADA, Isao）
：助教：博士
非常勤講師：滋賀秀壮（SHIGA, Hidetake）
：一般耳鼻咽喉科，依田

勝（YODA, Masaru）
：一般耳鼻咽喉科：博士，

乃美和夫（NOMI, Kazuo）
：一般耳鼻咽喉科：博士，藤岡むつみ（FUJIOKA, Mutsumi）
：一般耳鼻咽喉科：
博士，吉野

尚（YOSHINO, Takashi）：一般耳鼻咽喉科：博士，里和一仁（SATOWA, Kazuhito）
：一

般耳鼻咽喉科，久保田修（KUBOTA, Osamu）：一般耳鼻咽喉科：博士，畑
飛田

邦彦（HATA, Kunihiko）
，

正（HIDA, Tadashi）一般耳鼻咽喉科：博士，仲田拡人（NAKADA, Hiroto）：一般耳鼻咽喉科：

博士
非常勤医員：田 島 正 紀（TAJIMA, Masaki）
： 博 士， 岡 坂 吉 記（OKASAKA, Yoshiki）， 高 橋 壽 彦（TAKAHASHI,
Toshihiko）
，本間利生（HONMA, Toshio）
：博士，畑

仁美（HATA, Hitomi），中川

Wataru）
，金子研吾（KANEKO, Kengo）：博士，岡本
Takashi）
，福田

渉（NAKAGAWA,

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
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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．

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，睡眠障害における鼻閉の関連の研究も行って，学会シンポジウムで講演を行っている．
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．中耳炎術式の改良の研究においては，症例数が増え，その成果を学会，研究会にて報告している．
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，顔面外傷，アレルギー性鼻炎と喘息の関連，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．
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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
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
①和田伊佐雄，柴﨑

修，中嶋正人，加瀬康弘：粘膜優位型尋常性天疱瘡の 1 症例，口咽科

23：2；227-230，

2010/07/15
②中嶋正人，加瀬康弘：伝染性単核球症例に対する抗菌薬投与について，口咽科
③柴﨑
展望

23：1；65-71，2010/11/04

修，加瀬康弘：外耳への新たな薬液投与方法について―外耳スプレーの臨床応用に向けて―，耳鼻咽喉科
53，捕 2：79-84，2010.8

④仲田拡人，柴﨑

修，中嶋正人，善浪弘善，加瀬康弘：IgG4 関連 Mikulicz

病 の 3 症 例， 日 耳 鼻 113：

798-804，2010
⑤加瀬康弘：花粉症に対する鼻閉治療，第 22 回和歌山県耳鼻咽喉科医会臨床セミナー，2010.4.10
⑥ Nakashima M, Kase Y,Acoustic rhinometry as method for objective estimation eﬀect of the stellate ganglion
block，ERS & ISIAN 2010, Geneva 2010.6.20-24
⑦善浪弘善：早期に手術が必要であった小児睡眠時無呼吸症候群の 4 症例，第 10 回那須頭頚部治療ワークショッ
プ，2010.9
⑧ 善 浪 弘 善：GRNX に よ る 急 性 副 鼻 腔 炎， 咽 頭 扁 桃 炎 の 治 療 経 験， ジ ェ ニ ナ ッ ク 発 売 3 周 年 記 念 講 演 会，
2010.11.5
⑨和田伊佐雄，髙橋壽彦，仲田拡人，柴﨑

修，中嶋正人，善浪弘善，加瀬康弘：浸潤型副鼻腔真菌症の臨床的検

討，第 12 回真菌症フォーラム．2011.2.5
⑩中嶋正人：鼓室内結合組織充填による鼓膜形成術について，第 31 回東上耳鼻咽喉科臨床研究会，2011.2.25
【総数：論文 9 件，学会発表 17 件】
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 30 回東上耳鼻咽喉科臨床研究会，2010.8.20，川越市
第 31 回東上耳鼻咽喉科臨床研究会，2011.2.25，川越市

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
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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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1．21）
（2）耳鼻咽喉科（神経耳科）
1．構成員
伊藤彰紀（ITOH, Akinori）
：教授：診療科長：神経耳科学，中枢性めまい：博士
柴崎

修（SHIBAZAKI, Osamu）
：講師：耳鼻咽喉科学，神経耳科学：博士

水野正浩（MIZUNO, Masahiro）
：客員教授：神経耳鼻咽喉科学：博士
和田伊佐雄（WADA, Isao）
：助教（耳鼻咽喉科兼任）：耳鼻咽喉科学：博士
三島陽人（MISHIMA, Haruto）
：非常勤講師：博士
吉岡克己（YOSHIOKA, Katsumi）
：非常勤講師：修士
加藤晴弘（KATO, Haruhiro）
：非常勤講師：博士
金

永順（KIM, Young Soon）
：非常勤講師：博士

三浦

眞（MIURA, Makoto）
：非常勤医員：博士

平岩

文（HIRAIWA, Fumi）
：非常勤医員：修士

島貫朋子（SHIMANUKI, Tomoko）
：非常勤医員：修士

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

4 学年

耳の解剖と生理

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

聴覚検査法（1）聴覚伝導路

柴崎

修

4 学年

聴覚検査法（2）難聴の診断

柴崎

修

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

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

BSL（月曜日午後）
5 学年

めまいの検査・診断法実習

伊藤彰紀

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 22 年度
の当科の診療実績は，外来新来患者数 1,996 名，再来患者数 4,186 名，入院患者数 56 名．外来新来患者のうち，め
まい疾患 1,251 名，聴覚疾患 1,107 名，顔面神経疾患 121 名，その他 31 名であった（重複あり）．入院患者の内訳
はめまい疾患 8 名，聴覚疾患 36 名，顔面神経疾患 17 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．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
医学の歩み誌

編集委員（水野正浩）

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
①柴崎

修，加瀬康弘：

外耳への新たな薬液投与方法についてー外耳スプレーの臨床応用に向けてー．
耳展

53, 補 2, 79-84, 2010

②伊藤彰紀：
電気眼振図（ENG）の検査法と診断的意義について．
Equilibrium Res 69: 6; 401-411, 2010
③伊藤彰紀：
第 8 脳神経に対する神経血管圧迫症候群について．
耳鼻臨床

103: 4: 291-301 ,2010

④伊藤彰紀：
めまいの治療に用いられる薬物の使い方．経口浸透圧利尿薬．
クリニシアン

57: 3: 38-42 .2010

⑤水野正浩：
特発性耳石器障害によるめまいの診断基準および治療ガイドラインの作成．
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業
特発性耳石器障害によるめまいの診断基準および治療ガイドラインの作成
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平成 21 年度総括・分担研究報告書，p10, 2010
⑥伊藤彰紀：
めまいの診療ポイント．
高崎医学

60 巻 , 16-22 ㌻ , 2010 年

⑦伊藤彰紀：
高齢者のめまいへの対応−中枢性めまいを中心に−．
東京都医師会雑誌

63 巻 , 8 号 , 947-955, 2010

⑧水野正浩：
耳鼻咽喉科の低侵襲性治療―外来処置，日帰り・短期入院手術の進歩―
はじめに．
あゆみ

235; 9: 895, 2010

⑨伊藤彰紀：
特別講演「めまいの診断と治療について」
第 27 回熊谷地区生活習慣病講演会，2010, 4, 23，熊谷市
⑩ 岩崎真一，水野正浩，伊藤彰紀，伊藤

健，千原康裕，他：

温度刺激検査正常で前庭誘発頚筋電位検査 (VEMP) が異常を呈した症例の検討
−多施設後ろ向き研究−
第 111 回日本耳鼻咽喉科学会

2010, 5, 20 - 22，仙台市

総数：論文 11 件，学会発表 9 件
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 25 回東京−埼玉神経耳科研究会，2009,11,6，川越市
第 10 回埼玉県めまい・難聴研究会，2011,2,24，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．

355

臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．22）産科・婦人科
1．構成員
石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：不妊症治療学，生殖内分泌学：博士

板倉敦夫（ITAKURA, Atsuo）
：教授：診療科長：研究主任：周産期医学，合併症妊娠，胎児異常：博士
永田一郎（NAGATA, Ichiro）
：客員教授：婦人科腫瘍学，婦人科手術学：博士
白水健士（SHIROMIZU, Kenji）
：客員教授：婦人科腫瘍学：博士
岡垣竜吾（OKAGAKI, Ryugo）
：准教授：診療副科長：教育副主任：生殖内分泌学，婦人科内視鏡学，不妊症治療学：
博士
梶原

健（KAJIHARA, Takeshi）
：准教授：研究副主任：生殖内分泌学，不妊症治療学：博士

三木明徳（MIKI, Akinori）
：講師：教育医長：周産期医学，習慣性流産，腹腔鏡・子宮鏡，不妊症治療学：遺伝相談：
博士
難波

聡（NAMBA, Akira）
：講師：病棟医長：遺伝相談：羊水検査，スポーツ医学：博士

西林

学（NISHIBAYASHI, Manabu）
：講師：外来医長：周産期医学，胎児超音波，子宮脱：博士

鈴木元晴（SUZUKI, Motoharu）
：助教：博士
木村真智子（KIMURA, Machiko）
：助教：博士
高橋幸子（TAKAHASHI, Sachiko）
：助教
中山真人（NAKAYAMA, Masato）
：助教：博士
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
仲神宏子（NAKAGAMI, Hiroko）
：助教
鈴木裕之（SUZUKI, Hiroyuki）
：助教
新澤

麗（NIZAWA, Rei）
：助教

栃木秀乃（TOCHIGI, Hideno）
：助教
相馬廣明（SOMA, Hiroaki）
：非常勤講師：博士
松本譲二（MATSUMOTO, Jhoji）
：非常勤講師：博士
小黒辰夫（OGURO, Tatsuo）
：非常勤講師
小川博和（OGAWA, Hirokazu）
：非常勤講師：博士
松田秀雄（MATSUDA, Hideo）
：非常勤講師：博士
保母順造（HOBO, Junzo）
：非常勤講師：博士
大澤洋之（OSAWA, Hiroyuki）
：非常勤講師：博士
柴﨑淳夫（SHIBAZAKI, Atsuo）
：非常勤医員
伊藤百合子（ITO, Yuriko）
：非常勤医員：博士
田谷順子（TAYA, Junko）
：助教：修士
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 2 年生：人体の構造機能 2（生殖器）（石原）講義．ユニット試験による評価．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
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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推進する．

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（埼玉医大総合医療センター産婦人科との共同研究）
f）国内におけるヒト正常細胞分譲システム網の確立（多施設研究者による政策創薬総合研究）
g）産科大量出血に対する凝固障害の治療（多施設研究者による厚生労働研究）
h）妊婦における家庭血圧基準値設定のための多施設共同研究（多施設研究者による共同研究）
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）アイルランドおよびスウェーデン海外調査を施行した．
e）精子凍結保存プロジェクトに着手し，卵巣組織の凍結融解手技の改善に着手した．
f）臍帯血管内皮細胞提供プロジェクトについて着手した
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：
Reviewer, Human Reproduction, Endocrine Journal, Journal of Reproduction and Development, Journal of
Obstetrics, Gynecology & Research, Journal of Reproductive Medicine & Biology：石原
Associate editor Journal of Obstetrics and Gynaecology Research：板倉
Reviewer: Apoptosis 梶原
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，倫理委員会委員，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，日本生殖医学会常任理事および倫理委員会委員長，日本受精着床学会常任理事，日本哺乳動物
卵子学会常任理事，日本内分泌学会代議員，日本生殖内分泌学会評議員，日本母性衛生学会評議員，埼玉県母性衛生
学会理事，GID 学会理事，埼玉県産婦人科医会副会長および理事，埼玉県医師会母体保護法指定医審査委員会委員，
同母子保健委員会委員，周産期医療運営委員会委員，文部科学省科学技術・学術審議会専門委員（生命倫理・安全部
会

生殖補助医療研究専門委員会，特定胚及び ES 細胞等研究専門委員会

ヒト ES 細胞等からの生殖細胞作成・利

用作業部会）
，最高裁判所専門委員（さいたま地方裁判所所属），埼玉県母子保健運営協議会委員，埼玉県特定不妊治
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療費助成事業実施医療機関指定調査会副会長，Board Member, International Committee Monitoring ART (ICMART),
WHO：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理事，日本母性衛生学会評議員，
埼玉県母性衛生学会会長，日本産婦人科・新生児血液学会理事：以上板倉
日本生殖医学会幹事，日本生殖医学会倫理委員，日本受精着床学会評議員：以上梶原

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Kajihara T, Uchino S, Suzuki M, Itakura A, Brosens JJ, Ishihara O
Human chorionic gonadotropin confers resistance to oxidative stress-induced apoptosis in decidualizing human
endometrial stromal cells.
Feril Steril. 2010 Jul 6.
②西林

学，永田一郎，三木明徳，岡垣竜吾，石原

理

骨盤臓器脱に対する Tension-free vaginal mesh (TVM) 手術における術式の改変とそれに伴う予後の違い
日本産科婦人科学会関東連合地方部会会誌 47(1):101-6, 2010
③石原

理

第三者配偶子による生殖の可能性と問題点
産婦人科治療

59(3)：389-95, 2010

④板倉敦夫
妊娠のリスク診断と管理の実際

妊娠中・後期のチェックポイント 既往子宮手術のリスク評価と管理

臨床婦人科産科 64(10):1419-23, 2010
⑤永田一郎
高齢者の高度子宮脱（全性器脱）に対する根治手術 −腟式子宮全摘術＋骨盤底再建術＋腟閉鎖術−
産婦人科治療

100(1):91-8, 2010

⑥ M.Suzuki,Y.Uemura,T.Liu,Y.N.Nobori,N.Hirosawa,S.Uchino,Y.Ichihara,H.Kikuch
i,Y.Sakamoto,S.Senju,O.Ishihara
Role of human non-invariant NKT lymphocytes in the maintenance of type 2 T helper environment during
pregnancy
14TH International Congress of Immunology (Kobe) 2010.8.22-27
⑦三木明徳，栃木秀乃，佐藤加寿子，高橋幸子，西林

学，難波

聡，梶原

健，岡垣竜吾，板倉敦夫，石原

理

健，岡垣竜吾，板倉敦夫，永田一郎，石原

理

家庭での自己血圧測定が妊娠高血圧の早期発見に有効であった一症例
第 31 回日本妊娠高血圧学会（東京） 2010.10.15-16
⑧木村真智子，難波

聡，三木明徳，板倉敦夫，石原

理

母体血漿中胎児 free DNA の断片長〜出生前診断のための検討
第 62 回日本産科婦人科学会総会・学術集会（東京） 2010.4.23-25
⑨高橋幸子，岡垣竜吾，石原

理

医学生に対する「避妊と性感染症」教育の有用性の検討
第 62 回日本産科婦人科学会総会・学術集会（東京） 2010.4.23-25
⑩中山真人，三木明徳，西林

学，菊地真理子，湊口美紀，梶原

骨盤臓器脱に対する Tension-free Vaginal Mesh(TVM) 手術後の骨盤内血腫早期発見にむけた取り組み
第 62 回日本産科婦人科学会総会・学術集会（東京） 2010.4.23-25
総数：論文 22 件，学会発表 72 件（平成 22 年 1 月〜 12 月の件数）
6-2．獲得研究費
平成 22 年度科学文部科学省科学研究費補助金（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

石原

上杉富之
理

平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金（政策創薬総合研究事業）
国内におけるヒト正常細胞分譲システム網の確立 （平成 22-24 年度）
研究代表者
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国立医薬品食品衛生研究所室長

小島

肇

産科・婦人科

分担研究者

埼玉医科大学教授

石原

理

平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）
術中大量出血時の凝固障害機序の解明と止血のための輸血療法の確立
−手術中の大量出血をいかにして防ぐか−（平成 21-23 年度）
研究代表者

国立循環器病研究センター部長

分担研究者

埼玉医科大学教授

荻野

均

板倉敦夫

平成 22 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

平成 22 年度学内グラント
研究代表者

梶原

健

着床不全に対する新規治療法の開発とその臨床応用

埼玉医科大学准教授

梶原

健

平成 22 年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究（B））
NKT 細胞のアジュバント効果を応用した APS 制御の為の基礎的研究（平成 21-22 年度）
研究者

埼玉医科大学助教

鈴木元晴

6-3．受賞：
IFSS2010

Poster Prize

Decidualized HESCs treated with rhCG become resistant to cell death induced by oxidative stress.
Kajihara T, Ishihara O
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：
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さらに充実し，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．初期研修制度の変更に伴い，研修システムの一部改変を考慮する必要がある．
研究は内外各機関，教室との共同研究を継続するとともに，新たな取り組みを開始した．研究成果は順調に公刊さ
れつつある．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，現在の方針を次年度も堅
持する予定である．
国際医療センター婦人科腫瘍科との臨床および教育（学生など医師）の連携をさらに強化し教育研究機関として貢
献すると共に，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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1．23）口腔外科学
1．構成員
依田哲也（YODA, Tetsuya）
：教授：運勢責任者：診療科長：教育主任：研究主任：顎関節疾患：博士
坂田康彰（SAKATA, Yasuaki）
：講師：唇顎口蓋裂，顎変形症：博士
佐藤

毅（SATO, Tsuyoshi）
：講師：歯周病：博士

毅

：度科学研究費補助金

若手研究 B （研究代表者）

中本紀道（NAKAMOTO, Norimichi）
：助教：顎変形症，睡眠時無呼吸症候群：博士
福島洋介（FUKUSHIMA, Yosuke）
：助教：ドライマウス，口腔心身症
［非常勤講師］小林明男（KOBAYASHI, Akio），大河原勉（OGAWARA, Tsutomu），原田

清（HARADA, 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）
，今井謙一郎（IMAI, Kenichiro）
，茂木世紀（MOGI, Seiki），高橋昌司（TAKAHASHI, Shoji）
［非常勤医員］内藤

実（NAITOU, Minoru），栗橋建夫（KURIHASHI, Tateo），石崎

礼（ISHIZAKI, Rei），西川

亮（NISHIKAWA, Ryo）
，藤井景介（FUZJII, Keisuke），田口茂和（TAGUCHI, Shigekazu），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（佐藤，中本）

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（佐藤，福島，中本）

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，坂田，佐藤，中本，福島）
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．
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）
・顎関節疾患
・咀嚼筋腱腱膜過形成症
・骨再生に関する臨床的・基礎的研究（一酸化窒素，時計遺伝子，ニコチンの作用）
・骨芽細胞に関する基礎的研究（BMP）
・顎部炎症による重症感染症
・口腔心身症，ドライマウス
・睡眠時無呼吸症候群
・口腔ケア
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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．新たに学内グラントも獲得し，複数の先進的研究が
同時進行する形となった．ゲノム医学研究センター病態生理部門，中央研究施設で研究している大学院生の研究成果
も学会発表などで成果を上げている．国立国際医療センター研究所臨床病理部組織形態研究室，慶應義塾大学医学部
腎臓内分泌代謝内科内分泌代謝ネットワーク医学講座，東京女子医科大学先端生命医科学研究所，昭和大学歯学部・
歯周病学講座との共同研究も進行している．今後さらに，顎関節，咀嚼筋腱腱膜過形成症，睡眠時無呼吸症候群，口
腔心身症等の臨床前向き研究の推進を図る．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
外来において 1 日来院患者数は前年比でほぼ横ばいであったが，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，医師数の減少にもかかわらず，顎変形症やインプラントなどの専門分野の充実により，入院患
者数をほぼ倍化することが出来た．今後もさらなる先進医療の充実と専門領域の特化について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），外保連処置委員会委員，社会保険委員会副委員長
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，日本顎関節学会評議員，日本口腔外科学会評議員，日本顎関節外傷学会評議員，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，国際口腔外科学会雑誌専門査読委員（Int.Ass.OMS）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
・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「口腔内装置治療と顎関節症」日本睡眠学会第 35 回定期学術集会．平成 22 年 6 月 30 日
・依田哲也「IKASHIKA C.D.E. 第 47 期

Part2

実習コース」東京医科歯科大学．平成 23 年 2 月

・依田哲也「IKASHIKA C.D.E. 第 48 期

Part1

実習コース」東京医科歯科大学．平成 23 年 2 月

・依田哲也「歯科診療に必要な内科疾患の管理と実際」長野県歯科医師会学術集会．平成 22 年 10 月
・依田哲也「歯科医院における顎関節症の症型診断と治療」松風臨床講座．平成 22 年 10 月
・依田哲也「浦和歯科医師会学術講演会」浦和歯科医師会．平成 22 年 6 月

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）
① Sato T, Nakamoto N, Abe T, Fukushima Y, Tomaru Y, Sakata Y, Nakazawa M, Nakamoto A, Kawasaki H, Wada
Y, Ohara H, Araki R, Tanaka J, Yoda T.; Preliminary results of a study comparing conventional radiography with
phase-contrast radiography for assessing root morphology of mandibular third molars. Dentomaxillofac Radiol
2011; 40: 91-95.
② Sato Y, Suzuki H, Sato T, Suda T, Yoda T, Iwakura Y, Chida D.; The role of endogenous glucocorticoids in
lymphocyte development in MC2R(-/-) mice. Biochem Biophys Res Commun 2010; 403(3-4):253-257.
③ Matsuwaki T, Nishihara M, Sato T, Yoda T, Iwakura Y, Chida D.; Functional hypothalamic amenorrhea due to
increased CRH tone in melanocortin receptor 2-deﬁcient mice.Endocrinology 2010; 151(11):5489-5496.
④ Sakata Y, Kokabu S, Nojima J, Nakamoto N, Fukushima Y, Sato T, Yoda T.; Signiﬁcant association of HLA-Cw and
HLA-DRB1 alleles with recerrent aphthous stomatitis. Asian J Oral Maxillofac Surg 2010
⑤中本紀道，佐藤

毅，榎木雄一郎，中本

文，堀

直子，福島洋介，坂田康彰，依田哲也；咀嚼筋腱腱膜過形成

症の 1 例―手術後の咬筋腱膜と側頭筋腱の変化について―

日本顎関節学会雑誌

2010 年 22 巻 3 号 158-162.
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⑥中本紀道，依田哲也，中本
な過剰歯が発生した 1 例

文，安部貴大，佐藤
日本口腔外科学会雑誌

毅，坂田康彰；両側下顎埋伏過剰歯の抜去後に同部位に新た
2010 年 56 巻 9 号 506-510.

⑦ Shoichiro Kokabu, Satoshi Ohte, Hiroki Sasanuma, Masashi Shin,Katsumi Yoneyama, Eiko Murata, Kazuhiro
Kanomata, Junya Nojima,Yusuke Ono,（Tetsuya Yoda）, Toru Fukuda, and Takenobu Katagiri; Small C-terminal
domain phosphatase 1, a Smad phosphatase, inhibits BMP-induced
osteoblastic diﬀerentiation by suppressing downstream eﬀectors of Smads. Molecular Endocrinology. 2011.
⑧福島洋介，今井謙一郎，古株彰一郎，坂田康彰，都丸泰寿，（依田哲也）；パラコート・ジクワット混合剤誤飲に
よる口腔化学損傷の 1 例．日本口腔外科学会雑誌．2010.05. 56(5):333-335
⑨坂田康彰，金谷あゆみ，福島洋介，古株彰一郎，小林明男，（依田哲也）；下顎骨骨折整復手術中にみられた亜型
悪性高熱症と考えられた 1 例．有病者歯科医療．2010.04. 19(1):7-12
⑩冨高優子，今井謙一郎，田口茂和，小林明男，（依田哲也）；クロイツフェルト・ヤコブ病患者に対する抜歯の 1
例．有病者歯科医療．2010.04. 18(1):11-16
（著書・分担執筆）
依田哲也：
「顎関節部の痛みを訴える患者が来院したら？」 医師・歯科医師のための口腔診療必携

高戸毅監修．

金原出版．2010.10.
総数：論文 14 件，学会発表 17 件
6-2．獲得研究費
○依田哲也：平成 20 年度科学研究費補助金

基盤研究 C

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
○依田哲也：平成 22 年度学内グラント研究助成金
咀嚼筋腱腱膜過形成症のプロテオーム解析
○依田哲也，福島洋介：科学技術振興機構

重点地域研究開発推進プログラム

高齢者に多発する誤嚥性肺炎，感染症，口腔乾燥症の予防・診査用マルチ口腔機能測定装
置の開発
○小林明男：平成 20 年度科学研究費補助金

基盤研究 C

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
○佐藤

毅：平成 20 年度科学研究費補助金

若手研究 B

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
6-3．受賞
堀直子

第 55 回日本口腔外科学会総会

優秀ポスター賞

2010.10.23

NOD-scid マウスへのゾレドロン酸投与による骨形態評価と RANKL/OPG 発現に関する検討
堀直子

第 64 回日本口腔科学会

優勝ポスター賞

2010.6.24

ヒト末梢血単核球細胞移植マウスにおけるゾレドロン酸の影響
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
該当なし

7．自己点検・評価
今年度は常勤医師数が減少して 2 年目の年度であり，患者数の建て直しが図られた．より高度な専門性を有した
医師が診療にあたることにより，周囲施設との療診連携を充実させることが出来た．このことは主に入院患者数，年
間手術件数に反映された．
外来において 1 日来院患者数は横ばいであったものの，口腔ケア訪問外来の全病棟への展開，3DCT によるインプ
ラント埋入シュミレーションシステムの確立も実現した．専門的で高度な診療は充実しつつある．また，u
入院診療においては，高い専門性により療診連携を推し進めることで，入院患者数は前年比でほぼ倍増した．今後
も専門性の充実を行うことで，さらなる充実を図る予定である．
研究面では顎関節疾患，咀嚼筋腱腱膜過形成症，口腔心身症，ドライマウス，睡眠時無呼吸症候群，専門口腔ケア
などの各分野の臨床研究は着実に成果を上げている．論文・学会発表も変わらないペースで行えている．また生化学・
分子生物学的実験設備の研究基盤が概ね整い，ゲノム医学研究センター，中央研究施設，国立国際医療センター研究
所臨床病理部組織形態研究室，慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科内分泌代謝ネットワーク医学講座，東京女子
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医科大学先端生命医科学研究所，昭和大学歯学部・歯周病学講座との連携も順調に進んだ．
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1．24）リハビリテーション科
1．構成員
間嶋

満（MAJIMA, Mitsuru）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：脳卒中，インスリン抵抗性：博士

倉林

均（KURABAYASHI, Hitoshi）
：准教授：研究主任：動脈硬化，血栓症，温泉医学：博士

知念亜紀子（CHINEN, Akiko）
：助教：脳卒中，嚥下リハビリテーション：博士
鈴木英二（SUZUKI, Eiji）
：非常勤講師：嚥下リハビリテーション：博士
鈴木郁子（SUZUKI, Ikuko）
：非常勤医師：小児リハビリテーション：修士
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，
統合力リキュラムの中の「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，知念，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．脳卒中患者で発症後に明らかにされた耐糖能異常の頻度と臨床的意義に関する検討（間嶋）
3-2-2．血液透析を必要とするリハ適応患者のリハシステムの構築に関する研究（間嶋）
3-2-3．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）
3-2-4．温泉医学研究（倉林）
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（知念，鈴木英）
3-3．研究内容と達成度
3-3-1．脳卒中患者で発症後に明らかにされた耐糖能異常の頻度と臨床的意義に関する検討（間嶋）
この結果は第 46 回日本リハビリテーション医学会関東地方会で報告した．達成度は 20%．
3-3-2．血液透析を必要とするリハ適応患者のリハシステムの構築に関する研究（間嶋）
血液透析を必要とした慢性腎不全を合併するリハ適応患者のリハシステム構築の前提として，36 例を対象として
その転帰とそれに影響する因子を検討した．25 例 (19.4%) は在宅復帰を果たした．これに影響する因子としては，
前年度の結果をソウルで開催された World Stroke Congress 2010 で発表した．達成度は 20%．
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）
動脈硬化進展における血小板活性化，さらに運動療法における血小板・凝固線溶・血管内皮の機能の解析を行い，
運動療法による動脈硬化抑制や脳梗塞二次予防の可能性を探求し，抗血栓作用の観点から脳梗塞に好適な運動療法プ
ログラムを開発している．本課題は平成 16-17 年度に文科省科研費，平成 18 年度は学内グラント，平成 20-22 年
に文科省研究費を獲得して継続した研究を行った．その成果は日本リハ医学会，日本老年医学会等で報告した．研究
達成度は 70% であった．
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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 22 年度は前年度に引き続き環境省請負事業とし
て温泉禁忌・適応症の見直し，飲泉・足浴の調査，入浴事故の解析とリスク管理を行い，報告書を提出した．科学的
証拠に基づいた温泉療法の解析については Japan China Korea Joint Conference on Occupational Health, 2010 で特
別講演として報告した．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（知念，鈴木英）
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
イ一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：3-2-1, 3-2-2 については，今後症例を増やし検討していく．
倉林：3-3-3 については，症例数を増やし，さらに検討を重ねていく．
倉林：3-3-4 については，科学的証拠の観点から環境省の定めた温泉禁忌・適応症の改訂作業に提言をしていく．
知念：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）急性期一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
埼玉県リハビリテーション医会副会長（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）
，
国際温泉気候連合会監事（倉林）
，日本専門医認定制機構協議委員（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）
，Stroke 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（2010．6，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 Kurabayashi H, Kubota K, Hishinuma A, Majima M: platelet activation is caused not by aging but by
atherosclerosis. Arch Gerontol Geriat 51: 205-208, 2010.
② Kurabayashi H: Special lecture. Magic and charm of hot-spring therapy. From traditional medicine to modern
medical science. Abstracts of Japan China Korea Joint Conference on Occupational Health. 21: 27, 2010.
③間嶋

満：糖尿病の既往歴がない脳卒中患者で発症後に明らかにされた糖代謝異常の頻度とその臨床的意義．

MB Med Rehabil 117: 121-124, 2010.
④倉林

均：温泉医学の将来．日温気物医誌 73: 83-84, 2009.

⑤間嶋

満，前田恭子，倉林

均，知念亜紀子：血液透析施行中の当科入院患者におけるリハビリテーションの帰

結．第 47 回日本リハビリテーション医学会関東地方会 2009.12（東京）
⑥倉林

均，菱沼亜紀子，内田龍制，牧田

茂，間嶋

満：脳梗塞の運動療法による抗血栓効果の解析．第 47 回

日本リハビリテーション学会学術集会 2009.5（鹿児島）
⑦倉林

均，間嶋

満：脳卒中高齢者のリハビリテーションによる機能的自立度 FIM の改善（続報）．第 52 回日
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本老年医学会学術集会 2010.6（神戸）
⑧前田恭子，間嶋

満，倉林

均，知念亜紀子：黄色靱帯骨化症を合併した軟骨無形性症の一症例の歩行障害の要

因について．第 46 回日本リハビリテーション医学会関東地方会 2010.9（東京）
⑨山本悦子，菱沼亜紀子，鈴木英二，仲俣菜都美，宮内法子，大出祐美：Wallenberg 症候群の嚥下障害患者の嚥
下圧の検討．第 16 回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会 2010.9（新潟）
⑩宮内法子，菱沼亜紀子，鈴木英二，山本悦子，仲俣菜都美，大出佑美：筋萎縮性側索硬化症の peak cough ﬂow．
第 16 回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会 2010.9（新潟）
【総数：論文 5 件，学会発表 25 件】
6-2．研究費
科研費：倉林

均：基盤研究（C）
：運動療法がメタポ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）
環境省請負事業：倉林

均：温泉の適応症・禁忌症および注意事項の再検討．飲泉療法のマニュアルの策定．足湯

の効果と禁忌症・注意事項の検討（450 万円）
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．学会開催
1）第 11 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー（埼玉医大

2010 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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1．25）麻酔科
1．構成員
菊地博達（KIKUCHI, Hirosato）
：教授：運営責任者：臨床麻酔，悪性高熱症，麻酔薬代謝，疼痛治療：医学博士
松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）
：教授：診療科長：教育主任：臨床麻酔，内臓循環，疼痛治療，東洋療法
：医学博士
土井克史（DOI, Katushi）
：教授：研究主任：臨床麻酔，エコーガイド下神経ブロック：医学博士
水上

智（MIZUKAMI, Satoshi）
：准教授：臨床麻酔，麻酔と循環，術後鎮痛：医学博士

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：医学博士
東

俊晴（AZUMA, Toshiharu）
：講師：臨床麻酔：医学博士；市原靖子（ICHIHARA, Yasuko）：講師：臨床麻酔；

伊藤大真（ITOH, Taishin）
：助教；星島

宏（HOSHIJIMA, Hiroshi）：助教：歯学博士；竹内梨紗（TAKEUCHI,

Risa）
： 助 教： 歯 学 博 士； 塚 本 真 規（TSUKAMOTO, Masanori）： 助 教， 大 学 院 生； 中 原 な ほ み（NAKAHARA,
Naomi）
：研究助手
客員准教授 1 名， 客員講師 1 名， 非常勤講師 13 名， 非常勤医員 19 名，

計 46 名．

2．教育
2-1．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（担当者）
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）電解質，酸・塩基平衡，術中輸液・・・宮尾秀樹（総セ），（5）静脈麻
酔法，静脈麻酔薬，筋弛緩薬・・・長坂

浩，
（6）痛みの生理と薬理，ペインクリニック・・・林田眞和（国セ）
，
（7）

循環生理と循環作動薬，心疾患の麻酔・・・北村
セ）
，
（9）ショックと救急蘇生法・・・小山

晶（国セ），（8）呼吸生理と呼吸器疾患の麻酔・・・磨田

裕（国

薫（総セ），

（10）術後疼痛管理，タ−ミナルケア−・
・
・川崎

潤（総セ），
（11）重篤な麻酔合併症（体温調整と悪性高熱症）
・
・
・

市原靖子，
（12）局所麻酔薬，硬膜外麻酔，脊椎麻酔・・・土井克史，（13）産科麻酔・・・照井克生（総セ）
，
（14）
小児麻酔・・・宮坂勝之，
5 年生は 4 名を 1 グループとして BSL5 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，
救急蘇生など（土井，岩瀬）
，
（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，伊藤），レポート作成・実習総括（松本，土井）
．
6 年生は講義 6 時限を次のように分担した．
（1）心肺蘇生術・・・小山
林田眞和（国セ）
，
（3）麻酔と周術期管理・
・
・磨田
インコントロールなど）
・・・北村

薫（総セ），（2）麻酔各論・局所麻酔・・・

裕（国セ），
（4）外来麻酔・・・宮尾秀樹（総セ）（5）疼痛管理（ペ

晶（国セ），（6）・・・麻酔各論／全身麻酔・・・松本延幸

2-3．達成度
4 年生は診療基礎（救急・麻酔）として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した．6 年生は総合試験，卒
業試験①，②とも 3 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．次年度は
スタッフのさらなる減少があり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．研究グループ（研究プロジェクト）
（1）悪性高熱症の発症機序の解明（菊地博達，市原靖子，塚本真規）（2）麻酔と肝循環・肝機能（松本延幸，水
上

智）
（3）麻酔と呼吸制御（中村信一，
菊地博達）
（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）
（5）

ビデオ喉頭鏡の臨床応用（岩瀬良範，竹内梨紗）（6）麻酔と血液凝固機能（東
対する種々の治療法の有効性の比較（東

俊晴，星島

宏）（7）慢性疼痛に

俊晴，伊藤大真）（8）エコーガイド下神経ブロックの有用性（土井克史）

3-3．研究内容と達成度
（1）悪性高熱症の発症機序の解明（菊地博達，市原靖子，塚本真規）
：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，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いる．
（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，竹内梨紗）：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，星島

宏）
：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．

（7）慢性疼痛に対する種々の治療法の有効性の比較（東

俊晴，伊藤大真）：透視下ブロックやオピオイドの有効性

について検討している．
（8）エコーガイド下神経ブロックの有用性（土井克史）：局所麻酔法としての神経ブロックをエコーガイド下に施行
することによって，より安全確実な方法を検討している．
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，可能な限り 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 22 年度，3,928 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，透視下ブロックなどを
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 4,828 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，政府関連委員の有無
（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−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，査読委員の有無
（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
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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 10 回悪性高熱症友の会交流会を主催（東京）2011.1 月

6．業績
6-1．論文・学会発表
①土井克史．レミフェンタルを使用した全身麻酔が知覚閾値へ及ぼす影響．日本麻酔科学会第 57 回学術集会
（福岡）
2010.6.
②松本延幸．重症突発性難聴に対する長期間の星状神経節ブロックの有用性について．日本麻酔科学会第 57 回学
術集会（福岡）2010.6
③ Yasuko Ichihara．The location of mutation in the RYR1 gene is not associated with clinical manifestations and
ﬁber-type calcium-induced calcium release rate. 第 13 回アジア・オ−ストラレシア麻酔科学会（福岡）2010.6.
④塚本真規．ウサギ骨格筋の CICR(Ca-induce Ca-release) 速度の経時的変化．日本麻酔科学会第 57 回学術集会（福
岡）2010.6
⑤東

俊晴，伊藤大真，土井克史，松本延幸，菊地博達．ヒト単球系細胞へのブピバカイン曝露が細胞障害と活性

酸素性能に及ぼす影響．日本ペインクリニック学会
第 44 回大会（京都市）2010.7
⑥ Hiroshi Hoshijima, Norifumi Kuratani, Risa Takeuchi, Hirosato Kikuchi．Effect of oral hygiene using
chlorhexidine on preventing ventilator‐associated pneumonia in critical care setting:a meta‐analysisrando
mized controlled trial. Internacional Association for Dental Research ( バルセロナ・スペイン ) 2010.7
⑦ Toshiharu Azuma. Effects Of Continuous Or Pulsed Radiofrequency Current On The Cytotoxicity And The
Messenger-RNA Expressin For Proopiomelanocortin(POMC) And Neurokinin-1 Receptors In Human Monocytic
THP-1 Cells. Montreal 2010 13th World Congress On Pain ( モントリオ−ル・カナダ ) 2010.8.
⑧市原靖子，向田圭子，右田貴子，河本昌志，弓削孟文，菊地博達．悪性高熱症症例報告のお願い．悪性高熱症で
死亡した症例およびその家族を通して．日本臨床麻酔学会第 30 回
大会学術集会・総会（徳島）2010.11
⑨土井克史．硬膜外術後鎮痛の選び方．日本臨床麻酔学会第 30 回大会学術集会・総会（徳島）2010.11
⑩岩瀬良範，菊地博達，越川正嗣．実証試験に基づく PaperChart の導入 - 経過報告 -- 第 28 回日本麻酔・集中治
療テクノロジ−学会（鳥取）2010.11
総数：論文

6 件，学会発表

22 件

6-2．獲得研究費
（1）東・・・平成 22 年度日本学術振興会科学研究費， 基盤研究（C）「血栓の管腔内成長に対する細胞間相互作
用とニュ−ロキニン 1 受容体の役割の検討」
直接経費

￥1,900,000

間接経費

￥570,000

（2）星島・・・平成 22 年度日本学術振興会科学研究費， 若手研究（B）「ニュ−ロキニン 1 受容体刺激によるマ
イクロパ−ティクル放出の血液凝固に対する影響」
直接経費

￥1,100,000

間接経費

￥330,000

（3）塚本・・・平成 22 年度日本学術振興会科学研究費， 若手研究（B）「単球リアノジン 1 受容体刺激が誘導す
る細胞死を指標とした悪性高熱症診断法の開発」
直接経費

￥1,200,000

間接経費

￥360,000

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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1．26）救急部（急患センター ER）
1．構成員
松木盛行（MATSUKI, Moriyuki）
：准教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：腫瘍外科：博士

2．教育
2-1．目的・目標
研修医において，初診から専門科医師への引き継ぐ，正確なトリアージ能力の養成
2-2．教育内容（担当者）
おもに総合診療内科の外来にて，鑑別診断の訓練とスキルスラボにおける内視鏡（大

腸，胃・十二指腸，気管

支）
，中心静脈の確保，橈骨動脈の穿刺，腰椎穿刺，気管内挿管など．
2-3．達成度
内科外来での研修はすべての研修医に提供できたが，スキルスラボでのトレーニングは全員に提供できなかった．
2-4．自己評価と次年度計画
おおむね，満足である．現状でのシステムとマンパワーではこの程度であろう．
来年はスキルスラボでの研修を充実できればよりよい教育となるだろう

3．研究
3-1．目的・目標
神経芽細胞腫におけるがん幹細胞の同定と分離
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
松木盛行
3-3．研究内容と達成度
10％ FBS を含む培養液で神経芽細胞腫を培養して，細胞がコンフルエントになった状態でがん細胞分化マーカー
による免疫染色行う．
3-4．自己評価と次年度計画
実験は計画段階である

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
救急患者がスムーズに受診できるように，トリアージすることが主な仕事である．
年間の総患者数は 43,400 人，救急車は 3,402 台であった．

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
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
①大腸癌手術：医学書院
総数：論文
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

7．自己点検・評価
ER は発展途上にある．今後どのように発展していくのか未知である．時代の風を読みながら発展させていこうと
思います．
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1．27）東洋医学科
1．構成員
（専任職員・医師）
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：リウマチ膠原病，臨床免疫学：
博士
磯部秀之（ISOBE, Hideyuki）
：講師：診療副科長：教育副主任：研究副主任：漢方診療，内科疾患：博士
溝井令一（MIZOI, Reiichi）
：神経内科兼担講師：漢方診療，神経内科：博士
（専任職員・鍼灸師）
山口

智（YAMAGUCHI, Satoru）
：講師：鍼灸診療，内科・神経内科疾患：博士

小俣

浩（OMATA, Hiroshi）
：鍼灸診療，内科・神経内科疾患：博士

新井千枝子（ARAI, Chieko）
：鍼灸診療，麻酔科・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
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

（非常勤職員・医師）
大野修嗣（OHNO, Shuuji）
：非常勤講師：漢方診療，リウマチ膠原病，アレルギー疾患：博士
石井弘子（ISHI, Hiroko）
：非常勤講師：漢方診療，麻酔科疾患
磯部八郎（ISOBE, Hachiro）
：非常勤講師：漢方診療，内科・整形外科疾患
滝沢健司（TAKISAWA, Kenji）
：非常勤講師：漢方診療，リウマチ膠原病：博士
関谷

剛（SEKIYA, Takeshi）
：非常勤講師：漢方診療，アレルギー疾患：博士

田口眞寿美（TAGUCHI, Masumi）
：非常勤医師：内科・小児科疾患
（非常勤職員・鍼灸師）
鈴木真理（SUZUKI, Mari）
：鍼灸診療，神経内科疾患
津崎正法（TSUZAKI, Masanori）
：鍼灸診療，神経内科疾患
白壁広光（SHIRAKABE, Hiromitu）
：鍼灸診療，整形外科疾患：修士
寺澤宏美（TERASAWA, Hiromi）
：鍼灸診療，内科疾患：修士
本澤慎也（HONZAWA, Shinya）
：鍼灸診療，内科疾患

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 22 年度も昨年に引き続き，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．また，外部（筑波大学，明治
薬科大学等）の講師も務め，本領域の啓蒙・普及に努めた．
2-2．教育内容（担当者：三村教授，磯部講師，大野非常勤講師，山口講師，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．また，埼玉医大研修医ランチョンセミナーや総合診療部講義 “ 臨床に役立つ漢方 ” シリーズで
学内の臨床医への普及に努めた．かわごえクリニック麻酔科 BSL（医学部 5 年生）の中で鍼灸治療の実際についても
実習指導した．
2-3．達成度
2 年生の講義では，受講前後での東洋医学に対する認識の変化や疑問点等をレポートで提出してもらい，それを基
に，最後の講義でディスカッションを行ったところ，東洋医学に対する理解がかなり深まった様子であった．
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2-4．自己評価と次年度計画
医学部の学生に対する講義内容は，昨年度とほぼ同様であった．実習も含めて，限られたコマ数の講義時間の中で，
要領良く漢方医学概論を講義できた．しかし，高学年（4 年生以降）に対する漢方の講義が出来ていない．来年度以
降は，実習等も含め，高学年に対する講義を検討して行きたい．

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，研究助成を基に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，現在も活動中である．
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
学内グラント研究取得：テーマ『Arterial spin-labeled MRI を用いた鍼刺激前後の脳血流評価 - 片頭痛患者と健
康成人の比較 -』
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
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全日本鍼灸
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
磯部：東洋療法研修試験財団 評議員
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

関東甲信越支部

埼玉県部会

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
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（社）日本東洋医学会
埼玉鍼灸学会

学術教育委員

副会長

現代医療鍼灸臨床研究会

監事

東京藝術大学非常勤講師
大野：
（社）国際東洋医学会

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（副支部長）

（社）日本リウマチ学会

評議員

明治薬科大学客員教授
山口：
（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

（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）

埼玉鍼灸学会

埼玉県部会幹事

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

関東支部 世話人

実行委員

関東甲信越支部埼玉県部会幹事（事務局長）

（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（学術部員）
埼玉鍼灸学会

副会長

日本自律神経学会

評議員

日本温泉気候物理医学会

評議員（用語委員会委員）

現代医療鍼灸臨床研究会 世話人
維持透析患者の補完・代替医療研究会 世話人
維持透析患者のための補完・代替医療研究会
スポーツ鍼灸セラピー埼玉

関東支部

世話人 事務局

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
菊池：
（社）日本東洋医学会

学術部員

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
①山口

智．Ⅰ．痛みについて 5．各種治療手技の概要と適応 c．東洋医学的アプローチ．運動器の痛み プライマ

リケア 頸部の痛み．南江堂．東京．2010．
②小俣

浩．維持透析患者の補完代替医療ガイド，阿岸鉄三 編集：医歯薬出版，2010.

③菊池友和，瀬戸幹人，山口

智，小俣

浩，中澤光弘，磯部秀之，大野修嗣，三村俊英，北川秀樹，高橋啓介：

鍼通電刺激が僧帽筋血流量に及ぼす影響‐99mTc04- クリアランス法による検討‐，日本東洋医学雑誌 61（6）
834-839,2010.
④鈴木真理，山口

智，五十嵐久佳，小俣

浩，菊池友和，田中晃一，磯部秀之，大野修嗣，三村俊英，君嶋眞理

子：VDT 作業者に対する鍼治療効果（1）−頸・肩こり，眼疲労に及ぼす影響−，全日本鍼灸学会雑誌，2010；
60（5）829-836.
⑤磯部秀之：特別講演「漢方と鍼灸の併用療法」第 105 回臨床漢方薬理研究会大会（9,19,2010 京都）
⑥小俣
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浩：ワークショップ：東洋医学・自律神経治療の成果：西洋・東洋 -WS-2 唾液分泌異常（dry mouth）に

東洋医学科

対する鍼灸治療 - 第 63 回

日本自律神経学会総会（10,22,2010 横浜）

⑦ Kikuchi T, Yamaguchi S, Omata H, Mimura T, Nakazawa M, Isobe H, Takahashi Ke : EFFECTS OF INDIVIDUALISED
ACUPUNCTURE ON THE QUOLITY OF THE LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC NON-SPECIFIC LOW BACK PAIN,
International Society for the Study of the Lumbar Spine, 2010.
⑧田中晃一，山口

智，小俣

浩，新井千枝子，阿部洋二郎，浅香

隆，菊池友和，小内

愛，鈴木真理，磯部秀

之，石井弘子，大野修嗣．医科大学病院における鍼灸治療の有用性について−症状別鍼治療効果の比較−．日本
東洋医学会雑誌 2010；61：226．
⑨小内

愛，山口

智，小俣

嗣，三村俊英，土肥

浩，新井千枝子，阿部洋二郎，浅香

隆，菊池友和，田中晃一，磯部秀之，大野修

豊．当センターの癌患者に対する鍼灸治療の実態と治療効果（第 3 報）−癌性疼痛の原

因別による鍼治療効果−．全日本鍼灸学会雑誌 2010；60（3）：572
⑩寺澤宏美，小俣

浩，山口

智，磯部秀之，三村俊英：非定型的な三叉神経痛を疑われた術後性上顎洞嚢胞の一

症例，
（社）日本東洋医学会 第 67 回関東甲信越支部学術総会（埼玉）2010 年 10 月
総数：論文 11 件，学会発表 32 件
6-2．獲得研究費
平成 22 年度 （埼玉医科大学 学内グラント） 研究（山口）
Arterial spin-labeled MRI を用いた鍼刺激前後の脳血流評価 - 片頭痛患者と健康成人の比較 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）第 67 回（社）日本東洋医学会関東甲信越支部総会（埼玉大会）を 10/17 大宮ソニックにて開催（参加者：大
凡 300 名）
．
2）第 9 回維持透析患者の補完・代替医療研究会（第 5 回日本統合医療学会和歌山支部会と共催）平成 23 年 2 月
14 日（和歌山）
．
3）第 1 回（社）埼玉県鍼灸師会・専門領域制度 4 学術講習会開催．H,22 年 7 月 18 日
4）第 2 回（社）埼玉県鍼灸師会・専門領域制度 4 学術講習会開催．H,22 年 9 月 19 日
5）第 3 回（社）埼玉県鍼灸師会・専門領域制度 4 学術講習会開催．H,22 年 11 月 21 日
6）第 4 回（社）埼玉県鍼灸師会・専門領域制度 4 学術講習会開催．H,23 年 2 月 20 日
7）第 1 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催：平成 22 年 6 月 27 日（日）埼玉医科大学かわごえクリニック 6F 大
会議室
8）第 2 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催：平成 23 年 1 月 30 日（日）埼玉医科大学かわごえクリニック 6 階
大会議室
9）学内卒後教育委員会後援の学術集会開催：（10/25 小野直哉先生・未来工学研究所 21 世紀社会システム研究セ
ンター主任研究員；主題相補・代替医療の医療経済）

7．自己点検・評価
教育に関しては，
平成 21 年度と同様であり，
必修講義のコマ数の増加，自習時間の増加が望まれる．研究については，
各科との共同研究を推進し，多くの学会発表を行ったが，研究費として，学内グラントを獲得することが出来た．今
後は，公費の研究費の獲得を推進して行きたい．診療は，鍼灸部門のスタッフの入れ替えがかなりあったが，診療実
績は昨年度をやや上回った．鍼灸治療の診療スペースの不足は，変わっていない．第 67 回の日本東洋医学会関東甲
信越支部総会を大宮ソニックシティにおいて主催し，成功裏であった．
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1．28）
（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，放射線の安全管理と防護：博士
小澤栄人（KOZAWA, Eito）
（2010.4.12 〜 2011.3.31）：准教授：放射線診断学：博士
井上快児（INOUE, Kaiji）
（2010.4.1 〜 2011.4.11）：助教
新津

守（NIITSU, Mamoru）
：客員教授：放射線診断学：博士

根岸

幾（NEGISHI, Chikashi）
：非常勤講師：放射線診断学：博士

瀬戸幹人（SETO, Mikito）
：非常勤講師：核医学：博士
藤本

肇（FUJIMOTO, Hajime）
：非常勤講師：放射線診断学：博士

佐藤洋一（SATOH, Youichi）
：非常勤講師：放射線診断学：博士
（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：博士
酒井文和（SAKAI, Fumikazu）
：教授：呼吸器画像診断学：博士
岡田吉隆（OKADA, Yoshitaka）
：教授：消化器画像診断学：博士
内野

晃（UCHINO, Akira）
：教授：神経画像診断学：博士

小澤栄人（KOZAWA, Eito）
（2010.4.12 〜 2011.3.31）：准教授：放射線診断学：博士
西

直子（NISHI, Naoko）
：講師：放射線診断学：博士

水越和歌（MIZUKOSHI, Waka）
：講師：放射線診断学：博士
齋藤尚子（SAITOH, Naoko）
：助教（〜 2010.12.31）：講師（2011.1.1 〜）：放射線診断学：博士
井上快児（INOUE, Kaiji）
（2010.4.1 〜 2011.4.11）：助教

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つねに変わらず，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，少人数の講義と実習体制ならびに自主的な学習プログラムを作成し
て運用している．
2-2．教育内容：
講義は原則として講師以上の教員が担当する．5 年生 BSL ではプログラムに従って助教（後期研修医は除く）も参
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，画像診断端末に直接触れる
ことを通じて実際の症例に数多く接することを第一義とする．一昨年度より開始した医学部 4 年生を対象とした「画
像」の講義（全 15 コマ）が効果を上げつつある．
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を維持している．BSL については出席と履
修態度によって個別評価を行う．
2-4．自己評価と次年度計画
講義で得た知識はそのままでは実践に結び付かない．BSL の実習の場で自ら考える姿勢での実地教育を行っている．
次年度より専任教員の増員（倍増）の見通しが立った．

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
発と基礎実験を開始し，成果が出始めた．
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，消化器肝
臓内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りつつ新知見の掘り下げを行ってい
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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
より教室全体としての取り組みとなる．既存の診断モダリティごとのプロジェクトの他に，従来の方式とは全く異な
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
表を行い，論文による発表も行われ，世界をリードする体制が築かれつつある．
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．位
相コントラスト X 線撮影装置は一部が IRB の承認を得て臨床応用の段階に入っており，基礎的な研究も倫理委員会
の承認を得て進行中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
マンパワー不足の問題は解消しつつある．この中で新たな努力を展開し，
より充実した診療と研究を行っていきたい．

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：Journal of Magnetic Resonance Imaging（小澤）
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）
日本医学放射線学会代議員（田中）
日本 IVR 学会代議員（田中）
日本画像医学会代議員（田中）
磁気共鳴学会代議員（小澤）

6．業績
6-1．論文・学会発表：学会発表総数
① Kozawa E, Matsuo Y, Hasegawa K, Fujiwara K, Sakurai T, Kimura F. Spontaneously ruptured endometrioma
associated with endometrioid adenocarcinoma: MR ﬁndings.Magn Reson Med Sci. 2010;9(4):233-6.
② 井上快児，小澤栄人，佐藤洋一，井上

勉，鈴木洋通，木村文子，田中淳司 MRI 拡散強調画像の ADC 値を用

いた慢性腎臓病に関する有用性の評価検討 第 69 回日本医学放射線学会総会パシフィコ横浜口演 2010.4.18
③ Kozawa E , Nishi N, Inoue K , Sakurai S, Okuaki T, Kimura F
Quantitative Measurement of Bone Marrow Composition and Bone Structure Using Simultaneous Acquisition
of Fat Fraction and T2* with Multiple-echo Gradient-echo Method in the Normal Volunteers and Hematological
Disease Patients. 19th ISMRM 2010.5.1-7 Stockholm
④ 井上快児，木村文子，渡谷岳行，西

直子，内野

晃，田中淳司，朝倉利久，新浪

博

Adamkiewicz 動脈の同定に経動脈性 CT angiography が有用であった胸腹部大動脈瘤の 1 例 第 71 回心臓血管放
射線研究会熊本市国際交流会館口演 2010/7/3
⑤ 小澤栄人，井上快児，岡田吉隆，岩佐紀宏，藤原恵一，安田政実，田中淳司 広範な造影効果の部位を伴う卵巣
子宮内膜症の 1 例 The 12th, The Japanese society for adversment of Womens Imaging 淡路島 2010.9.5-6
⑥ 小澤栄人，井上快児，大石理恵，藤原恵一，安田政美，田中淳司 ポリープ様に突出した子宮腺肉腫の 1 例 第
39 回

断層映像研究会 大宮 2010.11.5-6

⑦ Inoue K, Kozawa E, Sato Y, Tanaka J
C T and MR Imaging Findings of Ovarian Tumor Mimickers: What is the Differential Diagnosis? Radiological
Society of North America's 96nd Scientiﬁc Assembly and Annual Meeting CHICAGO 2010.11.28
【総数 論文 1 件 学会発表 6 件】
6-2．獲得研究費：
JST 産学イノベーション加速事業【先端計測分析技術・機器開発】に係る委託業務：平成 21 年度開発課題名「高
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アスペクト比 X 線格子を用いた位相型高感度 X 線診断機器の開発」チームリーダー名：百生

敦（東京大学大学院）

分担開発者：田中淳司，100 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：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．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他，新聞等のメディアにも取り上げられた．
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1．28）
（2）放射線科（放射線腫瘍科）
1．構成員
鈴木健之（SUZUKI, Kenji）
：准教授：教育主任：診療科科長代理：放射線治療：博士
土器屋卓志（DOKIYA, Takushi）
：教授（国際医療センター放射線腫瘍科兼任）：放射線治療：博士
関根

広（SEKINE, Hiroshi）
：教授（国際医療センター放射線腫瘍科兼任）：放射線治療：博士

2．教育基本学科・放射線科として一括記載
2-1．目的・目標
2-2．教育内容（担当者）
2-3．達成度
2-4．自己評価と次年度計画

3．研究
3-1．目的・目標
背景：癌の転移部位として，脳は日常生活の質の観点からも予後への影響度からも重要である．脳転移を来たし易
い原発腫瘍としては，肺癌がある．肺癌は近年罹患率が増加し，生存期間も改善している．このため，肺癌脳転移患
者は増加している．非小細胞癌で，転移数 3 個以内で個々の腫瘍サイズが 3cm 以内かつ全身状態がよい場合の場合
には，定位照射が適応となる．全脳照射などに比べ，腫瘍線量は高く，腫瘍制御期間は延長するとが，長期生存患者
では，定位照射部位からも再燃する場合がある．この時点で，新たな脳転移病変がなく，全身状態が良好であれば，
再燃腫瘍を含めた定位照射を行う場合がある．しかし同部位への定位照射による再照射は，将来脳壊死を来すリスク
が高くなる．全脳照射の選択肢もあるが，どちらが適切か，議論の余地がある．また定位照射の再照射が行われる場
合，適切な処方線量についてもガイドラインはない．
目的：非小細胞肺癌，脳転移，定位照射後の再燃において，同時部位への定位照射再照射が許容されるか否か，許
容されるなら適切な処方線量を明らかにする．
方法：非小細胞肺癌脳転移で定位照射施行後，同じ部位に再燃し，再び定位照射を行った症例を MRI により長期
経過観察を行い，腫瘍制御期間，脳壊死発症の有無，他病変出現の有無，生存期間を評価する遡及的研究とする．再
燃と脳壊死の鑑別が困難な場合には，メチオニン PET による鑑別診断を行う．
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
症例の収集，経過観察中
3-4．自己評価と次年度計画
次年度，日本放射線腫瘍学会に，症例報告を予定する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
近接する国際医療センター放射線腫瘍科とは，補完しあい，協調して放射線治療を行っている．当科の特徴として
は，国際医療センターでは診療していない肝癌患者や良性疾患患者数が，比較的多いことである．また比較的時間に
余裕があるため，緊急照射は対応しやすい状況である．新患患者数は，今のところ 200 名前後で推移している．

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
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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
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
主に教育と診療を重点として，取り組んだ．
教育：医学部では 3 年生，4 年生において十分に準備した講義を行うことができた．また 5 年生において放射線
治療についての臨床実習を担当した．OSCE 評価を担当した．また教育主任として，試験問題の割り振りをおこなっ
た．また講師へ必要事項をしっかりと伝達することができた．6 年生試験については，試験問題登録も担った．保健
医療学部では，医用生体工学科，看護科の 2 科合同講義，放射線医学概論のカリキュラムを作成し，講師の割り振り，
試験問題作成の割り振り，成績評価を行った．講師も担当した．
診療：マンパワーに乏しく，リニアックも陳腐化・老朽化しているが，迅速できめ細かい治療を行い，院内の他科
や他の医療施設からの治療依頼に，誠実に応えることができた．
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1．28）
（3）放射線科（核医学診療科）
1．構成員
瀬戸

陽（SETO, Akira）
：講師：外来医長：脳核医学，腫瘍核医学：博士

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：博士
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：
博士
今林悦子（IMABAYASHI, 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：博士
瀬戸幹人（SETO, Mikito）
：非常勤講師：運動器核医学：博士

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，BSL の講義内容を学生が積極的に参加できるようにした．PET
の教材を増やした．次年度は，PET の臨床的有用性を示す教育的症例や核医学治療関連の症例をさらに充実させ，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，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．順天堂大学との共同研究も開始した．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および核医学機器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
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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．
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，臨床応用を
開始した．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 FMISO による腫瘍低酸素イメージング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縦断的に応用し，本イメージングの臨床的
有用性を確立する．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したので，その効果を
PET で判定する．

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，2,552 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，検査数をさ
らに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 and Aging, Movement Disorder, J Mag Resonance
Imaging, American Journal of Neuroradiology, , Journal of Neuroimaging

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
（代表的論文・発表）
① Shioiri A, Kurumaji A, Takeuchi T, Matsuda H, Arai H, Nishikawa T. White Matter Abnormalities as a Risk Factor
for Postoperative Delirium Revealed by Diﬀusion Tensor Imaging. Am J Geriatr Psychiatry 2010;18(8):743-753.
② Ito K, Yokoyama J, Kubota K, Morooka M, Shiibashi M, Matsuda H. (18)F-FDG versus (11)C-choline PET/CT for
the imaging of advanced head and neck cancer after combined intra-arterial chemotherapy and radiotherapy:
the time period during which PET/CT can reliably detect non-recurrence. Eur J Nucl Med Mol Imaging
2010;37(7):1318-1327.
382

放射線科（核医学診療科）

③ Borghammer P, Chakravarty M, Jonsdottir KY, Sato N, Matsuda H, Ito K, Arahata Y, Kato T, Gjedde A. Cortical
hypometabolism and hypoperfusion in Parkinson's disease is extensive: probably even at early disease stages.
Brain Struct Funct 2010;214(4):303-317
④ Kato Y, Araki N, Matsuda H, Ito Y, Suzki C. Arterial spin-labeled MRI study of migraine attacks treated with
rizatriptan. J Headache Pain 2010 ;11(3):255-258.
⑤ Nemoto K, Mizukami K, Hori T, Tachikawa H, Ota M, Takeda T, Ohnishi T, Matsuda H, Asada T. Hyperperfusion
in primary somatosensory region related to somatic hallucination in the elderly. Psychiatry Clin Neurosci
2010;64(4):421-425
⑥ Matsuda H, Imabayashi E, Kuji I, Seto A, Ito K, Kikuta D, Yamada M, Shimano Y, Sato N. Evaluation of both
perfusion and atrophy in multiple system atrophy of the cerebellar type using brain SPECT alone. BMC medical
imaging 2010, 10:17
⑦ Shao H, Okamura N, Sugi K, Furumoto S, Furukawa K, Tashiro M, Iwata R, Matsuda H, Kudo Y, Arai H, Fukuda
H Yanai K. Voxel-based analysis of amyloid positron emission tomography probe [11C]BF-227 uptake in mild
cognitive impairment and Alzheimer's disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2010;30(2):101-111
⑧ Ito K, Shida Y, Kubota K, Morooka M, Aruga T, Itami J, Matsuda H. The management of pyothorax-associated
lymphoma using (18)F-FDG PET/CT. Ann Nucl Med 2010;24(9):649-654.
⑨ Ito K, Kubota K, Morooka M, Aruga T, Mochizuki N, Itami J, Matsuda H. F-18 FDG PET/CT findings in two
patients with pyothorax-associated lymphoma. Clin Nucl Med 2010 ;35(10):802-805.
⑩ Otani Y, Fukuda I, Tsukamoto N, Kumazaki Y, Sekine H, Imabayashi E, Kawaguchi O, Nose T, Teshima T, Dokiya
T. A comparison of the respiratory signals acquired by diﬀerent monitoring systems used in respiratory gated
radiotherapy. Medical Physics 2010;37(12):6178-6186.
【総数：論文 35 件

学会発表 60 件】

6-2．獲得研究費
1．アルツハイマー型認知症の新規画像診断法の確立，平成 22 年度文部科学省科学研究費補助金（主任研究者，
松田博史）
，70 万円
2．平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金医療機器開発推進研究事業，脳梗塞急性期における局所酸素輸送と組
織内酸素分圧の画像診断法の開発と血栓溶解治療の最適化（主任研究者，飯田秀博），150 万円
3．平成 22 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），250 万円

4．平成 22 年度厚生労働省精神・神経疾患研究委託費，精神・神経疾患の画像リファレンスの構築に関する研究
（主
任研究者，佐藤典子）
，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
第 74 回日本核医学会関東甲信越地方会開催

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
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，2,552 件の検査，治療が行われた．前年度よりもやや減少している．
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1．29）神経精神科・心療内科
1．構成員
豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）教授：診療科長：神経生理学，精神医学一般：医学博士
太田敏男（OTA, Toshio）教授：診療副科長：神経生理学，精神科リハビリテーション：医学博士
加澤鉄士（KAZAWA, Tetsushi）教授：研究主任：精神薬理学：医学博士
深津

亮（FUKATSU, Ryo）兼担教授：老年精神医学：医学博士

横山富士男（YOKOYAMA, Fujio）准教授：診療副科長（児童・思春期部門）児童青年期精神医学：医学博士
小田垣雄二（ODAGAKI,Yuji）准教授：教育主任：研究副主任：神経薬理学：医学博士
金澤

治（KANAZAWA, Osamu）准教授：小児精神医学：てんかん学：医学博士

松岡孝裕（MATSUOKA, Takahiro）講師：医長（外来・病棟・研修）精神科救急医学，神経生理学（脳波）
塚田

攻（TSUKADA, Osamu）講師：性同一性障害

名誉教授：山縣 博（YAMAGATA, Hiroshi）
，名誉教授，皆川正男（MINAGAWA, Masao）
助教（医師）
：14 名，
（言語治療）
：2 名，
（心理）：3 名，非常勤講師：13 名，非常勤医師：3 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）
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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精神科救急研究，②児童思春期研究，③臨床精神医学研究

＜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精神科救急研究：平成 21 年度，＜精神科スーパー救急＞算定施設となったのを機に，臨床研究の軸足を精神科
救急領域へとシフト．
（a）精神科救急運営システム研究，
（b）自殺企図患者研究（類型化とその特徴抽出等）を行っ
ている．
②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．
③臨床精神医学研究：若手医師達の学術的思考を養う意味で，実地臨床で出会った事例の臨床症例報告も積極的に
積み重ねている．
＜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いる．今後も＜精神科スーパー救急＞算定施
設としての特性を生かし，精神科救急領域の研究報告や臨床症例報告を継続・発展させ，臨床技能の向上に役立つ知
見を集積していきたい．また，従来の基礎研究も継続し，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．

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，精神科救急診療，精神・身体合併症診療や各種専門診療（児童思
春期診療・言語療育訓練，てんかん診療）
，さらには自殺企図後のこころのケア等，当科独自の機能を生かした診療
で貢献することを目的としている．診療実績としては以下のとおりであった．
＜外来＞

①新患総数： 1492 人 / 年，②再来患者：122 人 / 日（※対前年度 +6％）

＜病棟＞

①新入院患者総数：

＜往診（国際医セ）＞

244 人 / 年

（※転科→再転入を含む）

153 件 / 年

③入院時主診断別内訳：以下のとおりである．（※平成 22 年 04 月〜 23 年 03 月）
F0 症状性を含む器質性精神障害 …………………………………………… 34 人（14%）
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害 ……………………… 12 人 （5%）
F2 統合失調症，分裂病型障害および妄想性障害 ………………………… 91 人（37%）
F3 気分（感情）障害 ………………………………………………………… 49 人（20%）
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 …………… 30 人（12%）
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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 ………………… 11 人 （5%）
F6 成人の人格および行動の障害 ……………………………………………

0 人 （0%）

F7 精神遅滞 ……………………………………………………………………

9 人 （4%）

F8

心理的発達 ………………………………………………………………

2 人 （1%）

F9 小児及び青年期 ……………………………………………………………

0 人 （0%）

G4 てんかん ……………………………………………………………………

6 人 （2%）

診断保留………………………………………………………………………… 24 人 （9%）
合計 244 人
＜救急＞休日夜間診療に関しては，年間総対応件数，約 2531 件であり，内訳は①電話：2145 件，②時間外診療：
284 件（大学）+54 件（日高）
，③病棟対応：312 件，④院内往診：55 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 153 件 / 年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，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
定病院となり，平成 21，22 年と続けて施設基準を達成することができた．今後も，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
⑨毛呂山町就学指導委員会委員
5-2．学会誌，編集委員，査読委員の有無
①臨床精神医学

編集委員

②思春期･青年期精神医学

豊嶋良一
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
第 11 回関西精神医学交流会
デイケア心理教育

講師（大阪市）＜豊嶋＞

講師（葛飾区）＜太田＞

第 9 回精神科薬物療法勉強会
精神保健教室

講師（さいたま市）＜太田＞

講師（毛呂山町）＜太田＞

学校カウンセリング上級研修会
小児精神保健研修会

講師（さいたま市）＜横山＞

講師（鴻巣市）＜横山＞

市町村保健師協議会第 4 支部研修会
茨城県発達研究会

講師（秩父市）＜横山＞

講師（水戸市）＜横山＞

てんかん相談支援者研修会 in 埼玉
埼玉てんかん治療研究会

講師（さいたま市）＜金澤＞

講師（さいたま市）＜金澤＞

日本臨床心理士会定例職能研修会Ⅱ

講師（江東区）＜塚田＞

埼玉県学校保健会北部高等学校支部研修会

講師（深谷市）＜塚田＞

埼玉県東部高等学校保健会養護教員部会（ブロック別研修） 講師（越谷市）＜塚田＞
埼玉県消防学校
386

救急科教育

講師（川越市）＜平田＞

神経精神科・心療内科

深谷市教育研究所

教育相談（深谷市）＜臨床心理士：庄野＞

子供の発育相談（毛呂山町）＜言語聴覚士：一宮＞

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 V. 神経心理学と認知科学

8．意識の脳科学

298-302『専門医のための精神化臨床リュミエール』（中山書店）

豊嶋良一
②精神科用語の問題と今後
精神神経学雑誌

Depression と Melancholia をめぐる用語上の諸問題

2010.06.

112（6） 594-598

③性差からみた性同一性障害

臨床精神医学

◎太田敏男

2011.02.

40（2） 191-195

◎加澤鉄士

④アトモキセチンが有効であった自閉症スペクトラム障害を合併した注意欠如・多動性障害（ADHD）の 1 例
神科

2011.01.

18（1） 75-80

◎横山富士男，小田寛

⑤ガバペンチン，トピラマートが無効でラモトリギンが有効であった 4 例の症候性難治てんかん
過追跡から

2010.08.

63（8） 1845-1854

⑥男と女はどうつくられる？

精

日本性科学雑誌

◎金澤

約 1 年半の経

治

2010.07.

28（1） 17-27

◎塚田

攻

＜臨床（学会発表）＞
⑦大学病院型「スーパー救急」は存続可能か？
黒木規臣，太田

敏男，豊嶋

第 18 回日本精神科救急学会 . 2010.10. 大阪

真二，
（松岡

孝裕）
，福田

純一，高野

博文，高野

⑨パーキンソン病治療薬により幻覚妄想症状を呈した 2 症例
第 90 回東京精神医学会

孝裕）
，

良一

⑧幻覚妄想状態にて自身の性器を切断するに到った統合失調症の 1 例
◎小松

◎（松岡

2010.11.

東京

◎今川

第 90 回東京精神医学会 . 2010.11. 東京

忍，平田

吾一，豊嶋

良一

─日本神経学会ガイドラインに基づく治療経過─

洋，井上哲雄，鈴木美和，加澤鉄士，豊嶋良一

＜基礎（学会発表）＞
＜基礎（論文）＞
⑩ Angiotensin II type I receptor blockers improve insulin sensitivity in patients with schizophrenia being treated
with olanzapine. Psychopharmacology 2010.09. 213: 1-9 Yamashita, H., Yoda, H., Kuroki, N., Kuwabara, M.,
Odagaki, Y., Kazawa, T., Toyoshima, R, Maruki, T.
総数：論文 28 件，学会発表 16 件
6-2．獲得研究費
該当なし．
6-3．受賞
平成 22 年度

第 18 回日本精神科救急学会

奨励賞

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

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

充実させ，平成 21 年 03 月よりは，精神科救急入院料（スーパー救急）の算定も開始．平成 21，平成 22 年度
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と続けて施設基準を達成することができた．また，「こどものこころクリニック」をかわごえクリニックおよび
大学病院の双方で展開するなど専門診療を発展させるとともに，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・身体合併症診療，各種専門診療（児童思春期診療，言語療育訓練，てんかん診療），さらに
は自殺企図後のこころのケア等，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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1．30）臨床検査医学（中央検査部）
1．構成員
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：部長：教授：運営責任者：検査医学，輸血医学，造血幹細胞移植：博士
森吉美穂（MORIYOSHI, Miho）
：副部長：講師：教育主任：検査医学，超音波診断学，肝臓内科学：博士
浅田留美子（ASADA, Rumiko）
：講師：研究副主任：輸血医学，検査医学，小児科学，細胞治療：博士
小林清子（KOBAYASHI, Kiyoko）
：助教：超音波診断学，輸血医学
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
医学部生：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
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．
保健医療学部生：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．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．
2-2．教育内容（担当者）
医学部 3 年生：診療の基本・検査（池淵）
，血液検査（浅田），超音波検査（森吉）
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（岸），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）

保健医療学部 4 年生：検査室で検査技師が実習
2-3．達成度
BSL の生理機能検査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，探触子の方向によって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，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．
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．
今後の計画として，検査部の担当する講義枠は従来から少ないので，検査医学特有の基礎的理解，他の診療科では
あまり教えない項目を中心に解説をしていきたい．例えば感度・特異度，精度管理，検体採取・保存，尿沈渣・血液
塗末標本の観察，細菌コロニー形態や細菌塗末標本の特徴，など．

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．また異常データを呈する臨床検体の解析を行う．
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）
細胞移植治療（池淵，森吉，浅田）
3-3．研究内容と達成度
超音波診断法の開発：腹部エコー，表在エコーのデータ整理中．
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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細胞移植治療：輸血・細胞移植部と連携して，閉塞性動脈硬化症患者の末梢血単核球移植を臨床研究として実施し
ている．
異常検体の解析：タクロリムス濃度検査で検査方法により異なる数値を呈する異常検体の解析を進め，論文に発表
した．
3-4．自己評価と次年度計画
日常検査の中で遭遇した異常検体の解析を行い，
論文に発表した．今後も日常検査の中の問題点を解決していきたい．
遺伝子診断法では英文雑誌に成果が掲載された．化学，免疫，血液，凝固，尿など他の検査領域でも研究が芽生え
るように指導をしっかりやりたい．
細胞移植治療で閉塞性動脈硬化症，バージャー病の患者さんの治療に参加できた．ただし症例数が少なく，なかな
か先進医療へ申請できないため，適応症例を集める努力をしていきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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．ただし高額な検査機器の導
入にはどうしても時間がかからざるをえなかった．

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（池淵）
臨床工学技士国家試験委員（池淵）
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）
日本輸血・細胞治療学会査読委員（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正会員，事業評価委員会委員長，現地調査企画小委員会委員長

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 編以内を記載）
論文発表
① Yamaoka M, Kawamura R, Shioda Y, Ogawa N, Koyama I, Saitoh T, Ikebuchi K. Analysis of the plasma
concentration of tacrolimus: a useful method for distinguishing falsely elevated tacrolimus concentrations
reported by the ACMIA. Rinsho Byori. 58(12):1188-92, 2010.
② Ito M, Murakami K, Suzuki T, Mochida K, Suzuki M, Ikebuchi K, Yamaguchi K, Mizuochi T. Enhanced expression
of lymphomagenesis-related genes in peripheral blood B cells of chronic hepatitis C patients. Clin Immunol.
135(3):459-65. 2010
③ Mizuochi T, Ito M, Saito K, Kasai M, Kunimura T, Morohoshi T, Momose H, Hamaguchi I, Takai K, Iino S, Suzuki M,
Mochida S, Ikebuchi K, Yamaguchi K. Possible recruitment of peripheral blood CXCR3+ CD27+ CD19+ B cells to
the liver of chronic hepatitis C patients. J Interferon Cytokine Res. 30(4):243-52, 2010.
④吉川政美，齊藤雅一，加藤由佳，日影千代子，大西真司，塩田洋子，斉藤妙子，浅田留美子，山岡美穂，池淵研
二．アーキテクト BNP-JP の基礎的評価．埼臨技会誌 57(1):15-20, 2010
⑤庄司朋子，三志奈由紀，室谷明子，高瀬由美子，武内信一，高梨

茂，斉藤妙子，浅田留美子，池淵研二．シス

メックス社 多項目自動血球分析装置 XE-5000 の体液モードによる CAPD 排液細胞数の基礎的検討．埼臨技会誌
57(1):1-6, 2010
⑥新井幸枝，丸山裕美，坂本直子，松岡

優，斉藤妙子，池淵研二．コバス TaqMan(R) を用いた HBV-DNA, HCV-

RNA, HIV-1 RNA 測定の基礎検討．日本臨床検査自動化学会会誌 35(2):253-259, 2010
学会発表
⑦仲野

浩，黒岩比呂美，有田信和，清水正雄，足立正樹，池田

斉，阿部慶子，永島かおり，武内希巳江，斉藤

妙子，池淵研二．脾臓描出の検討．第 49 回日本消化器がん検診学会
⑧室谷明子，諸貫恵理子，武内信一，斉藤妙子，池淵研二．当院における U-SCANNER II の運用方法改善とその効果．
第 42 回日本臨床検査自動化学会
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⑨松岡

優，丸山裕美，奥村志乃，新井幸枝，斉藤妙子，池淵研二．新型インフルエンザ院内 PCR 検査の有用性

について．第 59 回日本医学検査学会
⑩新倉奈緒美，室谷明子，武内信一，斉藤妙子，池淵研二．亜鉛測定の院内導入への検討．第 59 回日本医学検査
学会
総数：論文 8 件，学会発表 12 件
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
平成 22 年度私立医科大学病院中央検査部部長会技師長会総会及び研修会

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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1．31）中央病理診断部
1．構成員
清水道生（SHIMIZU, Michio）
：教授：運営責任者：消化器病理学：博士
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）
：教授：診療科長：神経病理学：博士
新井栄一（ARAI, Eiichi）
：准教授：研究主任：皮膚病理学：博士
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：准教授：教育主任：血液病理学：博士
石澤圭介（ISHIZAWA, Keisuke）
：講師（神経内科兼担）：神経病理学：博士
金

玲（KIN, Rei）
：助教：外科病理学

大島

晋（OHSHIMA, Susumu）
：准教授（中央研究施設形態部門兼担）：細胞分子病理：博士

小森隆司（KOMORI, Takashi）
：客員教授（東京都神経科学総合研究所）：神経病理学：博士
塩田

敬（SHIODA, Kei）
：非常勤講師：神経病理学：博士

渡辺宏志（WATANABE, Hiroshi）
：非常勤講師（保健医療学部）：循環器病理学：博士
島田哲也（SHIMADA, Tetsuya）
：非常勤講師（国立埼玉病院科長）：外科病理学
金野美年子（KINNO, Mineko）
：臨床検査技師：細胞検査士
土居美枝子（DOI, Mieko）
：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
宮崎洋美（MIYAZAKI, Hiromi）
：臨床検査技師：臨床細胞遺伝学認定士指導士）
福島雅人（FUKUSHIMA, Masato）
：臨床検査技師：非常勤職員：望野唯明（MOCHINO, Tadaaki）：実験助手：臨床
検査技師：中央病理診断部兼担）
本間富夫（HONMA, Tomio）
：実験助手：臨床検査技師：中央病理診断部兼担）
永井俊典（NAGAI, Toshinori）
：実験助手：臨床検査技師：中央病理診断部兼担）
小川章子（OGAWA, Akiko）
：実験助手：臨床検査技師：中央病理診断部兼担）
齋藤恵美（SAITO, Emi）
：事務員

2．教育
2-1．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．教育内容（担当者）
〈2 年生〉
「病理総論」ユニット：講義 29 時間，実習 8 時間（担当：病理学，国際医療センターおよび総合医療センター
教員）
；
〈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），循環器（4 時間：清水道，清水禎）
，
消化器（6 時間：伴，清水道，永田）
，血液（3 時間：茅野，田丸），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）
，
〈3 年生〉
「ヒトの病気」コース病理各論講義：神経（5 時間：佐々木，小森，石澤）
，
感覚器（2 時間：新井，茅野）
，皮膚・運動器（2 時間：新井，村田），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 12 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以前に比較して，病理学の講義・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．平成 22 年度からは従来のパワーポイントから脱却し，
国際医療センター教員と病理学教員とで執筆した「集中講義病理学メジカルビュー社，2010 年」を指定教科書とし，
学生の理解の補助とした．また，4 年生病理各論実習（CPC 実習）では学生をスモールグループに分け，3 グループ
に対して一人の教員がきめ細かく指導にあたるとともに研修医諸君にもチューターとして参加してもらった．5 年生
の BSL 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主に行い，毛呂山キャンパスの教員も分担する
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形をとり，各班あたり 1.5 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 12 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
医学部 2 年の病理総論の教育に際しては指定教科書による講義を行い，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）では学生をスモールグループに分け，各グループに対して教員がきめ細かく指導にあたり，研修医を主
な対象とする臨床病理検討会（学内 CPC）を年間 12 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．
『神経病理学』
『皮膚病理学』
『血液病理学』
が大きな柱となっている．神経病理では電顕検索，皮膚病理では PCR 検索，
血液病理では FISH 検索が頻回に行われている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
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
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
6 編の英文論文，24 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）
約 6500 件の外科病理診断，11,000 件を越える細胞診，51 例の病理解剖を行い，臨床各科とのカンファレンスを
行っているなど十分ではないマンパワーながら臨床の要請には応えているものと考えられる．

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
Pathology International 査読：佐々木惇，新井栄一
Journal of Dermatology 査読：新井栄一
Pathology of Research and Practice 査読：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：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
日本神経学会専門医認定委員会専門委員：佐々木惇
日本神経病理学会コアカリキュラム委員：佐々木惇
国立がんセンターコンサルテーション委員：新井栄一
日本病理学会若手医師確保に関する小委員会委員：茅野秀一

6．業績
6-1．論文・学会発表
① 佐々木惇．What can we see in a single picture ?（明細胞上皮腫）．Brain Medical 22: 297, 2010.
② 佐々木惇．Glioblastoma, Astroytoma. 日本臨床別冊，日本臨床社，127，2010.
③ 新井栄一．皮膚原発びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫下肢型．WHO 血液腫瘍分類〜 WHO 分類 2008 をうまく
活用するために〜

医薬ジャーナル社，380，2010．

④ 新井栄一．固形癌への化学療法の効果判定基準．腫瘍病理鑑別診断アトラス 3，皮膚腫瘍Ⅰ．文光堂．282，
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2010.
⑤ 新井栄一．巨大先天性母斑由来の黒色腫．腫瘍病理鑑別診断アトラス 3，皮膚腫瘍Ⅱ．文光堂．107，2010.
⑥ 茅野秀一．濾胞性リンパ腫の骨髄浸潤．病理と臨床別冊

病理形態学キーワード．文光堂，340，2010．

⑦ Shimizu Y, Arai E, et al. Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma presenting with hemophagocytic
syndrome: a case report and review of the literature. Leuk Res 34: 263, 2010.
⑧ Miyake N, Arai E, et al. Loss-of-function mutations of CHST14 in a new type of Ehler-Danlos syndrome. Human
Mutation 31: 966, 2010.
⑨ Inoue T, Kayano H, et al. Granulomatous interstitial nephritis in chroic lymphocytic leukemia. Nephrol Dial
Transplant 25: 4107, 2010.
⑩ Kayano H, Sasaki A, et al. A case of monoclonal lymphoplasmacytosis of the bone marrow with IgM-positive
Russell bodies. Bone Marrow Research. ID 914372, doi:10.1155/2011/814372
総数：論文 15 件，学会発表

9件

6-2．獲得研究費
佐々木惇：科学研究費補助金

基盤研究（C）課題番号 22500321「脳腫瘍の診断と治療に有効なミクログリア

/ マクロファージの同定」
6-3．受賞
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
彩の国さいたま病理診断セミナーの共催
6 月 11，12 日の両日，“ 第 9 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
病理診断科とともに共催した．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，類似のセミ
ナーにはない特徴を多く有しており，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
「質の高い病理診断と病理学を実践し，埼玉医科大学と埼玉県民に貢献する」ことが病理学教室・中央病理診断部
の理念である．教室においては 1）臨床医とコミニュケーションをとり，正しい病理診断を行う，2）病理のわかる
「良き臨床医」
，チーム医療で活躍できる「病理医」を育てる，3）海外でも評価される，オリジナルな，病気と密接
した研究を推進する，
ことを理想とし，
中央病理診断部においては，1）臨床医と双方向性のより良いコミュニケーショ
ンの確立，2）臨床病理カンファレンスの定期的開催，3）細胞診，生検診断における正確性・迅速性の向上と精度管理，
4）生検・剖検検体の厳密な管理と有効活用，5）診断体制の確立とマンパワーの充実，6）症例報告の症例（医師は
自ら経験した貴重な症例を報告する義務がある）を目標としている．目標に向かって日々努力しているが今後はマン
パワーの充実と臨床との活発なカンファレンス開催によって病理診断のさらなる精度向上に努めたい．
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1．32）輸血・細胞移植部
1．構成員
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：部長：教授：運営責任者：輸血学，血液内科学：博士
浅田留美子（ASADA, Rumiko）
：講師：教育責任者：小児科学，免疫学：博士
小林清子（KOBAYASHI, Kiyoko）
：助教：内科学
鈴木美穂（SUZUKI, Miho）
：非常勤医師：内科学，内分泌学：博士

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．別の 1 コマで献血
時の問診とスクリーニング検査，安全な血液製剤確保の方法について解説講義を行う（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）
．
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．
輸血製剤を手にして輸血セットをつなぎ，実際の症例に輸血がされた際の初期観察など，もっと臨床を想定した場
面を設定して実習ができるように努力したい．

3．研究
3-1．目的・目標
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．
体性幹細胞の一つとして間葉系幹細胞を骨や軟骨へ分化誘導させ，組織欠損が生じている臨床例に対して細胞補充
療法に着手できるような基礎研究を行う．
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．
輸血部らしく血液型遺伝子解析を武器としたテーマを研究する．
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
間葉性幹細胞：骨髄細胞を用いた骨・軟骨の再生医療
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C 型肝炎

：瀉血した血液からリンパ球機能の基礎的解析

血液型遺伝子：Du 血液型の基礎研究
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．
③血液型に関する研究：Du という稀な血液型の妊婦症例で抗 D グロブリン投与がどのような臨床効果を及ぼすか
机上で検討した．これを解明すべく実験系を考案しつつある．
④ 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．
3-4．自己評価と次年度計画
血液型遺伝子に関する研究（RhD に関して）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．
間葉性幹細胞，造血幹細胞，Du 血液型研究は次年度に発展できるよう準備中である．

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．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正会員，事業評価委員長，現地調査企画小委員長（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）
埼玉医科大学雑誌査読委員（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・治療学会学会認定制度審議会委員，・認定医資格小委員会委員（池淵）

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）
論文発表
① Tanaka T, Matsuoka M, Sutani A, Gemma A, Maemondo M, Inoue A, Okinaga S, Nagashima M, Oizumi S, Uematsu K,
Nagai Y, Moriyama G, Miyazawa H, Ikebuchi K, Morita S, Kobayashi K, Hagiwara K. Frequency of and variables
associated with the EGFR mutation and its subtypes. Int J Cancer. 2010 Feb 1;126(3):651-5
② Ito M, Murakami K, Suzuki T, Mochida K, Suzuki M, Ikebuchi K, Yamaguchi K, Mizuochi T. Enhanced expression
of lymphomagenesis-related genes in peripheral blood B cells of chronic hepatitis C patients. Clin Immunol. 2010
Jun;135(3):459-65. Epub 2010 Mar 1
③ Mizuochi T, Ito M, Saito K, Kasai M, Kunimura T, Morohoshi T, Momose H, Hamaguchi I, Takai K, Iino S, Suzuki M,
Mochida S, Ikebuchi K, Yamaguchi K. Possible recruitment of peripheral blood CXCR3+ CD27+ CD19+ B cells to
the liver of chronic hepatitis C patients. J Interferon Cytokine Res. 2010 Apr;30(4):243-52.
④ Maemondo M, Inoue A, Kobayashi K, Sugawara S, Oizumi S, Isobe H, Gemma A, Harada M, Yoshizawa H,
Kinoshita I, Fujita Y, Okinaga S, Hirano H, Yoshimori K, Harada T, Ogura T, Ando M, Miyazawa H, Tanaka T, Saijo
Y, Hagiwara K, Morita S, Nukiwa T; North-East Japan Study Group. Geﬁtinib or chemotherapy for non-small-cell
lung cancer with mutated EGFR. N Engl J Med. 2010 Jun 24;362(25):2380-8.
⑤ Yamaoka M, Kawamura R, Shioda Y, Ogawa N, Koyama I, Saitoh T, Ikebuchi K. Analysis of the plasma
concentration of tacrolimus: a useful method for distinguishing falsely elevated tacrolimus concentrations
reported by the ACMIA. Rinsho Byori. 2010 Dec;58(12):1188-92.
学会発表
⑥佐藤千秋，鈴木雅之，山田
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攻，加藤光洋，大谷栄江，浅田留美子，池淵研二，織田弘美，金

潤澤：当院輸血

輸血・細胞移植部

部における同種骨管理とその現状

第 58 回日本輸血・細胞治療学会総会

総数：論文 5，学会発表 1
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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1．33）健康管理センター
1．構成員
池田

斉（IKEDA, Hitoshi）
：センター長：診療科長，研究主任：医学博士：内科学，健康管理学

足立雅樹（ADACHI, Masaki）
：准教授：診療副科長，研究副主任，教育主任：医学博士：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：教育副主任：医学博士：内科学，健康管理学，呼吸器病学，肺癌診断・

武永

強（TAKENAGA, Tsuyosi）
：講師：内科学，健康管理学，消化器病学，内視鏡学

治療
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
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

西山寿子（NISIYAMA, Toshiko）
：非常勤医師：内科学，循環器内科，婦人科：産業医
颯佐正俊（SASSA, Masatosi）
：非常勤医師：内科学，循環器病学
飯田真理子（IIDA, Mariko）
：非常勤医師：内科学，呼吸器病学
（看護師）福原初江主任，谷藤とも子，山崎寛子，稲葉麻紀，川畑織江，小町美穂，関根

歩，西山真知子，佐藤

美穂子（22 年 9 月就任 -11 月移動）
，
（看護助手）村田町子，（看護事務）田島摩理（22 年 5 月就任 -12 月退職）
，
永井美夏（22 年 12 月就任）
（放射線技師）成田政広，吉岡正樹，明日川尚宏，細野安希恵
（検査技師）有田信和，永島かおり，黒岩比呂美，仲野
（事務）村嶌隆義，大野久子，大野敏之，駒井

浩

亨，野口雅貴（22 年 7 月移動），山口哲郎（22 年 7 月移動）
，村

田恵里香，三矢寿子（22 年 4 月から）菅間則之（22 年 8 月から）野口清人（22 年 9 月から）

2．教育
2-1．教育の目的・目標
主として，生活習慣病の予防，早期発見のための疾病理解と，画像診断による悪性腫瘍の診断を学ぶことが目標と
なっている．
多数の研修医が，一年間に健康管理センターをローテートしているが，一週間のカリキュラムに沿って，画像健診，
ドック面接の見学を行っている．その他に，実地上の経験として，バス健診，近隣施設での健診業務に直接携わって
いる．
また，毛呂看護専門学校の学生による，健康管理センターの見学もカリキュラムに沿って行われている．毎回，数
名の学生がドック面接の実際を見学することによって，健診現場の実態を肌で感ずる機会となっており，将来の看護
業務に役立てている．
2-2．
研修医の指導にあたっては，教育担当の医師が中心になっている．その他，臨床検査技師，レントゲン技師の実地
上の指導も大きな力になっている．今後は，
特定健診の教育にも留意し，看護師，管理栄養士との連携を強化して，
チー
ム一丸となり，受診者の意識向上を目指した保健指導達成を目指す．
2-3．達成度
研修医教育は，主として足立准教授と倉光准教授が中心になって推進している．多忙な時間を割いて，大きな成果
が上がっている．その他の医師も週に数コマを担当して，教育に尽力しており，生活習慣病，呼吸器病，消化器病の
理解，悪性腫瘍の画像診断などの学習が推進されている．
2-4．自己評価・次年度計画
前年度に引き続き，スタッフ全員協力して，研修医をはじめ，見学に訪れる看護学生等の実習の教育効果がみられ
ている．健康管理センターをローテートした研修医からも，バス健診や市中施設での特定健診の実習での経験を高い
評価が得られている．今年度は特定健診・特定保健指導を教育に取り込む目標を立てていたが，スタッフのマンパワー
不足などもあり，十分軌道に乗っていない．次年度に向けての課題である．
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3．研究
3-1．目的・目標
健康管理センターの研究は，疾病予防および健康推進と加齢現象の究明がテーマである．開設以来，センター長を
中心として，医師だけでなくスタッフ全員（臨床検査技師，放射線技師，看護師，事務職員）が，日常業務の中から
問題点を抽出して，データをまとめ，人間ドック学会や総合健診学会で発表してきた．今年度もその方向で研究が展
開される．
3-2．研究グループ
○池田は，一昨年，河津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，日本臨床検査学会などで活動してき
た．総合医療センター内分泌糖尿病内科兼担．
○倉光は，昨年度に引き続き，呼吸器内科学教室を兼担している．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，清水は画像診断を担当し，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，日本放射線医
学会に，また日本ドック学会，総合健診学会に報告し，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技師達の教育にあたった．また，
乳癌検診については，必定であるダブルチェック方式とともにマンモグラフィだけではなく乳腺エコ−も動画
チェックとともに全画像に取り組み質の高い健診を行っている．
○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）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：
前センター長の河津らの研究テーマとして開発されたが，引き続き継承されている．今年度は，研究成果の一部
が，
「75g 経口ブドウ糖負荷 2 時間後尿中ミオイノシトールを指標とした耐糖能低下者の検討」として，専門誌
である「糖尿病」
（54(1):27-33）に報告された．
2）乳癌検診の精度向上を目的とした画像診断の確立（乳房 X-P，乳腺エコーについて）：昨年度に引き続き，足立，
清水らによって努力が重ねられている．達成率 80％
3）特定健診・特定保健指導の実施：目標に掲げたが，スタッフ不足等の原因により，依然少数に留まっている．
達成率を検討する段階に至っていない．
3-4．自己評価と次年度計画
今年度は上記 3 つの目標を推進してきた．1），2）については，ほぼ目標を達成しているが，特定健診，特定保健
指導に関する研究は進展が見られなかった．スタッフの不足などの制約もあるが，次年度の目標として，さらに工夫
して研究を展開してゆきたいと思っている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
「人間ドック」
が健康管理センターの主たる業務であったことは例年と変わらない．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．今年度からの変化としては，従来の「一泊ドック」を名称変更し，「二日コース」と改めた．
この理由は，宿泊の形式が，従来の病院の一部ではなく，一般の宿泊施設に変更したために，看護師の当直業務が軽
減されるためであった．実際の二日コース受診者は減少しないため，健康管理センターにとり良い影響が見られてい
る．その他の診療実績は前年より増加しており，順調な伸びを示している．

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）
日本臨床検査自動化学会誌編集委員（池田）
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総合健診学会，日本人間ドック学会の査読委員（足立）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉県肺がん検診読影委員（足立）
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（邦文）
①細野安希恵，清水正雄，足立雅樹：男女混合健診における女性受診者の受診環境改善への取り組み．健診ブラ導
入の検討．人間ドック (1880-1021)25 巻 3 号 Page537-540(2010.09)
②永島かおり，阿部慶子，足立雅樹，清水正雄：乳腺超音波検診の検査精度向上へ向けて

二次検査についての検

討：人間ドック (1880-1021)25 巻 1 号 Page90-94(2010.06)
③天谷礼子（埼玉医科大学 総合診療内科）
，中島美智子，清水正雄，来住野修，田口理史，清原祥夫：【超音波検
査の更なる飛躍】各領域の小腫瘍に対する超音波検査の位置づけ

Directional eFLOW を用いた皮膚悪性腫瘍の

血流パターンの検討：Rad Fan(1348-3498)8 巻 5 号 Page79-80(2010.04)
④河津捷二，山縣文夫，富永真琴，足立雅樹，池田
今井康雄，桂

善也，大嶋利枝，鈴木幸子，芳野

斉，矢澤麻佐子，土田温子，松田
原，岨

彰，大村栄治，松田昌文，

康二，加計正文，川上正舒：75g 経口ブドウ糖負荷

2 時間後尿中ミオイノシトールを指標とした耐糖能低下者の検討．：糖尿病 54(1):27-33, 2011.
総数：論文 -4 件

学会発表 -4 件

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）埼玉医科大学医師会産業医研修会開催 2010 年 10 月
2）無料糖尿病相談会 2010 年 11 月（全国糖尿病週間行事）

7．自己点検・評価
センター長が河津から池田に変わって二年目となり，移行の時期の困難も乗り越えて，本年度は落ち着いた運営が
行われた．本年度から，片山院長を議長とする「健康管理センタ−運営会議」が発足した．会議には，院長，副院長
以下，事務部門その他，院内の幹部が集合している．健康管理センターの実情を大学病院スタッフと相談することが
可能となり，現場の状況をより理解していただく会議となっている．一方，経営面からの検討，特に従来行われてい
なかった，健康管理センターにおける収支バランスの検討も行われている．また，運営の実際面から，人員の適正配
置，補充などもテーマになっており，以前にまして順調な人員配置が行われる可能性が期待される．
また，組織的な改変として，昨年度から，健康管理センター業務から，学生健診，職員健診の主力が「健康推進室」
に移行した．今年度も，両組織の協力体制は円滑であり，十分な協力によって，大学全体の健康推進に貢献している．
健康管理センターの学会認定獲得のため，足立は，日本人間ドック学会および日本総合健診学会の専門医資格を修
め，さらに，同学会の指導医にも任命された．清水は日本人間ドック専門医を取得し，指導施設申請のために貢献し
た．その他，倉光，顧問の土肥，平嶋は，日本総合健診学会の専門医を取得している．
診療業務では，日帰りドック，政府管掌ドックの受診者は前年以上に伸びており順調に発展している．
研究面においては，スタッフ全員が少ない時間を生かして，受診者のデータや日常業務からヒントを得たアイディ
アから成績をまとめ，人間ドック学会や総合健診学会に多数報告している．
教育面では，引き続き，研修医の教育，地域医療との協力による教育活動に力を入れ，多くの成果を上げている．
今後の問題点は，現在の診療実績をさらに伸ばすためには，医師その他のマンパワー充実が不可欠である．さらに，
将来的には，院長等からの要請もあり，現システムの見直しにより，臨床部門との電子カルテによる連携を達成する
ことが最重要課題とされている．
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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：科長，教育主任，研究主任，医学博士：消化器病学：内視鏡治療
加藤真吾（KATO, Shingo）
：准教授：副科長，副研究主任，医学博士：消化器病学
助

教：川島淳一（KAWASHIMA, Junichi）医学博士，大野志乃（OHNO, Shino）

櫻田智也（SAKURADA, Tomoya）
，山本龍一（YAMAMOTO, Ryuichi）
高林英日己（TAKABAYASI, Hidehiko）
，石田周幸（ISHIDA, Shuko）
可児和仁（KANI, Kazuhito）
，長船靖代（OSAHUNE, Yasuyo）,
林健次郎（HAYASHI, Kenjiro）
，天野芙美（AMANO, Fumi）
小林泰輔（KOBAYASHI, Taisuke）
，小板橋絵理（KOITABASHI, Eri）,
原田舞子（HARADA, Mai）
，高橋正朋（TAKAHASHI, Masatomo）,
山口菜緒美（YAMAGUCHI, Naomi）
客員教授：１名

客員准教授：3 名

非常勤講師：1 名

非常勤医員：1 名

2．教育
2-1．目的･目標，2-2．教育内容
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
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・胆膵疾患肝疾患の専門医を
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
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 として機能性胃腸症（FP,IBS）の病態
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の解明を目指す研究を行っている．特に消化器疾患に対する漢方薬の治療については基礎的研究が立ち上がった。
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）食欲と消化管：川島淳一 , 大野志乃 , 屋嘉比康治 , 高林英日己
５）炎症性腸疾患の病態の解明：加藤真吾 , 可児和仁
６）GERD と心身症：櫻田智也 , 大野志乃 , 川島淳一 , 加藤真吾 , 屋嘉比康治
８）FD と心身症：櫻田智也 , 大野志乃 , 川島淳一 , 屋嘉比康治
９）出血性潰瘍の病態：川島淳一 , 屋嘉比康治 , 櫻田智也
10）胃疾患と漢方：屋嘉比康治 , 大野志乃 , 高林英日己
11）経鼻内視鏡検査：屋嘉比康治 , 石田周幸
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
が成果を上げた。漢方薬の作用機序に関して新たな知見が得られている。

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 , 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

13．Regulatory Peptide, European Journal of Clinical Investrgation
International Journal of Peptide Research.
14．日本消化器内視鏡学会雑誌査

6．業

Digestive Endoscopy

査読委員

読委員

績

6-1．論文・学会発表
論

文（全 17 編）

① Koji Yakabi, Chiharu Sadakane, Masamichi Noguchi, Shino Ohno, Shoki Ro, Katsuya Chinen, Toru Aoyama,
Tomoya Sakurada, Hideki Takabayashi, Tomohisa Hattori：Reduced Ghrelin Secretion in the Hypothalamus of
Rats due to Cisplatin-induced Anorexia．Endocrinology ．151（8）:0000-0000, 2010.4
② Shingo Kato, Kazuhito Kani, Hidehiko Takabayashi, Ryuichi Yamamoto, Koji Yakabi：: Double balloon
enteroscopy to retrieve an accidentally swallowed dental reamer deep in the jejunum.
Gastrointestinal Endoscopy．16: 3（1）, 2010
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③ Sakurada T, Ro S, Onouchi T, Ohno S, Aoyama T, Chinen K, Takabayashi H, Kato S, Takayama K, Yakabi
K.：Comparison of the actions of acylated and desacylated ghrelin on acid secretion in the rat stomach.

J

Gastroenterol．45（11）:1111-20, 2010.6
④屋嘉比康治 , 櫻田智也 , 高林英日己 , 可児和仁 , 川島淳一：加齢による酸分泌機能の変化

特集 高齢者胃潰瘍 -

低用量アスピリン潰瘍に焦点をあてて - 高齢者胃潰瘍の病因・病態．日本臨牀．68（11）:2001-2005, 2010.11
学会発表

国外 5

国内 22

⑤ Ohno Shino, Ro Shoki, Onouchi Tsuneko,

Ochiai Mitsuko, Kato Shingo, Noguchi Masamichi, Hattori Tomohisa,

Yakabi Koji：The Decreases of Food Intake and Ghrelin Synthesis Induced by Urocortin are Mediated via CRF2
Receptor．Digestive Disease Week 2010.

2010.5

New Orleans

⑥ Ryuichi Yamamoto, Shingo Kato, Shuko Ishida, Koji Yakabi：Clinical utility of intraductal ultrasonography（IDUS）
in the reduction of the recurrence rate of the common bile duct astones after endoscopic retrieval.

第 9 回日韓

合同シンポジウム .．2010.05．東京
⑦加藤真吾 , 可児和仁 , 屋嘉比康治：当院における Crohn 病患者の CT enterography ･ダブルバルーン小腸内視鏡
（DBE）を用いた小腸病変の診断のアルゴリズムについて．第 79 回日本消化器内視鏡学会総会．2010.05．東京
⑧加藤真吾 , 山本龍一 , 屋嘉比康治：FICE 併用拡大内視鏡観察による潰瘍性大腸炎患者の活動性および寛解維持効
率の評価 - 超音波内視鏡との比較検討も含めて -.

第 79 回日本消化器内視鏡学会総会．2010.05．東京

⑨加藤真吾 , 可児和仁 , 屋嘉比康治：Crohn 病の消化管病変観察におけるダブルバルーン小腸内視鏡の役割．第
313 回日本消化器内視鏡学会
⑩可児和仁 ,

加藤真吾 ,

関東地方会．2011.02．東京

高林英日己，山本龍一 ,

伊藤正孝 ,

今城純子 ,

伊藤和郎 ,

屋嘉比康治：インド

メタシン小腸潰瘍形成過程における adrenomedullin の発現についての検討．第 96 回日本消化器病学会総会．
2010.04．新潟
総数：論文 17 編，学会発表 27 件
6-2．獲得研究費
6-3．受

賞

なし
AGA（米国消化器病学会）優秀ポルター賞

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 17 回日本消化器病学会 関東セミナー主催
第 91 回日本消化器内視鏡学会 関東地方会 主催

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：博士
羽田勝征（HADA, Yoshiyuki）
：客員教授：循環器病学，心エコー図学：博士
丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）
：准教授：健康管理科科長：循環器病学：博士
伊藤博之（ITO, Hiroyuki）
：准教授：教育主任：循環器病学：博士
西岡利彦（NISHIOKA, Toshihiko）
：准教授：運営責任者：診療科長：研究主任：循環器病学：博士
佐々木修（SASAKI, Osamu）
：講師：外来医長：循環器病学：博士
松村昭彦（MATSUMURA, Akihiko）
：非常勤講師：冠動脈インターベンション：博士
高橋一哲（TAKAHASHI, Kazunori）
：非常勤講師：循環器病学
神山哲男（KAMIYAMA, Tetsuo）
：助教：病棟医長
桐村正人（KIRIMURA, Masato）
：助教：研修医長
井上芳郎（INOUE, Yoshiro）
：助教：専門医員
湯原幹夫（YUHARA, Mikio）
：助教：専門医員
安藤敏行（ANDO, Toshiyuki）
：助教：医員
外山堅太郎（TOYAMA, Kentarou）
：助教：専門医員
金田亜紀（KANEDA, Aki）
：助教：医員
塚田俊一（TSUKADA, Shunichi）
：助教：医員
山口隆太郎（YAMAGUCHI, Ryutarou）
：助教：医員
井口貴文（INOKUCHI, Takahumi）
：助教：医員

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．講義；3 年生ヒトの病気（循環器）2 回，6 年生領域別（心臓脈管疾患）2 回（伊藤）
2．5 年生の BSL（2-3 名，2 週間 x16）および CC（2 名，4 週間 x2）
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．座学の
時間が長くなりがちだが，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 PHS を与え，
救急初期診療の見学ができるように努めた．CC では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 は座学とベッドサイドの時間配分の問題は残るが，学生からは高い評価を受けた．CC は学生・スタッフとも
満足度が高かった．次年度は BSL が救急患者の初期診療に参加する機会を増やしたい．

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．
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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
5．短時間作用型β遮断剤を用いた急性心筋梗塞の梗塞サイズ縮小効果に関する検討
6．各種薬剤による血管内皮機能改善効果に関する検討
3-3．研究内容と達成度
それぞれにつき日本循環器学会，日本心臓病学会，日本冠疾患学会，ヨーロッパ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，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
編集委員 International Heart J（吉本）
査読委員 American J of Cardiology（西岡）
，J of Cardiology（西岡）
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 Hagisawa K, Nishioka T, Suzuki R, Takizawa T, Maruyama K, Takase B, Ishihara M, Kurita A, Yoshimoto N, Ohsuzu F,
Kikuchi M
Enhancement of ultrasonic thrombus imaging using novel liposomal bubbles targeting activated platelet
glycoprotein IIb/IIIa complex - in vitro and in vivo study
Int J Cardiol
②一色亜美，三上万紀子，井上芳郎，佐々木修，西岡利彦，伊藤博之，吉本信雄
「てんかん」で通院中にたまたまとったホルター心電図をきっかけに診断された先天性 QT 延長症候群の 1 例
Ther Res 31: 1111-1113, 2010
③ Sasaki O, Nishioka T, Minai M, Issiki 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
Coronary artery distensibility and plaque composition determined by Virtual Histology-IVUS -comparison among
stable angina pectoris, old myocardial infarction and acute myocardial infarction32nd European Society of Cardiology Congress Stockholm 2010 年 8 月 28 日 -9 月 1 日
④佐々木修，西岡利彦，井上芳郎，一色亜美，塚田俊一，小池亜紀，外山堅太郎，安藤敏行，湯原幹夫，神山哲男，
桐村正人，伊藤博之，丸山義明，吉本信雄
急性心筋梗塞を発症した糖尿病および非糖尿病患者の冠動脈プラークの差異
第 58 回日本心臓病学会学術集会

東京

−非責任病変における検討−

2010 年 9 月 17 − 19 日

⑤塚田俊一，佐々木修，西岡利彦，井上芳郎，井口貴文，山口隆太郎，小池亜紀，外山堅太郎，安藤敏行，湯原幹
夫，神山哲男，桐村正人，伊藤博之，丸山義明，羽田勝征，吉本信雄
経皮的冠動脈インターベンションを必要とする虚血性心疾患患者の冠動脈プラーク面積を
規定する因子の検討
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第 24 回日本冠疾患学会学術集会

東京

2010 年 12 月 10-11 日

⑥ Toyama K,
Difference in non-culprit coronary plaqye composition between acute myocardial infarction patients with
preserved renal function and moderated renal dysfunction
第 75 回日本循環器学会学術集会

横浜

2011 年 3 月 18-20 日

⑦吉田みゆき，塚田俊一，小池亜紀，桐村正人，伊藤博之，吉本信雄
バセドウ病を契機に重症心不全を発症した Duchenne 型筋ジストロフィー保因者の若年女性の 1 例
第 577 回日本内科学会関東地方会

東京

2010 年 12 月 11 日

⑧小池亜紀，神山哲男，井口貴文，山口隆太郎，塚田俊一，外山堅太郎，安藤敏行，湯原幹夫，井上芳郎，桐村正
人，佐々木修，西岡利彦，伊藤博之，丸山義明，吉本信雄
心房細動に合併した冠動脈塞栓症の一例
第 219 回日本循環器学会関東甲信越地方会

横浜

2011 年 2 月 5 日

⑨桐村正人，山口隆太郎，外山堅太郎，安藤敏行，西岡利彦，伊藤博之，丸山義明，吉本信雄
冠動脈左室瘻を伴う左室内巨大壁在血栓の 1 例
第 579 回日本内科学会関東地方会

東京

2011 年 3 月 12 日

【総数：論文 2 件，学会発表 7 件】
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
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，3 年前から開始した 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．3 年目の後期研修医に対して循環
器内科医としての教育を行い，外来，病棟業務，心臓カテーテル検査を一通り独力で実施できるレベルに達した．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．
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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：外来医長
森山

岳（MORIYAMA, Gaku）
：助教：病棟医長

長井良昭（NAGAI, Yoshiaki）
：助教（平成 22 年 5 月 1 日から）
小林威仁（KOBAYASHI, Takehito）
：助教（平成 22 年 4 月 30 日まで）
野口

哲（NOGUCHI, Toru）
：助教

小野

竜（ONO, Ryu）
：助教

教山紘之（KYOYAMA, Hiroyuki）
：助教
久都間宏英（KUTSUMA, Hirohide）
：助教
三上慎太郎（MIKAMI, Shintaro）
：助教
齋藤友理子（SAITO, Yuriko）
：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）
1．3，6 年生講義（植松）
，3 年生 PBL
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
前科長が病気療養となって以後，BSL 教育は埼玉医科大学病院呼吸器科に依頼していたが，本年度から BSL 受け
入れを再開し，年間通して継続できた．
2-4．自己評価と次年度計画
限られた人員の中，BSL 教育の年間を通しての再開となり，各スタッフの急な負担増となったが，年間通して継続
できた．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．
407

呼吸器内科

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．
当科も参加した多施設共同試験「EGFR 遺伝子変異を有する未治療進行非小細胞肺癌に対するゲフィチブと
プ ラ チ ナ 併 用 化 学 療 法 と の 無 作 為 比 較 試 験 」 の 結 果 が 論 文 と し て 発 表 さ れ た（Maemondo M, et al. Geﬁtinib
or chemotherapy for non-small-cell lung cancer with mutated EGFR. New England Journal of Medicine
2010;362(25):2380-8.）
．当科，森山および植松も Collaborators に名を連ねた．
今後さらに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，Cancer Biotherapy &

Radiopharmaceuticals

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
（植松和嗣）
石綿対策講習会

埼玉県保健医療部疾病対策課主催「石綿関連疾患について」講演 2010 年 11 月 8 日

第 275 回埼玉胸部疾患懇話会「胸膜中皮腫への 2 次化学療法」15 分レクチャー

2010 年 11 月 19 日

坪井病院胸部化学療法勉強会「非小細胞肺がん化学療法の最新の知見と治療戦略」2010 年 9 月 10 日
桶川北本伊奈地区医師会学術講演会「COPD の診断と治療」2010 年 10 月 6 日

さいたま
さいたま
郡山

北本

（山本和男）
川越市若手医師勉強会「COPD 急性増悪と病診連携」2010 年 9 月

川越

6．業績
6-1．論文・学会発表
代表的な論文・学会発表
①植松和嗣．神経毒性．分子標的治療薬の副作用マネジメント

207-214

②山本和男，小林威仁，三上慎太郎，教山紘之，久都間宏英，野口

南江堂

2011 年 2 月

哲，山名一平，森山

嗣．血清中総 IgE 高濃度の重症喘息で omalizumab が著効した一例．第 50 回

岳，永田

真，植松和

日本呼吸学会学術講演会（京都）

2010 年 4 月 25 日
③小林威仁，三上慎太郎，教山紘之，久都間宏英，野口

哲，山名一平，森山

嗣．重症気管支喘息患者 4 症例における omalizumab の効果検討．第 50 回

岳，山本和男，永田

真，植松和

日本呼吸学会学術講演会（京都）

2010 年 4 月 25 日
④三上慎太郎，小林威仁，教山紘之，久都間宏英，野口

哲，山名一平，森山

嗣．血清中総 IgE 低濃度の重症喘息で omalizumab が奏効した 1 例．第 50 回

岳，山本和男，永田

真，植松和

日本呼吸学会学術講演会（京都）

2010 年 4 月 25 日
⑤森山

岳，三上慎太郎，教山紘之，久都間宏英，野口

哲，小林威仁，山名一平，山本和男，植松和嗣，弦間昭彦．

局所進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン + ドセタキセルと胸部放射線同時併用の臨床的検討．第 50 回
日本呼吸学会学術講演会（京都）2010 年 4 月 25 日
⑥小林威仁，紀太博仁，植松和嗣，永田

真．尿酸は好酸球活性化を介して喘息性気道炎症を増幅する．第 50 回

日本呼吸学会学術講演会（京都）2010 年 4 月 23 日
⑦教山紘之，齋藤友理子，三上慎太郎，久都間宏英，野口

哲，小野

竜，長井良昭，森山

岳，山本和男，植松和嗣，

田丸淳一．両側びまん性スリガラス陰影を呈し，TBLB にて診断しえた intravascular lymphoma の 1 例．第 133
回日本呼吸器内視鏡学会関東支部会（東京）．2010 年 7 月 10 日
⑧野口
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竜，長井良昭，森山

岳，山本和男，植松和嗣，
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岡

輝明，田丸淳一．縦隔リンパ節に中心壊死を伴う肉芽腫を認めたサルコイドーシスの 1 例．第 191 回日本

呼吸器学会関東地方会（宇都宮）
．2010 年 9 月 18 日
⑨阿部良行，田村克巳，坂田郁子，石田二郎，尾関雄一，田村厚久，植松和嗣，酒井
町田喜久雄．FDG-PET/CT 検査を施行した悪性胸膜中皮腫症例の検討．第 51 回

洋，呉屋朝幸，金澤

實，

日本肺癌学会総会（広島）
．

2010 年 11 月 3 日
⑩久都間宏英，齋藤友理子，三上慎太郎，教山紘之，野口

哲，小野

竜，山名一平，長井良昭，森山

和男，植松和嗣．開口障害で発症した傍腫瘍症候群の 1 例．第 159 回

岳，山本

日本肺癌学会関東部会（東京）
．2010

年 12 月 11 日
総数：論文 1 編，学会発表 9 編
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 43 回埼玉呼吸器セミナー
第 275 回埼玉胸部疾患懇話会

当番世話人

2011 年 1 月 28 日

2010 年 11 月 19 日

第 10 回埼玉呼吸器感染症研究会

さいたま

さいたま

2010 年 11 月 11 日

さいたま

7．自己点検・評価
外来，入院患者数が最近数年で著増している．このような状況の中，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くように努めている．川越地区の病病，病診連携を目指
し，近隣の病院との協力体制が徐々に構築されつつある．
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
松田昌文（MATSUDA, Masafumi）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：内分泌代謝学：博士
大村栄治（OHMURA, Eiji）
：准教授：診療副科長：教育副主任：研究副主任：内分泌代謝学，成長因子，腫瘍学：博士
秋山義隆（AKIYAMA, Yoshitaka）
：講

師：外来医長：内分泌代謝学

矢澤麻佐子（YAZAWA, Masako）
：講

師：病棟医長：研修担当医長：内分泌代謝学，糖尿病：博士

押谷奈都子（OSHITANI, Natsuko）
：助教（後期研修医）
河津捷二（KAWAZU, Shouji）
：客員教授（朝日生命成人病研究所）：内分泌代謝学
今井康雄（IMAI, Yasuo）
：特任教授（埼玉医科大学健康推進センター）：内分泌代謝学，成長因子，腫瘍学
非常勤講師：根岸清彦（NEGISHI, Kiyohiko）
：皆川真哉（MINAGAWA, Shinya）
：松田

彰（MATSUDA, Akira）

：土田温子（TSUCHIDA, Atsuko）
他に
外来担当医師（甲状腺）
：池田

斉先生（埼玉医科大学健康管理センター教授）

コンサルタント（甲状腺）
：三橋知明先生（埼玉医科大学総合医療センター検査部教授）

2．教育
2-1．教育の目的・目標
学生教育：臨床実習を通じ内科疾患，とくに糖尿病などの代謝疾患，内分泌疾患について基本的な診断，治療のプ
ロセスを通じ患者管理について習得する．また，糖尿病の患者教育についてチーム医療の面から理解する．また小講
義を通じ基本的な医学知識を習得する．
研修医教育：初期研修においては内科疾患，とくに糖尿病などの代謝疾患，内分泌疾患について診断，治療のプロ
セスを通じ患者管理について習得する．後期研修においては糖尿病などの代謝疾患，内分泌疾患について診療を自分
で行い学会発表や論文作成を行う．
2-2．
学生教育：主に教育入院患者を受け持ち，診療記録を作成し評価する．また小講義を糖尿病，甲状腺，副腎，脳下
垂体について受け知識の確認を行う．抄読会に参加し，病棟症例検討会では発表を行う．糖尿病教室などでコメディ
カルスタッフとのチーム医療の現場を見学する．
初期研修医：入院患者を指導医や後期研修医と一緒に病棟患者を受け持ち，診療を行う．また，可能であれば外来
で予診を行う．
後期研修医：日本糖尿病学会，日本内分泌学会の研修項目について病棟と外来において患者の診療を行い習得する．
外来では新患担当をまず受け持つ．また臨床研究を行う．症例報告や研究発表，論文作成なども行う．
2-3．達 成 度
学生教育：医学生 5 年の 1 チーム 2 名で隔週にローテートを受け持った．またクリニカルクラークシップの 5 年
生学生については初期研修医に近い実習を行い，予診もとってもらい，学会（糖尿病学会地方会，内分泌学会地方会）
への出席も自発的に促した．
初期研修：初期研修医の 1 ヶ月間のローテート研修を担当した．
後期研修：押谷医師が内科認定医試験に合格し後期研修 2 年目の研修を行った．
研修の後に感想を院内サーバー上に掲載することとした．
2-4．次年度計画
医学生や初期研修の実習について，スタッフの指導内容が必ずしも充実したものではなかった．また，スタッフは
ほとんどの時間を外来診療で費やすために学生や研修医の指導に割く時間も十分とはいえなかった．指導スタッフの
充実が必要であろう．

3．研究
3-1．目的・目標
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臨床研究のプロトコールを作成し実施を開始する．また研究結果を発表する．
3-2．研究プロジェクト
プロインスリンの臨床応用，FMD(ﬂow mediated dilatation) による介入評価，外来データの集計解析による診療実
態の把握と検討

の課題について引き続き実施．DPP-4 阻害薬を用いた検討とインスリン作用解析のデータ蓄積プロ

トコールを準備した．
3-3．研究内容と達成率
1）プロインスリンの臨床応用
主に外来において，空腹時採血によりプロインスリン自体やプロインスリンとインスリンや C- ペプチドとの比に
ついて介入状態などによる違いについてデータを解析し，糖尿病学会年次学術集会で発表する．

50％

2）FMD(ﬂow mediated dilatation) による介入評価
外来において高血圧を伴う 2 型糖尿病患者を対象としレニンアンギオテンシン阻害薬の増量とカルシウム拮抗薬
の上乗せの比較を検討する予定である．
入院において教育入院中に 2 回 FMD を測定しその相違に関連する因子を検討し，国際糖尿病連盟（IDF）学会な
どで発表する．

10％

3）外来データの集計解析による診療実態の把握と検討
外来データで電子カルテに定型的に入力されない部分はテンプレート入力が可能となるようにした．また半年ごと
に電子カルテデータを情報管理部門で抽出していただき解析を行った．解析結果はインターネットで公開している．
90％
（http://www.endo-smc.umin.jp/jp/）
4）DPP-4 阻害薬の効果と安全性の検討
埼玉医科大学付属病院院長片山先生が代表である埼玉インクレチン研究会で裁定されたプロトコール．3 つのプロ
ジェクトのうち OGTT を行い作用機構解析を行うプロコールの研究代表者となっている．

5％

5）インスリン作用解析
インスリン使用者の血糖と食事摂取量，ブドウ糖投与量，インスリン使用量を記録し解析する．結果は糖尿病学会
年次学術集会で発表する．

10％

3-4．自己評価と次年度計画
プロインスリン測定の結果は引き続き日本糖尿病学会で発表した．教育入院患者に及ぼす FMD の変化について測
定データを集積しつつある．他のプロトコールも実施中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
糖尿病診療についてはパラダイムシフトということばがよく用いられるようになってきた．基本的な治療概念から
改善してゆくことが必要となっている．病棟の診療マニュアルの改訂も必要でこれまでのマニュアルでは標準的な妥
当な医療ができるものとは言いにくい状態である．血糖管理についてはスタッフが充実すればよりプロフェッショナ
ルな管理を「病棟血糖管理マニュアル（松田昌文著）」に則り実施したい．
また，インスリン製剤の院外処方を可能としインスリンはキット製剤を中心に利用し CSII も推進した．

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
該当なし
5-3．社会あるいは医学貢献に関わる業務
（植松和嗣）
糖尿病 無料相談会市民公開講演会

全国糖尿病週間．2010 年 11 月：矢澤麻佐子先生を中心に実施．

Editorial Board Member: Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases
論文査読：英文 20 論文，
院内講演会／レクチャー／ CPC

2件

研究会・協会主催講演会

17

出版社主催講演会
製薬会社研修

演者

1

2件
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雑誌掲載座談会

1件

商業広告用新聞

1件

6．業績
6-1．論文・学会発表
〈代表的なもの〉
邦文原著・症例報告
①秋山義隆，久野裕輝，早川尚雅，重藤

誠，柳澤政広，岡部

ク血圧測定による血管指標と FMD，IMT との比較

正，松田昌文：2 型糖尿病患者のオシロメトリッ

オシロメトリック血圧測定血管指標の意義．Progress in

Medicine. 30(7): 2003-2007, 2010.7
②山縣文夫，金内則子，高築勝義，土田温子，矢澤麻佐子，今井康雄，河津捷二：食事負荷試験における尿中ミオ
イノシトールと耐糖能の関係（その 2）
．

人間ドック．25(4): 681-687, 2010.12

欧文レター
③ DeFronzo RA, MatsudasM: Reduced time points to calculate the composite index Diabetes Care. 33:e93, 2010
邦文総説
④松田昌文：
【糖尿病診療 2010】糖尿病の早期治療

病態に応じた治療方針の立て方

インスリン抵抗性に応じ

た治療方針日本医師会雑誌．139(2): S130-S132, 2010.10
⑤松田昌文：
【インスリン治療】周術期の血糖管理
⑥秋山義隆，松田昌文：
【インクレチン製剤
は?

内分泌・糖尿病・代謝内科．30(6): 559-564, 2010.6

基礎と臨床】インクレチン関連薬のインスリン抵抗性改善作用

インクレチン関連薬でインスリン抵抗性は改善しますか

Q&A でわかる肥満と糖尿病．9(4): 582-583,

2010.7
⑦松田昌文：リラグルチドの血糖降下作用と，体重への影響．
⑧松田昌文：
【新しい経口糖尿病薬療法

プラクティス．27(4): 352-355, 2010.7

インクレチン薬をめぐって】インスリン抵抗性の指標とは．

糖尿病レ

クチャー．1(1): 75-79, 2010.5
⑨松田昌文：
【2 型糖尿病治療の新時代
間の血糖管理からの視点．

治療薬選択のパラダイムシフト】2 型糖尿病治療薬選択の考え方

長期

月刊糖尿病．2(5): 16-22, 2010.4

著 書
⑩ 4 松田昌文：病棟血糖管理マニュアル―理論と実践―

増補版．

金原出版 2010

総数：論文 9 件，学会発表 15 件
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

7．自己点検・評価
前年と同じく，スタッフ自体の資質の問題や構造的な問題について存在するが，外来診療については非常勤医師や
兼任の医師の助けで運営はそれほど悪い状態にはなっていない．年間のべ 28000 名の診療を行った．病棟診療にお
いて当科で 14 ベッドを埋めるのは無理であり 8 ベッド程度が妥当と思われた．研究や教育については科としてうま
く機能していないと感じるが，当科のスタッフを充実させることが先ず必要と考えられる．臨床研究については倫理
委員会からの承認を得て，実施できる体制が整ってきており次年度に発表を増やしたい．
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2．5）血液内科
1．構成員
木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：教授：運営責任者，診療科長：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：博士
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター教授（兼担）：血液内科一般，分子標的療法の開発：博士

得平道英（TOKUHIRA, Michihide）
：准教授：診療副科長，教育主任，病棟医長：血液内科一般，悪性リンパ腫，
血小板疾患：博士
渡部玲子（WATANABE, Reiko）
：講師，無菌室治療室室長，外来医長：血液内科一般，造血幹細胞移植，出血凝固
系疾患：博士
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：博士
富川武樹（TOMIKAWA, Tatsuki）
：後期研修医

2．教育
2-1．目的・目標
学生教育においては BSL の 5 年生学生および CC 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．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得平准教授が担当した．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．また森教授は平成 21 年度より医学教育センター教授と
なり，当方との兼任を行いながら学生教育を行っている．
2-3．達成度
新しい初期臨床研修制度が定着し，その課題も少なからず指摘されてきている．1 科における研修期間が全てを学
習するには短期間（1 ヶ月）であり，特に症例を見た際の診断までのアプローチに問題がある傾向を認めた．その点
を踏まえ当科では，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，総括的な診断，治療を考える力を身に付けることの出来る
教育を行っている．その結果，一定以上の教育効果を認めていると考えている．
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
基礎研究においては，造血器腫瘍の分子病態の解明とそれらを基盤とする新たな治療法を開発するための研究を推
進することを目的とする．白血病，悪性リンパ腫，多発性骨髄腫などの造血器腫瘍の治療は抗がん剤による化学療法
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が主体である．しかしながら，抗がん剤による治療は侵襲が大きく，時として致命的な合併症を惹起する．そこで，
当科においては侵襲が少なく，
疾患の分子病態に即した新たな分子標的治療薬の派伊勝を基礎研究の目的としている．
一方，臨床研究においては白血病，悪性リンパ腫，多発性骨髄腫など多岐に渡る臨床治験を行い，本邦における新
たな治療法の開発や，実臨床に即した治療方法の提言など目的としている．さらには，臨床像から特殊な疾患群を見
いだし，その臨床的意義を見いだしながら，治療方法への模索も重要なテーマとしている．また病棟では看護師によ
る血液疾患における研究も共同で行っており，チーム医療の一環として重要と認識している．
3-2．研究プロジェクト
1．基礎研究
（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
・多発性骨髄腫関係
（1）多発性骨髄腫に対するオーダーメイド医療：ボルテゾミブの薬理作用の個人差判定と臨床効果との相関関係
の検討
（2）JMSG（Japan Myeloma Study Group）: ビンクリスチン，ドキソルビシン，デキサメサゾン（VAD）寛解導入
療法に非奏効の症候性多発性骨髄腫患者に対するボルテゾミブ ，デキザメタゾン（BD）併用療法を用いた自家
末梢血幹細胞移植を伴う大量化学療法の有効性と安全性の検討（JMSG-0910）
（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
・白血病関係
（4）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
（5）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
（6）TSSG（Tokyo STI Study Group）
：

イマチニブ抵抗性または不耐容の慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象とし

ニロチニブ治療における安全性と有効性を検討する多施設共同第Ⅱ相臨床試験
（7）日本血液学会：日本国内における初発未治療の慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象とした観察研究実施計画
書
（8）日本血液学会： 日本国内における 2nd line 以降の既治療慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象とした観察研究
（9）急性前骨髄性白血病におけるヒ素の血中・毛髪濃度における臨床的解析
（10）新規病態である慢性骨髄性白血病における一亜型（CML-t）の解析・提言
・リンパ腫関係
（11）
「平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金「肝炎等克服緊急対策研究事業」免疫抑制剤，抗悪性腫瘍薬による
Ｂ型肝炎ウイルス再活性化実態解明と対策法の確立」
（12）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
・その他
（13）造血器腫瘍細胞株の樹立と解析
3-3．研究内容と達成度
1．基礎研究
多発性骨髄腫に対する新規分指標適薬として，関節リウマチ治療薬である金製剤オーラノフィンが IL-6 シグナル
伝達経路における主要な転写因子である STAT3 のリン酸化を阻害して，骨髄腫細胞の細胞死を誘導することを見い
出した．同時にオーラノフィンは NF- κ B 活性も阻害する．そこで今年度は本学倫理委員会の承認の元，再発・難
治性多発性骨髄腫に対するオーラノフィンの臨床試験を開始することが出来た．このような基礎研究を臨床に還元す
るトランスレーションリサーチの推進は我々の教室の目標でも有り，一つの目標が出来たことは大いに評価できるも
のと考えている．
2．臨床研究
・多発性骨髄腫関係
国立がんセンター がん研究開発木崎班の班長は当科木崎教授であり，数々の多発性骨髄腫に関するプロジェク
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トが進行中である．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
オーラノフィンが多発性骨髄腫細胞のアポトーシス誘導を惹起することを見いだし，当科にて多発性骨髄腫およ
び類似疾患であるキャッスルマン病の臨床試験を開始し，一定以上の効果を認めている．現在論文化していると
ころである．また木崎班の班員の諸研究に参加する一方，ボルテゾミブの新たな取り組みとして，特に高齢者に
おける治療調節の重要性を論文化し，近々臨床第二相試験のプロトロールを作成する方針である．日本骨髄腫研
究会（JMSG）にも参加，そこにおける臨床治験も行っている．日本における多発性骨髄腫のエビデンスの構築
も取り組んでいる．
・白血病関係
TSSG においては，治療の向上と知識の普及に寄与することを目的とし，木崎教授はその多施設臨床研究組織の
研究代表者の一人である．2007 年 7 月には「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開始，症例の登録を行った．また昨年度は木崎教授・得平准教
授がプロトロール委員会として参加し作成された「イマチニブ抵抗性または不耐容の慢性期慢性骨髄性白血病患
者を対象としニロチニブ治療における安全性と有効性を検討する多施設共同第Ⅱ相臨床試験」が開始され，当科
が事務局となり積極的に行っている．日本血液学会における 2 つの臨床試験にも参加，数多くの症例を登録し
ている．また JALSG の各種プロジェクトにも積極的に参加している．
一方，昨年度より取り組んでいる，急性前骨髄性白血病におけるヒ素の血中・毛髪濃度における臨床的解析およ
び新規病態である慢性骨髄性白血病における一亜型（CML-t）の解析に関し，第 72 回日本血液学会学術集会に
て口演発表し注目を集めた．今後論文化に向けて，更なる解析を行っているところである．
・リンパ腫関係
上記の厚生労働省における臨床研究に積極的に参加している．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も進行しており，論文化まで行う予定である．
・その他
造血器腫瘍細胞株の樹立と解析においては，これまで同様，患者の同意の元，血液疾患における細胞株の樹立を
目指し病態解明を行う．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 の解析など，これまでに樹立した細胞株のさらなる解析を行いながら，多くは難治性患者
からの樹立であることから，難治性を克服する機序の同定の研究まで発展させる方針である．
3-4．自己評価と次年度計画
基礎研究および臨床研修とも，上記の様々なプロジェクトの多くの成果が学会にて発表を行い，一定以上の成果を
認めたと考えている．昨年度より数多くのプロジェクトが増えたが，次年度もさらに追加する予定である．
次年度の計画としては，
ほぼ全部のプロジェクトが次年度も継続して行う予定である．さらなる知見の蓄積を行い，
一部を論文化していく方針である．また次年度の新たなプロジェクトして，現在いくつか注目している基礎及び臨床
研究があり，それの実現化に向けて取り組みたい．昨年度からの継続以外にも新たな治験も開始され，更なる発展を
示している．上記のプロジェクトは次年度も継続するため，症例蓄積を行っていく方針である．また，ボルテゾミブ
の第Ⅱ相臨床試験を次年度から開始するなど，新たな取り組みも行う予定である．

4．診療
H19 より血液内科が独立し，患者数の増加，臨床研究，基礎研究の充実，教育システムの確立がなされている．
次年度も現状を踏襲しつつ，さらなる発展を目指す．

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
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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
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
① Hanzawa K, Momose S, Higashi M, Tokuhira M, Watanabe R, Kajino K, Hino O, Itoyama S, Kizaki M, Tamaru J.
Y-box binding protein-1 expression in diﬀuse large B-cell lymphoma: an impact on prognosis in the rituximab
era. Leuk Lymphoma. 2010;51:2054-62.
② Yaguchi T, Imaeda H, Kizaki M, Hosoe N, Suzuki H, Ogata H, Iwao Y, Kameyama K, Ikeda Y, Hibi T. Partial
regression of duodenal lesions of intestinal follicular lymphoma after antibiotic treatment. Dig Endosc.
2010;22:316-8.
③松村到，南谷泰仁，永井正，谷本一樹，藤川一壽，笠井雅信，稲熊容子，竹内誠，新見寛正，柏木浩和，今村
豊，尾木敬也，坂本恵利奈，岡部雅弘，青木剛，片山卓爾，岡田昌也，足立陽子，佐分利能生，木崎昌弘：イ
マチニブに対して late Suboptimal Response を示した慢性期 CML 症例に対する治療選択．臨床血液 51（12）:
1762-1768, 2010.
④根本朋恵，斉藤友里子，得平道英，富川武樹，佐川森彦，半澤京子，渡部玲子，森茂久，田丸淳一，糸山進次，
木崎昌弘：芽球様好酸球造多を伴って，急激な経過を辿りイマチニブとステロイドパルスによる腫瘍崩壊症候群
を呈した好酸球性白血病．臨床血液

51（5）: 326-331, 2010.

⑤豊住康夫 , 田丸淳一 , 東守洋 , 木崎昌弘 . ホジキンリンパ腫における転写因子 NF- κ B 分子の細胞質 - 核内振動の
役割 . 埼玉医科大学雑誌 37 巻 1 号 Page51-54.
⑥ 15th Congress of the European Hematology Association
Sagawa M, Nakaya A, Tomikawa T, Nemoto T, Hanzawa K, Watanabe R, Tokuhira M, Mori S, Kizaki M: Gold
compound auranoﬁn has clinical potential against patients with refractory multiple myeloma by targeting STAT3
and NF- κ B pathways.
⑦ JSH International Symposium 2010 in Akita
Tokuhira M, Watanabe R, Nemoto T, Hanzawa K, Sagawa M, Tomikawa T, Mori S, Kizaki M: Management of
transfusion-dependent patients with oral iron chelator Deferasirox.
⑧ 52nd Annual Meeting of American Society of Hematology
Tauchi T, Kizaki M, Okamoto S, Tanaka H, Tanimoto M, Inokuchi K, Murayama T, Saburi Y, Hino M, Tsudo M,
Shimomura T, Isobe Y, Oshimi K, Dan K, Ohyashiki K, Ikeda Y: Seven-year follow-up of patients receiving imatinib
for the treatment of chronic myeloid leukemia by the TARGET system.（平成 22 年 12 月 , Orlando）
⑨第 72 回日本血液学会学術集会
Tatsuki Tomikawa, Michihide Tokuhira, Morihiko Sagawa, Tomoe Nemoto, Kyoko Hanzawa, Reiko Watanabe,
Shigehisa Mori, Junichi Tamaru, Masahiro Kizaki. CML-t: a unique subtype of thrombocythemic onset without
leukocytosis
⑩第 72 回日本血液学会学術集会
Morihiko Sagawa, Aya Nakaya, Tatsuki Tomikawa, Tomoe Nemoto, Kyoko Hanzawa, Reiko Watanabe, Michihide
Tokuhira, Shigehisa Mori, Junichi Tamaru, Masahiro Kizaki. Gold compound Auranofin has clinical potential
against patients with refractory multiple myeloma.
論文 6 件 学会報告
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6-2．獲得研究費
2010 年度
・科学研究費補助金基盤研究（C）
「前駆細胞をターゲットとした多発性骨髄腫の新たな分子標的治療方の確立」
（研
究代表：木崎昌弘）
・国立がん研究センターがん研究開発費「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」
（班長：木崎昌弘）
・テルモ一般研究助成「生理活性物質により白血病幹細胞を標的にした低侵襲治療の開発」（研究代表：木崎昌弘）
・埼玉医科大学内グラント「生理活性物質をリード化合物とする構造展開による多発性骨髄腫の新規分子標的治療
薬の開発」
（研究代表：佐川森彦）
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
H19 より木崎教授を元に体制が構築されて 3 年が経過した．基礎研究においては，多発性骨髄腫における機序解
明から金製剤が有効であることが見いだされ，その臨床研究が開始されたことは，当科の目標とする新たな治療開発
の一つとして重要な結果となった．
臨床研究においては，数多くの臨床研究が進行中であり，その一部が論文化され，着実な進歩を認める．今後更な
る発展を目指し，現在行っているものに加え，魅力ある研究を追加していく方針である．
教育においては，BSL のみならず CC を受け入れ，学生から高い評価を受けている．さらに，それらのプログラム
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，学会発表など学問的な教育も展開していく方針である．
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，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：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：免疫性神経疾患：博士
高濱美里（TAKAHAMA, Misato）
：講師（スウェーデン留学中）：頭痛：博士
三井隆男（MITSUI, Takao）
：助教：教育副主任：医局長：末梢神経疾患，電気生理学
山里瑞将（YAMAZATO, Masazumi）
：助教：病棟医長：脳血管障害
大熊

彩（OHKUMA, Aya）
：助教（埼玉医大病院

王子

聡（OUJI, Satoru）
：助教：外来医長：血液浄化療法，免疫性神経疾患

出向中）：筋疾患

吉田典史（YOSHIDA, Norihoto）
：助教：パーキンソン病
伊崎祥子（IZAKI, Shouko）
：助教（国家公務員共済組合連合会立川病院
小島美紀（KOJIMA, Miki）
：助教（社保埼玉中央病院

出向中）

出向中）

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

齋藤あかね（SAITOU, Akane）
：助教
鈴木理人（SUZUKI, Masato）
：助教
木下正信（KINOSITA, Masanobu）
：非常勤講師：筋ジストロフィー：博士
岩崎

章（IWASAKI, Akira）
：非常勤講師：末梢神経障害：博士

高山吉弘（TAKAYAMA, Yoshihiro）
：非常勤講師：高次機能障害：博士
吉田

裕（YOSHIDA, Hiroshi）
：非常勤講師：免疫性神経疾患：博士

2．教育
2-1．目的目標
患者様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．また同時に患者様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し，必要に応じて適切な修正，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
3-3．研究内容と達成度
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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してステロイド治療，血液浄化療法，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
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，神経免疫学会，Internal Medicine，日本アフェレシス学会査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
1）野村恭一：MS キャビン（難病患者会への支援）

6．業績
6-1．論文・学会発表
①脳梗塞発症 24 時間後の血漿 PTX3 濃度は虚血体積と相関する
stroke2010：第 35 回日本脳卒中学会総会（盛岡）2010 年 4 月 15 日
◎田島孝士，山里将瑞，原

渉，鈴木理人，斉藤あかね，久保田昭洋，成川真也，三井隆男，野村恭一

②急性期脳梗塞における動脈硬化指標としての FMD, IMT, PWV の検討
stroke2010：第 35 回日本脳卒中学会総会（盛岡）2010 年 4 月 15 日
◎原

渉，山里将瑞，田島孝士，斉藤あかね，成川真也，伊崎祥子，吉田典史，王子

聡，井口貴子，野村恭一

③ Proprispinal myoclonus を契機に両側腹直筋血腫を呈しショック状態を来した心原性脳梗塞の 1 例
stroke2010：第 35 回日本脳卒中学会総会（盛岡）2010 年 4 月 15 日
◎斉藤あかね，原

渉，田島孝士，小島美紀，三井隆男，山里将瑞，久保田昭洋，野村恭一

④一側中脳背側の出血性梗塞で両側垂直性眼球運動障害を来たした MPO-ANCA 陽性の 1 例
第 56 回三球神経懇話会（国分寺）
◎浅野

奏，王子

聡，村上貴彬，鈴木理人，齋藤あかね，原

渉，三井隆男，野村恭一

⑤免疫性神経疾患に対する血液浄化療法と血圧低下−出現パターンと疾患特異性−
第 51 回日本神経学会総会（東京）2010 年 5 月 20 日
◎王子

聡，久保田昭洋，伊崎祥子，小島美紀，井口貴子，山里将瑞，野村恭一

⑥ CIDP と筋緊張性ジストロフィーの横隔神経 M 波の検討
第 51 回日本神経学会総会（東京）2010 年 5 月 20 日
◎成川真也，三井隆男，鈴木理人，齋藤あかね，田島孝士，原

渉，吉田典史，野村恭一

⑦ NMO に対する免疫吸着療法とステロイド・パルス療法併用による early & aggressive
Treatment
第 28 回神経治療学会（横浜）2010 年 7 月 15 日
◎王子

聡，小島美紀，鈴木理人，久保田昭洋，原

渉，井口貴子，三井隆男，野村恭一

⑧解離性味覚障害で発症し，免疫吸着療法が著効したマイコプラズマ感染後急性失調性多発根神経炎の 1 例
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第 21 回日本末梢神経学会学術集会（仙台）2010 年 9 月 3 日
◎王子

聡，三井隆男，成川真也，吉田典史，海田健一，野村恭一

⑨妊娠中期に新型インフルエンザ (A/H1N1) ワクチン接種し，Guillain-Barre 症候群を発症した 41 歳の女性例
第 21 回日本末梢神経学会学術集会（仙台）2010 年 9 月 3 日
◎成川真也，遠藤綾亮，吉田典史，王子

聡，三井隆男，野村恭一，中島千晶，海田健一

⑩当科における重症筋無力症に対する血液浄化療法 146 回の検討

治療効果，治療メカニズム，副作用

第 28 回神経治療学会（横浜）2010 年 7 月 15 日
◎王子

聡，伊崎祥子，斉藤あかね，田島孝士，成川真也，吉田典史，山里将瑞，高濱美里，野村恭一

総数：論文

件，学会発表

13 件

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神経内科フォーラム II（2010 年 4 月 21 日），川越
②第 5 回埼玉神経免疫研究会（2010 年 6 月 23 日），川越
③多発性硬化症医療講演会（2010 年 7 月 4 日），さいたま市
④第 1 回埼玉神経感染症・アレルギー研究会（2010 年 9 月 15 日），川越
⑤埼玉医科大学総合医療センター地域リハ連携パス協議会（2010 年 10 月 13 日），川越
⑥川越てんかん研究会（2010 年 11 月 24 日），川越
⑦多発性硬化症医療講演会（2010 年 12 月 4 日），川越
⑧第 6 回川越神経内科懇話会（2010 年 2 月 23 日），川越

7．自己点検・評価
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，2005 年度には内科学の一部門としての神経内
科となり，以来，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．日常臨床
では，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
育ならびに 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いる．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，臨床業務に関して日常診療上，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予定である．教室員の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）
：客員教授，医学博士

天野宏一（AMANO, Koichi）
：准教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：膠原病，医学博士
長澤逸人（NAGASAWA, Hayato）
：講師：研修医長：膠原病，医学博士
鈴木勝也（SUZUKI, Katsuya）
：助教（2010 年 9 月 30 日退職）医学博士
武井博文（TAKEI, Hirofumi）
：助教：病棟医長
西

英子（NISHI, Eiko）
：助教：外来医長

奥山あゆみ（OKUYAMA, Ayumi）
：助教：大学院生
近藤恒夫（KONDO, Tsuneo）
：助教（2010 年 7 月 31 日退職）：大学院生
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，医学博士

伊藤達也（ITO, Tatsuya）
：非常勤講師，医学博士
高野泰秀（TAKANO, Yasuhide）
：非常勤講師
青木和利（AOKI, Kazutoshi）
：非常勤講師，医学博士
小川祥江（OGAWA, Hiroe）
：非常勤医師 2 類，医学博士
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 9 コマを担当（天野 6，長澤 2，青木 1）3 年生 PBL
（西）
5 年生の BSL とクリニカル・クラークシップを全員で分担し担当．
2）初期研修医教育
研修医クルズス（長澤）
：6 月 22 日
Medical Progress（天野）
：7 月 20 日
臨床病理カンファレンス（長澤，西村）
：9 月 21 日
外来での問診業務：基本的情報収集力を身につける
回診（天野）
：病態把握，鑑別診断，治療法選択などの考え方を学ぶ
3）後期研修医教育
回診／カルテ回診（天野）
：治療方針決定能力を養う
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：90％
初期研修医教育：80％
後期研修医教育：70％
2-4．自己評価と次年度計画
今年度も診療を支えることに時間がとられたが，できるだけ教育（特に卒前教育）に時間をとるように努めた．次
年度は後期研修医教育を充実させ，週 1 回臨床，研究のための抄読会やカンファレンスを励行し，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 チップ研究所と慶
應大学との共同研究）
2）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）
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，西村）
4）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）
5）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）
6）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）
7）Churg Strauss 症候群の診断基準の妥当性の検証（天野）
8）顕微鏡的多発血管炎の再燃に関する後向き研究（天野）
9）ANCA 関連血管炎の前向きコホート研究（天野，倉沢）
10）生物学的製剤使用 RA の長期安全性に関する研究（天野，長澤，奥山：主任研究者
11）RA の至適医療に関する研究（天野，長澤：主任研究者

東京女子医大

山中

東京医科歯科大

針谷正祥）

寿）

12）再発性多発軟骨炎に関する研究（天野）
（主任研究者：聖マリアンナ医大難治研，鈴木登）
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）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％）
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）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％）
5）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
で再燃が少ない傾向を確認．症例を増やして継続中（達成度 95％）
6）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 80％）
7）厚労省の難治性血管炎研究班（主任研究者：槇野博史，分担研究者：天野宏一）と疫学班（主任研究者：永井
正規，分担研究者：中村好一）の共同 project として行う．2009 年 10 月で全国から 475 名の調査票を回収し，
当科でそれらを分析し論文執筆中（達成度 95％）
8）2005 年と 2006 年に厚労省研究班の前向き調査研究に登録した 5 例（うち 1 例は死亡）について，その後の
再燃の状況を調査．
（達成度 100％）
9）
ANCA 陽性の血管炎を 2009 年 4 月から新たに登録開始し，治療法による予後を調べる．当科として 9 例登録
（達
成度 80％）
．登録は 2009 年 12 月 31 日で閉め切られ，解析中．
10）厚労省の研究班への協力 project で進行中．
11）厚労省の研究班への協力 project で，250 例の生物学的製剤投与患者を登録し，登録は終了．現在厚労省研究
班で解析中（達成度 100％）
12）
厚労省の研究班の分担研究者として今年から参加し，倫理委員会の承認は得た．今後症例を登録していく予定
（達
成度 5％）
3-4．自己評価と次年度計画
目標の 80％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 は，さらに研究費が増
額になり，拡大して取り組む予定．2）
，3）は主任研究者の異動のため中止する．4），5）に関してはほぼ終了し，
論文化を進める予定．5）に関しては，膠原病に関連した早期または境界型肺動脈性肺高血圧症に対する治療に関す
る研究（主任研究者：慶應大学
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が，現時点で論文化を進める予定．7）はほぼ終了し，論文化中．8）も当科の登録は終了し論文化される予定．9）
，
11）も当科の登録は終了し，これから研究班として解析が始まる．10），12）の厚労省研究班への協力 project は次
年度も継続する．

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
埼玉県疾病対策課；特定疾患審査会委員（天野）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
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）
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

資格認定試験問題作成委員会委員（長澤）

日本リウマチ学会

情報化委員会

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

日本リウマチ学会

調査研究委員会

生物学的製剤安全性検証小委員会

日本リウマチ財団

医療情報委員会委員（天野）

日本リウマチ財団埼玉研修会
日本整形外科学会

委員（天野）
委員（天野）
委員（長澤）

講演（天野；2011.1.23）

リウマチ研修会

講師（天野；2010.7.17）

リウマチ市民公開講座（2010.7.4，川越プリンスホテル）
患者のための院内リウマチ勉強会（2010.8.21）

6．業績
6-1．論文・学会発表
【原著】
① Nagasawa H, Kameda H, Sekiguchi N, Amano K, Takeuchi T: Differences between the Health Assessment
Questionnaire Disability Index (HAQ-DI) and the modified HAQ (mHAQ) score before and after infliximab
treatment in patients with rheumatoid arthritis. Mod Rheumatol. 2010;20:337-342
② Suzuki K, Tamaru J, Okuyama A, Kameda H, Amano K, Nagasawa H, Nishi E, Yoshimoto K, Setoyama Y, Kaneko
K, Osada H, Honda N, Sasaki Y, Itoyama S, Tsuzaka K, Takeuchi T: IgG4-positive multi-organ lymphoproliferative
syndrome manifesting as chronic symmetrical sclerosing dacryo-sialadenitis with subsequent secondary portal
hypertension and remarkable IgG4-linked IL-4 elevation. Rheumatology 2010;49(9):1789-1791
③ Nagasawa H, Kameda H, Sekiguchi N, Amano K, Takeuchi T: Normalisation of physical function by inﬂiximab in
patients with RA: factors associated with normal physical function. Clin Exp Rheumatol. 2010; 28(3): 365-372
④ Ogawa H, Kameda H, Amano K and Takeuchi T: Eﬃcacy and safety of cyclosporine A in patients with refractory
systemic lupus erythematosus in a daily clinical practice. Lupus 2010; 19: 162-169
⑤ Okuyama A, Nagasawa H, Suzuki K, Kameda H, Kondo H, Amano K, Takeuchi T.: Fc γ receptor IIIb
polymorphism and use of glucocorticoids at baseline are associated with infusion reactions to infliximab in
patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2011; 70(2): 299-304
【総説】
⑥天野宏一

治癒をめざした TNF 阻害製剤の使い方

⑦天野宏一

臨床クイズ

学会雑誌

医学のあゆみ

234(1)：82-87，2010.7

Sjögren 症候群と診断され経過観察中に腹部膨満感をきたした 55 歳の女性

日本内科

99(11)：210.232-233、2010.11

【国際学会発表】
⑧ Kurasawa T, Kameda H, Amano K, et al.: The addition of another disease-modifying anti-rheumatic drug to
methotrexate in place of inﬂiximab improves the rate of inﬂiximab-free sustained remission. Annual European
Congress of Rheumaology EULAR 2010, 2010 June, Roma Italy (abstract :AB0372)
⑨ Amano K, Abe T, Takeuchi T, Yamamoto A Miyasaka N. A phase Ⅰ study to evaluate the safety, tolerability
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and efficacy of abatacept in Japanese rheumatoid arthritis patients. 14th Congress of Asia Pacific League of
Associations for Rheumatology, 2010 July, Hong Kong (poster)
⑩ Nagasawa H, Amano K. Diﬀerences between the Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI) and
the modiﬁed HAQ (mHAQ) score before and after inﬂiximab treatment in patients with rheumatoid arthritis. 14th
Congress of Asia Paciﬁc League of Associations for Rheumatology, 2010 July, Hong Kong (poster)
【総数：原著 7 件，著書 1 件，総説 13 件，国際学会発表 3 件，国内学会発表 7 件】
6-2．獲得研究費
【厚生労働科学研究費補助金

難治性疾患克服研究事業】

再発性多発軟骨炎に関する調査研究（分担者；天野宏一，主任；鈴木

登）

難治性血管炎に関する調査研究（分担者；天野宏一，主任；槇野博史）
ANCA 関連血管炎に関する調査研究（協力者；天野宏一，主任；尾崎承一）
特発性大腿骨頭壊死に関する調査研究（分担者；天野宏一，主任；岩本幸英）
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
＜ 2010 年＞
7月1日

川越リウマチ懇話会（埼玉医科大学川越クリニック）

8 月 21 日

第 1 回関節リウマチ治療教室 （埼玉医科大学総合医療センター）

11 月 28 日

市民公開講座 （狭山市民会館）

＜ 2011 年＞
2 月 24 日

川越リウマチ懇話会（川越プリンスホテル）

7．自己点検・評価
教育：学生，研修医教育では知識の伝達のみにならないよう，時には食事を一緒にするなどして普段の接触時間を
長く持つように努め，診療に対する考え方などを伝えるように努めた．専修医には専門医として知識や技術を磨き，
とるべき資格をきちんと取得してもらうよう指導した．
研究：基礎研究の論文はなく，研究業績は十分とは言えないが，当科の使命は臨床研究を主体とし，多施設共同研
究に積極的に参加し，協力することで成果はいくつか論文化された．今後は基礎研究も他の研究機関の協力を得て行
いながら充実させていきたい．
診療：少人数の割に質量とも極めて高い水準を維持してきたと自負する．特に 8 月以降はわずか 7 人のスタッフ
でこれだけの業績があげられたことは教室員に感謝してもしつくせないものがある．今後も上記の 3 つの理念に準
拠し，より安全で質も高く，かつ患者の満足度が高い医療を継続する．
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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：腎臓病：博士
（腎高血圧内科）
長谷川元（HASEGAWA, Hajime）
：准教授：副診療科長：水・電解質代謝：博士
加藤

仁（KATOH, Hitoshi）
：講師（研修担当）：教育主任：腎不全・骨代謝：博士

叶澤孝一（KANOUZAWA, Kouichi）
：講師（病棟）：高血圧・糖尿病：博士
吉川

賢（KIKKAWA, Masaru）
：助教，朝倉受康（ASAKURA, Jukou）：助教

田山陽資（TAYAMA, Yousuke）助教，中島徳志（NAKAJIMA, Tokuji）
三谷知之（MITANI, Tomoyuki）
：助教（ER 科），本島みずき（MOTOJIMA, Mizuki）：助教
清水泰輔（SHIMIZU, Yasusuke）
：助教，稲村めぐみ（INAMURA, Megumi）：助教
岡崎晋平（OKAZAKI, Shinpei）
：助教，羽田野実（HATANO, Minoru）：助教
原

宏明（HARA, Hiroaki）
：助教

（人工腎臓部）
松田昭彦（MATSUDA, Akihiko）
：講師：副診療科長：慢性腎不全：博士
野入千絵（NOIRI, Chie）
：助教（非常勤Ⅰ類）
前田忠昭（MAEDA, Tadaaki）
：助教，木場藤太（KIBA, Tohta）：助教
（出向中）
仲村聡子（赤心堂病院）
，小川智也（赤心クリニック），山城弘充（埼玉よりい病院），岩下山連（赤心堂病院）
，
高雄泰行（上尾中央病院）
（非常勤）
松村

治（MATSUMURA, Osamu）
：客員教授：博士

廣瀬

悟（HIROSE, Satoru）
：非常勤講師：腎不全：博士

板倉宏行（ITAKURA, Hiroyuki）
：非常勤講師：腎不全：博士
河野里佳（KOUNO, Rika）
：非常勤医員Ⅱ類，清水紀子（SHIMIZU, Noriko）：非常勤医員
山城真理（YAMASHIRO, Mari）
：非常勤医員，関口綾子（SEKIGUCHI, Aya）：非常勤医員

2．教育
2-1．目的目標
学生教育の目標：医学部 5 年生に対しては「腎臓内科学における基本的知識を整理し理解すること」を教育目標
に掲げ，BSL（1 週間：実質 5 日間）とクリニカル・クラークシップ（4 週間）を担当している．現在，大学院学生
はいないが，
「研究を遂行できる人材の育成」を教育目標に掲げ，研究計画の立案，研究の実施，および研究成果を
論文にまとめるまでの作業を一つの工程と考え，自ら研究を実践できる研究者の育成を目指す．
初期臨床研修医の教育：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．
専門職の教育：人工腎臓部では「医療専門職の育成とチーム医療の実践」を教育目標に，血液透析，在宅血液透析，
持続腹膜透析（CAPD）
，各種血液浄化療法に関して，医師のほかに，透析専門看護師や臨床工学技士等医療専門職の
教育・育成を担っている．
2-2．教育内容（担当者：教育主任）
学生教育は，初日に加藤講師がオリエンテーションを行う．BSL では電子カルテを閲覧しながら，検査計画の立て
方，
鑑別診断，
各種検査成績の解釈，
病態の把握方法を学ぶ．BSL 期間中 1 日は人工腎臓部で透析医療の現場を見学し，
慢性腎不全の病態，腹膜透析・血液透析の原理，長期透析患者の合併症，腎不全患者の長期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，午前中医学生が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 週間の実習期間中に 1 週間
は人工腎臓部において，医療チームの一員として透析医療や各種血液浄化療法の治療現場を経験する．
初期臨床研修医に対する教育内容は研修時期により異なる．1 年目の 1 ヶ月研修の場合，チームに所属して 3 〜 4
例の入院患者の診療に関わり，経験すべき疾患，経験すべき手技について上級医から指導を受ける．2 年目の選択研
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修ではチームに所属しながら症例を担当し，チームカンファレンス，症例検討会，教授回診での症例提示を通して基
本的診療能力とプレゼンテーションスキルの向上をはかり，文献検索と論文入手方法を理解することで，最新の知識
を習得する自己学習法を学ぶ．
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として，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，安全な血液浄化療法の技術指導を行っている．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．
2-3．達成度
学生教育に関しては，教育目標は概ね達成していると考えているが，BSL の期間が短く，見学型実習では限界があ
る．クリニカル・クラークシップでは，実習プログラムに対する学生の評価は良好で，知識の整理と主要な疾患の経
験が出来ている．
初期臨床研修医教育も必修の内科研修では，経験すべき疾患や症状を実際に経験させ，手技も習得させることが出
来ている．特に 2 年目の研修医には，
「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
ていることを理解してもらい，患者を全人的にとらえることを指導しており，研修終了後のアンケート調査において，
研修からの評価は高い．
人工腎臓部では，医学生ばかりでなく，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，
医療人の医育機関として，幅広く活動できている．
2-4．自己評価と次年度計画
教育目標は概ね達成していると考えているが，医学部 5 年生の BSL は期間が短く，2 週間の BSL に比べて学生の
理解度が低下している．次年度も BSL は 5 日間のままであり，最低限必要な腎疾患の知識の整理を目指すが，クル
ズスの担当者の教育意識を高め，教育内容を見直す方針である．クリニカル・クラークシップの実習プログラムに対
する学生の評価・満足度は本年度も良好で，次年度も現プログラムを継続する．
初期臨床研修医教育では，毎年新たなトピックスを加えた教室独自のレジメを配布しているが，腎臓病に関する知
識の整理に効果を上げているため，次年度もレジメを改訂する．また，2 年目の初期研修医の選択研修，3 年目の後
期研修医のローテーターに対する教育では，
「豊かな人間性を持ち，患者中心の医療を実践できる医師」の育成を教
室の目標にしていることを理解してもらい，次年度も腎臓内科学の知識の習得に加え『全人的医療の実践』を掲げて
指導する．

3．研究
3-1．目的・目標
教室としての研究課題は『腎疾患における組織障害の進展因子・修復因子の解明と進展抑制法の開発』である．臨
床研究では様々な多施設共同研究に参加し，腎疾患診療の EBM 確立を目標としている．また，教室の研究として腎
生検組織等の臨床材料を用いて，病態解析を継続する．基礎研究では遺伝子解析手法を用いた分子レベルでの病態の
解明と進展抑制法の開発を目標としている．
人工腎臓部では『透析医療の進歩への貢献』を課題としており，臨床研究が主体となるが，アクセスの評価と維持，
および腹膜機能の評価等を検討し，透析医療の質の向上に資することを目標にしている．
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いる．各種動物モデルを駆使して，糸球体障害や尿細管間質病
変の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おり，現在は以下のプロジェクトが進行して
いる．また，臨床研究は腎疾患診療における EBM の確立を目標に，様々な多施設共同研究に参加しており，継続的
に研究が進行している．
①糖尿病状態での尿細管上皮細胞のチャネル・輸送体発現の変化に対する糖尿病治療薬の影響：（長谷川元，朝倉
受康，岩下山連，御手洗哲也）
②尿細管間質病変におけるマグネシウム代謝の変化に関する検討：
（清水泰輔，長谷川元，朝倉受康，岩下山連，御手洗哲也）
③腎不全動物における腹膜線維化モデルの作成と腹膜線維化抑制方法の開発：
（田山陽資，松田昭彦，御手洗哲也，河野里佳）
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．
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：
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（研究期間：2006 年 2 月 1 日〜 2017 年 3 月 31 日）
（長谷川元，叶澤孝一，加藤

仁，松田昭彦，野入千絵，朝倉受康，田山陽資）

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〜 2012 年 6 月）
（御手洗哲也，長谷川元，叶澤孝一，加藤

仁，松田昭彦，野入千絵，朝倉受康，田山陽資，小川智也）

⑥ 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）
（松田昭彦，小川智也，野入千絵）
⑦ OMEGA study (Olmesartan Mega Study to Determine the Relationship between Cardiovascular Endpoints and
Blood Pressure Goal Achievement)：
（叶澤孝一，長谷川元，加藤

仁，松田昭彦，野入千絵，朝倉受康，田山陽資，

小川智也，御手洗哲也）
⑧ HONEST study (Home blood pressure measurement with Olmesartan Naive patients to Establish Standard Target
blood pressure Study)：
（叶澤孝一，長谷川元，加藤

仁，松田昭彦，野入千絵，朝倉受康，田山陽資，小川智也，

御手洗哲也）
⑨ VALISH Study（Valsartan in Elderly Isolated Systolic Hypertension Study）：
（叶澤孝一，長谷川元，加藤

仁，松田昭彦，野入千絵，朝倉受康，田山陽資，小川智也，御手洗哲也）

⑩慢性腎不全患者の骨代謝と二次性副甲状腺機能亢進症の管理：（加藤

仁）

⑪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：
（小川智也，松田昭彦，野入千絵，前田忠昭）
⑫腹膜透析患者の活性酸素と腹膜障害に関する研究：
（研究期間：2008 年 10 月〜 2010 年 12 月）（松田昭彦，野入千絵，御手洗哲也，河野里佳）
⑬腹膜透析患者の活性酸素と腹膜障害に関する研究：
（登録期間：2010 年 3 月 1 日〜 2011 年 2 月 28 日，研究期間「登録後 1 年間」
2010 年 3 月 1 日〜 2012 年 2 月 29 日）
（松田昭彦，野入千絵，御手洗哲也，河野里佳）
⑭新たな腹膜透析液を使用した腹膜透析患者の離脱と被嚢性腹膜硬化症の発症状況に
関する多施設前向き観察調査：
（研究期間：患者登録期間：平成 20 年 4 月〜 12 月，
患者観察期間：平成 20 年 4 月〜平成 24 年 3 月 31 日）（松田昭彦，野入千絵， 御手洗哲也，河野里佳）
⑮血液透析患者における血清ヘプシジン濃度と各種パラメータ及び患者生命予後に関する研究〜 TRAP 試験参加患
者における検討〜：
（松田昭彦，野入千絵，前田忠昭， 木場藤太，御手洗哲也）
3-3．研究内容と達成度
基礎的研究では，透析に導入される原因疾患の代表である糖尿病性腎症に焦点をあて，糖尿病状態での腎尿細管上
皮細胞に発現する塩分感受性遺伝子の変化等を解析している．また，糖尿病治療薬の腎症進展抑制効果を分子レベル
で解明することテーマとしている．腎不全に関する基礎研究としては，腹膜透析に関連する腹膜線維化の病態解析，
および治療法に関して，動物モデルを用いて検討している．これらの成果は，国内外の学会で報告できているが，ま
だ論文発表が少ない．
臨床研究では，IgA 腎症の治療，およびネフローゼ症候群における治療反応性の予測などの多施設共同研究に参加
し，継続的に成果が出ている．教室内研究では，腎生検組織を用いて各種糸球体疾患や ANCA 関連血管炎等の病態
解析を主な研究テーマにしている．
人工腎臓部の臨床研究では，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（兵庫医科大学
との共同研究）の関連性，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．アクセスの研究グ
ループは人工腎臓部にアクセス外来を開設し，超音波検査によるアクセス評価に加え，血管拡張用カテーテルを用い
て狭窄部分に対するインターベンションを行い，学会発表を続けている．
3-4．自己評価と次年度計画
本年度も研究成果は国内外の学会・研究会で積極的に発表しているが，論文として公表できていない．特に，基礎
研究は研究の達成度は十分な段階まで達しておらず，成果が十分とは言えない．診療における教室員の負担が大きい
ことから，臨床研究を中心に成果を公表しているが，実績が十分でなく，研究の推進に関して，教室内での議論を充
実させる．また，次年度は研究成果を論文として公表することを目標とする．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
診療では腎疾患患者の病態を全人的に把握し，患者中心の医療を提供することを目標としている．教育目標でも
「豊かな人間性を持ち，患者中心の医療を実践できる医師」の育成を謳っており，
『全人的医療の実践』を掲げている．
尿異常の精査，慢性腎臓病，各種糸球体疾患，膠原病・慢性肝疾患・糖尿病などに伴う 2 次性腎疾患，ネフローゼ
症候群，高血圧，水・電解質異常，急性腎障害，保存期腎不全，血液透析導入，持続腹膜透析（CAPD）導入，献腎
移植まで幅広い領域で専門診療を担当し，腎移植チームによる腎移植治療では，中心的な役割を果たしている．入院
診療の質を維持するため，症例検討会と診療科長回診において入院患者の診断と治療方針を決定している．この数年
外来患者数は増加している．次年度は退院総括の処理時間の短縮，在院日数の短縮，病名登録の適切な実施，および
患者にとって満足度の高い診療を目標とする．
人工腎臓部は，
『医療専門職の育成とチーム医療の実践』を掲げ，質の高い血液浄化療法の提供を目標にしている．
中央部門として，血液透析，持続血液浄化療法，CAPD 療法，血漿交換療法，免疫吸着療法，LDL 吸着療法，エンド
トキシン除去療法，顆粒球・リンパ球除去療法など，保険診療で可能な血液浄化療法に対応している．人工腎臓部内
に CAPD 外来，アクセス外来，腎不全・腎移植外来，腎不全療法選択外来等を設置しており，献腎移植希望者の登録
業務（新規登録と登録更新）も担当している．医療安全のため医療機器の老朽化に対し，コンソールなどを順次更新
する必要がある．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉県
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本腎臓財団雑誌「腎臓」編集委員会委員長：御手洗哲也
学会誌査読委員：日本腎臓学会欧文誌（CEN）査読：長谷川元，加藤

仁

日本透析医学会誌査読：小川智也
日本医工学治療学会誌査読：小川智也
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
最高裁判所医事関連訴訟委員会専門医員：御手洗哲也
埼玉医科大学医師会理事：御手洗哲也
埼玉県医師会勤務医専門部会幹事：御手洗哲也
日本腎臓財団評議員：御手洗哲也

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Fukuda T, Kokabu S, Ohte S, Sasanuma H, Kanomata K, Yoneyama K, Kato H, Akita M, Oda H, Katagiri T.;
Canonical Wnt sand BMPs cooperatively induce osteoblastic differentiation through aGSK3b-dependent and
b-catenin-independentmechanism.Diﬀerentiation. 2010; 80(1): 46-52.
② Yamagata K, Makino H, Akizawa T, Iseki K, Itoh S, Kimura K, Koya D, Narita I, Mitarai T, Miyazaki M, Tsubakihara
Y, Watanabe T, Wada T, Sakai O; Advisory Committee for FROM-J.
Design and methods of a strategic outcome study for chronic kidney disease: Frontier of Renal Outcome
Modiﬁcations in Japan. Clin Exp Nephrol. 2010; 14(2): 144-51.
③ Nakamura S, Kono R, Matsuda A, Matsumura O, Mitarai T.: Predictive value of ultrasonographical assessments of
carotid artery for cardiovascular events in patients under hemodialysis: add on comparison with stroke patients.
Nippon Jinzo Gakkai Shi. 2010; 52(4): 505-14.
④御手洗哲也：難治性ネフローゼ症候群：免疫抑制薬．日本腎臓学会誌 52 (7): 924-927, 2010
⑤加藤

仁，木場藤太，中島徳志，三谷知之，岩下山連，本島みずき，清水泰輔，村川満佐也，竹内

昭彦，叶澤孝一，長谷川元，松村

Nepgrology Frontier 11(suppl): 5-9, 2010
⑥御手洗哲也，三谷知之：疾患と急性腎不全；産科領域の急性腎不全．
急性腎不全・AKI ハンドブック （中外医学社） pp143-148, 2010
⑦加藤
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誠，松田

治，御手洗哲也：シナカルセト塩酸塩投与による経時的近接効果の検討．

仁，木場藤太，三谷知之；PTH はどの方法で，何を評価すべきか ?
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EBM 透析療法 2010-2011
⑧御手洗哲也，原
腎と透析

深川雅史・秋澤忠男編集：p146-151（中外医学社）2010

宏明，稲村めぐみ：AKI と CKD のすべて：巣状糸球体硬化症．

69(12)suppl；810-814，2010

⑨ Nakajima T, Kanozawa K, Hasegawa H, Mitarai T.: Consideration of Protein Expression Changing with
Pitavastatin Therapy in Chronic Puromaycin Aminonucreoside Nephropathy. American Society of Nephrology /
Renal Week (Nov 16~21,2010: Denver USA)
⑩中島徳志，岩永みずき，羽田野実，岡崎晋平，田山陽資，朝倉受康，叶澤孝一，加藤

仁，長谷川元，御手洗哲

也：両側水腎症で腎機能障害を呈し典型的組織学的所見を呈した IgG4-related sclerosing disease の 1 例．
第 577 回日本内科学会関東地方会 2010 年 12 月 10 日 東京
【総数：論文：24 件，学会・研究会発表：70 件】
6-2．獲得研究費
①治験受託費：多発性嚢胞腎の国際的治験（長谷川元）等
②製造販売後調査費
③ J-DPPS 調査費
④企業からの奨学寄付金
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腎間質研究会（会長：御手洗哲也）2010 年 9 月 11 日
② IgA 腎症研究会（会長：御手洗哲也）2011 年 1 月 29 日

東京（全国規模）
東京（全国規模）

③ IgA 腎症カクテル療法研究会（会長：御手洗哲也）2010 年 11 月 11 日
④腎と妊娠研究会（会長：御手洗哲也）2011 年 3 月 6 日

東京（全国規模）

大宮（全国規模）

⑤関東腎研究会（会長：御手洗哲也）
2010 年 7 月 4 日

東京・2011 年 1 月 23 日

東京（関東甲信越地方）

⑥埼玉腎臓研究会（会長：御手洗哲也）2010 年 11 月 6 日さいたま市（埼玉県）
⑦埼玉 CAPD 研究会（会長：御手洗哲也）2011 年 2 月 19 日さいたま市（埼玉県）
⑧体液と高血圧研究会（幹事：長谷川元）2010 年 2 月 18 日川越市（埼玉県）
⑨腎血管カテーテル治療研究会（幹事：長谷川元）
2010 年 4 月 13 日・2010 年 10 月 27 日さいたま市（埼玉県）
⑩埼玉体液カンファレンス（幹事：長谷川元）2010 年 7 月 3 日

さいたま市（埼玉県）

⑪埼玉心臓腎臓治療研究会（幹事：御手洗哲也）2011 年 1 月 19 日
⑫埼玉腎臓病若手研究会（幹事：加藤
2010 年 5 月 22 日

川越市（埼玉県）

仁）

川越市・2010 年 12 月 11 日

さいたま市（埼玉県）

⑬ SMC 腎不全セミナー（幹事：松田昭彦）
2010 年 9 月 11 日

川越市・2011 年 2 月 5 日

川越市（埼玉県）

⑭透析患者における臨床栄養セミナー（幹事：松田昭彦）2010 年（川越市）（埼玉県）
⑮ BMC(Bone Mineral Conference in western Saitama) 研究会（幹事：加藤
2010 年 4 月 27 日

川越市

・2010 年 10 月 29 日

⑯埼玉副甲状腺研究会（会長：加藤
2010 年 7 月 16 日

仁）

川越市（埼玉県）

仁）

川越市・2011 年 2 月 4 日

川越市 （埼玉県）

⑰埼玉アクセス研究会（事務局：小川智也）2010 年 7 月 18 日大宮市（埼玉県）
⑱川越市市民公開フォーラム（企画：御手洗哲也）2010 年 4 月 3 日（埼玉県）

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ている．教室員は医育機関としての役割を認識してお
り，教育には全員で取り組んでいる．医学生の BSL は実習期間が短く，クルズスを中心とした見学実習にしたため，
クルズスの内容と教育方法に改善の余地がある．クリニカル・クラークシップ，初期臨床研修医の教育，および人工
腎臓部でのコメディカルスタッフの育成教育に関しては，それなりの評価をうけており，継続的に取り組む方針であ
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る．若手教室員の教育は順調に進んでおり，専門医取得の道筋が出来ているため，教室員が自発的に専門医取得に向
けて努力している．今後，継続している研究を論文化し，学位取得を目指してもらうように，教室内の教育体制を整
備する．また，研究は医科大学付属施設として重要性を十分に認識しており，基礎研究としてモデル動物を用いた遺
伝子発現解析，タンパク発現解析等を通して，分子レベルでの病態把握を目指しているが，学会発表に留まっており，
論文化が著しく遅滞している．その結果，研究費獲得の実績が乏しく，研究内容の充実に努力する必要がある．
診療では尿異常から腎移植まで広範囲の腎疾患を扱っており，当センターの内外で発生する急性腎障害や多臓器不
全に対応している．特に，人工腎臓部では中央診療部門として血液浄化療法を実施しているが，チーム医療を実践し
ており，医師とともに，臨床工学技士，看護師，管理栄養士等のコメディカルスッタフが連携して質の高い医療を提
供することができている．また，コメディカルスッタフが人工腎臓部の臨床研究にも積極的に参加しており，学会発
表等で成果を上げている．
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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：運営責任者：消化器外科（特に下部消化管外科，胃外科，癌化学療法）
：博士
岩間毅夫（IWAMA, Takeo）
：客員教授：消化器外科（特に下部消化管外科，遺伝性腫瘍，癌化学療法）：博士
芳賀紀裕（HAGA, Norihiro）
：准教授：教育主任：病棟医長：消化器外科（特に食道・胃外科，腹腔鏡手術，癌化学療法）
：
博士
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：博士

石橋敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro）
：講師：外来医長：消化器外科（特に下部消化管外科，癌化学療法）：博士
隈元謙介（KUMAMOTO, Kensuke）
：講師：消化器外科（特に下部消化管外科，癌化学療法）：博士
助教：岡田典倫：研究主任：博士，傍島
外間尚子，田島雄介，近谷賢一，平岡

潤，大澤智徳，桑原公亀，石畝

亨，天野邦彦，幡野

哲，石井正嗣，

優，伊藤徹哉，本城裕章

非常勤講師 18 名，非常勤医師 2 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，
手術に参加する前に解剖学的事項を確認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，器械吻合の実習を行っている．
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．
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，

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．大腸癌における新規癌関連遺伝子の網羅的解析
431

消化管外科・一般外科

2．消化器癌における SVS-1 発現とその生物学的意義の検討
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．大腸癌化学療法の効果予測因子の研究
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, Int J Clin Oncol の査読委員（石田）
日本消化器外科学会雑誌

編集委員（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
① Ohsawa T, Ishida H, Kumamoto K, Nakada.H, Yokoyama M, Okada N, Ishibashi K, Haga N
Resection of stage 0/ Ⅰ colon cancer via a circumferential periumbilical skin incision:relevance to single-incision
laparoscopic surgery
Tech Coloproctol 14(4):311-315,2010
② Ishida H, Ishiguro T, Miyazaki T, Okada N, Kumamoto K, Ishibashi K, Haga N.
Distal gastrectomy via minilaparotomy for non-overweight patients with T1N0-1 gastric cancer : Initaial
experience of 30 cases.
Int J Surg 8(8):643-647,2010
③ Ishida H, Ishiguro T, Ohsawa T, Okada N, Yokoyama M, Kumamoto K, Ishibashi K, Itoyama S.
Curative colectomy via minilaparotomy approach without utilizing speciﬁc instruments.
Tech Coloproctol 14(2):153-159,2010
④芳賀紀裕，石田秀行．
Ⅲ．乳腺・内分泌・体表

7．鼡径部ヘルニア

外科 72(12): 1462-1467，2010
⑤ Ishida H, Okada N, Ishibashi K, Ohsawa T, Kumamoto K, Haga N.
Single-incision laparoscopic-assisted surgery for colon cancer via a periumbilical approach using a surgical glove:
Initial experience with 9 cases.
Int J Surg 9(2):150-154, 2011
⑥ Ishibashi K, Chika N, Miyazaki T, Yokoyama M, Ishida H, Matsuda T, Morozumi M, and Yamada T.
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Spermatic Cord Metastasis from Colon Cancer : Report of a Case.
Surg Today 41(3):418-421, 2011
⑦ Ishida H, Ishiguro T, Ishibashi K, Ohsawa T, Kuwabara K, Okada N, and Miyazaki T.
Impact of Prior Abdominal Surgery on Curative Resection of Colon Cancer via Minilaparotomy.
Surg Today 41(3):369-376, 2011
⑧隈元謙介，石橋敬一郎，石田秀行．
FOLFOX 療法の治療効果予測因子の探索（TS，ERCC1 など）．
日本臨床 大腸癌 - 最新の研究動向 -

69(3):4947-499, 2011

⑨田島雄介，隈元謙介，石橋敬一郎，近

範泰，大澤智徳，横山

勝，芳賀紀裕，樫山

浩，石田秀行．

腹腔動脈周囲リンパ節転移を伴った結腸癌異時性副腎転移の 1 例．
日本外科系連合学会誌

35(5): 787-792，2010

⑩大澤智徳，隈元謙介，竹内幾也，石畝
芳賀紀裕，石田秀行，大西

亨，幡野

哲，天野邦彦，横山

勝，桑原公亀，石橋敬一郎，岩間毅夫，

清，牛尼美年子，吉田輝彦．

大腸全摘前のスクリーニング検査で発見された家族性大腸線種症に合併した甲状腺乳頭癌の 1 例．
日本大腸肛門病雑誌

63(7): 426-433，2010

総数：論文 35 編，学会発表 89 件
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
日本外科学会研究奨励賞 （石橋）
第 21 回日本消化器癌発生学会優秀賞（隈元，大澤）
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，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と考えている．
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．

433

臨床医学部門（川越キャンパス）

2．10）肝胆膵外科・小児外科
1．構成員
橋本大定（HASHIMOTO, Daijo）
：教授：運営責任者：診療科長：消化器外科，内視鏡下手術，レ−ザ−外科，
ME：博士
星野高伸（HOSHINO, Takanobu）
：准教授：専門員：消化器外科，肝胆膵外科，内視鏡下手術：博士
小高明雄（ODAKA, Akio）
：准教授：副診療科長：教育主任：外来医長：小児外科：博士
小澤文明（OZAWA, Fumiaki）
：講師：副診療科長，研究主任：外来医長：肝胆膵外科：博士
井上成一朗（INOUE, Seiichiro）
：講師：病棟，研修医長：小児外科：博士
赤松延久（AKAMATSU, Nobuhisa）
：講師：病棟，研修医長：肝胆膵外科：博士
助教：石田隆志，辛
非常勤講師：東

宣廣，駒込昌彦，張

皓雄，帯津良一，川嶋

成浩
寛，坂本裕彦，坂本昌義，篠原一彦，千葉敏雄

非常勤医師：池田理恵

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（担当者）
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行っている．主な教育担当者は，小澤文明（肝胆
膵外科）と小高明雄（小児外科）であった．
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では平成 17 年度から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移行
して，さらに発展させてきた．今年度で橋本大定教授が定年退職したが，来年度も残ったメンバーで現在の教育内容
を維持していきたい．

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

襲内視鏡手術 ” を確立することにある．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
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体外細胞死誘導法を用いた新しい小児神経芽腫ワクチン療法の開発
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．自己評価と次年度計画
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，これまでの研究を発展させることができた．今年度で
橋本大定教授が定年退職したが，来年度も残ったメンバーで現在の研究内容を維持していきたい．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
大外科時代の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 6 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．今年度で橋
本大定教授が定年退職したが，来年度も残ったメンバーで現在の診療内容と成績を維持していきたい．

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
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
①橋本大定，小高明雄，小澤文明，井上成一朗，赤松延久，石田隆志，辛

宣廣，駒込昌彦，張

成浩，三井哲弥：

NPO 法人小切開・鏡視外科学会の創立．日本ミニマム創泌尿器科内視鏡学会雑誌 2010;2(1):19-22.
②小高明雄：救急・応急のための外科的基本手技．局所麻酔法．五十嵐隆，里見

昭編，小児科臨床 21．小児外

来で役立つ外科的処置，中山書店，東京，2010，p150-1.
③ Inoue S, Odaka A, Hashimoto D, Tamura M, Osada H: Gallbladder volvulus in a child with mind clinical
presentation. Prediatr Radiol 2011; 41:113-6.
④ Akamatsu N, Sugawara Y, Osada H, Okada T, Itoyama S, Komagome M, ShinN, Cho N, Ishida T, Ozawa F,
Hashimoto D: Diagnostic accuracy of multidetector-row computed tomography for hilar cholangiocarcinoma. J
Gastroenterol Hepatol 2010;25(4):731-7.
⑤ Akamatsu N, Sugawara Y, Shin N, Ishida T, Shirakawa K, Ozawa F, Hoshino T, Hashimoto D: Modified liverhanging maneuver designed to minimize blood loss during hepatic parenchymal transection in hemihepatectomy.
Surg Today. 2010 ;40(3):239-44.
⑥ Akamatsu N, Sugawara Y, Komagome M, Shin N, Cho N, Ishida T, Ozawa F, Hashimoto D: Risk factors for
postoperative pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy: the significance of the ratio of the main
pancreatic duct to the pancreas body as a predictor of leakage. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2010;17(3):322-8.
⑦ Akamatsu N, Sugawara Y, Komagome M, Ishida T, Shin N, Cho N, Ozawa F, Hashimoto D: Giant liver hemangioma
resected by trisectorectomy after eﬃcient volume reduction by transcatheter arterial embolization: a case report.
J Med Case Reports 2010; 4:283.
⑧ Akamatsu N, Sugawara Y, Hashimoto D: Surgical strategy for bile duct cancer: Advances and current limitations.
World J Clin Oncol. 2011;2(2):94-107.
⑨張

成浩，小高明雄，小澤文明，井上成一朗，三井哲弥，駒込昌彦，辛

宣廣，石田隆志，赤松延久，橋本大定：

自転車のハンドルによる外傷性膵断裂の男児例．小児科 2010;51(9):1195-7.
⑩張

成浩，小高明雄，井上成一朗，三井哲弥，駒込昌彦，辛

宣廣，石田隆志，赤松延久，小澤文明，橋本大

定：肥厚性幽門狭窄症−右上腹部切開法から臍部小切開 sliding-window 法への変換．小切開・鏡視外科学会雑
誌 2010;1(1):153-5.
総数：論文 11 件，学会発表 10 件
6-2．獲得研究費
文部科学省科学研究費
井上成一朗：基盤研究（C）一般：体外細胞死誘導法を用いた新しい小児神経芽腫ワクチン療法の開発，課題番号
22591984，直接経費 160 万円，間接経費 48 万円．
6-3．受賞
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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
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 6 年間に優秀な人材が集まり，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備された．その成果として，昨年度から NPO 法人小切開・鏡視外科学会が創設され，当科
はその事務局として機能している．今年度をもって橋本大定教授は定年退職した．来年度からは，橋本大定教授が築
いた伝統を受け継ぎ，さらなる教室の発展，地域医療への貢献，次世代外科医の育成を目標に，残ったメンバー全員
一丸となって努力していきたい．
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2．11）血管外科
1．構成員
佐藤

紀（SATO, Osamu）
：教授：運営責任者：血管外科：博士

出口順夫（DEGUCHI, Juno）
：准教授：研究主任：血管外科：博士
松本春信（MATSUMOTO, Harunobu）
：講師：教育主任：血管外科
山本晃太（YAMAMOTO, Kota）
：助教：血管外科：博士
北岡

斎（KITAOKA, Tadashi）
：助教：血管外科

神谷千明（KAMIYA, Chiaki）
：助教：血管外科
三浦恵美（MIURA, Emi）
：助教：血管外科

2．教育
2-1．目的目標
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，臨床入門実習や，試験監督などで，学生教育に参加する形となった．
初期臨床研修医に対しては，昨年に比べ多くの研修医が当科での研修を選択してくれたため，臨床教育に力を入れ
ることができた 1 年であった．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，
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
医学生教育においては，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，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，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．研究グループ（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）破裂性腹部大動脈瘤術後の呼吸器合併症を中心とした治療成績向上への工夫
3-3．研究内容と達成度
重症虚血肢および腹部大動脈瘤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．自己評価と次年度計画
平成 22 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 270 件で，その内訳は，腹部大動脈瘤手
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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る．昨年に比べ全体の手術件
数は減少したが，糖尿病・透析症例の重症虚血肢に対する血行再建術などの重症例はむしろ増加した．腹部大動脈瘤
に対する血管内治療も安定した成績が得られている．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，疾患は重症化し，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課題である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
厚生労働省：急性大動脈症候群

班会議

委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Annals of vascular disease, Jounal of Vascular Surgery, 日本外科学会雑誌 (Surgery Today) 査読，日本血管外科学会
雑誌査読および編集委員，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．論文・学会発表
論文
① Do inferior vena cava ﬁlters reduce the risk of acute pulmonary embolism in preoperative patients with venous
thromboembolism? Deguchi J, et al:Surg Today, 2010, 40(6):533-7
②「マスターしておきたい手術のための基本手技

臓器切離と吻合法」吻合法

血管吻合．

松本春信，佐藤

紀：

糖尿病性重症虚血肢に対する足関節バイパス術における angiosome の意義．出口順夫

他：

消化器外科，33 巻 4 号：509-516：2010
③糖尿病性下肢病変

脈管学，50 巻 6 号：687-691：2010
発表
④内側アプローチによる腓骨動脈バイパスとその成績．松本春信

他：第 38 回日本血管外科学会総会：大宮：

2010/5
⑤重症虚血肢における血管外科・形成外科連携による集学的治療．出口順夫

他：第 38 回日本血管外科学会総会：

大宮：2010/5
⑥下肢閉塞性動脈硬化症に対し，心不全・低左心機能が及ぼす影響についての検討．北岡

斎

他：第 38 回日本

血管外科学会総会：大宮：2010/5
⑦当院における女性 Buerger 病患者の検討．三浦恵美
⑧これからの血管外科専門医

他：第 38 回日本血管外科学会総会：大宮：2010/5

open surgery の立場から．出口順夫：第 38 回日本血管外科学会総会：大宮：

2010/5
⑨ The radial artery aneurysm in the anatomical snuﬀbox. A case report. Harunobu Matsumoto, et al: the 11th
Congress of Asian Society for Vascular Surgery, Kyoto, 2010/5
⑩ Brachial vein transposition: another option in an effort to decrease catherters and prosthetic grafts. Kota
Yamamoto, et al: the 11th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, Kyoto, 2010/5
総数：論文

3 件，学会発表

19 件

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
少ないながらもスタッフ一丸となって，緊急要請に対しても可能な限り対応し，日々の臨床に従事してきた．手術
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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
者数は多く，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 ）准教授：運営責任者：診療科長：: 乳腺内分泌：医博

大石陽子 OISHI YOUKO）
：講師：乳腺外科：医博
石田文孝（ISHIDA, Fumitaka）
：助教：乳腺内分泌：医博
中井麻木（NAKAI, Maki）
：助教：乳腺内分泌
黒田

一（KURODA, Hajime）
：非常勤講師：病理：医博

竹内幾也（KATEUCHI, Ikuya）: 非常勤講師：乳腺甲状腺：医博

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，また乳癌の化学療法に参加した．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
外科系研修が選択制の研修医教育として，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．ほぼ全例の手術に参加し，手術手技を見学および実習した．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．

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
①蛍光色素法を用いたセンチネルリンパ節生検：PDE カメラを使用し ICG 蛍光によるリンパ管走行の確認とセン
チネルリンパ節の同定を行い同定率の検討 .
症例を蓄積しリンパ管走行の形態の解析，センチネルリンパ節の同定率を検討した．
②神経刺激装置を使用した安全な甲状腺手術：術中モニターとしての NIM の有効性を検討する．甲状腺手術で関
係する反回神経，喉頭神経外枝の術中モニタリングを経時的に記録し分析した．
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．術中モニタリングを発展させていく．
臨床研究のみならず乳腺･内分泌領域の基礎的研究を立案実行する．

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．即時乳
房再建，およびティシュ・エキスパンダ−（TE）挿入，乳房二次再建を形成外科と連携体制をとり進めてゆく．甲
状腺疾患，特に甲状腺癌の手術例が増加している．また内服治療薬の登場で症例数の減少した腎性副甲状腺機能亢進
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症ではあるが手術要請はあり，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
を開始し今後症例の増加が期待される．

5．その他 該当なし
6．業績
6-1．論文・学会発表
① Onishi K, Nakai M, Ishida F, Itoyama S, Kuroda H. Histological examination of surgical resected breast cancer
after radiofrequency ablation. 45th European Society for Surgical Research, Geneva（Switzerland）, June, 2010
②大西清，石田文孝，中井麻木，花見恭太，糸山進次，黒田一：ラジオ波凝固（RFA）療法 による乳腺組織の病
理組織学的変化 . 第 18 回日本乳癌学会総会

2010 年 6 月

札幌

③中井麻木，石田文孝，大西清，糸山進次，黒田一：当院における Lapatinib の使用経験 . 第 18 回日本乳癌学会
総会

2010 年 6 月

札幌

④ Oishi Y, Nakai M, Ishida F, Ohnishi K：Reconsideration and ingenuity in breast conservative surgery with short
incision. The 3rd International Oncoplastic Breast Surgery Symposium

2010 年 11 月，東京

⑤中井麻木，石田文孝，大石陽子，大西清，糸山進次，黒田一：Nipple adenoma の一例 . 第 7 回日本乳癌学会関
東地方会

2010 年 12 月

大宮

⑥．石田文孝，大西清，大石陽子，中井麻木，田丸淳一，糸山進次：当科における甲状腺濾胞癌の臨床病理学的検
討 . 第 43 回日本甲状腺外科学会学術総会

2010 年 10 月

倉敷

⑦ Kuroda H, Nakai M, Ohnishi K, Ishida T, Kuroda M, Itoyama S.：Vascular invasion in triple-negative carcinoma of
the breast identiﬁed by endothelial lymphatic and blood vessel markers. Int J Surg Pathol. 2010 Oct; 18
（5）
:324-9
⑧大澤智徳，隈元謙介，竹内幾也，石畝亨，幡野哲，天野邦彦，横山勝，桑原公亀，石橋敬一郎，岩間毅夫，芳賀
紀裕，石田秀行，大西清，牛尼美年子，吉田輝彦：大腸全摘前のスクリーニング検査で発見された家族性大腸腺
腫症に合併した甲状腺乳頭癌の一例 . 日本大腸肛門病学会雑誌 63 巻 7 号
【総数：論文
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

2 件，学会発表

426 − 433，2010

11 件】

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
平成 2011 年 3 月 26 日予定の第 5 回乳がんチーム医療勉強会は，セミナー震災のため中止となった．

7．自己点検・評価
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．これまで日高国際医療センターから佐伯教授の兼担を仰いでいたが，本
年度から乳癌学会認定施設と並び甲状腺を中心とした内分泌外科専門認定施設として自立し，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：教育主任：研究副主任：呼吸器外科全般，気管
気管支外科：博士
江口圭介（EGUCHI, Keisuke）
：講師：研究主任：副診療科長：教育副主任：呼吸器外科全般，内視鏡外科：博士
儀賀理暁（GIKA, Masatoshi）
：講師：研究副主任：病棟医長：外来医長：呼吸器外科全般，緩和医療：博士
竹内

健（TAKEUCHI, Ken）
：助教：博士

福田祐樹（FUKUDA, Hiroki）
：助教：埼玉医科大学大学院 4 年生
井澤菜緒子（IZAWA, Naoko）
：助教
青木耕平（AOKI, Kohei）
：助教（後期研修医）
井上慶明（INOUE, Yoshiaki）
：後期研修医：埼玉社会保険病院に出向中
菊池功次（KIKUCHI, Koji）
：客員教授
小林紘一（KOBAYASHI, Koichi）
：客員教授
山畑

健（YAMAHATA, Takeshi）
：非常勤講師

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ベッドサイドラーニング（BSL），クリニカルクラークシップ（CC）および
夏季プログラムを担当している．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），また，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）．CC では呼吸器外科患者 1 〜 2 名の受持ちとして医師と共
に入院から退院までの診察，外科治療，気管支鏡検査などに加わり，診断，治療方針の決定，治療（手術，周術期管理，
化学療法など）など呼吸器外科診療の大筋の流れが理解できるよう実習を進めている（担当者：中山，江口，儀賀）
．
夏季プログラムでは 5，6 年生向けに胸部 X 線読影および気管支鏡検査や手術の見学など呼吸器外科への興味を醸成
するプログラムを企画した（担当者：中山）
．
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：儀賀）
．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，手術手技，周術期管理など呼吸器外科に必要な臨床能力が身につくように教育し，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：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．CC は選択者なし．夏季プログラムでは，2 名の受講生に胸部 X 線読影，気管支鏡検査
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や手術の見学などが予定通り行われた．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より帰局し，
外科専門医の資格を取得した．後期研修医の井上慶明医師が埼玉社会保険病院へ外科専門医の資格取得に向けた外科
研修に出向した．福田祐樹医師が埼玉医科大学大学院 4 年生となり，慶應義塾大学病理学教室と共同で行った研究
成果を論文としてまとめ，雑誌 “British Journal of Cancer” に投稿する準備が進んでいる．
2-4．自己評価と次年度計画
BSL，夏季プログラム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さらなる充実に努め
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．青木耕平医師は外科専門医の資格を取得した．次
年度は学位や呼吸器外科専門医の資格取得に向けた研修が開始される予定である．また，福田祐樹医師は論文の掲載
を待ち，学位審査の申請を行う予定である．

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
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（研究プロジェクト）
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，江口）
2．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，江口，菊池）
3．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（儀賀，中山）
4．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，江口）
5．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，江口）
6．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（福田，中山）
7．気管支断端瘻に関する後ろ向き研究（中山，江口）
8．非放射性キセノンガス吸入による肺換気 CT 画像の作成（中山，青木）
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．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．
忍容性および治療効果を判定するフェーズⅡの症例集積が終了し，データを解析中である．
3．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．現在治癒した胸膜欠損部の病理組織学的検討を進め，第 110 回日本外科学会定期学術集会（2010 年
4 月）で成果を発表した．
4．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，埼玉医科大学総合医療セン
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．
5．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．現在症例の集積中
である．
6．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
大学院生の福田祐樹が慶應義塾大学病理学教室と共同で行った研究成果を論文としてまとめ，雑誌 “British
Journal of Cancer” に投稿する準備が進んでいる．
7．気管支断端瘻に関する後ろ向き研究
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，埼玉医科大学総合医療セン
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
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ター）での多施設共同研究．
症例を集積中である．
8．非放射性キセノンガス吸入による肺換気 CT 画像の作成（中山，青木）
当院放射線科本田教授のグループとの共同研究で，研究計画が倫理審査委員会の承認を得たため，症例登録の準
備を開始した．
3-4．自己評価と次年度計画
基礎研究，臨床研究，研究発表などを積極的に行い，概ね今年度の目標は達成されたと考えている．テーマ 3
は病理組織学的検討を進め，成果を学会にて発表した．テーマ 6 では研究成果を論文としてまとめ，雑誌 “British
Journal of Cancer” に投稿する準備が進んでおり，次年度には投稿予定である．テーマ 1，2 は症例の集積が終了し，
デー
タ解析を行なっており，ともに次年度に報告する予定である．テーマ 4，5 は症例の集積中であり，テーマ 7，8 の
新しい研究が開始された．

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，難易度の高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施行している．腫瘍性疾患のみならず炎
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も特色の一
つである．埼玉県中西部の中核施設であるため，合併疾患を有する症例も含め，他施設では治療に難渋する症例が数
多く集まるが，手術療法では合併症の発生率，治療成績ともに良好な結果を残している．さらに，気管・気管支疾患は，
全国有数の専門施設として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．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行い，支持療法，緩和医療なども積極的に行っている．呼吸器外科疾患に対し安全
で質の高い国内最高レベルの医療を常に提供することを目標とし，患者さん一人一人の病状に応じたきめ細かな医療
を提供しながら，中核施設として地域医療にも貢献している．
年間手術件数は総手術数（全麻症例のみ）153 例で，主な疾患では原発性肺癌 65 例，自然気胸 31 例，縦隔腫瘍
21 例，転移性肺腫瘍 17 例，胸壁腫瘍 3 例，炎症性肺疾患 3 例，良性肺腫瘍 2 例，甲状腺癌気管浸潤 1 例，肺動脈
瘤 1 例，肺動静脈

1 例，その他 8 例となっている．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 − 2005) 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，支持療法，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．
呼吸器外科の手術症例数は徐々に増加し，治療成績の面でも良好な結果を収めている．次年度以降も継続して安全
で質の高い診療を行ない，手術症例数の更なる増加を目指す所存である．

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）
雑誌「肺癌」査読委員（中山）
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
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6．業績
6-1．論文学会発表
①江口圭介・菊池功次・中山光男
当施設における最近 10 年間の結核に対する外科治療の現状
結核

Vol.85, No.5；439-442

2010 年 5 月発行

②菊池功次・井上慶明・青木耕平・井澤菜緒子・竹内

健・儀賀理暁・江口圭介・中山光男

気管気管支結核
日本胸部臨床

Vol.69

増刊号 S9 − S11

2010 年 9 月発行

③中山光男・井上慶明・青木耕平・井澤菜緒子・福田祐樹・竹内

健・儀賀理暁・江口圭介

肺アスペルギローマ
日本胸部臨床

Vol.69

増刊号 S26 − S32

2010 年 9 月発行

④中山光男
気管支喘息と気管気管支狭窄
日本気管食道科学会

専門医通信

Vol.41

⑤儀賀理暁・井上慶明・井澤菜緒子・竹内

6 − 11

2010 年 11 月発行

健・江口圭介・中山光男

Tissue sealants による修復後の胸膜と肺の治癒・再生過程に関する組織学的検討
第 110 回日本外科学会定期学術集会
⑥竹内

2010 年 4 月

健・井上慶明・井澤菜緒子・儀賀理暁・江口圭介・中山光男

経過観察中に血痰の出現を認めた胸腔内 Chronic Expanding Hemato の 1 切除例
第 27 回日本呼吸器外科学会

2010 年 5 月

⑦井上慶明・中山光男・江口圭介・儀賀理暁・竹内

健・井澤菜緒子

原発性肺癌右肺癌全摘後の左自然気胸に対して胸腔鏡下肺部分切除・肺縫縮術を施行した一例
第 27 回日本呼吸器外科学会

2010 年 5 月

⑧江口圭介・井上慶明・井澤菜緒子・竹内

健・儀賀理暁・中山光男

pN2 非小細胞肺癌の手術成績
第 27 回日本呼吸器外科学会

2010 年 5 月

⑨儀賀理暁・井上慶明・井澤菜緒子・竹内

健・江口圭介・中山光男

びまん性肺疾患に対する胸腔鏡下（開胸）肺生検の臨床的検討
第 27 回日本呼吸器外科学会
⑩竹内

2010 年 5 月

健・青木耕平・井澤菜緒子・儀賀理暁・江口圭介・中山光男

腫瘍径 3cm 以下の非小細胞肺癌切除例における予後因子としての胸膜浸潤（p1）と腫瘍径の検討
第 63 回日本胸部外科学会定期学術集会
【総数：論文

5 件，学会発表

2010 年 10 月

28 件】

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
1997 年 4 月から開始した診療も 13 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．本年度 4 月に青木助教が川崎市立川崎病院での研修を終え帰局したが，7 月には井澤助教が退職したた
め，医局の構成員は中山教授，江口講師，儀賀講師，竹内助教，青木助教の 5 名となった．また，当科の研修シス
テムに従い後期研修医の井上助教が社会保険埼玉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，埼玉医科
大学大学院 4 年生の福田助教が慶應義塾大学病理学教室への国内留学を 9 月に終了して学位取得に向けた論文を作
成中である．診療面では呼吸器外科の手術症例数は徐々に増加し，治療成績の面でも良好な結果を収めており，地域
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医療の中核病院として患者中心の安全で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，全
国有数の専門施設として埼玉県内はもちろん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，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，基礎研究，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．
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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：運営責任者：診療科長：研究主任：心臓血管外科全般：博士
山火秀明（YAMABI, Hideaki）
：講師：教育主任：心臓血管外科全般：博士
河田光弘（KAWATA, Mitsuhiro）
：講師：心臓血管外科全般：博士
松岡貴裕（MATSUOKA, Takahiro）
：助教

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）
緊急手術はやや減少したが，著しい重症例の比率が高く，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
Journal of Cardiology
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山火秀明，今中和人，佐藤博重，松岡貴裕

無輸血で大動脈弁置換術を施行しえた骨形成不全例

胸部外科

2010; 63(3): 208-11
②佐藤博重，今中和人，山火秀明，松岡貴裕
全症 胸部外科
③今中和人

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

2010; 63(10): 853-6

心臓手術の実際

第7回

心室細動下僧帽弁形成術と体外循環法

Clinical Engineering

2010;

21(11): 1140-3
④ Shimizu T, Kyo S, Imanaka K, et.al. A novel external counterpulsation system for coronary artery disease and
heart failure: pilot studies and initial clinical experiences J Artif Organs. 2010; 13(3): 161-9
学会発表
⑤今中和人，山火秀明，佐藤博重，安藤政彦，松岡貴裕
脈直接送血

第 40 回日本心臓血管外科学会

⑥松岡貴裕，今中和人，山火秀明，佐藤博重
術を施行した 1 例

第 153 回

頚動脈解離を来たした急性大動脈解離症例における頚動

総会（神戸） 2010.2.25
脊髄小脳変性症に合併した重症僧帽弁閉鎖不全症に対し僧帽弁形成

日本胸部外科学会

関東甲信越地方会 （埼玉）2010.6.5

総数：論文 4 件，学会発表 2 件
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：博士
丸山

徹（MARUYAMA, Toru）
：准教授：診療副科長：教育副主任：研究主任：脊椎外科，脊柱側弯症：博士

平岡久忠（HIRAOKA, Hisatada）
：准教授：診療副科長：教育主任：研究副主任：膝関節外科，スポーツ医学：博士
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：博士
田中伸哉（TANAKA, Shinnya）
：講師：人工関節，骨粗鬆症，関節リウマチ：博士
加藤直樹（KATO, Naoki）
：講師：手の外科，末梢神経外科，関節リウマチ：博士
〔助教〕
：中曽根功（NAKASONE, Isao）
，吉澤貴弘（YOSHIZAWA, Takahiro），滝沢公章（TAKIZAWA, Masafumi）
，
島田憲明（SHIMADA, Noriaki）
，中尾祐介（NAKAO, Yusuke），塩谷
Yousuke）
，林

操（SHIOYA, Misao），小林陽介（KOBAYASHI,

一誠（HAYASHI, Kazumasa），酒枝和俊（SAKAEDA, Kazutoshi），田沼優一（TANUMA, Yuichi）
，

野村英介（NOMURA, Eisuke）
〔非常勤講師〕
：君塚

葵（KIMIDUKA, Mamori），関谷繁樹（SEKIYA, Shigeki），石上浩庸（ISHIGAMI, Hironobu）
，

井 上 純 一（INOUE, Junichi）
， 本 強 矢 隆 生（MOTOSUNEYA, Takao），〔 非 常 勤 医 員 〕： 山 本 邦 彦（YAMAMOTO,
Kunihiko）
，矢鋪素久（YASHIKI, Motohisa）
，野沢有二（NOZAWA, Yuji），亀田進吾（KAMEDA, Shingo），溝部弘
敬（MIZOBE, Hirotaka）
，小島純一（KOJIMA, Junichi），笹尾はな（SASAO, Hana），佐々木有記（SASAKI, Yuuki）
，
黒畑順子（KUROHATA, Junko）
，増田隆三（MASUDA, Ryuzou），高村一豊（TAKAMURA, Kazutoyo），三上千衣子
（MIKAMI, Chieko）

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，
中曽根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．脛骨骨切り術後の骨癒合及び人工骨の吸収に関する研究（責任者：平岡）
4．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）
5．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）
6．頚髄症の治療法に関する研究（責任者：丸山）
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7．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：島田）
9．人工関節置換術の手術手技の研究（責任者：中曽根）
10．足部の変形矯正術の手術手技の研究（責任者：中曽根）
11．骨粗鬆症患者における骨形態の研究（責任者：田中）
12．上肢の外傷および末梢神経障害に対する手術手技の研究（責任者：加藤）
3-3．研究内容と達成度
上記の臨床研究および基礎研究を行った．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．しかし多忙な臨床業務の
ために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．基礎的研究は昨年度から開始したばかりで十
分な発展はできなかった．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発展させたい．

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：29,874 人，入院患者総数：726 人
手術総数：678 件：脊椎脊髄手術：
（頚椎椎弓形成術 54 件，腰椎椎弓切除・固定術 196 件，他），膝関節鏡視下手術：
（靭
帯再建術 18 件，半月板縫合・切除 31 件，他），人工関節手術：
（人工股関節置換術 49 件，人工膝関節置換術 25 件，
他）
，肩関節手術（鏡視下手術を含む）7 件，手の外科術：（骨折整復固定術 75 件，末梢神経損傷・傷害修復術
48 件，腱縫合術 23 件）
，その他骨折・脱臼手術など
・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
＊脊椎側弯症などの脊柱変形に対する矯正術
＊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
＊関節リウマチなどによる足部変形に対する矯正術
＊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
＊上肢疾患一般
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

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：
・実施治験：

80％

60％

14 例

経過観察期間平均 15．4 ヶ月

再脱臼例なし

なし．

なし．

・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
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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：日本整形外科学会学術集会・抄読査読委員
酒井：日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会誌査読委員
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，日本スケート連盟理事・医事委員会委員長・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
代表的なものを以下に示す．
① Sakai H, Hiraoka H, Yashiki M:.Gravity-assisted pivot-shift test can predict the function of the reconstructed
anterior cruciate ligament.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 Oct 2. [Epub ahead of print], (2011) 19: 572-578
② Hirabayashi S, Yamada H, Motosuneya T, Watanabe Y, Miura M, Sakai H, Matsushita T: Comparison of
enlargement of the spinal canal after cervical laminoplasty: open-door type and double-door type.
Eur Spine J. 2010 Oct;19(10):1690-4. Epub 2010 Mar 23.
③滝沢公章，平岡久忠，塩谷

操，田中伸哉，酒井宏哉：開大式楔状高位脛骨骨切り術の開大部に補填したβー

TCP の骨置換に関する組織学的検討．
④平岡久忠，滝沢公章，塩谷

関東膝を語る会会誌 Vol.26

No.1

2010.4

操，酒井宏哉：Opening wedge 高位脛骨骨切り術後の骨癒合とβ -TCP の骨置換に

関する X 線像による検討．関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会誌 Vol. 35 No. 3: 675-680, 2010 日本
⑤堀江俊裕，永島雅文，酒井宏哉，都築暢之：大後頭神経および周囲組織の局所解剖学―頚椎運動の影響とその臨
床的意義に関する検討―

関東整形災害外科学会雑誌 Vol.41 No.3 2010.6

⑥加藤直樹，松本征仁，緒方正人，禾

泰壽，織田弘美：p38 MAPK

シグナル伝達阻害により神経再生は遅延す

る：変異型 p38 ノックインマウスを用いた知見．末梢神経 Vol.21 No.1 84-90 2010.7
⑦加藤直樹，松本征仁，緒方正人，禾
への関与

泰壽，酒井宏哉，織田弘美：個体レベルにおける p38 MAPK の神経再生

第 2 報．末梢神経 21(2): 320-321, 2010

⑧山田博信，本強矢隆生，丸山徹，酒井宏哉：硬膜管背側へ脱出した腰椎椎間板ヘルニアの 2 例．整形外科
Vol.61

No. 7：637-640, 2010

⑨島田憲明，平岡久忠，酒井宏哉：弾発現象を伴う両側異常可動性内側半月の 1 例．日本臨床スポーツ医学会誌
Vol.18 No.3: 531-534, 2010 (2010.8.25
⑩山田博信，中尾祐介，三上千衣子，丸山
整形外科 Vol.62
総数：論文：15

徹，酒井宏哉：腰椎化膿性椎間関節炎の治療経験．

No.3：219-222, 2011
学会発表：30

6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
なし
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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 1 回埼玉スポーツ医学セミナーを代表世話人として開催（2010 年 7 月 29 日
第 6 回小江戸整形外科セミナーを会長として開催（2010 年 7 月 30 日

川越）（酒井宏哉）

川越）（酒井宏哉）

第 7 回埼玉オルソぺディクスセミナーを代表世話人として開催（2010 年 9 月 25 日
第 33 回埼玉整形外科フォーラムを会長として開催（2010 年 9 月 30 日

川越）（酒井宏哉）

川越）（酒井宏哉）

第 28 回埼玉膝・スポーツ医学研究会を代表世話人として開催（2010 年 11 月 27 日

さいたま市）（酒井宏哉）

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．

452

臨床医学部門（川越キャンパス）

2．16）脳神経外科
1．構成員
松居

徹（MATSUI, Toru）
：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：頭蓋底外科，脳卒中の外科：博士

張

漢秀（Han Soo Chang）
：診療副科長：准教授

外来医長：教育主任（H22 年 9 月から）
：脳腫瘍，脊椎脊髄疾患：

博士
谷口民樹（TANIGUCHI, Tamiki）
：講師：教育主任：研修担当医長：脳血管障害，脳腫瘍：博士 （H22 年 8 月迄）
上條貢司（KAMIJYO, Koji）
：講師：病棟医長（H22 年 5 月迄）：脳血管障害，脳腫瘍：博士 （H22 年 8 月迄）
鈴木康隆（SUZUKI, Yasutaka）
：助教：病棟医長（H22 年 6 月から）：研究副主任 （H22 年 1 月から）
中村

巧（NAKAMURA, Takumi）
：助教：研修担当医長：医局長（H22 年 9 月から）

山下安佐美（YAMASHITA, Asami）
：助教：教育副主任 （H22 年 7 月迄）
田中健太郎（TANAKA, Kentaro）
：助教 （H22 年 6 月迄）
藤澤直顕（FUJISAWA, Naoaki）
：助教：教育副主任
嶋田勢二郎（SHIMADA, Seijiro）
：助教 （H22 年 9 月迄）
後藤芳明（GOTO, Yoshiaki）
：助教 （H22 年 4 月から H22 年 7 月迄）
土屋

掌（TSUCHIYA, Tsukasa）
：助教 （H22 年 6 月から）

岡野

淳（OKANO, Atsushi）
：助教 （H22 年 8 月から）

印東雅大（INDO, Masahiro）
：助教 （H22 年 10 月から）
石川達哉（ISHIKAWA, Tatsuya）
：非常勤講師：秋田脳血管研究所副院長
海津啓之（KAIZU, Hiroyuki）
：非常勤講師：武蔵野総合病院副院長
小原琢磨（OBARA, Takuma）
：非常勤講師：三愛病院脳神経外科部長
鈴木千尋（SUZUKI, Chihiro）
：非常勤講師：鈴木脳神経外科院長
平川

亘（HIRAKAWA, Wataru）
：非常勤講師：池袋病院副院長

飯島

明（IIJIMA, Akira）
：非常勤講師：東京大学脳神経外科講師

2．教育
2-1．目的目標
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君には満足のいく BSL になるよう努力ししており，
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（担当者）
卒前教育としては，外部から講師を招き学生諸君に，学の現場における経験から，種々の刺激を与えて頂いている．
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．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．実習中は，毎日 8 時 40 分からの 5 階東
の脳外科病棟の回診に参加する．また，毎週火曜日朝 8 時および木曜日朝 8 時からの抄読会終了後には，フィルム・
ビデオカンファレンスと教授回診を行なっている．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，担当の若手レジデントに師事し，主治医チームの一員として入院患者を診療
する．そして，昼夜・平日休日を問わず，そのチームで診療する．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一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
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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．当科の中堅医師たちは皆，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．自己評価と次年度計画
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，スタッフー同，
留意しているところである．

3．研究
3-1．目的・目標
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．研究グループ（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一病診連携から
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．研究内容と達成度
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一病診連携から
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，薪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．自己評価と次年度計画
1．頭蓋底部の手術アプロ一チ
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一病診連携から
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
454

脳神経外科

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
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，入院患者数はのべ約 600 人，手
術件数も約 450 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
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 FIowand 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松居

徹

脳卒中の外科対応

山形県対脳卒中治療研究会誌

23：1-16,2010

② Kamijo K and Matsui T Acute extracranial-intracranial bypass using radial artery graft combined with aneurismal
trapping for patients with ruptured blood blister-like aneurysm of ICA J Neurosurg.113：781-785
③阿部

敦，阿部彰子，松居

徹

頭部 201Tl-SPECT 診断におけるピットフォールと限界 Part.2
脳神経検査のグノーティセアウトン（発行者：株式会社シナジー）
Pp.78-81
④ Chang HS, Zidan I, Fujisawa N, Matsui T
Microsurgical posterolateral transmucular approach for lumbar
foraminal stenosis J Spinal Disord Tech in press
⑤張

漢秀，嶋田勢二郎，藤澤直顕，田中健太郎，松居

徹

Failed back syndrome の症例に含まれる，椎間孔狭窄症の診断と治療の重要性
第 6 回 ASSS Meeting（2010 年 3 月 20 日）東京
⑥上條貢司，松居
中村

徹，嶋田勢二郎，藤澤直顕，田中健太郎，山下安佐美，

巧，谷口民樹，張

漢秀

クリッピングもコイリングも困難な後頭蓋窩脳動脈瘤に対する外科的治療経験
第 39 回日本脳卒中の外科学会（2010 年 4 月 16 日）盛岡
⑦山下安佐美，阿部

敦，嶋田勢二郎，藤澤直顕，田中健太郎，中村

上條貢司，谷口民樹，張

漢秀，松居

巧，

徹

もやもや病患者における 123I-IMZ-SPECT の集積分布に関する統計画像解析を用いた

検討

第 39 回日本脳卒
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中の外科学会（2010 年 4 月 16 日）盛岡
⑧藤澤直顕，張

漢秀，嶋田勢二郎，田中健太郎，中村

鈴木康隆，上條貢司，谷口民樹，松居

巧，山下安佐美，

徹

仙椎神経根から発生し硬膜内外に進展した神経鞘腫の一手術例
第 25 回日本脊髄外科学会（2010 年 6 月 11 日）名古屋
⑨上條貢司，松居

徹，嶋田勢二郎，藤澤直顕，山下安佐美，中村

鈴木康隆，谷口民樹，張

巧，

漢秀

内頸動脈の血豆状破裂動脈瘤に対しての橈骨動脈を用いた頭蓋外・頭蓋内バイパスを併用した急性期トラッピン
グ術の有用性
日本脳神経外科学会第 69 回学術総会（2010 年 10 月 27 日〜 29 日）福岡
⑩張

漢秀，後藤芳明，嶋田勢二郎，田中健太郎，藤澤直顕，中村

谷口民樹，上條貢司，松居

巧，

徹

腰椎変性疾患に対する治療戦略−自験例の前向き研究と再発例の分析による考察−
日本脳神経外科学会 第 69 回学術総会（2010 年 10 月 29 日）福岡
総数：論文 11 件，学会発表 24 件
6-2．獲得研究費
受託研究費，奨学研究費数件
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
当教室における学会，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 meningioma sand 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
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 7 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 10 回埼玉西部地区脳血管障害病診連携の会
第 1 回〜第 5 回川越脳神経疾患研究会市民公開講座
第 1 回〜第 7 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，大宮ソニックシテイー）
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第 18 回日本意識障害学会
（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一腹腔短絡術，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
2010 年の総手術件数は，454 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．2010 年は，破裂脳動脈瘤に
対する開頭手術件数は 51 件，未破裂脳動脈瘤に対して 3 件，血管内手術は破裂脳動脈瘤に対して 7 件，未破裂脳動
脈瘤に対して 2 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 out comescale 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（2010 年は 14 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．2010 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 7 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．さらに，診断面においても 2010 年から
は 3 テスラー -MRI と 256 列 CT が本格稼働しており十分期待が持てると言える．以上，2010 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：博士
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：博士

塩 川 一 郎（SHIOKAWA, Ichiro）
： 助 教： 病 棟 医 長， 樋 野 忠 司（HINO, Tadashi）： 助 教， 山 崎
Kiwamu）
：助教，山崎

俊（YAMAZAKI, Shun），倉地

功（KURACHI, Isao）
：助教，相原

究（YAMAZAKI,

徹（AIHARA, Toru）
：助教，

青柳瑠美子（AOYAGI, Rumiko）
：助教

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-territory 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，日本形成外科学会，GID 学会などでシンポジストを務めることがで
きた．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．
いた血流評価研究は活発に行われており，現状でのベストを尽くしていると思われる．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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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
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
①三鍋俊春，百澤

明，今西宣晶：
【穿通枝皮弁マニュアル】前胸部・側胸部・側背部の穿通枝皮弁．PEPARS,

37:31-41, 2010(2010.01)
②中塚貴志，
横川秀樹，
百澤

明：再建部位別の標準的な皮弁手術 舌再建．百束比古 編著，皮弁外科・マイクロサー

ジャリーの実際，形成外科診療プラクティス，pp. 189-190, 文光堂，東京，2010
③百澤

明：小児皮膚診療パーフェクトガイド 太田母斑・異所性蒙古斑．Derma 164:155-160, 2010 (2010.04)

④樋野忠司，百澤

明，三鍋俊春，塩川一郎：大腿に生じた巨大 collagenous ﬁbroma(desmoplastic ﬁbroblastoma)

の 1 例．形成外科，53(11):1261-1265, 2010 (2010.11)
総数：論文

件，学会発表

件

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
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）はついに
MTFSRS を 2 例施行した．術後成績は良好である．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（小児科）
1．構成員（平成 22 年 4 月 1 日現在）
田村

正徳（TAMURA, Masanori） ：小児科教授：運営責任者：診療科長，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：博士

森脇

浩一（MORIWAKI, Kouichi） ：准教授：小児血液学：博士

荒川

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

星野

恭子（HOSHINO, Kyoko）

：助教：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：新生児栄養学

水谷

澄夫（MIZUTANI, Sumio）

：助教

水田

桂子（MIZUTA, Keiko）

：助教

漆原

康子（KATO, Yasuko）

：助教（旧姓：加藤）

浅野

祥孝（ASANO, Yoshitaka）

：助教

山口

さつき（YAMAGUCHI, Satuki）：助教

荒川

ゆうき（ARAKAWA, Yuuki） ：助教

西澤

賢治（NISHIZAWA, Kenji）

小林

信吾（KOBAYASHI, Shingo） ：後期研修医

桒田

聖子（KUWATA, Seiko）

：後期研修医

鈴木

理永（SUZUKI, Masanaga）

：当センター ER 科へ出向研修中

岡田

尚子（OKADA, Naoko）

：東京小児医療センター NICU へ出向中

長田

浩平（OSADA, Kohei）

：国立成育医療センター集中治療科へ出向中

荒川

歩（ARAKAWA, Ayumu）

：埼玉県立小児医療センター腫瘍血液科へ出向中

伊藤

加奈子（ITO, Kanako）

：千葉大学社会精神教育研究センター大学院へ出向中

宮城

絵津子（MIYAGI, Etuko）

：産休中

鳥山

みひろ（TORIYAMA, Mihiro） ：産休中

：講師：小児科病棟医長：小児内分泌学

：後期研修医

非常勤
先崎

秀明（SENZAKI Hideaki）

：兼担（埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科教授：小児循環器病学）

新井

幸男（ARAI Yukio）

：非常勤講師：小児神経学

高橋

幸男（TAKAHASHI Sachio）

：非常勤講師 柳川療育センター

西田

朗（NISHIDA Akira）

：非常勤講師

東京都立八王子小児病院

高崎

二郎（TAKASAKI Jiro）

：非常勤講師

国際医療福祉大学熱海病院小児科

施設長
副院長

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．また森脇准教授，荒川講師，櫻井講師，高田講師，奈倉助教，
鈴木助教らが総合医療センター看護専門学校の小児科の講義を分担して担当し，病棟実習にも協力している．
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 22 年度は，1 人が当院から，2 人が当院以外から当科の後期研修（新生児部門も含む）に入った．3 名が
引き続き小児科で研修中である．後期研修医 2 名が国立成育医療センター集中治療科と埼玉県立小児医療セン
ター血液腫瘍科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，抄読会で主として英語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 回程度開催されるのでそ
の参加と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全面的支援の元にこの PALS の
provider 講習会（2 日間コース）を受講させている．初期研修医には当科の 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全小児科（一般小児科・新生児両部門）で毎週（金）12:30-14:30

冒頭

に放射線科指導医による読映カンファレンスを行う．
・小児科勉強会
・抄読会

：毎週（火）午後 3:00-4:00

：毎週（火）午後 5:30-7:00

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
がある．
・小児科臨床コース：初期研修 2 年の後，後期研修医として，2 年間は一般小児部門，1 年間は新生児部門で研修
し，日本小児科学会の小児科専門医資格を取得した 6 年目以降は各人の希望に従い，当院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：新生児部門に比重を置いた研修を受け，一般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．当院の総合
周産期母子医療センターは日本周産期・新生児医学会の基幹研修施設となっている．
・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参加したい医員は国際医療協力の関連施設で研磨を受け，海外医療協力に出かけるときは教
室がバックアップし帰国後の受入保証もする．
・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
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・厚生労働省成育医療センター委託研究：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
・厚生労働省こども家庭局委託研究：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
・ 厚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：完了
厚生労働省科学研究医療技術評価総合研究事業：臨床倫理支援・教育・対話促進プロジェクト：完了・厚生労働省
子ども家庭総合研究事業：Consensus 2005 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：完了
・厚生労働省国際協力研究委託研究：国際医療協力必要な人材育成に関する研究：完了・厚生労働省科学研究費補
助金小児疾患臨床研究：超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：達成
度 95％
・厚生労働省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：達成度
90％
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 22 年小児科外来患者数は時間内・時間外
延べ 30,126 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 9,530 人に達した．平成 22 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,438 件であった．
平平成 21 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,311 件であった．平成 17 年 9 月の小児病棟改造を契
機に院内感染を減らし効率的に病棟運営がはたせる様になった．

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） 新生児蘇生法担当理事
・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

・日本医療機能評価機構「産科医療補償制度再発防止委員会」委員
・国立成育医療センター

研究評価委員

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長，
・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）

462

小児科（小児科）

田村正徳

Neonatology（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．
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．
・日本蘇生協議会 - 日本救急医療財団合同の 2010CoSTER に基づく日本販救急蘇生ガイドライン改訂委員会新生
児部門共同座長として，NCPR ガイドライン 2010（2010CoSTER に基づく日本版新生児蘇生法ガイドライン改
訂版）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 Consensus 2010 にむけた
協議に参加した．
・厚生労働省子ども家庭総合研究事業「Consensus2010 に基く新しい日本版新生児蘇生法ガイドラインの確立・
普及とその効果の評価に関する研究」の分担研究者として国際蘇生法
連絡委員会（ILCOR）が 2010 年 10 月 18 日発表した 2010CoSTER の新生児蘇生法の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，講誤用スライド・ＣＤ，
アルゴリズム図など）を作成した．
・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：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 22 年度に 6 回実施し約 240 名のインストラクターを新たに養成した．
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，
22 年度中に 1 回実施した．
・日本未熟児新生見学会の教育研修委員会委員長ならびに担当理事として，若手新生見料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 目で実施した．（2010 年 8 月）
・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
閲する 2 泊 3 日の研究会を間催し全国から約 800 人の新生児医療関係者が参加した．（2011 年 2 月）
その他医局員
・小児糖尿病無料相談会：埼玉県小児糖尿病協会主催の会に荒川講師が参加．11 月浦和
・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．8 月名栗

6．業績
6-1．原著書・共著書・論文・学会発表
論文
① Baccal administration of dexmedetomidine as a preanesthetic in chidren
Yoshio Sakurai,Toru Obata,Akio Odaka,Katsuo Terui,Masanori Tamura,Hideki Miyao
J Anesth 24 49-53 2010
②小児重症患者の中核病院への集約化の意義

櫻井淑男 , 阪井裕一 , 藤村正哲

日本臨床医学会雑誌 13 1 31-34 2010
③小児の人工呼吸療法最前線 櫻井淑男 , 田村正徳 臨床麻酔 34 3 503-512 2010
④−母子関係を支援する−

新生児フォローアップ外来 高田栄子 , 側島久典

周産期医学 40 12 1802-1806 2010
国内学会
⑤胸水中 ADA 値と QuantiFERON-TB2G 検査にて診断確定に至った結核性胸膜炎の 1 例
山名啓司 第 140 回日本小児科学会埼玉地方会 2010.05.30 さいたま市
⑥小児救急車データを基にした埼玉県の重症・心肺停止患者集約化の方策についての考察
日本小児科学会学術集会

2010.05.23-25

櫻井淑男

第 113 回

盛岡市

⑦小児頭部外傷に対する CT 検査の必要性に関する研究

小林信吾 第 13 回日本臨床救急医学会総会・学術集会

2010.05.31-6.01 千葉
⑧我国の小児救急医療体制の問題点：1-4 歳児全国死亡小標調査などからみえてきたものは？ 櫻井淑男
宮城県小児科医会学術集会講演会 2010.02.26 仙台
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⑨診断と治療に難渋した後縦隔気腫例への検討

谷川祥陽 第 141 回日本小児科学会埼玉地方会 2010.09.11 さい

たま市
⑩我が国の小児救急医療体制の現状と展望 櫻井淑男 第 13 回埼玉県北部小児疾患研究会 2010.9.11 熊谷市
総数：論文 9 件，学会発表 6 件
計 1748 万円

6-2．獲得研究費

1）田村正徳（研究代表者）
：成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業「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」
，1,300 万円．
2）田村正徳（研究分担者）
：成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（研究代表者

藤村正哲）「Consensus2010

に基づく新しい日本版新生児蘇生法ガイドラインの確立・普及とその効果の評価に関する研究」，250 万円
3）田村正徳（研究分担者）
：難治性疾患克服研究事業（研究代表者：林

泰秀）「新生児の登録システムの確立と

その解析」
，30 万円
4）田村正徳（研究協力者）
：国際医療協力研究委託費（研究分担者：中村安秀）「人材確保における国際保健と地
域保健の連携に関する研究」
，38 万円
5）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
・第 13 回呼吸器療法モニタリングフォーラム

長野県大町市 2011.2.16-18

・第 8 回小児国際保健医療協力入門セミナーの主催

埼玉県民活動総合センタ−

2010.6.19-20
・第 11 回埼玉県新生児・小児クリテイカルケア研究会の主催
国立成育医療センター ICU 医長

2010.7.3 浦和

中川聡「小児集中治療の現状と問題点」

・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．
2011.2.15

第 29 回川越小児科臨床検討会

「鎮痛ケアの重要性」長野県立病院機構副研修センター長

内田恵美子先生

「トロント小児病院における先天性横隔膜ヘルニアと先天性食道閉鎖症の周術期管理」埼玉医科大学総合医療セ
ンター産科麻酔科講師

田中基先生

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 22 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,438 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，診療をしてきたことは誇りとしてよいだろう．平成 17 年 9 月に改造した 8 床の重症治療室も
順調に機能し，NICU 卒業生も含めて重症児を一貫して治療できている．同じく 17 年度に 8 人床の 2 室を 3 人床の
4 室に改造し，ベッドサイドに手の消毒用品を配置し，冬季には全医療従事者に対してマスクを義務づけて以来，小
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児科病棟内での大規模な院内感染は皆無の状況が続いている．
電話相談に積極的に対応して救急のトリアージを取り入れることで，時間外軽症患者が減少し，重症患者や入院患
者に時間をかけて対応することが出来るようになった．次年度は，すべての紹介患者の受け入れと，病棟内での医療
事故・院内感染の防止に努めたい．
本年度末には在宅医療支援病室（3 床）を増設した．次年度以降は，重症心身障害児が退院できず急性期の患者受
け入れに支障をきたしてきており近い将来の総合周産期母子医療センター拡大に備えて，重症心心身障害児施設を当
センターに併設する予定である．
研究面では，主として田村正徳が主任研究者をしている成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業「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」
」と分担研究者をしている成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（研
究代表者：藤村正哲）
「Consensus2010 に基く新しい日本版新生児蘇生法ガイドラインの確立・普及とその効果の評
価に関する研究」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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2．18）
（2）小児科（総合周産期母子医療センター新生児部門）
1．構成員
田村正徳（TAMURA, Masanori）
：教授：運営責任者，総合周産期母子医療センター長：診療科長：新生児学
小児呼吸器病学

小児集中治療学：博士

側島久典（SOBAJIMA, Hisanori）
：教授：教育主任：新生児学，脳，神経モニタリング，周産期の QOL：博士
國方徹也（KUNIKATA, Tetsuya）
：准教授：病棟医長：新生児学，HIV 感染症，脳モニタリング：博士
鈴木啓二（SUZUKI, Keiji）
：講師：研究主任：新生児学，呼吸生理学：
江崎勝一（EZAKI, Syoichi）：講師；新生児科外来医長：新生児学，プロバイオティクス：博士
石黒秋生（ISHIGURO, Akio）
：助教
星

礼一（HOSHI, Reiichi）
：助教

栗嶋クララ（KURISHIMA, Kurara）
：助教
伊藤加奈子（ITO, Kanako）
：助教
布施至堂（FUSE, Michitaka）
：助教
川崎秀徳（KAWASAKI, Hidenori）
：助教
本島由紀子（MOTOJIMA, Yukiko）
：後期研修医
谷川祥陽（TANIGAWA, Syouyou）
：後期研修医
山名啓司（YAMANA, Keiji）
：後期研修医
長谷川朝彦（HASEGAWA, Tomohiko）
：後期研修医
知多

円（CHITA, Madoka）
：臨床心理士

非常勤
先崎秀明（SENZAKI, Hideaki）
：兼担（埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科教授：小児循環器病学）
新井幸男（ARAI, Yukio）
：非常勤講師：小児神経学
高嶋幸男（TAKASHIMA, Sachio）
：非常勤講師：柳川療育センター施設長
西田

朗（NISHIDA, Akira）
：非常勤講師：東京都立小児総合医療センター院長

高崎二郎（TAKASAKI, Jiro）
：非常勤講師：国際医療福祉大学熱海病院小児科

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を目的とする．このニーズを受
けて，NICU 病床は 2010 年 4 月より 6 床増床されて 30 床となり，GCU18 床を加えた 48 床で稼働開始となった．
米国新生児蘇生法（Consensus2010）改訂に伴う日本版新生児蘇生法（NCPR）改訂の年にあたり，その先頭に立っ
てのテキストの改訂と，新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，助産師，看護師，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．併せて
周産期の母子関係を支援するための臨床心理士，メディカルソーシャルワーカーなど多職種の協働が円滑に進められ
る結果，在宅医療への積極的な支援を交えた総合的な成育医療のネットワークの構築を目指す．
○医学生：
入学直後から臨床現場に接する機会を作る early exposure では，医学生の周産期医療への関心は極めて高く，1 日
の見学で質問が極めて多く出された．これをうけて 1 年生への医学概論に周産期医療を取り上げられ，学生の小さ
な命への関心が大きいことを実感している．他大学からの授業の一環としての依頼で，周産期センター NICU を見学
し，感想文の提出があった．
医学部 4 年生への授業では，母体胎児の中での新生児学の概説，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授業時間数が増加となり，新カリキュラムで講義を
行った．
○ 5 学年 BSL およびクリニカルクラークシップ（CC）：
2 週間のうち，後半の 1 週間を NICU での実習とし，新生児に親しみながら接することができる指導を行いながら，
出生後の適応と NICU でのケアの実際を見学し知識を広めることを目的とする．CC ではさらに知識，母子家族へ接
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する態度を深める．
BSL：月曜日朝の病棟回診で患者説明を行った後，1 週間の課題項目，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．新生児を観察し，親しむことを第一の目標とする．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．

新生児診察では成

熟度判定法を取り入れ，成熟児と未熟児の診察所見の違いを実際の診察で経験し，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．

1 名の受け持ち入院児を割り当て，

木曜日総回診時に 1 分間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
者の状態を適切に説明できることは BSL の目標の 1 つである．
クリニカルクラークシップ：全 4 週間のうち NICU を 2 週間充てる．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，
学生からの希望によって夜間当直の体験も予定する．医学英文に親しむ目的で，
新生児疾患と関連をもった内容の英文教科書の 1 節ずつの翻訳を行い，1 週間後に発表機会を作り，評価，アドバイ
スを行っている．初期研修医，後期研修医と過ごし話を聞く機会を重視する．
BSL, CC ともに医局行事で行う講演会，研究会には積極的に参加を促す．
○初期研修医：
6 週間の小児科研修期間のうち 2 週間のプログラムを遂行した．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，
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．新生児蘇生法講習会開催時には参加を積極的に呼びかけた．
○後期研修医：
小児科後期研修プログラムに従い，1 年間の総合周産期母子医療センターでの研修を行う．小児科専門医取得のた
めの実績研修でもある．3 チームの 1 つに所属して主治医となり，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，技術の修得に努める．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．
○小児科専門医修得：
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，日本小児科学会小児科専門医もしくは日本産婦人科学会産婦人科専門医取得後で，基幹病院（当院
は該当）研修 6 か月以上を含む学会認定研修施設での 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を行って，年 1 回の専門医試験を受験する．2010 年度は國方徹也，石黒秋生の 2 名が
取得した．2008 年度に取得した江崎勝一とで計 3 名となった．
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，國方徹也准教授が医学部 1 年生（医学概論），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実施した．側島久典教授，國方徹也准教授，鈴木啓
二講師，江崎勝一講師，石黒秋生助教，栗嶋クララ助教らが，5 年生 BSL，CC 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に沿って教えた．
とくに医学部 5 年生に対しては，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）
．新生児蘇生法（NCPR）の習得，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実地で説明し，実習も交えた．（田村正徳教授，側島久典教授，國方徹也准教授，鈴木啓二講師，
江崎勝一講師，石黒秋生助教，栗嶋クララ助教，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 1 日 2 回）では常にポイントを押さえた症例提示が出来るよう指導し，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た．ベッドサイドモニタを用いたプレゼンテーション法を教
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示し，時間経過と治療効果の判定を行える技術を修得する．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を中心に行う．臨床経過とともに，鑑別診断とその根拠を簡
潔に説明し，その内容，考え方のプロセスを形成的評価で行う．
専門医取得を目指す医師には，論文作成指導をさらに上級医，教授が行った．基幹施設暫定指導医が書類検査を通
して受験資格を確認した．
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，医学生，看護学生は全員合格となった．とくに新生児蘇生法に
興味を示す学生が多かった．
5 年生 BSL では，正常新生児室における入院時と退院時の診察指導，分娩立ち会い，新生児蘇生法講習会を適宜行っ
た．また，入院患児を 1 名受け持ちとし，入院からの臨床経過を主治医の指導のもとに集約して，教授総回診での 1
分間プレゼンテーションを行い，本作業の重要性を体験修得させた．1 年を通じた本課題の遂行は学生の今後にとっ
て極めて有用と考えられた．
初期研修医：
平成 20 年度研修医には 2 年目に小児科研修が必修となっている．当センターは 6 週間のプログラムを採用してい
る．初期研修医を対象とした新生児蘇生法の開催は年に 4 回行われ，最も組織的で達成度の高い充実した内容と考
える．
小児科の中でも新生児医療の位置づけは特殊と考える研修医は多いが，NCPR への関心は，小児科研修での PALS
と同様に高い．
2 週間の NICU 研修では，新生児にタッチし，反応を正しく理解することで目的は達成される．退院後の追跡の重
要性を教示し，生後 2 週間から 2 歳までの新生児，乳児健診への同伴，母の持つ質問と，その対応の多様性を研修
管理委員会承認された院外施設で一緒に体験させ，彼らの満足度は高いと考えられたので，翌年のプログラムを更に
向上させたい．
周産期医療では，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，胎児診断例を提示できた．
退院後のフォローアップが必要なことと，退院後の RSV 感染症の予防的治療を 6 週間研修の最初に説明し，グロ
ブリン接種外来準備での時間厳守につながった．
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
ができた．
経験日数の積み重ねとともに，初期処置の速さ，カルテ記載の内容と習熟度は向上した．3 名の学会，研究会での
発表は目的の回数，内容を満足できたと考える．発表内容の投稿論文作成に 2 名が関与中である．
2-4．自己評価と次年度計画
Early exposure の導入は，医学概論での医学部 1 年生の講義に対するきわめて高い評価を考察するに有用である．
小児科の中でも極めて特異的な新生児医療を，母子の心のケアを交えた広い視点で若い学生に紹介する計画を次年度
も広げてゆきたい．
国家試験に有用な授業は必要である．5 年生での BSL, 本年は総合試験が終了したのちの CC が計画されたことで，
学生の取り組みは積極的であった．
医学教育と英語への親しみは切り離すことができない．英文教科書を読んで理解する試みは，昨年同様 CC への取
り入れは極めて好評であり，来年度も同様に計画する．
2010 年 10 月に改訂された新生児蘇生法（NCPR）は学生，初期後期研修医，助産師，看護師が積極的に習得したい
項目の 1 つと実感する．本講習会は今後も積極的に開催予定であり，実地体験への有用な手段で教育的効果が高い．

3．研究
3-1．目標・目的
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臨床研究，基礎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．
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
・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
＊新生児医療での aEEG による脳モニタリング

側島久典，國方徹也

3-3．研究内容と達成度
・厚生労働省こども家庭局委託研究：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
・厚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：完了
・厚生労働省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：達成度
90％
・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：95％達成
・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：達成度 95％
・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：

Consensus2010 に基く新しい日本版新生児蘇生法ガイドラインの確

立・普及とその効果の評価に関する研究：達成度 30％，今後更に 2 年間継続研究予定
・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：
「超早産児の臍帯血ミルキングに関する多施設共同ランダム比較試験」達
成度 50％，今後更に 2 年間継続研究予定
○海外との多施設共同研究
「the less MAS trial -lavage with exogenous surfactant suspension in Meconium Aspiration Syndrome」継続中．
○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」（江崎勝一）．
「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
超早産児の臍帯血ミルキングに関する多施設共同ランダム比較試験
○実験研究
鈴木啓二講師を中心とした研究
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．
Consensus2010 での改訂（10 月公表）に向けて日本版新生児蘇生法も我が国の新生児医療の現状に即した新生児
蘇生法テキストブックの改訂に中心となってあたり，日本版 NCPR の改訂を行うことができた．
蘇生法のいくつかの課題に関する研究を多施設共同で進めている．新生児蘇生に関し，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．
厚生労働省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」主任研究者
田村正徳
NICU 長期入院児を円滑に在宅医療へ移行させるための，NICU スタッフ家族への意識づけのガイドライン作成と，
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児を受け入れる地域中核病院へのアンケート，小児在宅医療の現状，訪問看護実態，医療的ケアを必要とする児のた
めの在宅医療支援研究会 Web サイトの立ち上げに至り多大な成果を挙げることができた．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
埼玉県唯一の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，地域の連携のための保健師講習会，助産師，看護師への新生児蘇
生法講習会の開催による初期治療レベルの標準化による向上への試み，地域の周産期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，30 床の社保認可新生児集中治療病床と 18 床の回復期
治療病床の計 48 床で運営される．母児同室用の母子室 4 床を含み，さら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 385 名で，超低出生体重児入院数の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重症長期入院児の増加がその原因として挙げられている．

総合周産期セ

ンターとしての地域のニーズの増加へは，NICU 病床の増床で対応を広げているが，長期入院児への具体的な提案と
対策を全国レベルで班研究を行いながら実現，検証を進め，重症心身障害者施設，呼吸管理が可能が小児科ベッドの
整備も考慮した広い視野からの対策へと発展する必要性がある．

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
・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)

田村正徳

日本小児科学会誌

田村正徳

日本周産期・新生児医学会誌

田村正徳

日本未熟児新生児学会誌

側島久典

Pediatric International

側島久典

Brain and Development

側島久典

Tohoku Experimental Journal

側島久典

日本周産期新生児医学会誌

側島久典

日本未熟児新生児学会誌
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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
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 CoSTR2010 に則った日本版新生児蘇生法ガイドライン改訂
作業を主導した．
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．
＊日本蘇生協議会 - 日本救急医療財団合同の 2010CoSTER に基づく日本販救急蘇生ガイドライン改訂委員会新生
児部門共同座長として，NCPR ガイドライン 2010（2010CoSTER に基づく日本版新生児蘇生法ガイドライン改
訂版）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 Consensus 2010 にむけた協
議に参加した．
・厚生労働省子ども家庭総合研究事業「Consensus2010 に基く新しい日本版新生児蘇生法ガイドラインの確立・
普及とその効果の評価に関する研究」の分担研究者として国際蘇生法連絡委員会 (ILCOR) が 2010 年 10 月 18
日発表した 2010CoSTER の新生児蘇生法の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，講誤用スライド・CD，アルゴリズム図など）を作成した．
＊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：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 22 年度に 6 回実施し約 240 名のインストラクターを新たに養成した．
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，22 年度中に 1 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（2010 年 8 月 25-27 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（2011 年 2 月 16-18 日）
．
・新生児集中ケア認定看護師養成
広島大学新生児集中ケア認定看護師養成集中講義 2010．10．7-9
北里大学新生児集中ケア認定看護師養成集中講義 2010．11．25
側島久典
・全国自治体病院協会主催・臨床研修指導医養成講習会講師として以下の 2 回に参加．
第 90 回臨床研修指導医養成講習会講師
埼玉医科大学医学教育ワークショップ

2010．2．4-6
2010．8．6-7

神戸スペースα
川越クリニック

・周産期精神保健研究会会長として
医師，助産師，看護師，メディカルソーシャルワーカー，臨床心理士，理学療法士など多職種の連携・協働を通
じて周産期医療を中心とした領域での地位の向上をめざして理事 27 名で構成 2009 年発足
第 1 回周産期精神保健研究会地方セミナー・名古屋（2011．2．19）を開催，運営に携わる
第 55 回日本未熟児新生児学会会期中，総会開催，
・新生児集中ケア認定看護師養成
広島大学新生児集中ケア認定看護師養成集中講義 2010．9．20
北里大学新生児集中ケア認定看護師養成集中講義 2010．11．4

6．新生児部門業績
6-1．業績・論文（代表的なもの 10 編）
① Perlman JM, Wyllie J, Kattwinkel J, Atkins DL, Chameides L, Goldsmith JP, Guinsburg R, Hazinski MF, Morley C,
Richmond S, Simon WM, Singhal N, Szyld E,Tamura M, Velaphi S; Neonatal Resuscitation Chapter Collaborators.
Part 11:Neonatal resuscitation: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation. 2010 Oct 19;122(16 Suppl 2):
S516-38.
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② Ezaki S, Suzuki K, Kurishima C, Miura M, Moriwaki K, Arakawa H, Kunikata T, Sobajima H, Tamura M. Levels of
catecholamines, arginine vasopressin and atrial natriuretic peptide in hypotensive extremely low birth weight
infants in the ﬁrst 24 hours after birth. Neonatology. 2009;95(3):248-55.
③田村正徳

小児の治療指針

④側島久典

これからの周産期のチーム医療の展開

ポート

新生児蘇生

- 新生児科医からの視点 -

⑤側島久典

新生児医療の魅力

小児科診療 73，827-830，2010
新生児ケアにおける看護師の役割とスキルミックスによるサ

母性衛生，51, 17-23, 2010
特集：魅力ある周産期研修のためにー新生児小児科編

周産期医学

40,

1706-1710, 2010
⑥ Hussein MH, Daoud GA, Kakita H, Kato S, Goto T, Kamei M, Goto K, Nobata M, Ozaki Y, Ito T, Fukuda S, Kato I,
Suzuki S, Sobajima H, Hara F, Hashimoto T, Togari H. High cerebrospinal ﬂuid antioxidants and interleukin 8 are
protective of hypoxic brain damage in newborns. Free Radic Res. 2010 Apr;44(4):422-9.
⑦奥村彰久，側島久典，早川昌弘

監修

aEEG ビギナーズマニュアル

診断と治療社

2010 10 月

東京

⑧國方徹也，側島久典，田村正徳， 周産期モニタリング up to date とその応用，脳機能モニターと臨床応用
NICU 重症児の予後評価としての aEEG ―

−

周産期医学 39，535-539, 2009

⑨ Suzuki K, Takahashi H, Suganami Y, Kondo A, Suzuki M, Masaki H, Tamura M: Eﬀects of antenatal endotoxin
exposure on kidney development in rats. J Acta Paediatr 98; 58, 2009.
⑩ Masaki H, Suzuki K, Kondo A, Takahashi H, Shimazaki M, Tamura M: How do arteries contract to argine
vasopressin (AVP) - comparison between pulmonary and iliac/femoral arteries in juvenile and adult rats. J
Paediatr Child Health 46; 74, 2010.
総数：論文

件，学会発表

6-2．獲得研究費

件

計 2008 万円

1）田村正徳（研究代表者）
：成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業「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」
，1,300 万円．
田村正徳（研究分担者）
：成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（研究代表者

藤村正哲）2）
「Consensus2010

に基づく新しい日本版新生児蘇生法ガイドラインの確立・普及とその効果の評価に関する研究」，250 万円
3）田村正徳（研究分担者）
：難治性疾患克服研究事業（研究代表者：林

泰秀）「新生児の登録システムの確立と

その解析」
，30 万円
4）田村正徳（研究協力者）
：国際医療協力研究委託費（研究分担者：中村安秀）「人材確保における国際保健と地
域保健の連携に関する研究」
，38 万円
5）側島久典：コンビ（株）委託研究費 「新生児の睡眠と揺れに関する総合的研究」100 万円
6）石黒秋生：川野正登記念

第 21 回（平成 22 年度）研究助成金：「未熟児新生児領域における中枢神経系合併

症回避に向けた新たな循環管理法の確立」
，290 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
2011 年 2 月 16 日〜 18 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 8 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
2010 年 6 月 19 - 20 日：埼玉県民活動総合センター

上尾市

・第 11 回埼玉県新生児・小児クリティカルケア研究会：会長
2010 年 7 月 3 日

於：埼玉県県民健康センター

大会議室

側島久典
研究会会長

田村正徳

特別講演：
「小児集中治療の現状と問題点」
講

師：中川

聡先生（国立成育医療研究センター ICU 医長）

・埼玉新生児講演会
2010 年 11 月 30 日
特別講演
講
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3F

I「ILCORE の Consensus2010 に基づく新しい新生児蘇生法ガイドライン」

師：田村正徳先生 （埼玉医科大学総合医療センター小児科）

特別講演
講

於：川越プリンスホテル

II「Hormones in Milk and Recent Research in Promoting Intestinal health in the Preterm Infant.」

師：Anthony Phillipps（UC Davis Medical Center）

小児科（総合周産期母子医療センター新生児部門）

・第 18 回埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター新生児臨床検討会
2011 年 3 月 8 日
特別講演「
講

於：埼玉医科大学総合医療センター

新生児の糖代謝異常

大講堂

」

師：河合昌彦先生（京都大学医学部附属病院

小児科

准教授）

・埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター新生児カンファレンス
2011 年 3 月 8 日
特別講演「
講

於：川越プリンスホテル

新生児の副腎皮質機能

3F

」

師：河合昌彦先生（京都大学医学部附属病院

小児科

准教授）

・第 46 回総合周産期母子医療センター研修会
2011 年 3 月 25 日

於：埼玉医科大学総合医療センター

大講堂

DMAT 出動部隊による現地報告
特別講演「東北関東大震災による周産期医療崩壊の危機をいかにして乗り越えるか」
講

師：海野信也（北里大学産婦人科学教室教授）

＜総合周産期母子医療センター事業＞
・新生児蘇生法講習会（B コース）
2010 年 10 月 3 日
講

於：埼玉医科大学総合医療センター

大講堂

師：田村正徳教授，側島久典教授，國方徹也准教授，栗嶋クララ助教

・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
2010 年 11 月 17 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，國方徹也准教授

・新生児蘇生法実技講習会（B コース）
2011 年 3 月 6 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，國方徹也准教授

・埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター新生児カンファレンス
2011 年 3 月 8 日
特別講演「
講

於：川越プリンスホテル

新生児の副腎皮質機能

3F

」

師：河合昌彦先生（京都大学医学部附属病院

小児科

准教授）

・第 46 回総合周産期母子医療センター研修会
2011 年 3 月 25 日

於：埼玉医科大学総合医療センター

大講堂

DMAT 出動部隊による現地報告
特別講演「東北関東大震災による周産期医療崩壊の危機をいかにして乗り越えるか」
講

師：海野信也（北里大学産婦人科学教室教授）

＜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 22 年 10 月 3 日（午前 10 時〜 12 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 1500g 未満の児と家族

参加者：48 組家族

計 110 名（協力スタッフ人数：当センター職員，研修医，学生ボランティア，合計 80 名）

＜総合周産期母子医療センター周産期医療研修事業＞
・平成 22 年度第 1 回保健師研修会
平成 23 年 1 月 20-21 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，伊藤言語聴覚士，理学
療法士
対

象：県内の公的機関に勤務する保健師・助産師

参加者：32 名
・平成 22 年度第 2 回保健師研修会
平成 23 年 2 月 3-4 日於：総合周産期母子医療センター第 2 会議室
田村教授，高田医長，江崎講師，奈倉助教，齋藤准教授，松本看護師長，岡本看護主任，伊藤言語聴覚士，理学
療法士
対

象：県内の公的機関に勤務する保健師・助産師

参加者：20 名
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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，NICU ベッ
ドが 24 から 30 に増床され，回復期治療病床 18 床を加えた計 48 床での運営となった．

これにより今まで以

上に重症度が高いハイリスク妊婦の母体搬送を積極的に受け入れられる体制が充実し，その結果 22 〜 24 週の
超早産児への対応が増加した．救急医療の充実に伴いヘリ搬送による新生児入院もあり，今後の新生児搬送方法
の検討にも加えて考えたい．
＊ NICU 病床の増床はハイリスク妊婦と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．このような産
科部門と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，症例の豊富な施設であり，積極的に周産期
研修を受け入れることによって周産期新生児医療に興味を持って取り組む医師の養成に向けたい．関東各県ごと
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連携が，行政の十
分な理解に繋がれば，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，学生が新生児の出生への適応の素晴らしさと神秘を目の当たりに体
験できることで，将来の新生児，小児救急医療への裾野が広がることに期待を寄せている．
＊初期研修医，周産期成育プログラムは本学だけではなく他大学からの応募，問い合わせ見学が多数あり，当セン
ターの医療を学会，研究会を通じて広くアピールできている結果と考える．今後 NICU 集中治療病床 60 床に向
けた魅力的な新生児医療から新生児と家族の幸福な家庭生活を目標に，研修プログラムを充実させたい．
＊研究では，新生児ケアでの臨床面に重点をおき，新生児蘇生法の改訂に伴う低体温療法の導入普及に伴って，
aEEG の NICU でのモニタリング意識の普及と，信州モニタリングフォーラム企画をはじめとするセミナーを通
じて，脳を護る医療意識の普及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
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：運営責任者：診療科長：教育主任：炎症学，皮膚病態生理学，生化学：博士
北村啓次郎（KITAMURA, Keijiro）
：名誉教授：皮膚内科学，皮膚病理学：博士
寺木祐一（TERAKI, Yuichi）
：准教授：研究主任：皮膚免疫学，アレルギー学：博士
佐藤良博（SATO, Yoshihiro）
：助教：教育員・研究員・医局長
人見勝博（HITOMI, Katsuhiro）
：助教：教育員・研究員：病棟医長：博士
中村かおり（NAKAMURA, Kaori）
：助教：教育員・研究員・医員
大野美咲（ONO, Misaki）
：助教：教育員・研究員・医員
田中純江（TANAKA, Sumie）
：助教：教育員・研究員・医員
大月隆志（OTSUKI, Takashi）
：助教：教育員・研究員・医員
原嶋秀明（HARASIMA, Hideaki）
：助教：教育員・研究員・医員
櫻井愛香（SAKURAI, Aika）
：助教：教育員・研究員・医員
吉田沙知子（YOSHIDA, Sachiko）
：助教：教育員・研究員・医員
井上有美子（INOUE, Yumiko）
：助教：教育員・研究員・医員
高村さおり（TAKAMURA, Saori）
：助教：教育員・研究員・医員
横山恵美（YOKOYAMA, Megumi）
：助教：教育員・研究員・医員
平井昭男，大熊真治，松原多汪 各非常勤講師計 3 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 水疱症膿疱症

（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 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 2 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 22 年度の達成度は約 75％である．
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」
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の育成に力を注いでいる．平成 22 年度は概ね達成できたと考える．平成 23 年度はさらに教室全体の人的資源は今
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）
難治性あるいは重症皮膚疾患の紹介患者を広く受け入れ，皮膚病に関する地域のセンター機能を果たすことを目的
とする．平成 22 年度の初診患者数は 4,980 名，再診患者数は 33,073 名，入院患者の外来診察を含め総数 40,135
名であった．入院患者数は 341 名，入院手術件数は 144 件，平均在院日数は 15.48 日であった．入院患者の内訳は
重症薬疹，乾癬，皮膚腫瘍など多岐にわたる．毎週病棟カンファレンス，教授回診，外来入院患者の症例検討会，病
理組織検討会（皮膚科 CPC）を行ない，診療に万全を期している．

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
① Teraki Y, Shibuya M Izaki S.
Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis due to anticonvulsants share certain clinical and
labotatory features with drug-induceed hypersensitivity syndrome, despite diﬀerence in cutanous presentations.
Clin Exp Dermatol, 35(7): 723-728, 2010.
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② Teraki Y, Shibuya M, Izaki S.
Withdrawal of the culprit drug induces reactivation of human herpesvirus 6 in drug-induced hypersensitivity
syndrome.
Int J Dermatol, 49 (12): 1413-1415, 2010.
③ Teraki Y, Tanaka S, Hitomi K, Izaki S.
A case of generalized psoriasiform and pustular erupution induced by inﬂiximab : evidence for skin-homing Th17
in the pathogenesis.
Br J Dermatol, 163 (6): 1347-1351, 2010.
④ Sato Y, Teraki Y, Izaki S, Baba K.
Ritodrine-induced erythematous papular erupution in 14 pregnant women.
Int J Dermatol, 49 (12): 1450-1453, 2010.
⑤高村さおり，田中純江，寺木祐一，伊崎誠一．
下口唇の円板状エリテマトーデスより生じた有棘細胞癌の 1 例．
皮膚科の臨床 52 (7): 1011-1013, 2010.
⑥吉田沙知子，寺木祐一．
トシリズマブによる成人 Still 病の治療．
Visual Dermatology 9 (8): 844-845, 2010.
⑦澁谷真貴子，寺木祐一．
抗けいれん薬による Stevens-Johnson 症候群 / 中毒性表皮壊死症における薬剤リンパ球刺激試験．
皮膚科の臨床 52 (8): 1171-1174, 2010.
⑧青木

繁，大槻佑可子，木田達平，土田幸英，原科孝雄，伊崎誠一，佐藤良博．

下口唇熱傷瘢痕癌の 1 例．
Skin Cancer 25(2): 200-204, 2010
⑨田中純江，中村かおり，寺木祐一，伊崎誠一，西

英子．

IL-6 受容体阻害剤（トシリズマブ）が奏功した成人 Still 病の 1 例．
皮膚科の臨床 52 (9): 1247-1250, 2010.
⑩寺木祐一．
痒疹 1）病型分類と治療戦略．
皮膚科の臨床 52 (11): 1779-1783, 2010.
総数：論文発表 17 件，学会発表 12 件
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
2010 年 6 月 17 日

第 33 回川越ダーマトロジークラブ

2010 年 9 月 30 日

第 34 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催．
セミナー開催．

2010 年 12 月 2 日 第 35 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催．

2011 年 3 月 17 日 第 36 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー中止．

7．自己点検・評価
平成 22 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 23 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：診療科長：腫瘍学，化学療法，排尿障害：博士
川上理（KAWAKAMI, Satoru）
：准教授：研究主任：副科長：尿路性器，排尿障害：博士
諸角誠人（MOROZUMI, Makoto）
：准教授：教育主任：尿路結石，精巣腫瘍：博士
永松秀樹（NAGAMATSU, Hideki）
：講師：排尿障害：博士
寺尾俊哉（TERAO, Toshiya）
：講師：排尿障害：博士
一柳暢孝（ICHIYANAGI, Nobutaka）
：講師：排尿障害：博士
岡田洋平（OKADA, Youhei）
：助教：博士
松田隆晴（MATSUDA, Takaharu）
：助教：博士
石井信行（ISHII, Noboyuki）
：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（担当者）
2-2-1．卒前教育（山田拓己，諸角誠人，寺尾俊哉，岡田洋平）
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，本年度に泌尿器科専門医の資格を取得した．
2-4．自己評価と次年度計画
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2-4-1．卒前教育
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（研究プロジェクト）
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．研究内容と達成度
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

川上理
1. Deputy Editor: International Journal of Urology
永松秀樹
1. 編集委員：日本脊髄障害医学会
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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
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

6．業績
6-1．論文・学会発表
① 山下高久，諸角誠人，高木大輔，吉永敦史，石井信行，松田隆晴，寺尾俊哉，山田拓己；末梢血幹細胞移植併
用化学療法と残存腫瘍全摘出による集学的治療にて完全寛解を得た後腹膜原発性腺外胚細胞腫瘍の 1 例．日本
泌尿器科学会雑誌，2010 ，101：565-569 ．
② 諸角誠人，石井信行，高木大輔，山下高久，松田隆晴，一柳暢孝，寺尾俊哉，永松秀樹，山田拓己；施設認定
後の現状と今後の展望．日本ミニマム創泌尿器科内視鏡学会雑誌，2010，2：3-6．
③ 石井信行，高木大輔，山下高久，松田隆晴，一柳暢孝，寺尾俊哉，永松秀樹，諸角誠人，山田拓己；当科にお
ける内視鏡下小切開根治的腎摘出術．日本ミニマム創泌尿器科内視鏡学会雑誌，2010，2：75-78．
④ 石井信行，高木大輔，山下高久，松田隆晴，一柳暢孝，寺尾俊哉，永松秀樹，諸角誠人，山田拓己；陰茎折症の 3 例．
泌尿器外科，2010，23：1643-1645．
⑤ 諸角誠人；尿路結石症．綜合臨床，2010．59：2471-2472．
⑥ Ishibashi

K，Chika N, Miyazaki T, Yokoyama M, Ishida H, Matuda T, Morozumi M, Yamada T; Spermatic cord

metastasis form colon cancer: report of a case. Surg Today, 2011, 41: 418-421.
⑦ Yamamoto S, Kawakami S, Yonese J, Fujii Y, Tsukamoto T, Okubo Y, Kijima T, Ishikawa Y, Fukui I; Feasibility
of antegrade radical prostatectomy for clinically locally advanced prostate cancer: a comparative study with
clinically localized disease. Int J Urol. 2010, 17:720-5
⑧ Tatokoro M, Fujii Y, Kawakami S, Saito K, Koga F, Matsuoka Y, Iimura Y, Masuda H, Kihara K; Phase-II trial of
combination treatment of interferon- α , cimetidine, cyclooxygenase-2 inhibitor and renin-angiotensin-system
inhibitor（I-CCA therapy）for advanced renal cell carcinoma. Cancer Sci. 2011 Jan;102（1）:137-43.
⑨ Yoshida S, Masuda H, Ishii C, Tanaka H, Fujii Y, Kawakami S, Kihara K.; Usefulness of diﬀusion-weighted MRI in
diagnosis of upper urinary tract cancer. Am J Roentgenol. 2011, 96:110-6.
⑩ 川上理；特別講演

理想的な系統的前立腺生検の候補：立体 14 カ所生検．第 55 回日本泌尿器科学会埼玉地方

会，2010.11.
総数：論文 13 件，学会発表 20 件
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
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．

480

臨床医学部門（川越キャンパス）

2．21）眼

科

1．構成員
櫻井

真彦（SAKURAI, Masahiko）
，教授：運営責任者：診療科長：研究主任：緑内障，網膜硝子体：医学博士

河井信一郎（KAWAI, Shin-ichiro）
，准教授：教育主任：外来医長：未熟児網膜症：医学博士
野入

聡睦（NOIRI, Akichika）
，助教：眼科一般

星

太（HOSHI, Futoshi）
，助教：眼科一般

広瀬

育隆（HIROSE, Ikutaka）
，助教：病棟医長：眼科一般

佐谷

充（SATANI, Mitsuru）
，助教：眼科一般

栗田

尚幸（KURITA, Naoyuki）
，助教：眼科一般

渡辺

久（WATANABE, Hisashi）
，助教：眼科一般

大原

瞳（OHARA, Hitomi）
，助教：眼科一般

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．外来の小手術，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
概ねの目標は達成できている．
2-4．自己評価と次年度計画
BSL での指導時間は足りないものの，全体的には手術を中心に各人が興味を持てるように工夫をし，これまでとは
異なる実習内容で行う予定である．
研修医，BSL も同様に，手術の実際が理解しやすいことを目的に，手術見学のみでなく，豚眼を利用したウェエット
ラボ実習を定期的に行う予定．

3．研究
3-1．目的・目標
よりよい手術方法・外来診療内容を目指して，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．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
櫻井グループ

網膜硝子体手術，白内障

河井グループ

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（r））の適応疾患眼への使用についての検討 .
進行した増殖性糖尿病網膜症に対しての眼内充填物の検討 .
白内障手術：術中低灌流・低吸引圧法の有用性の検討．
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．
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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．
3-4．自己評価と次年度計画
どの方面に対しても，概ね結果を得ており，特に眼科手術において，術後成績を良好に保っている．増殖性糖尿病
網膜症，網膜剥離などの再手術件数は減少傾向にあり，必要な手術時間も短縮することに成功している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
外来の中心となっている網膜硝子体疾患・白内障・緑内障を中心に診療しながら，「Bevacizumab（Avastin（r）
）
の適応疾患眼への使用についての検討」を中心として，内眼手術の最新技術の取り込みなど，常に有効と思われる治
療を積極的に取り入れ，最新の技術で手術を行うことを目標としている．

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
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，または埼玉県内の講演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．また，糖尿病網膜症を見て知ってもらう事で，より患者および家族の理解を
深める目的で，院内でのポスター掲示を行った．

6．業績
6-1．論文・学会発表
総数：学術集会
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

発表

3件

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
8 月 29 日

第 4 回埼玉眼科周術期研究会

浦和ロイヤルパインズホテル

櫻井

7．自己点検・評価
研修医プログラムに対応して，研修医は指導医について研修を受けるようになっているが，1 ヶ月に 3 人，もしく
は 1 ヶ月に 1 人でも，同時に BSL が 2 週に 1 度であると，全ての相手ができない．視能訓練士の増員もあり，外来
の検査はスムーズになっているが，外来の患者数が多い場合は，検査が追い付かない事も多い．診察ブースは 5 診
までだったが，6 診まで増えた．このため，診察はスムーズに進むようになっている．
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2．22）耳鼻咽喉科
1．構成員
菊地

茂（KIKUCHI, Shigeru）
：教授：運営責任者：教育主任：研究主任：診療科長：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：博士

大畑

敦（OHHATA, Atsushi）
：准教授：頭頸部外科学，鼻科学，深頸部感染症：博士

嶋崎雄一（SHIMAZAKI, Yuichi）
：講師：鼻科学，鼻アレルギー
尾関英徳（OZEKI, Hidenori）
：講師：耳科学，平衡神経科学：博士
重田恵一（SHIGETA, Keiichi）
：講師：鼻腔形態学：博士
大木雅文（OHKI, Masafumi）
：講師：耳科学，平衡神経科学
田中

是（TANAKA, Sunao）
：助教：耳鼻咽喉科一般

田原

篤（TAHARA, Atsushi）
：助教：耳鼻咽喉科一般

松村聡子（MATSUMURA, Satoko）
：助教：耳鼻咽喉科一般，頭頚部腫瘍
馬塲有加（BABA, Yuka）
：助教：耳鼻咽喉科一般
西嶌

渡（NISHIJIMA, Wataru）
：非常勤講師：頭頚部腫瘍：博士

青木大輔（AOKI, Daisuke）
：非常勤講師：急性感音難聴，聴覚医学：博士
林

聡子（HAYASHI, Satoko）
：非常勤医師

大野俊哉（OHNO, Toshiya）
：非常勤医師

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 22 年度は BSL および系統講義再開から 9 年目になり，系統講義を菊地，大畑が担当し
た．新臨床研修制度も 7 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，田原，馬塲
平衡神経科学：尾関，大木
3-3．研究内容と達成度
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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，急性喉頭蓋炎，前庭誘発筋電位などの臨床研究を中心に研究を進めた．
3-4．自己評価と次年度目標
平成 23 年度もこれまで通り臨床研究に力を注ぎ，学位取得者を輩出できるように指導したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
平成 22 年度において取り扱った疾患は，急性感音難聴，顔面神経麻痺，内耳性めまい症などの神経耳科疾患から
頭頸部腫瘍まで多岐にわたり，中でも急性期疾患が多い点が特徴である．このような豊富な症例は都内の大学病院で
は絶対に経験できないと言ってよい．次年度以降も安全で質の高い耳鼻咽喉科・頭頚部外科領域の医療を提供したい．

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：AurisNasusLarynx（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
①菊地

茂，田中

是：急性中耳炎，急性副鼻腔炎，小児科臨床ピクシス 21 小児外来で役立つ外科的処置，中山

書店，東京，212-213，2010．
②菊地

茂，大畑

敦，石川淳一：鼻鏡検査．JOHNS 26：1093-1095，2010.

③田原

篤，菊地

茂，大畑

敦，尾関英徳，重田恵一，田中

是：前頭洞・篩骨洞に発生した骨腫の 3 症例．

JOHNS 26：667‐671，2010．
④菊地
か？

茂，馬場有加：市販の薬はどのように選んで，どんなことに注意して子どもに飲ませたらよいのでしょう
JOHNS 26：1538-1539，2010.

⑤菊地

茂：口腔・咽頭の解剖，図解耳鼻咽喉科，金芳堂，京都，110-112，2011．

⑥菊地

茂：口腔・咽頭の検査法，図解耳鼻咽喉科，金芳堂，京都，113-114，2011．

⑦大畑

敦：唾液分泌異常（口腔乾燥症，唾液分泌過多），図解耳鼻咽喉科，金芳堂，京都，123，2011．

⑧大畑

敦：唾液腺の炎症性疾患，図解耳鼻咽喉科，金芳堂，京都，124-125，2011．

⑨大畑

敦：唾液腺腫瘍，図解耳鼻咽喉科，金芳堂，京都，126-128，2011．

⑩菊地

茂：咽頭炎，図解耳鼻咽喉科，金芳堂，京都，129-130，2011．

総数：論文 20 件，学会発表 12 件
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 6 回埼玉耳鼻咽喉科感染症アレルギー研究会，2010 年 9 月 9 日，さいたま市

7．自己点検・評価
平成 22 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．学生に対する講義や BSL の再開から 9 年経過し，引き続き卒前
教育にも精力的に取り組んだ．本年度は前年度より 2 名増員となったものの，まだ慢性的なマンパワー不足を脱す
るに至っていないのが現状であり，引き続き常勤医師の獲得に向けて努力を重ねたい．
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2．23）
（1）産婦人科（産婦人科）
1．構成員
高木

健次郎（TAKAGI, Kenjiro）
：教授：診療科長：研究副主任：博士
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

石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：教授：埼玉医科大学産婦人科学教室教授兼任：博士
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：博士
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）
：客員准教授：博士
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）
：准教授：副診療科長，研究副主任：博士
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

大原

健 （Ohara, Ken）
：助教

赤堀

太一（AKAHORI, Taichi）
：助教：博士

古川

敦子（FURUKAWA, Atsuko）
：大学院生

板谷

雪子（ITAYA, Yukiko）
：助教

成田

達哉（NARITA, Tatsuya）
：大学院生

一瀬俊一郎（ICHINOSE, Syunitiro）
：助教
増子

寛子（Masuko, Hiroko）
：非常勤 1 類

花岡

立也（HANAOKA, Tatsuya）: 助教

山田

祐士（YAMADA, Yuji）
：非常勤講師：博士

高木

章美（TAKAGI, Akiyoshi）
：非常勤講師：博士

山本

智子（YAMAMOTO, Tomoko）
：非常勤講師：博士

斎藤

麻紀（SAITO, Maki）
：非常勤講師：博士

海老根真由美（Ebine, Mayumi）
：非常勤講師：博士
保母るつ子（HOBO, Rutsuko）
：非常勤講師：博士

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
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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
8．日本産科婦人科学会教育委員会委員
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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
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
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
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 Iwata A, Murayama Y, Itakura A, Baba K, Seki H, Takeda S：Limitations of internal iliac artery ligation for the
reduction of intraoperative hemorrhage during cesarean hysterectomy in cases of placenta previa accreta.

J.

Obstet. Gynecol. Res. 36：254-259
② 村山敬彦，岩田

睦，板倉敦夫，馬場一憲，関

6. Balloon Occlusion 法の実際 1

博之，竹田

省：産婦人科領域における新たな止血法・輸血法．

前置癒着胎盤・産褥出血症例．産科と婦人科

③ 村山敬彦，魚谷隆弘，松村英祥，斉藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関
婦人科の実際

Vol.59

p.666-673

p.883-889

④ 成田達哉，市原淳弘，迫田万里代，三戸麻子，木内謙一郎，伊藤
関

Vol.77

博之：慢性子宮内感染と流早産．産

裕，斉藤正博，高井

泰，高木健次郎，馬場一憲，

博之：妊娠高血圧症候群における胎盤（プロ）レニン受容体の病態生理学的意義の解明．日本妊娠高血圧学

会雑誌

Vol.18

p.99-102

⑤ T. Nagai, T. Akahori, M. Ichikawa, Y. Takai, K. Baba, H. Seki：Preoperative diagnosis of uterine sarcoma．The
13th Biennial meeting of the international gynecologic cancer society（IGCS 2010） October 23-26
⑥ T. Akahori, T. Nagai, Y., Takai, M. Ohkubo, H. Seki, H. Maeda, S. Takeda：CA 125-specific cytotoxic T
lymphocytes for the treatment of advanced ovarian cancer．The 13th Biennial meeting of the international
gynecologic cancer society（IGCS 2010） October 23-26
⑦ 松永茂剛，関

博之，江良澄子，小野義久，松村英祥，村山敬彦，斉藤正博，高木健次郎，馬場一憲：産科大

量出血に対する輸血療法．第 62 回日本産科婦人科学会学術講演会
⑧ 長井智則，赤堀太一，市川美和，村山敬彦，高井

泰，斉藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関

博之：子宮肉

腫の術前診断に関する検討．第 62 回日本産科婦人科学会学術講演会
⑨ 小野義久，高井

泰，松村英祥，村山敬彦，齋藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関

博之：高血圧合併妊娠の予後（不

妊治療前スクリーニングの重要性）
．第 46 回日本周産期・新生児医学会
⑩ 深津真弓，高井

泰，松永茂剛，小野義久，松村英祥，村山敬彦，齋藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関

博之：

妊娠糖尿病の診断基準の変更がもたらす耐糖能異常合併妊娠の病像の変化に関する検討．第 26 回日本糖尿病・
妊娠学会年次学術集会
他
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総数：論文 28 件，学会発表 39 件
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．
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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．23）（2）産婦人科（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：研究副主任
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

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：外来医長
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

松村

英祥（MATSUMURA, Hideyoshi）
：助教

小野

義久（ONO, Yoshihisa）
：助教

見上由紀子（MIKAMI, Yukiko）
：助教
齋木

美恵（SAIKI, Mie）
：助教

江良

澄子（ERA, Sumiko）
：助教

五味

陽亮（GOMI, Yosuke）: 助教

魚谷

隆弘（UOTANI, Takahiro）
：助教

鮫島

浩輝（SAMEJIMA, Kouki）
：助教

深津

真弓（FUKATSU, Mayumi）
：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．
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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
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
4-1．総合周産期母子医療センターが開設されて 9 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
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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
① Iwata A, Murayama Y, Itakura A, Baba K, Seki H, Takeda S：Limitations of internal iliac artery ligation for the
reduction of intraoperative hemorrhage during cesarean hysterectomy in cases of placenta previa accreta.

J.

Obstet. Gynecol. Res. 36：254-259
② 村山敬彦，岩田

睦，板倉敦夫，馬場一憲，関

6. Balloon Occlusion 法の実際 1

博之，竹田

省：産婦人科領域における新たな止血法・輸血法．

前置癒着胎盤・産褥出血症例．産科と婦人科

③ 村山敬彦，魚谷隆弘，松村英祥，斉藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関
婦人科の実際

Vol.59

p.666-673

p.883-889

④ 成田達哉，市原淳弘，迫田万里代，三戸麻子，木内謙一郎，伊藤
関

Vol.77

博之：慢性子宮内感染と流早産．産

裕，斉藤正博，高井

泰，高木健次郎，馬場一憲，

博之：妊娠高血圧症候群における胎盤（プロ）レニン受容体の病態生理学的意義の解明．日本妊娠高血圧学

会雑誌

Vol.18

p.99-102

⑤ T. Nagai, T. Akahori, M. Ichikawa, Y. Takai, K. Baba, H. Seki：Preoperative diagnosis of uterine sarcoma．The
13th Biennial meeting of the international gynecologic cancer society（IGCS 2010） October 23-26
⑥ T. Akahori, T. Nagai, Y., Takai, M. Ohkubo, H. Seki, H. Maeda, S. Takeda：CA 125-specific cytotoxic T
lymphocytes for the treatment of advanced ovarian cancer．The 13th Biennial meeting of the international
gynecologic cancer society（IGCS 2010） October 23-26
⑦ 松永茂剛，関

博之，江良澄子，小野義久，松村英祥，村山敬彦，斉藤正博，高木健次郎，馬場一憲：産科大

量出血に対する輸血療法．第 62 回日本産科婦人科学会学術講演会
⑧ 長井智則，赤堀太一，市川美和，村山敬彦，高井

泰，斉藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関

博之：子宮肉

腫の術前診断に関する検討．第 62 回日本産科婦人科学会学術講演会
⑨ 小野義久，高井

泰，松村英祥，村山敬彦，齋藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関

博之：高血圧合併妊娠の予後（不

妊治療前スクリーニングの重要性）
．第 46 回日本周産期・新生児医学会
⑩ 深津真弓，高井

泰，松永茂剛，小野義久，松村英祥，村山敬彦，齋藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関

博之：

妊娠糖尿病の診断基準の変更がもたらす耐糖能異常合併妊娠の病像の変化に関する検討．第 26 回日本糖尿病・
妊娠学会年次学術集会
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．
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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：運営責任者：顎顔面外傷，頭頸部腫瘍：博士
堀江憲夫（HORIE, Norio）
：准教授：医局長：囊胞，口腔粘膜疾患：博士
金子貴広（KANEKO, Takahiro）
：講師：インプラント科長：顎顔面外傷，口腔インプラント：博士
那須大介（NASU, Daisuke）
：助教
加藤崇雄（KATO, Takao）
：助教
沼

健博（NUMA, Takehiro）
：助教

川野竜太郎（KAWANO, Ryutaro）
：助教
深井俊一（FUKAI, Shun-ichi）
：助教
増田一生（MASUDA, Issei）
：助教
小村国大（KOMURA, Kunio）
：助教
日野峻輔（HINO, Shunsuke）
：研修医
伊藤彰仁（ITO, Akihito）
：研修医
飯島洋介（IIJIMA, Yousuke）
：研修医
伊藤佑樹（ITO, Yuuki）
：研修医
堀

稔（HORI, Minoru）
：非常勤講師：顎変形症，口腔インプラント：博士

井出文雄（IDE, Fumio）
：非常勤講師：口腔病理：博士
種林康彦（TANEBAYASHI, Yasuhiko）
：非常勤講師：顎変形症，歯科矯正
宮

恒男（MIYA, Tsuneo）
：非常勤講師：頭頸部腫瘍：博士

髙橋雅幸（TAKAHASHI, Masayuki）
：非常勤講師：頭頸部腫瘍：博士
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．
平成 18 年度より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，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．
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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，
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．
3-5．要約
基礎的研究としてマウスを用いての抗癌剤の効果の評価，漢方薬の抗炎症効果の研究，口腔粘膜疾患における各種
サイトカインの発現の研究を継続し行っている．
また臨床的研究として，小児患者（特に時間外）の統計を行っている．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的
有病者ならびに高齢者における歯科治療，救命救急センターと連携した口腔外科的疾患治療に取り組んでいる．ま
た当科では顎顔面外傷を治療する機会が多いので，治療後に咬合を中心とした機能回復や，審美性の改善がはかられ
るよう診療を行っている．
助教 2 名が当科の診療と並行してそれぞれ麻酔科と病理部での研修を継続的に受けており，全身的な管理や専門
分野の修得が可能な体制を築いている．
4-2．診療実績データ
入院治療として，年間約 30 〜 40 症例の顎顔面骨折を中心に，頭頸部腫瘍，炎症，顎顔面の外傷などを行っている．
手術は年間約 100 件実施しており，下顎骨骨折と顎骨囊胞が主である．また舌癌や歯肉癌においても T1，T2 症例
を中心に年間数例の手術を実施している．
外来診療では，
口腔インプラントの日帰り手術を年間約 100 件実施している．智歯抜歯は年間約 400 件行っている．
4-3．診療内容
頭頸部に生じた腫瘍，囊胞，顎顔面の外傷，炎症，奇形，変形症，口腔粘膜疾患，顎関節症および顎骨の再建，口
腔インプラントなどである．
口腔インプラントでは All-on-4 コンセプト等，最新の知見を取り入れて診療に当たっており，技術の向上に努めて
いる．上顎で骨量の少ない部位にはショートインプラントの埋入も行っており，良好な成績を得ている．インプラン
ト手術は基本的に手術室を使用しており，清潔な環境下でモニタリングをしながらスタッフ 4 人以上の体制で行い，
安全かつ確実な治療を心掛けている．インプラントについては診療のみならず，学会発表や論文投稿も精力的に行っ
ている．
外来で小手術を実施する際は，笑気麻酔や静脈内鎮静法を用いるなど，患者の不安が軽減されるよう心掛けている．
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
1．救命救急科との連携のもとに，重篤な顎顔面外傷患者の迅速な術前処置の実施と手術件数の増加につとめる．
2．一般歯科疾患患者はもとより，外傷あるいは腫瘍制御後の歯・顎欠損患者に対し
て口腔インプラントを応用した咀嚼機能の改善に取り組む．さらに，即時負荷

を積極的に取り入れ，治療期間の

短縮を図る．
3．当科で施行してきた口腔癌に対する集学的治療の成績をあらためて検討し直し，生存率向上を図る．
4-7．要約
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
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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
一般社団法人
査読委員

日本有病者歯科医療学会

下山哲夫

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
【学会発表】
1．増田一生，金子貴広，伊藤彰仁，日野峻輔，小村国大，深井俊一，川野竜太郎，沼

健博，加藤崇雄，那須大介，

堀江憲夫，下山哲夫：上顎歯肉と硬口蓋の壊死性潰瘍を伴った節外性 NK/T 細胞リンパ腫，鼻型の 1 例．第 55
回日本口腔外科学会総会・学術大会 2010 年 10 月 16, 17, 18 日，東京，抄録：

日口外誌

Vol.55 総会特別号

2-F-4-1）
，p．94．
（2010）
2．伊藤彰仁，日野峻輔，小村国大，増田一生，深井俊一，川野竜太郎，沼

健博，加藤崇雄，那須大介，金子貴広，

堀江憲夫，工藤逸郎，下山哲夫：歯ブラシによる小児の口腔軟組織損傷例の臨床統計的観察．第 190 回日本口
腔外科学会関東地方会，2010 年 10 月 30 日

川越，抄録：プログラム・抄録集

3．石川朋美，千田成子，小村国大，深井俊一，金子貴広，堀江憲夫，坂井

01），p.19，2010

誠，下山哲夫：療養病床入院患

者の口腔内日和見感染菌検索．第 7 回日本口腔ケア学会総会・学術大会，2010 年 11 月 27, 28 日
1-E1-P5-1

抄録集

p.31 大阪，2010.

4．金子貴広，日野峻輔，増田一生，深井俊一，沼

健博，堀

稔，堀江憲夫，下山哲夫：移植材を用いない上顎

洞底挙上術の臨床的検討．第 14 回日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会 2010 年 12 月 4, 5 日，浦安，
抄録：

日本顎顔面インプラント学会誌

Vol.9

No.3（第 14 回日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会

プログラム抄録集） A4-2-3，p．138．
（2010）
5．日野峻輔，堀

稔，金村弘成，金子貴広，堀江憲夫，下山哲夫：萎縮した上顎無歯顎にコンピュータガイドシ

ステムによりインプラントを埋入した 2 例．第 14 回日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会 2010 年 12
月 4, 5 日，浦安，抄録：

日本顎顔面インプラント学会誌

Vol.9

No.3（第 14 回日本顎顔面インプラント学

会総会・学術大会プログラム抄録集） B9-1-3，p．110．（2010）
【論文】
1．Kaneko T, Chiba H, Horie N, Kato T, Kobayashi M, Hashimoto K, Kusama K, Sakagami H.: Inhibition of
prostaglandin E2 production by ﬂavone and its related compounds. In Vivo. 24(1):55-58 2010.
2．深井俊一，小村国大，加藤崇雄，那須大介，宮
桃結石の 1 例．日大歯学

84（2）
：59-62

恒男，金子貴広，堀江憲夫，工藤逸郎，下山哲夫：両側性扁

2010．

3．Kato T, Nasu D, Kaneko T, Horie N, Kudo I, Shimoyama T: Oral impalement injuries by a toothbrush in children.
Asian J Oral and Maxillofac Surg 22: 80-84 2010.
4．Takao Kato, Norio Horie, Ken Hashimoto, Kazue Satoh, Tetsuo Shimoyama, Tadayoshi Kaneko, Kaoru Kusama,
Hiroshi Sakagami: Effect of Itraconazoles on the Production of Pro-inflammatory Substances in Mouse
Macrophage-like Cells. In Vivo 24(5): 709-714 2010.
5．増田一生，金子貴広，日野峻輔，飯島洋介，小村国大，深井俊一，加藤崇雄，那須大介，宮

恒男，堀江憲夫，

工藤逸郎，下山哲夫：上顎部分切除後に Short implant を支台とした義歯を適応した 1 例．日大歯学
103-106

84（4）
：

2010．

【総数：論文 5 件，学会発表 11 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
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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
2010 年 10 月 30 日

会場：埼玉医科大学かわごえクリニック

第 190 回（社）日本口腔外科学会
大会長

6 階大講堂

関東地方会

下山哲夫

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 NO 活性系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】
山本

満（YAMAMOTO, Mitsuru）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：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：博士

下松智哉（SHIMOMATSU, Tomoya）
：助教：病棟医長：脳卒中，神経筋疾患のリハビリテーション
前川宗之（MAEKAWA, Muneyuki）
：助教：外来医長：脳卒中，内部障害のリハビリテーション：博士
陶山哲夫（SUYAMA, Tetsuo）
：客員教授：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：博士
松井彩乃（MATSUI, Ayano）
：非常勤医師：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：手の外科のリハビリテーション：博士

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：博士

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：博士
【看護師】
鍋田洋子，小山田由美子
【セラピスト】
：國澤洋介（統括責任者）
：係長
＜理学療法士＞
烏山亜紀，大武

聖（主任）
，小関要作（主任），武井圭一（主任），酒井美園，丸山

薫，藪崎

純，一氏幸輔，野々

垣直子，松本絵美子，松本孝彦，瀬立奈緒美，森本貴之，野々垣政志，奥田拓也，白岡岳人，高野敬士，新井健一，
石川秀登，師岡祐輔，横田有香，浦野沙弥子，小林沙希，鈴木苑香，小林大祐，秋田直子，羽田侑里子，岩崎寛之，
大塚

梢，長友昌子，江草朱理，後藤まみ，佐藤義尚，佐々木良江，塚本奈々子

＜作業療法士＞
國友淳子（主任）
，新川育実，平田樹伸，石塚友里，西澤志帆，栗原香緒里，東

謙一，平井良太，篠塚怜美，高

畑幸弘
＜言語聴覚士＞
伊藤智彰（主任）
，伊藤淳子，宮脇智子，杉本真美，荻野亜希子
＜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＞
山本

満；循環器・呼吸器系・切断のリハ医学

下松智哉；脊髄損傷のリハ医学，社会福祉学概論
前川宗之；脳卒中・内部障害のリハ
陶山哲夫；リハビリテーションの概論，骨・関節のリハ医学
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
井手

睦；脊髄損傷・脳卒中のリハ医学

古澤一成；脊髄損傷・脳卒中のリハ医学
＜看護学生への教育＞山本

満，
陶山哲夫，
松井彩乃，下松智哉，國澤洋介，國友淳子，伊藤智彰の 7 名がリハビリテー

ション医学について年間 30 時間の教育を行った．
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専門性が高く，医学全
般の基礎知識を習得していることが前提となるため，学生にはリハ医学の重要性を理解するように努めた．
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2-4．自己評価と次年度計画
自己評価；良くできたと思う．
年次計画；医学生の BSL, 看護学生の講義の継続

3．研究
3-1．目的・目標
リハビリテーション医学の運動学を基礎と臨床に分け，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：國澤洋介，高山祐子，小野塚直子．石川奈緒美
2．頸髄症患者における移動能力獲得の要因について：山本

満，國澤洋介，一氏幸輔，松本孝彦

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，国澤洋介，野々垣政志，石川秀登，國友淳子

4．体重免荷装置を用いた歩行練習の有効性の研究―脳損傷患者において―：国澤洋介，藪崎

純，山本

満，武

井圭一，薮崎紋子，酒井美園
5．障害者のスポーツにおける障害別運動機能：山本

満，陶山哲夫，下松智哉，奥田拓也，白岡岳人，高野敬士，

新井健一，石川秀登，師岡祐輔
6．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，伊藤智彰，伊藤淳子，

清水智子，杉本真美
7．急性期脳損傷患者の注意障害：東

謙一，熊本圭吾，平井良太，平田樹伸，山本

満

8．脳損傷患者の認知機能の検討：國友淳子，平田樹伸，西澤志帆，熊本圭吾，山本

満

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：70％

②

頭部外傷に伴う認知・高次脳機能障害：80％

③

脳血管障害の機能回復度と予測可能因子：50％

④

切断者の義足歩行能力：80％

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：90％

⑥

障害者のスポーツと運動生理学的機能：80％

3-4．自己評価と年次計画
自己評価；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．
年次計画；上記研究の継続．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
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

上記の研究テーマを中心に研究を行い十分な成果を上げられたと思われる．

4．診療内容
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
特色として骨・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．
疾患別としては脳卒中，頭部外傷，骨・関節損傷，切断，小児疾患，関節リウマチ，免疫疾患，糖尿病，呼吸疾患，
腸管疾患，心臓・循環器疾患などほぼ全ての疾病・疾患，外傷を対象としている．
4-2．診療実績データ（新患者数）
理学療法部門；骨関節疾患 655 人，脳損傷 469 人，内部障害 503 人，
新生児・小児疾患 115 人
作業療法部門；脳損傷 455 人，骨関節疾患・その他 311 人
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言語療法部門；脳損傷（成人）279 人，小児疾患 76 人，摂食・嚥下障害 151 人．
入院患者数；各科に入院中の症例数＝ 82,087 人（年間延べ人数）
4-3．診療内容，治療成績
診療内容：入院患者を中心とした超急性期から急性期のリハを施行．疾患別には脳卒中，頭部外傷，骨・関節疾患，
多発外傷，切断，小児疾患，関節リウマチ，免疫疾患，糖尿病，開胸・開腹術後，呼吸・循環器疾患などほぼ全ての
疾病・疾患，外傷を対象とした．
治療成績；リハ施行中に大きなトラブルはなく，安全で効率的なリハを提供できた．取り扱い数は前年比 20％の
増加あり．リハの成績結果の評価は「優」と判定する．
4-4．先進医療の開発
①

運動機能評価の開発

②

高次脳機能・認知能の評価

③

大腿義足の開発

④

体重免荷下の歩行機能

⑤

免疫能からみた障害者スポーツの検討

4-5．実施治験内容
臨床的評価法の一環として施行しており，研究内容と重複している．
4-6．自己評価
自己評価は《良（＋）
》と判定する．
次年度目標；現在は重傷多発外傷，骨関節疾患，脳血管障害，小児部門などが主体であり，今後は腎臓，呼吸器，心臓，
免疫疾患などの内部障害のリハビリテーションを拡大・充実したい．
4-7．4-1 〜 4-6 の要約
当科は，骨・関節・体幹などの肢体不自由，および呼吸・循環器疾患，代謝疾患などの内部障害を対象としている．
取り扱い件数は前年比 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）
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）Azia Paralympic Committee(APC)：医科学委員長
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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協会・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）埼玉包括的リハビリテーション研究会・理事
3）日本障害者スポーツ協会・医学委員
4）国際障害者バドミントン協会・International Classiﬁer
5）日本義肢装具学会・会則検討委員会委員
6）埼玉アスレチックリハビリテーション研究会・理事
7）埼玉県脊髄脊椎研究会・幹事

6．業績
6-1．論文・学会発表
1．國澤佳恵，高倉保幸，國澤洋介，古山つや子，武井圭一，藪崎

純，高山祐子，松本孝彦，森本貴之，山本

満，陶山哲夫：当院の脳損傷例における理学療法実施単位数の推移−実施単位数と車いす乗車までの日数の調査
−．埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌
2．大武

聖，國澤洋介，丸山

Vol.9，15-18，2009

薫，藪﨑紋子，源島有希，野々垣政志，高倉保幸，山本

おける肺切除術後患者の動作能力．埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌
3．大熊克信，高倉保幸，國澤洋介，大武
包括的リハビリテーション研究会雑誌

満，陶山哲夫：当院に

Vol.9，22-25，2009

聖：2 型糖尿病患者の膝伸展筋力と開眼・閉眼片足立ち時間．埼玉県
Vol.9，67-69，2009

4．國澤洋介，高倉保幸，小関要作，一氏幸輔，石川奈緒美，野々垣政志，石川秀登，下松智哉，山本

満：頸椎・

頸髄疾患による四肢不全麻痺患者の歩行練習実施 1 ヶ月における歩行予後予測に有用な評価指標．臨床理学療
法研究

Vol.27，1-4，2010

5．武井圭一，金子誠喜，國澤洋介，高倉保幸，山本
ル歩行練習の短期介入適応の検討．理学療法科学
6．武井圭一，金子誠喜，國澤洋介，藪崎

満：脳卒中片麻痺者への発症後早期の部分免荷トレッドミ
Vol25(3)．349-355

2010

純，松本孝彦，國澤佳恵，高倉保幸，山本

満：回復過程の脳卒中片

麻痺者への部分免荷トレッドミル歩行練習の特徴−異なる歩行練習の歩行速度変化，歩行距離，歩容の比較−．
理学療法学

Vol37(3)．139-145

2010

7．五嶋裕子，刀根章浩，中村裕貴，麻生よしみ，佐野恵美子，高倉保幸，加藤剛平，猪股高志，解良武士，武井圭一，
丸山仁司，関根繁樹：大腿骨頸部骨折例の短期的歩行能力を予測する知的精神機能評価法の検討−日本脳卒中学
会・脳卒中高次脳機能スケールの有効性について−．理学療法科学
8．大武

聖，高倉保幸，國澤洋介，小関要作，下松智哉，山本

Vol25(5)．717-720

2010

満：前十字靱帯再建例における膝伸展・屈曲筋

力の推移．埼玉県包括的リハビリテーション研究会誌．Vol.10，67-69，2010
9．杉本真美，伊藤智彰，伊藤淳子，宮脇智子，荻野亜希子，下松智哉，山本

満：電気式人工喉頭の利用がコミュ

ニケーション手段獲得につながった人工呼吸器管理中の重度失語症例．埼玉県包括的リハビリテーション研究会
雑誌 Vol.10，44-47,2010．
10．平田樹伸，山本

満，熊本圭吾，下松智哉，國友淳子，西澤志帆，東

作業課題の即時効果について

謙一，平井良太：脳損傷患者における

埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌 Vol.10，22-24，2010

【総数：論文 20 件，学会発表 18 件，講演 20 件，著書 5 編】
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 2 回研修会（平成 21 年 11 月 16 日）

2）第 10 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 6 日）
3）日本理学療法士協会
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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．
当科で研究すべきテーマは上記以外にも数多くあるが，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．
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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：医学博士：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：医学博士：麻酔，血小板機能

小山

薫（KOYAMA, Kaoru）
：教授：麻酔科科長：教育副主任：研究員：医学博士：麻酔，集中治療，心臓麻酔

照井克生（TERUI, Katsuo）
：准教授：産科麻酔科科長：教育員：研究副主任：医学博士：麻酔，産科麻酔，小児麻酔
田中

基（TANAKA, Motoshi）
：講師：産科麻酔科副科長：教育員：研究員：麻酔，産科麻酔，小児麻酔

助教：清水健次：かわごえクリニック担当医長：教育員：研究員，福山達也（FUKUYAMA, Tatsuya）
：医長：教育員：
研究員，鈴木俊成（SUZUKI, Toshinari）
：医長：教育員：研究員，田村和美（TAMURA, Kazumi）：産科麻酔科専
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，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，菊池

元（KIKUCHI, Gen）
：医員：教育員：研究員，長谷川閑堂（HASEGAWA,

Yasutaka）
：医員：教育員：研究員，秋山さやか（AKIYAMA, Sayaka）
：医員：教育員：研究員，皆吉寿美（MINAYOSHI,
Hisami）
：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，小島千佳（KOJIMA, Chika）
：医員：教育員：研究員，原口靖比古（HARAGUCHI,
Yasuhiko）
：医員：教育員：研究員，岩室賢治（IWAMURO, Kenji）
：医員：教育員：研究員，松田祐典（MATSUDA,
Yusuke）
：医員：教育員：研究員，本保

晃（MOTOYASU, Akira）
：医員：教育員：研究員，若泉謙太（WAKAIZUMI,

Kenta）
：医員：教育員：研究員，西村大輔（NISHIMURA, Daisuke）：医員：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），加藤里絵（KATO, Rie），萩原大士（HAGIWARA,
Daishi）
，前島和美（MAESHIMA, Kazumi）
，高橋玲子（TAKAHASHI, Reiko），須藤貴世子（SUDO, Kiyoko）
，町田
貴正（MACHIDA, Takamasa）
，前島和美（MAESHIMA, Kazumi）

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，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．
「麻酔科研修のために」の改訂のための準備を開始し，23 年 4 月からポケットサイズとし，教育の指針
として使用する予定．
2-2．教育内容（担当者）
：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，丸尾が担当した．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 2 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．救命救急士の挿管実習を継続した．後期研修医が 2 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低学年を制限したので 1 名のみであった．研修プログラムの改訂で初期研修 1 年目は 2 ヶ
月となった．スタッフ教育は連日朝の短時間の抄読会を続けた．後期研修医教育は齋藤助教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，教育副主任小山教授，後期研修担当齋藤助教，初期研
修担当山家助教を中心に 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
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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は 1 名で，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，研究の方向性を探り，研究の推進をはかる．
との従来の基本方針を堅持．
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，山家），
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），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），
3-3．研究内容と達成度
トロンボエラストグラム：大量アプロチニン存在下での，チエノピリジン系薬剤の評価を何でするかについての研
究：達成度 95％，あと論文化のみを残す．
血小板機能の新鮮さの保持の解明達成度 50％，および tPA を用いた線溶系の研究：達成度 30％
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

95％，あと論文化のみを残す．

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

85％

3-4．自己評価と次年度計画
学会発表数（講演を含む）45，原著論文数 3（うち英文 3），総説論文数 8，著書数 4，
Journal of Anesthesia に 2010 年 6 月掲載された鈴木の論文を学位論文として，学位審査委員会，研究科委員会で
合格した．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．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
大量アプロチニン存在下での，チエノピリジン系薬剤の評価を何でするかについての研究：川崎，山家
血小板機能の新鮮さの保持の解明：川崎，tPA を用いた線溶系の研究：山家
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，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：田村の学位論文化を進める．その他今後も，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．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
：総合医療センター麻酔科の特色としては，手術室麻酔管理，集中治療室管理，
産科麻酔，ペインクリニックの 4 部門に加えて，ドクターヘリでの救急医療，緩和医療にも積極的に参加している
ことがあげられる．手術室では全身麻酔のみならず，局所浸潤麻酔を除いた全ての手術症例の全身管理を行っている．
集中治療室は特定集中治療室管理料の施設基準を満たし，麻酔科・主治医・関連科医師・看護師らのチームで 24 時
間体制での集中治療を行っている．産科麻酔では重症妊婦のみならず新生児の麻酔管理も行っている．本年度からは，
海外での診療経験も豊富な田中

基講師を産科麻酔副科長として迎えた．ペインクリニックでは総合医療センターお

よび川越クリニックでの外来診療に加え，必要に応じて入院治療を行っている．ドクターヘリ業務では小山，福山，
齋藤の 3 名がフライトドクターとして参加，月の約 1/3 をカバーしている．麻酔科の理念として「質の高い医療提
供と快適な労働環境」
，行動目標として「急性期医療，ペイン，周産期のリーダー」，
「マンパワーの充実が全てに優先」
，
「専門医として清廉で患者中心の医療人であること」を掲げている．
4-2．診療実績データ
4-2-1．
【手術室麻酔】手術件数（

）内は前年度，前々年度，前々々年度実績：手術総数 6443（6554,6590,6172）
，

麻酔科管理症例 4996（5241,5104,4805）
，局麻症例 1447（1313,1486,1367），緊急手術 1673（1601,1666,1643）
［時間内 917（875,888,1021）
，時間外 698（721,665,618）］，8 時間以上手術数 85(132,88,97)，患者退室 21 時以
降 - 翌朝 9 時まで 413(743,314,581)，麻酔終了 24 時以降 - 翌朝 9 時まで 376(383,342,260)
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4-2-2．
【ICU】
：入室総数 571（546,517,500）（

）内は前年度，前々年度，前々々年度実績

科 別 内 訳： 消 化 管 外 科 109（107,107,128）， 肝 胆 外 科 95（88,80,84）， 血 管 外 科 44（23,37,23）， 心 外 104
（104,103,98）
，呼吸器外 128（149,147,120），心内・呼内 1（1,3,3），腎内 11（9,7,13），脳外 4（1,2,0），産婦人
科 26（28,7,13）
，整形 11（15,7,5）
，口外 0（0,1,0），消化器内 3（5,0,2），血液膠原病リウマチ内 0（4,6,4）
，泌
尿器 11（4,7,1）
，耳鼻 6（0,0,1）
，救命 0（0,0,0），小児科 0（0,0,3），形成 4（1,0,0）ICU 内死亡数
内訳

9,（11,11,15）
：

心外 1，血管外科 2，消化管外科 3，消化管内 2，整形 1 ドクターヘリ（約 1 ／ 5 を麻酔科でカバー）
：小山，

福山，齋藤
4-2-3．
【外来】
（

）内は前年度，前々年度実績：

初診患者数 709（708,676,517）
，再診患者数 4443（4570,4359,4857），入外初診患者数 599（772,540,882）
，
入外再診患者数 484（791,512,802）
．延人数 6235（6841,6087,7058）．1 日平均患者数 21.21（23.35,20.7,24.01）
，
入院延人数 120（445,342,43）
，平均在院日数 23（48.44,48 日 ,4.67 日）
4-2-4．
【産科麻酔科】
：産科麻酔科年報参照
4-3．診療内容，治療成績
4-4．先進医療の開発
4-5．実施治験内容
4-6．自己評価と次年度目標
手術枠の調整は麻酔台帳を基に各科の実績を調査し，中央手術部委員会を経て行っている．当院は重症例の手術や
緊急手術が多いのが特徴であり，准夜・深夜帯に及ぶ症例も少なくない．手術枠の調整により，午後 8 時近くになっ
ても定時手術が 5 件以上行われているような状況は緩和されたが，緊急手術に対しては緊急度に応じて迅速に受け
られるように麻酔科一丸となって対応している．
集中治療室管理は特定集中治療室加算料を算定できる 6 ベッドでの運用である．中央診療部門のため他科の入院
患者の影響を少なからず受けることは従来通りである．保険適応に従った入室基準および退室基準に準拠しつつ，
ベッ
ド稼働率の向上に努めている．
ペインクリニックでは 2 カ所での外来診療に加えて，入院での神経ブロックなどの疼痛管理を行っている．最近
では超音波ガイド下の神経ブロックが手術中も含め増加している．
麻酔科診療科長：小山准教授，副科長：宮尾教授，川崎教授，医長：鈴木助教（ope 室），福山助教（ICU），病棟医長：
丸尾助教（ペイン担当）
，外来医長：武井助教（ペイン担当）．質の高い診療，到達目標を明確にした研修医教育など
を通じて，コンスタントな後期研修の獲得，マンパワーの充実を図り，4 部門の診療体制をより一層充実する事を目
標とする．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
総合医療センター麻酔科は，手術室麻酔管理，集中治療室管理，産科麻酔，ペインクリニックの 4 部門に加え，
ドクターヘリでの救急医療，緩和医療など，おおよそ麻酔科医が関与しうる全ての分野をカバーしていることが最大
の特徴である．日本心臓血管麻酔学会の認定施設となり，心臓麻酔の充実も期待されるところである．各分野で，最
新の知見も視野に入れた，質の高い医療を提供すると同時に，医学部学生，研修医の教育にも力を注いでおり，チー
ム医療やマンパワーの充実も目標に掲げている．安全で質の高い麻酔を介して病院全体の安全管理，病院経営に寄与
すべく医局員一丸となって取り組んでいる．

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，査読委員の有無
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
小山准教授，照井准教授は日本麻酔科学会代議員として活躍した．
小山准教授はアメリカ心臓協会認定の川越 ACLS トレーニングサイトのサイト長およびファカルティとして，Basic
Life Support(BLS), Advanced Cardiac Life Support(ACLS), および Pediatric Advance Life Support(PALS) プロバイダー
コースを定期開催し，地域での蘇生教育の普及に貢献した．日本心臓麻酔学会評議員，日本集中治療医学会評議員と
して活躍した．
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照井准教授は，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
著書 1．小山

薫：基本的な輸液・輸血療法，手術時の輸液と輸血療法：わかりやすい輸液と輸血，大久保光男編，

メジカルビュー社，東京，2010
著書 2．宮尾秀樹：8 章体液管理：4．人工膠質液：麻酔科研修ノート 2010，診断と治療社，東京，2010：
p219-20
著書 3．宮尾秀樹：2 章術前回診と術前管理：10 術前経口摂取と水分管理：麻酔科研修ノート 2010，診断と治療
社，東京，2010：p77-78
著書 4．宮尾秀樹：電気メスで気管チューブに引火した．

麻酔科トラブルシューティング A to Z，高橋眞弓，河

本昌志，川真田樹人編，文光堂，東京，2010；p626-27
原著 1．Yoshio Sakurai, Toru Obata, Akio Odaka, Katsuo Terui, Masanori Tamura, Hideki Miyao: Buccal administration
of dexmedetomidine as a preanesthetic in children. J Anesth 24: 49-53, 2010.
原著 2．Suzuki T, Miyao H, Terui K, Koyama K, Shiibasi M: Fluid therapy with hydroxyethil starch for massive blood
loss during surgery. J Anesth. 24(3): 418-25, 2010.
原著 3．Bolliger D, Szlam F, Azran M, Koyama K, Levy JH, Molinaro RJ, Tanaka KA: The Anticoagulant Eﬀect of Protamine
Sulfate is Attenuated in the Presence of Platelet or Elevated Factor VIII Concentrations. Anesth Analg 111(3):
593-4, 2010
総説 1．宮尾秀樹：すぐに役立つ輸液の知識

日臨麻会誌 30(7): 917-24, 2010

総説 2．Kenichi A Tanaka, Fania Szlam, Kaoru Koyama and Jerrold H Levy: Argatroban "Reversal" is Caused
by Nonphysiological Stimulation of Coagulation Not Activated Factor VII. J Cardiothorac Vasc Anesth
24(6): 1026-27, 2010.
その他，総説 6 編，学会発表 45（講演含む）
6-2．獲得研究費：消防救命救急士気管挿管実習，パシフィックメディコ，旭化成ファーマ，味の素製薬工場，大塚
製薬工場
6-3．受賞：日本麻酔科学会若手奨励賞（基礎研究）Maiko Saomoto, M.D., Yasushi Satoh, PhD., Katsuo Tarui, M.D.,
PhD., Hideki Miyao, M.D., PhD., Kunio Takishima, PhD., Masayaka Ito, M.D., PhD., Junko Imaki, M.D., PhD.: Neonatal
Exposure to Sevoﬂurane Induces Abnormal Social Behaviors and Deﬁcits in Fear Conditioning in Mice. Anesthesiology
110(3):628-37, 2009
大橋夕樹，秋山さやか，菊池

元，相原大和，冨田

研，照井克生：胎児の検査・治療 118 例における経胎盤的胎

児麻酔法の実際と問題点．日本麻酔科学会 56 回学術集会優秀演題賞
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
6-5-1．第 1 回埼玉医大臨床麻酔ネットワーク
（SMU − CAN）開催：平成 22 年 12 月 11 日：総合医療センター小講堂
（毛
呂，日高，川越麻酔科の合同研究会）
：会長宮尾
6-5-2．体液代謝管理研究会事務局活動（機関誌発行を含む）：事務局長宮尾
6-5-3．第 38 回埼玉がん緩和ケア研究会：会長宮尾
6-5-4．初期研修医オリエンテーション期間中に AHA 認定の BLS 講習会を行った．：小山

7．自己点検・評価
人事面で小山教授が誕生し，診療，教育，研究体制がよりいっそう充実した．田中基講師がトロント大学留学後当
センター産科麻酔に赴任し，産科麻酔の体制を強化した．教育は 4 年生，5 年生の講義を担当した．当科は BSL, CC
の人気も高い．初期研修医の教育体制は維持している．後期研修医は 1 名が入局した．麻酔科研修のためにを学生，
初期研修医，後期研修医の教育体制，到達目標，数的目標を整備するためと，診療に合致させるために，改訂作業を
進めた．BLS, ACLS の教育では小山准教授が，学生，研修医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．手術室麻酔管理は 21 年度のきびしい診療体制から若干の落ち着きを取り戻した．手術室の 1 室増室に取り
かかっている．ICU 管理はほぼ安定している．ペインは安定してきた．緩和ケアチームで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 ANESTHESIOKOGY への発表
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論文が麻酔科学会若手奨励賞を受賞した．
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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：研究副主任：麻酔，産科麻酔，小児麻酔
田中

基（TANAKA, Motoshi）
：講師：産科麻酔科副科長：教育員：研究員：麻酔，産科麻酔，小児麻酔

助教：田村和美（TAMURA, Kazumi）
：専門医員：教育員：研究員，松田〓典（MATSUDA, Yusuke）
：専門医員：教育員：
研究員，西原紘子（NISHIHARA, Hiroko）
：専門医員：教育員：研究員，岩室賢治（IWAMURO, Kenji）
：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，小島千佳（KOJIMA, Chika）
：医員：教育員：研究員，北岡良樹（KITAOKA, Yoshiki）
：医員：教育員：研究員，
本保

晃（MOTOYASU, Akira）
：医員：教育員：研究員，若泉謙太：医員：教育員：研究員，西村大輔（NISHIMURA,

Daisuke）
：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：医学部 4 年生の講義では，産科麻酔の基本的な知識を得させることを通じて，妊婦の診療をどの
科に進んでも自信を持って行える基礎作りを目指した．5 年生の BSL では，4 年生での講義の復習に続いて周産期セ
ンターを案内し，周産期センター内に麻酔科が常駐していることの意義を理解させるよう努めた．
初期研修医においては，麻酔科研修中に産科麻酔科の診療を経験させるほか，産科麻酔研修を選択した者には産科
患者の周術期管理をスタッフと共に行うことを目指した．
スタッフ教育として，産科麻酔に関する最先端の知識の共有と，標準的診療の理解に努めた．
2-2．教育内容（担当者）
：4 年生系統講義「産科麻酔」を照井が担当した．BSL は，産科麻酔基礎知識の講義と，実
技 DVD の閲覧，周産期センター見学を行い，患者診察の心構えを指導し，照井，田中が担当した．夏期プログラムは，
産科麻酔をまんべんなく経験するためにはある程度の期間が必要なため，夏期プログラムとして行うには負担が大き
すぎると考えて今年度は募集しなかった．
初期研修医教育は，帝王切開の麻酔，脊麻後低血圧の対処について指導した（照井，田中ほか，産科麻酔科スタッ
フ全員が担当）
．特に産科麻酔科を 1 ヶ月間選択した 2 年目の初期研修医に対しては，帝王切開術前評価からイン
フォームド・コンセント，脊髄くも膜下麻酔の管理，術後訪問まで周術期管理を通して研修させたほか，採卵の麻酔
や硬膜外無痛分娩についても実地に指導した．
後期研修医は，6 ヶ月間の産科麻酔研修が義務づけられている．その間，帝王切開の周術期管理，妊婦の非産科手
術の麻酔，硬膜外無痛分娩，採卵の麻酔などを実施に指導した．スタッフ教育としては，朝のカンファ後のミニレ
クチャーを照井と田中が継続し，麻酔科スタッフ全員を対象に知識のアップデートに努めた．産科麻酔科としては，
journal club を適宜行い，Chestnut 産科麻酔教科書の輪読会を開始した．
2-3．達成度：学生講義の評価は平均をやや上回る程度であり，内容の絞り込みが課題であることが判明した．BSL は，
産科麻酔科の役割を充分理解させることができ，小テストはおおむね成績良好であった．講義，見学の満足度も高かっ
た．初期研修，後期研修においては到達目標を明示しているが，硬膜外無痛分娩件数が減ってその達成が難しくなっ
た他は，おおむね達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画：学生講義では，授業評価の結果を参考にして，内容とプレゼンテーションに改良を加
えたい．BSL の教育は麻酔科の中に組み込まれて行われ，麻酔科への好評価もあって共に成果をあげた．初期研修医
教育では，産科麻酔科研修に当てられた時間帯に帝王切開が行われていないことがあり，研修できる内容にムラがあ
ることが課題である．動画やシミュレーターなどを活用して，医師として役立つ知識技術を身につけられるよう指導
をしていきたい．後期研修医の教育に関しては，田中基講師が 8 月にトロント小児病院より着任し，産科麻酔教科
書輪読会や journal club を開始して，医学英語を含めた教育の成果を上げている．次年度はこれらの多段階での教育
を継続しながら，その成果評価を踏まえて改善を図りたい．

3．研究
3-1．目的・目標
産科麻酔の研究は，不妊治療の麻酔，妊娠中の手術の麻酔，帝王切開術の麻酔，硬膜外無痛分娩，胎児治療の麻酔，
新生児手術の麻酔が主な研究領域である．当科の研究目的は，主として臨床研究により，診療成績の向上や母児の予
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後向上を目指すことと，全国規模の診療実態調査により，産科麻酔提供体制を改善することにある．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
岩室（臍帯血イオン化マグネシウム濃度と新生児予後との関連）
本保（新生児イオン化マグネシウム濃度の正常値確定）
玉川（出生前診断された腹壁破裂の周産期管理方針全国調査）
宮下（硬膜外無痛分娩反復例における器械分娩率）
照井（全国の分娩施設における麻酔診療実態調査）
3-3．研究内容と達成度
岩室（臍帯血イオン化マグネシウム濃度と新生児予後との関連）達成度 80％，論文化中
本保（新生児イオン化マグネシウム濃度の正常値確定）達成率 60％，乾燥ヘパリンとの比較を追加調査中
玉川（出生前診断された腹壁破裂の周産期管理方針全国調査）達成率 80％，論文化中
宮下（硬膜外無痛分娩反復例における器械分娩率）達成率 80％，論文化中
照井（全国の分娩施設における麻酔診療実態調査）達成率 80％，論文化中
3-4．自己評価と次年度計画
臨床研究とアンケート調査を行い，国内外で学会発表したが，論文発表されていない．次年度はこれらの論文発表
が最初の課題である．次いで，新たな非侵襲的パラメーターを用いた妊婦の循環動態の評価について，臨床研究を行
う予定である．
厚生労働科学研究費補助金による母体死亡症例検討関連での分担研究を継続し，次年度は分娩施設における産科出
血時の輸血と血液供給体制についての実態調査を予定している．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
産科麻酔科では，母体と胎児，新生児についての診療向上を目的に臨床研究と全国調査を行った．学会発表後の論
文発表が課題である．次年度は前向き臨床研究と全国調査を行う予定である．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
当産科麻酔科の特色は，全国の大学や病院で最初に周産期麻酔部門として設立されたことであり，周産期センター
の分娩部に麻酔科医が常駐している施設は現在でも極めて少ない．そこでの診療は，不妊治療の麻酔から妊娠中の手
術の麻酔，重症妊婦や合併症妊婦を中心とした帝王切開術の麻酔と周術期管理，硬膜外無痛分娩，胎児治療の麻酔，
新生児手術の麻酔など多岐にわたる．当科の診療目標は，安全で快適な出産経験を，重症妊婦においても提供しつつ，
母児の緊急事態に迅速に対応することでその転帰を改善することにある．
4-2．診療実績データ
【産科麻酔科】
（

）内は前年度，前々年度，前々々年度実績．

産科麻酔科は，中央手術室以外にも，産科手術室，分娩室，採卵室，NICU など様々な場所で，妊婦や新生児の麻
酔を担当している．下記はすべての産科麻酔症例数と，そのうち産科麻酔科所属者が担当した症例数を示す．産科
麻酔科所属者はさらに，中央手術室で産科症例以外の麻酔も担当しているが，その件数はここには含まれていない．
産科麻酔症例数：970 (1027)
産科麻酔科管理症例数：875 (956)
帝王切開の麻酔：548(556, 534, 561）
，うち産科麻酔科管理 511．無痛分娩：44(58, 44, 63），うち産科麻酔科
管理 44．妊娠中の手術：69(49, 44, 62）
，うち産科麻酔科管理 52．胎児検査・治療の麻酔：31(14, 13, 23)，う
ち産科麻酔科管理 31．産褥出血などに対する麻酔：33(57, 21, 51），うち産科麻酔科管理 24．採卵の麻酔：
86(131, 261, 262）
，うち産科麻酔科管理 86．手術室外での婦人科小手術の麻酔：24(3, 0, 14)，うち産科麻酔科
管理 24．新生児手術の麻酔：35(43, 23, 20），うち産科麻酔科管理 33．
4-3．診療内容，治療成績
診療内容は，上記の診療実績データに示すとおりである．麻酔が原因での母体死亡や重篤な後遺症を来した例はな
かった．
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
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当産科麻酔科は，麻酔科医が日勤帯は分娩フロアに常駐する体制と，夜間当直者の中に産科麻酔担当を決めておく
ことにより，超緊急帝王切開への迅速な対応を行っている．その他，24 時間体制での硬膜外無痛分娩から，他院か
ら搬送される重症産褥出血への対応まで，産科医や新生児科医，救命救急医と協力しながら対応している．このよう
に産科麻酔がカバーすべき領域はすべて実践しているほか，胎児治療や超低出生体重新生児手術の麻酔など，他施設
ではあまり経験できない診療にも対応している．これら重症の母体や新生児におおむね安全に麻酔を提供できたとは
評価できる．採卵や無痛分娩症例数の減少は，産科診療内容の変化を反映したものである．他院からの産褥出血例を
救命できなかったのは残念だが，輸血部との協議により，急速大量出血対応の向上を図っている．
次年度の目標は，安全第一の産科麻酔を提供しつつ，田中基講師をカナダより迎えて，帝王切開後の術後鎮痛や新
生児手術の麻酔などで，
一層の改善を図ることである．また，将来の周産期センター増床に伴う診療数の増加に見合っ
た体制作りを目指したい．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
昨年度の産科麻酔症例 970 例のうち，産科麻酔科スタッフは 875 と大半を担当した．その他にも中央手術室でも
麻酔を担当している．診療内容に大きな変化はないが，将来の周産期センター増床計画に見合った体制作りが必要で
ある．

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 (PMDA)

健康被害救済事業

専門委員（照井克生）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
照井克生
編集委員
Contributing editor; International Anesthesiology Clinics
日本麻酔科学会機関誌 Journal of Anesthesia, section editor of obstetric and pediatric anesthesia
Anesthesiology and Rescue Medicine (Poland)
Obstetric Anesthesia Digest
査読委員
International Journal of Obstetric Anesthesia
田中

基

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
河合

蘭著，
「安全なお産，安心なお産「つながり」で築く，壊れない医療」（岩波書店）取材協力（照井克生）

映画「生まれる」取材協力（照井克生）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Yoshio Sakurai, Toru Obata, Akio Odaka, Katsuo Terui, Masanori Tamura, Hideki Miyao. Buccal administration of
dexmedetomidine as a preanesthetic in children. J Anesth 2010:24;49-53
② Toshinari Suzuki, Hideki Miyao, Katsuo Terui, Kaoru Koyama, Michio Shiibashi. Fluid therapy with hydroxyethyl
starch for massive blood loss during surgery. J Anesth 2010;24:418-25
③高井

泰，松永茂剛，松村英祥，村山敬彦，斉藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関

博之，中山真人，照井克生．

血液凝固 VII 因子製剤を用いた急性妊娠脂肪肝の一例．クリニカルカンファランス周産期，日本産科婦人科学会
関東連合地方部会誌

2010；47：493-500

④ Keiko Miyashita, Kazumi Tamura, Eisuke Takahashi, Yukako Oura, Gen Kikuchi, Katsuo Terui. Eﬀect of labor
epidural analgesia on the course of labor: comparison of two consecutive pregnancies in 14 women. The 13th
Asian and Australasian Congress of Anesthesiologists, June 1-5, 2010, Fukuoka, Japan.
⑤玉川隆生，照井克生他．腹壁破裂における周産期，周術期管理方針に関する全国アンケート調査．日本麻酔科学
会第 57 回学術集会（2010 年 6 月 4 日，福岡，会長：長崎大学医学部麻酔科教授

澄川耕二）ポスター

⑥吉澤佐也，
照井克生他．妊娠 28 週の広範囲肺塞栓で心肺停止となるも PCPS と t-PA により母体救命できた 1 例．
日本麻酔科学会第 57 回学術集会
（2010 年 6 月 4 日，福岡，会長：長崎大学医学部麻酔科教授

澄川耕二）ポスター

⑦ Kenji IWAMURO, Katsuo TERUI, Kazumi TAMURA, Hideki MIYAO, Does umbilical cord ionized magnesium level
509

麻酔科（産科麻酔科）

predict neurologic outcome in infants? American Society of Anesthesiologists annual meeting, San Diego, 10.16,
2010.
⑧松田祐典，田中

基，照井克生，田村和美．帝王切開術の脊髄くも膜下麻酔における胎児アシデミアの予測因子：

収縮期血圧か平均動脈圧か？第 114 回日本産科麻酔学会（2010.12.4, 横浜）
⑨田中

基．合併症を有する患者の帝王切開の麻酔．日本臨床麻酔学会第 30 回大会シンポジウム（2010.11.5. 徳島）

⑩田中

基．先天性横隔膜ヘルニア，先天性食道閉鎖の麻酔（トロント小児病院では）．日本臨床麻酔学会第 30

回大会シンポジウム（2010.11.5. 徳島）
総数：論文

6 件，学会発表

20 件

6-2．獲得研究費
・生育疾患克服等次世代育成基盤研究事業「妊産婦死亡及び乳幼児死亡の原因究明と予防策に関する研究」
（主任
研究者，国立循環器病センター周産期科部長池田智明）」分担研究（照井克生）
・厚生労働科学研究「チーム医療の推進における看護師等の役割拡大・専門性の向上に関する研究」
（主任研究者：
井上智子，分担研究者：池ノ上克）研究協力者（照井克生）
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
教育に関しては，田中基講師の着任により，麻酔科後期研修医を中心に著しい充実が見られた．診療に関しては，
産科麻酔の守備範囲を広く提供する体制を維持した．研究に関しては，後向き研究を中心に内外の学会で発表したが，
論文化が滞っている．次年度は前向き研究を再開するとともに，全国調査を継続していく．学会活動は，シンポジウ
ムや講演などを麻酔科学会のみならず，周産期・新生児医学会，未熟児新生児医学会などでも行った．産科麻酔の特
徴に鑑みて，産婦人科医や新生児科医との協力を診療や研究においても一層活性化させたい．
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2．27）救急科（ER）
1．構成員
輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）
：教授：運営責任者：診療科長：蘇生，心臓震盪
大貫

学（ONUKI, Manabu）
：講師：診療副科長：研究主任：神経内科，脳波学，脳ドック

安藤陽児（ANDOH, Youji）
：講師：医局長：外傷外科，航空医学
高本勝博（TAKAMOTO, Katsuhiro）
：助教：教育主任：臨床麻酔，航空医学
橋本昌幸（HASHIMOTO, Masayuki）
：助教
松枝秀世（MATSUEDA, Hideyo）
：助教
平松玄太郎（HIRAMATSU, Gentarou）
：助教

2．教育
2-1．目的・目標
①研修医 1 年目において，内科系・外科系のジェネラリストとして救急患者に対する初期診療の基礎を習得する
ことを目的とする．
②研修医 2 年目において，初期診療における救急処置が実施できることを目的とする．
また，ICU での全身管理の基礎を習得できるように教育・指導する．
③後期研修医において，初期診療から ICU での急性期治療を計画・実行できるように教育・指導する．
④ BSL において，ER 型救急医療における内科系・外科系総合診療力の必要性を認識できるよう，シミュレーター
を積極的に活用しながら教育・指導する．
2-2．教育内容（研修医担当：安藤，学生担当：高本）
①緊急で搬送された救急患者に対す初期診療に関して実地指導を行う．
学生は医療面接を実際に行い，侵襲的な検査・治療については解説を受け見学する．
研修医 1 年目は，生理学的評価および身体所見を評価し，必要な検査および緊急処置を立案する．
研修医 2 年目は，1 年目の内容に加えて，上級医の指導下において緊急処置を実施する．また ICU における指
導医の全身管理を理解する．
後期研修医は，1 年目・2 年目の研修医を指導するとともに，初期診療全体を指揮する．また ICU における全身
管理を立案し，指導医の指導下で実施する．
②シミュレーターを用いて侵襲的処置の教育・指導を行う．
2-3．達成度
学生，1 年目・2 年目の研修医に対して，上記の目標を概ね達成した．
後期研修医に対して，ER 型救急医療に対応する教育・指導を概ね達成した．
2-4．自己評価と次年度計画
ER 型救急医療での総合診療能力を高めるべく積極的な教育・指導に当たり研修が行えた．
ローテーションの研修医数も増加し，今後はさらに充実した指導計画に基づいて研修指導を発展させていきたい．
学生および研修医のスキルスラボ・シムレーターを活用した実践教育を進め，より一層有用な参加型教育を目指し
ていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
1）救急医療における侵襲的検査および緊急処置を，研修医がより安全にかつスピーディーに習得するための指導
方法の充実を目的として，スキルスラボを利用したシミュレーション教育を発展させることを継続的に目標とし
ている．
2）救急搬送される交通事故において運転中にてんかん発作が生じている可能性を検討し，その実態を探るととも
に，活動中のてんかん発作に対する認識を高め，実践的な予防策を講じる臨床研究を継続している．
3）携帯用超小型超音波装置の臨床応用について実動調査を行い，救急医療現場への応用を継続している．
4）小児における頭部打撲について臨床的に統計をとり，画像検査の必要性について検討することを目的としてい
る．
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5）高次脳機能障害を有する症例に対して脳機能刺激療法を試み，臨床症候の改善を継続的に追跡・調査している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1） スキルスラボ プロジェクト
2） Driver with Epilepsy プロジェクト
3） 携帯型超音波装置プロジェクト
4） 小児頭部外傷研究プロジェクト
5） 高次脳機能刺激プロジェクト
3-3．研究内容と達成度
1）スキルスラボ（シミュレーション教育）プロジェクト
学生，研修医に定期的にスキルスラボを使用したシミュレーション教育を指導し，緊急処置内容の理解，実技習
得訓練の向上を目指した．
シミュレーション教育により，学生の理解が向上し，研修医の実技訓練により実際の救急医療の現場での実技対
応に一定の効果が得られた．
今後は本プロジェクトをより積極的に継続して行く方針である．
2）Driver with Epilepsy プロジェクト
交通外傷で搬送された運転手の脳波検査を試行し，てんかんによる意識消失が交通事故につながった可能性のあ
る症例をピックアップして集計・報告している．
今後はさらに運転中のてんかん発作について臨床研究を重ねるとともに，歩行中や日常生活活動中の転倒・転落
の原因としててんかん発作が関与している可能性を考慮し，臨床研究を推進していく方針である．
3）携帯型超音波装置プロジェクト
携帯用超小型超音波装置を臨床の現場で活用することにより，非侵襲性超音波検査の有用性を検討した．有意義
な結果が得られ学会報告し，ドクターヘリの機材として導入し，臨床活用している．
4）小児頭部外傷プロジェクト
頭部外傷で救急外来を受診した小児に対して，頭部 CT 検査や頭蓋骨レントゲン検査などによる医療被爆を最小
限に押さえるため検査の必要性を臨床症状から慎重に判断し，安易に検査を試行しない方向性を検討した．結果
として，臨床症状から判断した検査未施行症例の経過に医学的な問題は生じなかったことが確認され学会報告し
た．
5）高次脳機能刺激プロジェクト
高次脳機能障害を有する症例に対して，積極的な脳刺激療法を行うことにより，脳機能の回復が促されることを
臨床的に確認し，継続的に経過観察している．脳刺激療法により，高次脳機能のみならず，運動機能向上効果，
意欲向上効果，コミュニケーション能力向上効果などがみられ，より一層の臨床応用を計画している．
3-4．自己評価と次年度計画
上記各プロジェクトから，スキルスラボの有効性，潜在的なてんかん発作を積極的に検出する意義，救急現場での
小型超音波装置の有用性，小児の医療被爆を抑制する意義，高次脳機能刺激療法の有効性など，救急医療の現場にお
ける有意義な臨床的検証が行えた．次年度はさらにこれらの検証を発展させ積み重ねていくとともに，新たな臨床計
画も試みていく方針である．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
当科で継続して行っている臨床的プロジェクトについて，スキルスラボ（シミュレーション教育）プロジェクト
では侵襲的検査および緊急処置を安全に教育するためにはシミュレーション教育が有効であることが確認された．
Driver with Epilepsy プロジェクトでは潜在的にてんかん発作の可能性を持ち合わせたドライバーのリスクについて
考察することができ，さらに歩行中や日常生活活動中の転倒・転落事故にもてんかん発作が関与している場合が少な
くないことが確認された．超小型超音波装置プロジェクトでは救急現場で有効な小型超音波装置の有用性を確認して
実際のドクターヘリの臨床現場に導入することができ，臨床運用している．小児頭部外傷プロジェクトでは安易な医
療被爆を抑制する考え方を導入・実証でき報告した．高次脳機能刺激プロジェクトでは積極的な脳刺激療法を行うこ
とにより，脳機能の回復が促されることを臨床的に確認し，さらに発展させる計画が進行中である．今後もこれらの
プロジェクトがさらに臨床に直結した有用な計画となるよう努力し，救急医療現場に貢献していきたい．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
1 次救急から 3 次救急まであらゆる重症度・緊急度の患者さんを対象として初期診療を行うのが ER 型救急医療の
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特徴であり，迅速かつ的確な判断力を必要とする．さらに高度救命救急センターと連携することにより，心肺停止な
どの救命救急医療に対する初期診療スキルを身につけることが可能となっている．また，臨床的な緊急度のみならず
幅広い患者層への適切な対応を要する現場であり，各科の専門医との連携・チームワークが不可欠であるため，医師
個人としてのスキルとともに人間性を高める必要性のある診療科であるいえる．若手医師にとって，緊急時の幅広い
対応能力を身につけることにより，自信を持って臨床現場に対応できる医師となるために習得すべき診療領域と考え
ている．
4-2．診療実績データ
初期診療担当患者数

年間 4132 人

4-3．診療内容，治療成績
初期診療の後，入院の必要性の判断，必要に応じて各領域への連携，他院への診療情報提供などを行い，救命救急
センターなどへの入院が必要な場合に必要に応じて診療を担当する．
4-4．先進医療の開発
なし
4-5．実施治験内容
なし
4-6．自己評価と次年度目標
外傷症例の多い診療科であるとともに実際には内因性症例の比率もかなり高く，一般内科知識を要することも多い．
今後は ER 外科，ER 内科としての対応も含めて発展的に展開していくことを目標としている．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
救急科（ER）は，1 次救急から 3 次救急まであらゆる重症度・緊急度の患者さんを対象として初期診療を行える
真の北米 ER 型救急医療を目指しているのが特徴である．迅速かつ的確な判断力を磨き，さらに高度救命救急センター
と連携して心肺停止などの救命救急医療に対する初期診療スキルを身につけることも可能である．さらに臨床的な緊
急度のみならず幅広い患者層への適切な対応を要する現場であるため，各科の専門医との連携・チームワークが不可
欠であり，医師個人としてのスキルとともに人間性を高める必要性のある診療科である．若手医師にとって、緊急時
の幅広い対応能力を身につけることにより，自信を持って臨床現場に対応できる医師となるために習得すべき診療領
域と考えている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉県救急救命士養成所

運営検討委員会委員

文部科学省「資質の高い教員育成プロジェクト」委員
東京高次脳機能障害協議会顧問
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本健康医学会査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
①埼玉県救急救命士養成所専任教員
② JOC 医科学強化スタッフ
③日本ソフトボール協会理事

医事委員長

④「心臓震盪から子どもを救う会」講演・救命講習活動
⑤日本臨床スポーツ医学会評議員
⑥日本航空医療学会評議員
⑦日本障害者スポーツドクター

パラリンピック帯同医

⑧東京マラソンオフィシャルドクターランナー
⑨日本薬物脳波学会評議員
⑩日本脳ドック学会評議員
⑪日本健康医学会理事
⑫千葉県警特捜警察医
⑬早稲田大学教育総合研究所客員研究員
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6．業績
6-1．論文・学会発表（抜粋表記）
①平成 22 年 4 月第 8 回日本ヘルニア学会学術集会，チタンコーティングされた生体適合性の高い新素材の使用経
験とこれから
②平成 22 年 4 月第 8 回日本ヘルニア学会学術集会，ヘルニア治療ガイドラインの図案化
③平成 22 年 4 月第 8 回日本ヘルニア学会学術集会，日帰り手術成功は意識改革と麻酔法の改善
④平成 22 年 6 月第 13 回日本臨床救急医学会総会学術集会，小児頭部外傷に対する CT 検査の必要性に関する検
討
⑤平成 22 年 10 月第 38 回日本救急医学会総会，頭部外傷の予後に影響を与える因子の検討

- 陸路搬送とドクター

ヘリ ⑥平成 22 年 10 月第 69 回日本脳神経外科学会学術集会，ドクターヘリにて搬送した頭部外傷 62 例の検討
⑦平成 22 年 11 月第 17 回日本航空医療学会，ドクターヘリにて対応した頭部単独外傷死亡例の検討
⑧平成 23 年 1 月第 16 回日本脳神経外科救急学会，ドクターヘリにて搬送された頭部外傷例

現場で施行した処

置を中心に今後の可能性を検討する
⑨平成 23 年 2 月第 19 回全国救急隊員シンポジウム市民講座，心肺蘇生法と AED の普及について（基調講演）
⑩平成 23 年 2 月第 61 回日本救急医学会関東地方会，三環系抗うつ薬の大量服用にて心停止を来した 2 症例
⑪平成 22 年 7 月

レビュー「意識障害の機序」総合診療マニュアル，金芳堂

⑫平成 22 年 11 月

外傷初期治療ガイドライン：緊急度・重症度の判定と対応の考え方，臨床スポーツ医学第 27

巻臨時増刊号，文光堂
⑬平成 22 年 12 月

ER や ICU で必要な薬の生きた使い方：電解質異常，月刊レジデントノート第 3 巻 12 号，医

学出版
⑭平成 22 年初夏号
⑮平成 23 年 1 月

ドクターヘリ最前線，季刊誌救急ヘリ病院ネットワーク HEM-Net グラフ 17
特別寄稿

ドクターヘリ 24 時間運用の有用性と課題

月刊新医療
⑯平成 22 年 11 月第 17 回日本航空医療学会総会，埼玉県ドクターヘリの現状と今後の課題
⑰平成 22 年 6 月第 46 回日本交通科学協議会学術集会，ドクターヘリ高速離着陸訓練を終えて
⑱平成 22 年 11 月第 20 回日本健康医学会雑誌第 19 巻第 3 号，『100 枚の Photo Card 療法』- 新しい高次脳機能
刺激療法 ⑲平成 22 年 11 月第 20 回日本健康医学会雑誌第 19 巻第 3 号，言語障害を認めた患者への言語療法介入の取り組
み
⑳平成 22 年 11 月第 2 回日本臨床美術学会誌第 2 巻第 1 号，
『大貫式 100 枚の Photo Card 療法』は言語機能・認
知機能を改善する - 言語機能・認知機能および運動機能に対する新しい高次脳機能刺激療法の試み
総数：論文

19

件，学会発表

24

件

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
東京都生涯学習セミナー：平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日，月 1 回東京都生涯学習センター等で開催

7．自己点検・評価
1 次・2 次救急医療および 3 次救急医療を救命救急センターと連携することにより北米 ER 型救急医療体制を構築
することを目的として継続的に計画を実行している．この救急医療体制は，各診療科間の縦割り医療による患者の不
利益の弊害をなくすことにより，内科系・外科系領域全般への迅速かつ適確な総合診療能力を習得し得る臨床・教育
環境が得られ，研修医が効率的に充実した医療レベルを獲得するためにも有意義な体制となるとものと考えている．
専任スタッフの確保はまだまだ初期の段階であり，日中の内科系・外科系対応および夜間の外科系対応に留まってい
るのが現状である．今後，ER 型救急医療の特性に対する組織としての全科の理解をさらに充実させ，24 時間体制で
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の救急診療・教育体制が整っていくよう努めていきたい．初期研修医からは幸い「ER での研修は極めて実践的で勉
強になる」との評価を受け，今後さらに研修期間の延長，2 年目の選択研修医の増加，3 年目の後期研修での医局選
択などに発展していくものと期待している．また ER 入局後に院内・院外研修を行えるようになり，既に外科系の院
内出向研修が実現し，良好な医師育成環境が整えられつつある．さらに次年度は，脳外科領域・ICU 管理チームへの
院内出向が計画され調整が進んでいる．さらに次年度は若手医師からの要望に答えるべく，シミュレーション教育か
ら実践的な臨床現場での教育に発展する教育システムを充実させるべるべく体制を整えている．また臨床的研究も着
実に継続され，学会発表，論文作成が活発化してきている．今後の目標のひとつとして海外留学へのルートも検討が
進んでいる．
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2．28）高度救命救急センター
1．構成員（23 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（運営責任者），教育副主任：脳神経外科学（頭
部外傷，脳血管障害，一般），救急医学：博士

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：
博士

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：博士
澤野

誠（SAWANO, Makoto）
：准教授：診療副科長：研究副主任：外科学（消化器外科，血管外科，一般），救急医学：
博士

熊井戸邦佳（KUMAIDO, Kuniyoshi）
：講師：病棟医長：脳神経外科学（頭部外傷，脳血管障害，一般），救急医学：
博士
井口浩一（INOKUCHI, Kouichi）
：講師：病棟医長：整形外科学（脊椎，外傷，一般），救急医学
中田一之（NAKATA, Kazuyuki）
：講師：診療副科長：内科学（循環器，一般），救急医学：博士
大河原健人（OKAWARA, Kento）
：講師：総務担当医長：外科学（消化器外科，一般），救急医学：博士
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
高橋政照（TAKAHASHI, Masateru）
：講師：救急医学：博士
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
松井健太郎（MATSUI, Kentarou）
：助教：診療専門員
小林陽一（KOBAYASHI, Youichi）
：助教：診療専門員
大餐和憲（OOAE, Kazunori）
：助教：診療専門員
上田祐輔（UEDA, Yuusuke）
：助教：診療専門員
岡田寛之（OKADA, Hiroyuki）
：助教：診療専門員
大井秀則（OOI, Hidenori）
：助教：診療専門員
善家雄吉（ZENKE, Yuukichi）
：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イカルコントロールも救急医に課せら
れた使命の l 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ととになる．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・生命観をはぐくむ乙とも目標となる．
＊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，相互に補完する乙とにより，一
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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，ドクターへリ事業，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
（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．
さらに本年度より開始したクリニカルクラークシップにおいては，3 週間外科チーム，整形外科チーム，ER の各
部門 1 週間ずつに所属して文字通り昼夜を問わず密度の高い実習をおこなった．
（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．
＊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イカルコントロールも救急医に課せられた
使命の l つと考え，川越消防局，入関東部地区消防本部，坂戸・鶴ケ島消防本部において行われるメデイカルコ
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．
＊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．
＊ BLS(Basic Life Support). ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support). JATEC CJapan 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．
2-3．達成度
（1）卒後教育
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，チェツ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．
（2）卒前教育
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，それ以外の時聞を利用して，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
育は短期聞に限定され，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，己れを克服すべく，人形を用いた BSL'ACLS の実技実習を積極的に取り入れた．
クリニカルクラークシップにおいては，自ら高度救命救急センターでの実習を希望しモーチベーションの高い学生
が多かったこと，さらには実習期間が 3 週間と長期であったこと，が功を奏し文字通り昼夜を問わず密度の高い実
習が実現できた．
（3）救急隊員教育
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
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りとも貢献しているものと考えている
2-4．自己評価と次年度計画
2 年目の選択研修期聞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引き続き増加してきで
いるのも卒後教育の成果と考えている．
学生教育は短期間の BSL では人形を用いた BSL・ACLS の実技実習を積極的に取り入れた．クリニカルクラークシッ
プではモーチベーションの高い学生が多かったこと，さらには実習期間が 3 週間と長期であったこと，が功を奏し
たことから今後とも力を入れたい．
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，既存の科と違って診療分野が多岐に
わたる．したがって，特に研究分野を絞り込むことをせず，基礎研究から臨床研究まで世界標準（Global Standard）
のエビデンスを発信できる研究を展開する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）
＊杉山教授・福島講師
（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）
＊間藤准教授（ココアが間藤細胞の活性化に及ぼす影響に関する検討）
＊間藤准教授（集中治療領域における新しい医療機器の開発）
＊澤野准教授（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）
＊澤野准教授（心拍同期流量制御を用いた心肺補助装置の研究・開発）
＊澤野准教授（内因性一酸化炭素の体内動態に関する基礎的研究）
＊澤野准教授（生体ガス分析を教材とした理科・環境教育に関する研究）
＊中田講師・山口助教（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）
＊井口講師（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）
＊その他
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
会発表のレベルに止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
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
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，既存の科と違って診療分野が多岐に
わたる．したがって，特に研究分野を絞り込むことをせず，基礎研究から臨床研究まで数多くの研究プロジェクトを
立ち上げてきた．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プロジェクトがある一方で，学会発表のレ
ベルに止まっているものも多く，今後の課題と思われる．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
多発外傷，熱傷，中毒，循環器救急疾患などを中心とした入院患者を 24 時間体制で診療している．各々の患者の
重症度は確実にアップしている．病床数は 1 階 ICU20 床，5 階西病棟 48 床を擁し，当科の専任医師が主治医として
診療に当たっている．最重症救急患者の初期治療から退院まで一貫した，世界標準に耐えうる水準の治療をおこない，
救命率および機能予後の向上を図ることが高度救命救急センターの診療目的である．
4-2．診療実績データ
収容総症例数 1198 例で，内訳は外傷 521 例，心大血管疾患 237 例，CPA190 例，中毒 80 例，脳血管障害 66 例，
その他内因性 44 例，熱傷 23 例，その他外因性 20 例，内分泌代謝疾患 8 例，消化器疾患 2 例であった．
全身麻酔手術症例は総数 369 例，
外科領域 90 例，
整形外科領域 256 例，
脳外科領域 25 例，
形成外科領域 6 例であった．
4-3．診療内容，治療成績
H22 年 1 年間に高度救命救急センターに収容された重症外傷症例の ISS（Injury Severity Score）別症例数は，
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ISS1-19（重症単発外傷あるいは中等症多発外傷）271 例，ISS20 − 39（重症多発外傷あるいは致死的単発外傷）
113 例，ISS40 −（致死的多発外傷）27 例であった．これらの症例の生存退院率は ISS1-19（重症単発外傷あるい
は中等症多発外傷）98.5％，ISS20 − 39（重症多発外傷あるいは致死的単発外傷）78.8％，ISS40 −（致死的多発
外傷）55.6％であった．
4-4．先進医療の開発
澤野准教授が中心となり以下の先進医療技術の開発に取り組み競争的資金の獲得などもあわせ成果を着実に上げて
いる．
＊呼気ガス分析を応用した極低侵襲心拍出量測定技術
＊呼気ガス分析を応用した極低侵襲循環血液量測定技術
＊心拍同期流量制御を用いた心肺補助装置
4-5．実施治験内容
該当なし
4-6．自己評価と次年度目標
総症例数が安定している中でも外傷症例数，特に重症外傷症例の増加が特筆でされる．また ISS40 以上の最重症
外傷症例については生存退院率 50％と米国のレベル l 外傷センターをも上回る治療成績を上げている．次年度も現
在の高い診療水準を維持することが目標である．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
多発外傷，熱傷，中毒，循環器救急疾患などを中心とした入院患者を 24 時間体制で診療しているが，平成 22 年
度は 1198 名と安定して推移している．各々の患者の重症度は確実にアップしている．病床数は 1 階 ICU20 床，5
階西病棟 48 床を擁し，当科の専任医師が主治医として診療に当たっている．質的にも量的にも高度な診療体制は，
スタッフのプライベートタイムの犠牲の上にかろうじて成り立っているが，今後もこの体制を維持していくためには，
スタッフの大幅な増員は不可欠なものと考えている．
5-1．自治体，政府関連委員の有無
＊堤教授が日本救急医療財団研修教育事業委員会委員，埼玉県医療対策協議会救急医療部会委員，埼玉県メディカ
ルコントロール協議会委員，埼玉県救急救命士養成所運営検討委員会委員を委嘱されている．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
＊堤教授が救急医学会雑誌査読委員，救急医療ジャーナル編集委員を委嘱されている．
＊澤野准教授が文部科学省・学術振興会科学研究費補助金の審査委員ならびに救急医学会雑誌，British Journal of
Anaesthesia, Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, Artiﬁcial Organs の査読委員を委嘱されている．
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（いわゆるドクターへリ的運用）が開始さ
れ，そのシステム作りから当，高度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
医師や看護師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
ものである．平成 20 年度からは埼玉県の推進するドクターへリの運用が，当センター内にヘリポートを設置して行
われ，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．

6．業績
6-1．論文・学会発表
①単行本

IV 集中治療 9．救急・集中治療の合併症への対応−深部静脈血栓症・肺静脈血栓塞栓症

療医学レビュー 2010
②原著

澤野

誠

総合医学社

澤野

誠，間藤

卓，堤

晴彦

救急集中治

2010

呼気分析を応用した極低侵襲心拍出量測定法の開発

19592097
③原著

313-318

科学研究費補助金最終報告書基盤研究（C）

2010

A Tracer Analysis Study on the Redistribution and Oxidization of Endogenous Carbon Monoxide in the

Human Body J Clin. Biochem Nutr. 47 107-110
Makoto Sawano Akito Shimouchi 2010
④ 学 会 発 表

A Tracer Analysis Study on Redistribution and Oxidization of Endogenous Carbon Monoxide in

Human Body. The 6th International Conference on the Biology Chemistry and the Therpeutic Applications of
Nitric Oxide Kyoto 14th-18th June Makoto Sawano 2010
519

高度救命救急センター

⑤ 学 会 発 表

A Tracer Analysis Study on Redistribution and Oxidization of Endogenous Carbon Monoxide in

Human Body. International Association for Breath Research, Barga, Italy 24th-27th Oct. Makoto Sawano 2010
⑥学会発表

CO 中毒と内因性 CO CO は天使か悪魔か？・・・GasBiology の最前線

ター MedicalProgress6 月 15 日
⑦ 学 会 発 表

澤野

誠

会

東京

⑨学会発表

第 7 回 HemeOxygenase 研究フォーラム

京都

急性一酸化炭素中毒における遅発性障害の発症機序に関する基礎的検討
10 月 9 日ー 11 日

澤野

誠，間藤

卓，高橋政照，堤

澤野

誠，下内章人

8 月 27 日

第 38 回日本救急医学会総

晴彦 2010

内因性 CO の組織間信号伝達に関する 13CO を用いた基礎的検討

医学応用学会，東京，10 月 29 日ー 30 日
⑩学会発表

2010

TRACER ANALYSIS STUDY DEMONSTRATES REDISTRIBUTION OF CARBON MONOXIDE FROM

BLOOD TO TISSUE IN HUMAN BODY.
⑧学会発表

埼玉医科大学総合医療セン

第 2 回日本安定同位体・生体ガス

2010

循環不全患者における呼気分析を応用した心拍出量測定の有用性とその位置づけ（ランチョンセミ

ナー） 第 2 回日本安定同位体・生体ガス医学応用学会，東京，10 月 29 日ー 30 日
総数：論文

3 件，学会発表

澤野

誠

2010

7件

6-2．獲得研究費
＊全国共済農業協同組合連合会医療研究助成「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の研
究（研究代表者井口浩一）
＊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
該当なし

7．自己点検・評価
教育面では，2 年目の選択研修期聞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引き続き
増加してきでいるのも卒後教育の成果と考えている．学生教育は短期間の BSL では人形を用いた BSL・ACLS の実技
実習を積極的に取り入れた．クリニカルクラークシップではモーチベーションの高い学生が多かったこと，さらには
実習期間が 3 週間と長期であったこと，が功を奏したことから今後とも力を入れたい．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．
研究面では，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止まっているものが多く，今後の課題と思われる．
診療面では，総症例数が安定している中でも外傷症例数，特に重症外傷症例の増加が特筆でされる．また ISS40
以上の最重症外傷症例については生存退院率 50％と米国のレベル l 外傷センターをも上回る治療成績を上げている．
次年度も現在の高い診療水準を維持することが目標である．質的にも量的にも高度な診療体制は，スタッフのプライ
ベートタイムの犠牲の上にかろうじて成り立っているが，今後もこの体制を維持していくためには，スタッフの大幅
な増員は不可欠なものと考えている．
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2．29）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）教授：放射線治療

新保

宗史 （Shimbo, Munrfumi）准教授：放射線治療品質管理

長田

久人 （Osada, Hisato）准教授：放射線画像診断，IVR

阿部

敦

清水

裕次 （Shimizu, Yuji）助教：核医学

渡部

渉

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

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

栁田

ひさみ（Yanagita, Hisami）助教：放射線画像診断

上野

周一 （Ueno, Syuichi）助教

河辺

哲哉 （Kawabe, Tetsuya）助教

（Abe, Astushi）講師：核医学
（Watanabe, Wataru）助教：放射線画像診断

（名誉教授）
町田

喜久雄（Kikuo, Machida）

（客員教授）
奥

真也 （Oku, Shinya）核医学，医療情報学

（客員准教授）
土屋

一洋 （Tsuchiya, Kazuhiro）
：脳画像診断指導

（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

佐貫

栄一 （Sanuki, Eiichi）
：エコー・検査レポート

（Kamano, Tsuyoshi）
：IVR

瀧島

輝雄 （Takishima, Teruo）
：ＢＳＬ学生講義，エコー・検査レポート

村田

修

（Murata, Osamu）
：放射線治療診断

木谷

哲

（Kitani, Akira）
：放射線治療

中田

桂

（Nakada, Kei）
：放射線画像診断

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）
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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）
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（研究プロジェクト）
なし
3-3．研究内容と達成度
達成度は 80％である
3-4．自己評価と次年度計画
上記テーマに基づき更なる上昇を計画する．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
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．
研究グループ無し
達成度は 80％である
上記テーマに基づき更なる上昇を計画する．

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）
放射線を扱う広範囲の診療を包括する科である．全身の治療から診断までを扱うため，広範な知識が必要である．
（目標）各分野において専門的知識と技能を有する専門家を育成，あるいは，獲得し診療内容の洗練を目指す．
4-2．診療実績データ
添付の表を参照
4-3．診療内容，治療成績
添付の表を参照
4-4．先進医療の開発
なし
4-5．実施治験内容
なし（他科治験で画像診断が必要な物については画像診断のみ担当した）
4-6．自己評価と次年度目標
目標到達率 60％程度で一層の努力が必要．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
添付の表通り
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平成 22 年オーダ件数
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平成 22 年部位件数
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平成 22 年ショット数

525

放射線科

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
自治体

なし

政府関連委員

なし

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Annals of Nuclear Medicine 査読（本田）
Japanese Journal of Radiology

査読（本田）

日本アイソトープ協会イメージング規格化

委員長（本田）

医学薬学部常任委員（本田）
日本医学放射線科学会専門医委員（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，最新の症例を集めた定期的に学会を
開催し，医療進歩の為の貢献をしている．
第 50 回日本核医学会学術総会会長を勤めて核医学の振興に寄与した．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Yoshiyuki Abe, Katsumi Tamura, Ikuko Sakata, Jiro Ishida, Isao Fukuda, Rokuro Matsuoka, Seiichiro Shimizu,
Hiroshi Murakami, Kikuo Machida. Usefulness of 18F-FDG positron emission tomography/computed tomography
for the diagnosis of pyothorax-associated lymphoma :A report of three cases. ONCOLOGY LETTERS. 1:833-836,
2010
② Ishikawa H, Nonaka T, Sakurai H, Tamaki Y, Kitamoto Y, Ebara T, Shioya M, Noda SE, Shirai K, Suzuki Y,
Takahashi T, Nakano T.: Usefulness of intraluminal brachytherapy combined with external beam radiation
therapy for submucosal esophageal cancer: long-term follow-up results. Int J RadiatOncolBiol Phys. 76
（2）
:452-9,
2010
③ Kaminuma T, Suzuki Y, Shirai K, Mizui T, Noda SE, Yoshida Y, Funayama T, Takahashi T, Kobayashi Y, Shirao T,
Nakano T: Eﬀectiveness of carbon-ion Beams for Apoptosis Induction in Rat Primary Immature Hippocampal
Neurons. J Radiat Res.51:627-631, 2010
④ Katoh H, Ishikawa H, Hasegawa M, Yoshida Y, Suzuki Y, Ohno T, Takahashi T, Nakano T: Protective eﬀect of
urinary trypsin inhibitor on the development of radiation-induced lung ﬁbrosis in mice. J Radiate Res.51:325-32,
2010
⑤本田憲業．
「攻め」の核医学が高める病院力

核医学の診療報酬を見直し “ がん難民 ” をなくすことが日本医療

の課題です．月刊新医療 2010；423（3）：24-27
⑥本田憲業．第 50 回日本核医学会総会開催のご案内

核医学が照らす医療の未来−創薬から治療まで−医療新時

代の核になる．臨床核医学．2010；43：
（3）36-37
⑦栁田ひさみ，清水裕次，阿部敦，長田久人，渡部渉，中田桂，岡田武倫，大野仁司，本戸幹人，西村敬一郎，山
野貴史，河辺哲哉，上野周一，本田憲業．CHOP 療法中の小腸穿孔で診断しえた空腸の節外性 NK/T 細胞リンパ
腫：鼻型の 1 例．臨床核医学．2010；43（3）41-43
⑧町田喜久雄．第 36 回埼玉核医学研究会：みんなで頑張ろう埼玉核医学．臨床核医学．2010；43（4）53-54
⑨長田久人．特集

産婦人科領域における新たな止血法・輸血法

5．Balloon

Occulusion 法．産科と婦人科．診

断と治療社．2010；77（6）659-665
⑩ 長田久人．妊娠子宮血管の解剖学的特徴．産科救急ハンドブック．総合医学社．2010；1（1）12-18
総数：論文

10 件，学会発表

0件

6-2．獲得研究費
文部科学省科学研究費

基盤研究（c） 平成 20 年度〜平成 22 年度

放射線異感受性腫瘍に対する重粒子マイクロビーム照射・抗癌剤併用に関する基礎研究．高橋健夫（研究代表者）
厚生労働科学研究費

平成 22 年度〜平成 23 年度

医療放射線の安全確保と有効利用に関する研究（研究代表者：細野眞）．高橋健夫（研究分担者）
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6-3．受賞
Norinari Honda, Wataru Watanabe, Keiichiro Nishimura, Hisato Osada, Hitoshi Ohno, Takemichi Okada, Kei Nakada,
Hisami Yanagida, Mitsuo Nakayama. Proposal of new method: Single breath xenon ventilation CT. Scientific
Presentation Award. 3rd JSPFI & 5th IWPFI. 2011/1/28-30, Awaji Yumebutai international Conference Center,
Hyogo, Japan.
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
第 39 回断層映像研究会，大宮ソニックシティ，2010/11/5-6
第 50 回日本核医学会学術総会，大宮ソニックシティ，2010/11/11-13
第 73 回日本核医学会関東甲信越地方会，富士フイルム株式会社西麻布本社講堂，2010/7/3
第 74 回日本核医学会関東甲信越地方会，富士フイルム株式会社西麻布本社講堂，2011/1/22
第 36 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2010/4/17
第 37 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2010/9/25
第 6 回川越画像診断フロンティア，埼玉医科大学総合医療センター大講堂，2010/10/15
第 45 回川越･東入間画像診断研究会，埼玉医科大学総合医療センター会議室 2011/1/20
第 7 回川越新世紀画像研究会，埼玉医科大学総合医療センター大講堂，2011/2/16

7．自己点検・評価
マンパワー不足の対応にむけて 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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2．30）神経精神科
1．構成員
深津

亮（FUKATSU, Ryo）
：教授：運営責任者：老年期精神医学：神経病理学：分子生物学：神経心理学

堀川直史（HORIKAWA, Naoshi）
：教授：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
安田貴昭（YASUDA, Takaaki）
：助教：外来医長
内田貴光（UCHIDA, Takamitsu）
：助教：リエゾン精神医学
國保圭介（KOKUBO, Keisuke）
：助教
倉持泉（KURAMOCHI, Izumi）
：助教（後期研修医）
島美和子（SHIMA, Miwako）
：助教（後期研修医）
松原理（MATSUBARA, Osamu）
：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
樋渡豊彦（HIWATASHI, Toyohiko）
：非常勤医師
鎌田宏枝（KAMATA, Hiroe）
：非常勤医師
棚橋伊織（TANAHASHI, Iori）
：非常勤医師
大村裕紀子（OHMURA, Yukiko）
：大学院生
五十嵐友里（IGARASHI, Yuri）
：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）

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（担当者）
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が，徐々に改善されている．
2-4．自己評価と次年度計画
前項の研修協力病院との連携について，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なったと考えている．
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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」
「妄想性誤認症候群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．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．

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．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．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
埼玉県医師会自殺対策委員会委員：堀川直史
川越市自殺対策連絡協議会委員長：堀川直史
川越市産業精神保健連絡会議委員：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

亮

亮

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．

6．業績
6-1．論文・学会発表
①堀川直史，倉持泉，樋渡豊彦，大村裕紀子，國保圭介，内田貴光，安田貴昭：精神科以外の診療科との連携，コ
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ンサルテーション・リエゾン精神医学とプライマリケアにおける精神医学．精神科治療学 25：61-69，2010
②堀川直史，倉持泉，樋渡豊彦，大村裕紀子，國保圭介，内田貴光，安田貴昭：身体表現性障害における自殺．精
神科治療学 25：179-185，2010
③中野倫仁 , 深津亮：
【今日の精神科治療ガイドライン】症状性を含む器質性精神障害

血管性認知症の治療（解説

/ 特集）．精神科治療学 25 巻増刊 Page14-17（2010.10）
④ Hayashi M, Ohto T, Shioda K, Fukatsu R.：Lesions of cortical GABAergic interneurons and acetylcholine neurons
in xeroderma pigmentosum group A.Brain Dev. 2011 Jul 20.
⑤ Shimotsu S, Karasawa K, Kawase E, Ito K, Saito AI, Izawa H, Horikawa N: An investigation of anxiety about
radiotherapy deploying the Radiotherapy Categorical Anxiety Scale. Int J Clin Oncol 15: 457-461, 2010
⑥ Kishi Y, Matsuki M, Mizushima H, Matsuki H, Ohmura Y, Horikawa N: The INTERMED Japanese version: interrater reliability and internal consistency. J Psychosom Res 69: 583-586, 2010
⑦藤井充（高台病院）, 戸塚貴雄 , 深津亮：
【高齢者の幻覚妄想

妄想性同定錯誤症候群とその周辺】幻の同居人

（phantom boarder）
（解説 / 特集）
．老年精神医学雑誌 21 巻 6 号 Page651-660（2010.06）
⑧深津亮 , 藤井充 , 戸塚貴雄：
【高齢者の幻覚妄想

妄想性同定錯誤症候群とその周辺】妄想性同定錯誤症候群とは

（解説 / 特集）
．老年精神医学雑誌 21 巻 6 号 Page633-637（2010.06）
⑨五十嵐友里，堀川直：DSM-5 ドラフトにおける強迫性障害の診断基準．精神科治療学：1025-1031，（2010.8）
⑩安田貴昭，内田貴光，國保圭介，倉持泉，島美和子，松原理，堀川直史：透析患者の不眠．透析医会誌 25：
497-501，2010
6-2．獲得研究費
「自殺対策のための複合的介入方法の開発に関する研究」厚生労働科学研究．2010 年
「社会不安障害に対する PEP を考慮した認知行動的介入法の効果検討」科学研究費補助金．2009 年− 2011 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
埼玉サイコオンコロジー研究会（第 6 回 , 第 8 回）
救急リエゾンと地域精神医療研究会
地域における外来精神医療を考える会
西埼玉こころとからだの研究会
埼玉認知症懇話会
地域の緩和ケアを考える会

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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2．31）臨床検査医学
1．構成員
三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）
：教授・部長：運営責任者：診療科長：研究主任：教育主任：臨床検査医学，
内分泌学，甲状腺学：博士
原島典子（HARASIMA, Noriko）
：技師長
［分析検査 - Ⅰ］田口隆由，伊藤浩治，庄司和春，関根和江，波木井裕之，西牧

悦

［分析検査 - Ⅱ］室谷孝志，廣瀬久美，高田千浩
［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
［微生物検査］関根

豊，加納美紀，金澤めぐみ，東田久美子，中野博貴
進，藤宮

敏，江端英祐，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，中島千晶，伊藤友彦，惣滑谷真寿美，森亜梨紗
［遺伝子検査］松尾千賀子
［中央採血室］大野優子，田中文子，森絵理子，井上彩子
［出向（超音波センター）
］山下美奈子，三村弘司，田口香織，黒田正徳，瀬戸山昌宏，波木井清夏，木下佳美
［出向（かわごえクリニック）
］金島奈津子
［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，保健医療学部 4 年生の臨地実習，看護学生に対する講義など
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及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 年制の 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的確にかつ効
率よく使いこなす技量を身につけることである．
2-2．教育内容（担当者）三橋教授は中央検査部 BSL を担当し，医学教育センター川越ブランチ長とし医学部卒前
教育に関与した．また，総合医療センター看護学校非常勤講師として看護学校 1 年生講義「臨床検査」を担当した．
技師長以下臨床検査技師が中心となって保健医療学部 4 年生の臨地実習を行うとともに，BSL においても医学部学生
教育に大きく貢献した．
2-3．達成度：中央検査部 BSL で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が，概ね目標を達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画：BSL，臨地実習，自己啓発，看護学生教育のそれぞれにおいて年度目標をほぼ達成できた．
平成 23 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．研究グループ（研究プロジェクト）
：感染症迅速診断のための遺伝子検査法の基礎的および臨床的検討．
3-3．研究内容と達成度：感染症迅速診断のための遺伝子検査法の基礎的および臨床的検討をインフルエンザウイルス，
VRE，百日咳菌などについて行い，核酸増幅各法（realtime PCR および LAMP 法）の臨床的有用性と問題点を比較した．
3-4．自己評価と次年度計画：遺伝子検査の臨床導入および新規遺伝子検査法の開発に向けて基礎的および臨床的検
討を行った．遺伝子検査の基盤整備ができ，研究開発体制が整ったので，次年度は新規遺伝子検査法の開発を行う．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約：感染症迅速診断のための遺伝子検査の基礎的・臨床的検討を行い，遺伝子検査の基盤
整備を完了し研究開発および臨床導入体制を整えた．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
：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いる．また，各科の要請に基づいて新規検査項目の導入を行っている．さらに，NST，
SMBG，ICT など他科・部と協力してチーム医療の一端を担っている．
4-2．診療実績データ：平成 22 年度の検査件数は，分析Ⅰ（化学）2,701,811 件，分析Ⅱ（免疫疫化学）149,503 件，
形態Ⅰ（血液）449,849 件，
形態Ⅱ（一般）125,081 件，微生物 67,934 件，生理機能 22,611 件，超音波検査 14,709 件，
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時間外検査 219,183 件であった．また，SMBG 指導・相談は 311 件，NST コンサルテーションは 194 件であった．
平成 22 年度に新たにルーチン検査として院内導入した項目は，Free PSA である．
4-3．診療内容，治療成績：該当なし．
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：正確かつ迅速な検査，特に診察前検査について臨床各科の要請に応えるよう最大限の
努力を行った．次年度目標はさらに正確・迅速な検査と臨床各科へのサポートおよび先進医療を支える新規検査の積
極的導入である．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）中央検査部は臨床各科からの検査オーダーに対して正確かつ迅速に結
果を報告することを第一の使命としており，特に診察前検査・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図っ
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
三橋知明：日本臨床検査自動化学会誌査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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，日本臨床検査
医学会保健点数委員会委員，甲状腺病態生理研究会事務局長

6．業績
6-1．論文・学会発表
①三橋知明：甲状腺検査の最近の進歩
日本内科学会雑誌

抗 TSH 受容体抗体をめぐって．

99 巻 4 号，700-706，2010．

②三橋知明：甲状腺機能亢進症の検査・治療の判断．
日本医事新報

4509 号 72-73，2010．

③三橋知明：甲状腺疾患．臨床検査ガイド 2011 〜 2012

文光堂

49-53，2011．

④三橋知明：甲状腺検査の役割と選択基準．臨床検査データブック 2011-2012
医学書院

268-269，2011．

⑤松尾千賀子他：核酸増幅法を用いた新型インフルエンザ遺伝子検出キットの
比較検討．第 57 回日本臨床検査医学会学術総会（東京）2010．
⑥井上彩子他：亜鉛の日内変動について．第 59 回日本医学検査学会（東京）2010．
⑦廣瀬久美他：cobas 6000 による PCT 測定し訳の検討および導入後の現状と症例．
日本臨床検査自動化学会第 42 回大会（神戸）2010．
⑧田口隆由他：診察前検査の TAT 短縮を目的とした業務改善とその効果．
日本臨床検査自動化学会第 42 回大会（神戸）2010．
⑨庄司和春他：血中亜鉛および鉄・銅の日内変動について．
第 26 回日本静脈慶長栄養学会（名古屋）2011．
⑩山下美奈子他：右鎖骨下動脈および頸動脈の IMT 計測の有用性．
日本超音波学会第 83 回学術集会（東京）2010．
総数：論文

4

件，学会発表

8

件

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
三橋知明：関東臨床免疫化学研究会会長
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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，実習および講義・ディスカッションを通じて成果を
上げている．研究業績に関しては今年度も継続的に努力が行われた．今後はさらにオリジナリティの高い研究を目指
す．
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2．32）病理部
1．構成員
田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）
：教授：教育主任：研究主任：人体病理学，血液分子病理学：博士
東

守洋（HIGASHI, Morihiro）
：講師：教育副主任：研究副主任：人体病理学，分子病理学：博士

斎賀一歩（SAIGA, Kazuho）
：助教
糸山進次（ITOYAMA, Shinji）
：名誉教授：客員教授：人体病理学，造血器の病理学：博士
堀江

弘（HORIE, Hiroshi）
：客員教授：小児病理学：博士

元井紀子（MOTOI, Noriko）
：客員准教授：人体病理学，内分泌腫瘍：博士
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

川名秀忠（KAWANA, Hidetada）
：非常勤講師
百瀬修二（MOMOSE, Shuji）
：非常勤講師
森田茂樹（MORITA, Shigeki）
：非常勤医師
六反啓文（ROKUTAN, Hirohumi）
：非常勤医師
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）
，成清羊佳（NARIKIYO, Mika）以上臨床検査技師

2．教育
2-1．目的・目標
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，看護学生などへも講義，実習，卒後研
修に協力している．疾患の本態について，病理学に基づく細胞学的，組織学的な理解を深めることを目的とし，将来，
医療現場で役にたつ実践的な病理学を教育の目標としている．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育として，医学部 3 年生の病理学講義，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，泌尿器科），消化器キャンサーフボードを行っている．
2-3．達成度
教育内容については達成されている．医員の移動があり，人的に極めてきびしく，未定部分が多いがこれまで行なっ
てきたことは継続している．
2-4．自己評価と次年度計画
BSL や病院実習では，医療における病理学の役割について概ね目標とする内容が達成されていると思われる．次年
度ではさらに，専門科としての病理学についても内容に加えていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
当センターにおけるすべての病理組織検体，細胞検体症例に対し，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，研究もそれに沿ったものとなっている．特にリンパ血液系疾患に関して症例集積がなされてい
るため，症例の解析を中心とした研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）悪性リンパ腫の臨床病理学的特徴と腫瘍発生メカニズムの解明
2）結節性硬化症原因遺伝子 Tsc2 の解析．
3-3．研究内容と達成度
1．悪性リンパ腫における dbpA，YB-1 の役割．
ホジキンリンパ腫において dbpA が腫瘍細胞で高い発現を示すことを見出した．
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びまん性大細胞型リンパ腫で YB-1 陽性群では予後が悪いことを見出し，英文論文を発表した．
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．悪性リンパ腫における NF- κ B の役割．
新たに悪性リンパ腫における NF- κ B の役割についての解析を開始した．NF- κ B signal 関連分子の発現検討，
細胞内シグナル検出システムを確立した．
3-4．自己評価と次年度計画
リンパ造血器疾患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集積により新たな展開を考えたい．とくに Hodgkin リンパ腫の症例集積は国内
有数の規模であるため，国内外の共同研究もすすめていきたい．YB-1 に関しては論文発表を行った．dbpA に関して
は症例における機能解析に重点を移していく．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
当センターにおけるすべての病理組織検体，細胞検体症例に対し，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，研究もそれに沿ったものとなっている．特にリンパ血液系疾患に関して症例集積がなされてい
るため，症例の解析を中心とした研究を行っている．とくに悪性リンパ腫における dbpA，YB-1 の機能解析を中心と
した悪性リンパ腫の臨床病理学的特徴と腫瘍発生メカニズムの解明を研究主題としている．今年度はホジキンリンパ
腫において dbpA が腫瘍細胞で高い発現を示すこと，びまん性大細胞型リンパ腫で YB-1 陽性群では予後が悪いこと
を見出し，数本の論文，学会発表を行った．今後も悪性リンパ腫の症例集積により新たな展開を考えたい．とくに
Hodgkin リンパ腫の症例集積は国内有数の規模であるため，国内外の共同研究もすすめていきたい．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
病理部は患者に直接接触してはいないが，細胞診や組織診，手術標本に関する診断，病理解剖が病理部の基本診療
に相当する業務である．さらに電顕，免疫染色，in situ hybridization，genomic PCR もその中に含まれている．これ
らの基本業務を適正に，確実にこなすことが当然のこととして求められており，標本作製から診断にいたる精度管理
を確実に行い質の高い診断を行うことを目標とする．今後は FISH や遺伝子検索に関しても導入したいが，これを遂
行する人的資源が極めて厳しい状況になっている．これは全国的なことなので当面楽観的な見通しは立たないものの，
改善できるよう努力していく．標本数が増加しているため，標本作製工程の見直し，効率化を検討していく．
4-2．診療実績データ
組織診断：10372 件，細胞診断：11432 件，迅速病理：528 件，剖検数：53 体
4-3．診療内容，治療成績
組織診断，術中迅速診断，細胞診断，病理解剖を行っている．必要に応じて，特殊染色，免疫組織化学，電子顕微
鏡，in situ hybridization，genomic PCR を用いている．
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
病理診断，迅速診断数が伸びてきていることは臨床各科の信頼を（少なくとも）損なっていないと評価できる．精
度管理に関しては標本作製時のダブルチェック，診断時ダブルチェックを全例行っている．また非常勤講師を多数招
聘し consultation も随時行い，診断精度を管理している．人的資源に乏しい状況であるが，今後も継続していく．標
本作製工程については精度を保ちつつ，効率化を検討していく．本年度は切り出し室でのホルマリンを含む有機溶媒
対策なされた．現在，血液内科，産婦人科，乳腺外科とカンファランスや勉強会を通して discussion の機会がある．
院内 CPC についても同様に継続していく．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
病理部は患者に直接接触してはいないが，細胞診や組織診，手術標本に関する診断，病理解剖が病理部の基本診
療に相当する業務である．通常の組織，細胞標本以外に電顕，免疫染色，in situ hybridization, genomic PCR もその
中に含まれている．これらの基本業務を適正に，確実にこなすため，標本作製から診断にいたる精度管理を確実に行
い質の高い診断を行うことを目標とする．今後は FISH や遺伝子検索に関しても導入したいが，これを遂行する人的
資源が極めて厳しい状況になっている．これは全国的なことなので当面楽観的な見通しは立たないものの，改善でき
るよう努力していく．開院以来，病理診断，迅速診断数が伸びてきており組織診断 10372 件，細胞診断 11432 件，
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迅速病理 528 件，剖検数 53 体をおこなった．このことは臨床各科の信頼を（少なくとも）損なっていないと評価
できる．精度管理に関しては標本作製時のダブルチェック，診断時ダブルチェックを全例行っている．人的資源に乏
しい状況であるが，今後も継続していく．また非常勤講師を多数招聘し consultation も随時行い，診断精度を管理し
ている．切り出し室は主にホルマリンを対象とした有機溶媒対策を施した．解剖室に関しても有機溶媒対策，感染症
対策を行っていく．さらに標本作製過程について効率化をはかっていく．現在，血液内科，産婦人科，乳腺外科とカ
ンファランスや勉強会を通して discussion の機会がある．院内 CPC についても同様に継続していく．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
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，査読委員の有無
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
① Hanzawa K, Momose S, Higashi M, Tokuhira M, Watanabe R, Kajino K, Hino O, Itoyama S, Kizaki M, Tamaru J.
Y-box binding protein-1 expression in diﬀuse large B-cell lymphoma: an impact on prognosis in the rituximab
era. Leuk Lymphoma. 2010 Nov;51(11):2054-62.
② Higashi M, Yu J, Tsuchiya H, Saito T, Oyama T, Kawana H, Kitagawa M, Tamaru J,Harigaya K. Visualization of the
Activity of Rac1 Small GTPase in a Cell. Acta Histochem Cytochem. 2010 Dec 29;43(6):163-8.
③ Niitsu N, Okamoto M, Tamaru JI, Yoshino T, Nakamura N, Nakamura S, Ohshima K, Nakamine H, Hirano M.
Clinicopathologic characteristics and treatment outcome of the addition of rituximab to chemotherapy for CD5positive in comparison with CD5-negative diﬀuse large B-cell lymphoma. Ann Oncol. 2010 Oct;21(10):2069-74.
④ Suzuki K, Tamaru J, Okuyama A, Kameda H, Amano K, Nagasawa H, Nishi E,
Yoshimoto K, Setoyama Y, Kaneko K, Osada H, Honda N, Sasaki Y, Itoyama
S, Tsuzaka K, Takeuchi T.IgG4-positive multi-organ lymphoproliferative syndrome manifesting as chronic
symmetrical sclerosing dacryo-sialadenitis with subsequent secondary portal hypertension and remarkable IgG4linked IL-4 elevation. Rheumatology. 2010 Sep;49(9):1789-91.
⑤造血器腫瘍の改訂 WHO2008 分類の特徴と将来展望 悪性リンパ腫の分類と診断 田丸淳一 日本検査血液学会雑
誌 (1347-2836)11 巻 3 号 p381-388
⑥【改訂 WHO 分類に基づいた悪性リンパ腫の臨床と検査】悪性リンパ腫診断に有用な免疫組織細胞化学 扇田智彦，
中條智子，大澤久美子，田丸淳一．Medical Technology(0389-1887)38 巻 9 号 p896-901
⑦【免疫反応と臨床検査 2010】病理・細胞診 悪性リンパ腫 中條智子，田丸淳一．検査と技術 (0301-2611)38 巻
10 号 p995-1002
⑧【改訂 WHO 分類に基づいた悪性リンパ腫の臨床と検査】悪性リンパ腫の組織・細胞像 大澤久美子，田丸淳一
Medical Technology(0389-1887)38 巻 9 号 p889-895
⑨【悪性リンパ腫 (II)】Hodgkin リンパ腫と中間型リンパ腫

Hodgkin リンパ腫 東

守洋，田丸淳一 病理と臨床

(0287-3745)28 巻 8 号 p798-805
⑩【病理形態学キーワード】リンパ節
(0287-3745)28 巻臨増 p328-329
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Hodgkin 細胞，Reed-Sternberg 細胞 東

守洋，田丸淳一 病理と臨床
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総数：論文

22 件（英文 9，和文 13）
，学会発表

13 件

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，研究，診療についても概ねの目標は達成されているものと考えられるが，病理解剖の報告や FISH 遺伝子診
断の導入について課題も残されている．現在の人的資源とそこにかかっている負担の重さから現状を維持する以上の
新たな技術導入が遅れがちとなっている．人的資源については全国的レベルでの病理医不足が主な要因であると考え
られるが，魅力ある施設を目指し，積極的に解消していきたい．
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．教育については消化器がんキャンサーボードや他大学を含む広域 CPC などの新たに導入され
たものについて参加した．今後も積極的に参加する予定である．
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2．33）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）：博士
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：博士
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）
，藤井あさみ（FUJII, Asami）
，関

佐織（SEKI, Saori）：臨床検査技師，

阿南昌弘（ANAN, Masahiro）
：薬剤師：修士，鈴木康文（SUZUKI, Yasufumi）（兼）：薬剤師
遠山

博（TOHYAMA, Hiroshi）
：名誉所長：博士

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，オリエンテーション，
講義と実習を通じて，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ことを目標として指導している．
2-2．教育内容：5 年生に対する輸血医学の講義と実習は BSL 期間の 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が担当した．また，前田は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テキスト「よくわかる輸血学（改訂版）；羊土社」を使用している．
2-3．達成度：1）学生側の達成度：口頭試問，
筆記試験等により確認する．なお，実習は誤りなく完了するまで実施（指
導）
．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，教育センターからの情報によ
り確認して，必要があれば改善する．
2-4．自己評価と次年度計画：毎年，実習を充実させて，教育方法の改善に努めている．例えば，埼玉医大学生専用
のテキストと実習内容を教官が実演する DVD を作成している．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．また，過去に学生から質問のあった事項や実習で誤りやすい事項を列記し，さらに，自己解
答（答えの確かめ）ができる自学自習用のプリントを配布している．

3．研究
3-1．目的：輸血・細胞治療に関連する広い分野の研究を行っている．たとえば，HLA と疾患，がんの細胞治療，輸
血器具など，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）末梢血幹細胞移植併用化学療法は婦人科・血液内科との臨床研究．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）輸血管理，適正使用については厚生労働省，埼玉県輸血療法委員会での協力として行わ
れている．
3-3．研究内容と達成度
1）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
んでいるが，適応患者を産婦人科にて選択している．2）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．3）改良された血液加温装置について，解析が終了し，論文が受理された．4）
輸血管理，適正使用の埼玉県輸血療法委員会は 2 年目に入った．5）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．厚生労働省「平成 22
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年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業」で競争的研究費を獲得している．
3-5．病院要覧用要約
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の共同研究，活性化 T 細胞による進行卵巣癌の治療に関
する基礎研究など，HLA と疾患の関連に関する研究と輸血管理，適正使用の多施設検討の研究が行われている．

4．診療
4-1．目標
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を推進することを目標としている．また，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事を目標としている．さらに，将来の治療法の開発にも
努力している．検査数，診療患者数ともに増加している．
4-2．診療実績データ
1）血液型検査：時間内 8,005 件（前年 1,230 件増と著明な増加）＋時間外 688 件（前年 129 件増と増加）
．交
差適合試験：時間内 17,270 単位 + 時間外 6,713 単位．感染症検査：15,582 件（於抗 HCV 抗体の検査），15,820 件（於
抗 HBs 抗原の検査）2）自己血輸血：同種血輸血による輸血副作用を防止するために，整形外科，形成外科，消化器・
心臓外科・泌尿器科・産科領域の待機手術患者に対して自己血輸血を実施している．本年度はのべ 317 バッグ（前
年 23 バッグ増）を貯血した．3）末梢幹細胞採取は効率的かつ安全に行われ，本年度は 14 回採取（前年 1 回増）
．
移植は 13 回（前年 3 回増）行われている．なお，今年度から末梢血幹細胞採取に骨髄採取と同等の保険点数がつい
た．
（末梢血幹細胞採取：イ
梢血幹細胞移植：イ

同種移植の場合

同種移植の場合

19,200 点，ロ

65,600 点，ロ

自家移植の場合

自家移植の場合

15,000 点，移植時は以前から末

30,000 点が設定されておりこれに加算さ

れる）
．4）適正輸血：輸血後 GVH 病対策として，赤血球製剤，血小板製剤に対して放射線照射を実施し供給してい
る．5）輸血療法委員会を年 6 回主催して血液製剤の適正使用を推進している．尚，輸血製剤使用量はセンターホー
ムページ輸血療法委員会中に随時報告している．6）輸血副作用調査：血液請求伝票を利用して全輸血症例に対して
輸血副作用調査を実施している．7）血液製剤の有効利用を進め，血液センターへの返品なしを継続している．一方
では救急患者に対応するため夜間の在庫を増加させている．8）救命センターの要望に応じて O 型 MAP 血の緊急輸
血の対応を開始した．また，震災時一時的に在庫を増やした．9）血液製剤の払い出しに関して，自己血もバーコー
ド読み取りによるコンピュターによる出庫・確認法を可能とした．10）患者誤認防止用リストバンドの発行を医務
課と共に行っている．
（血型付および再発行）
．11）HLA 検査：335 件：日本臓器移植ネットワークの移植検査施設
としてドナー及び腎臓移植希望者の検査を行っている．12）本年度より輸血学会等 5 学会の協議会による学会認定・
輸血看護師研修認定施設となった．従来より認定輸血検査技師制度指定施設と日本輸血細胞治療学会認定医制度指定
施設であり，これらの輸血に関する重要 3 認定制度施設として認められているのは全国で 57 施設ほどで，埼玉県で
は本施設が唯一である．
4-3．診療内容
診療は血液型検査，交差適合試験，感染症検査，HLA 検査，CD34 陽性細胞測定，血液製剤管理，自己血貯血，末
梢血幹細胞採取・移植，細胞治療等である．
4-4．先進医療の開発
婦人科と共同で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が実施されており，活性化 T 細胞による
進行卵巣癌の治療に関する臨床応用が運用され，本年も 2 名分の準備を行ったが，実施直前に原疾患により死亡し
たため，先進的細胞治療は未実施．
4-5．実施治験内容
「該当なし」
4-6．自己評価と次年度目標
各診療科のご協力により血液製剤の適正な使用を進めている．また，末梢血幹細胞移植数も多く行われている．人
員が不足していることが大きな問題であるが，次年度も同様に安全な診療を目指すことを目標としたい．
4-7．大学年報用要約
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 8,005 件＋時間外 688 件，
交差適合試験：時間内 17,270 単位 + 時間外 6,713 単位，感染症検査：15,582 件（於抗 HCV 抗体の検査），HLA 検
査は 335 件である．自己血輸血：317 バッグの貯血，末梢幹細胞 14 回採取，移植 13 回．O 型赤血球濃厚液の緊急
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．日本臓器移植ネットワークの支部基幹移植検査センターとしてドナー及び腎臓移植希望者の検査を実施．県
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内唯一の学会認定・輸血看護師研修認定施設これに加え認定輸血検査技師制度指定施設と日本輸血細胞治療学会認定
医制度指定施設である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員会
埼玉県輸血療法委員会：代表世話人（前田）
，世話人（大久保，阿南），小委員会委員（大久保，大木）．
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
一般社団法人日本輸血細胞治療学会：理事（前田），評議員（大久保）

6．業績
6-1．論文・学会発表
①大久保光夫，鈴木雅之，舘

明子，前田平生．血液型不適合妊娠の検査．広範囲血液・尿化学検査免疫学的検査

第 7 版．日本臨床，68,803-806, 2010 年 6 月．
②大久保光夫，
藤井あさみ，
今井厚子．赤血球抗体解離試験．広範囲血液・尿化学検査免疫学的検査第 7 版．日本臨床，
68,798-799,2010 年 6 月．
③大久保光夫，阿南昌弘，佐藤千秋，前田平生．糖転移酵素活性検査．広範囲血液・尿化学検査免疫学的検査第 7
版．日本臨床，68,789-791,2010 年 6 月．
④大久保光夫．Oka 抗原とその抗体．広範囲血液・尿化学検査免疫学的検査第 7 版．日本臨床，68,780-781,2010
年 6 月．
⑤大久保光夫，森絵里子，大木浩子，前田平生．Duﬀy 系血液型とその抗体．広範囲血液・尿化学検査免疫学的検
査第 7 版．日本臨床，68,764-766,2010 年 6 月．
⑥大久保光夫，
阿南昌弘，
野呂光恵．ABO 式血液型と亜型．広範囲血液・尿化学検査免疫学的検査第 7 版．日本臨床，
68,734-737,2010 年 6 月．
⑦ Matsumoto K, Oki A, Furuta R, Maeda H, Yasugi T, Takatsuka N, Hirai Y, Mitsuhashi A, Fujii T, Iwasaka
T, Yaegashi N, Watanabe Y, Nagai Y, Kitagawa T, Yoshikawa H; Japan HPV And Cervical Cancer (JHACC)
Study Group.Tobacco smoking and regression of low-grade cervical abnormalities. Cancer Sci. 2010
Sep;101(9):2065-73.
⑧大久保光夫，前田平生．よくわかる輸血学

改訂版．羊土社，東京．2010 年 10 月．

⑨大久保光夫，前田平生．HLA タイピング．臨床検査ガイド 2011-2012.700-703. 文光堂，東京．2011 年 3 月．
⑩大久保光夫．血液製剤の使用および輸血療法の実施指針．救急・集中治療ガイドライン 2010-11,
岡本和文編著．p43-44. 総合医学社．東京．2010 年 8 月．
6-2．獲得研究費
1）厚生労働省「平成 22 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業」（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 2 回埼玉県輸血フォーラム

主催

埼玉県輸血療法委員会

代表世話人

前田平生

於平成 23 年 2 月 19 日

さいたま市．

7．自己点検・評価
1）学会認定・輸血看護師，輸血認定技師，輸血認定医がおり，学会認定・輸血看護師研修認定施設，認定輸血検
査技師制度指定施設と日本輸血細胞治療学会認定医制度指定施設になっている．また，HLA 認定技術者がおり HLA
研修施設となっている．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医師がいる．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．また，教育センターからフィードバックを受けている．尚，良好な評価を得ている．3）研究と業績に関し
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ては，院内のみならず順天堂大学（婦人科）との共同研究を行っている．また，公的研究費を得ている．4）診療に
関して，末梢血幹細胞採取は開始以来のべ 629 回であり，全国の施設と比較しても施行症例は豊富であり，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支部基幹移植検査センターとして，24 時間体
制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」を改訂
した．
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2．34）健康管理科
1．構成員
丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）
：准教授（心臓内科兼担）：運営責任者：診療科長：内科学，循環器病，動脈硬
化：博士
山内

篤（YAMAUCHI, Atsushi）
：助教（兼担，消化器肝臓病内科）

2005 年 6 月より，前任の河津教授の後を引き継ぎ，二人でおこなっていたが，2010 年 5 月で，山内

篤医師

が退職されたため，現在は丸山一人で運営している．

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）
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．ドックで疑われた悪性腫瘍について
は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．また，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．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
・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
・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．
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．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
悪性腫瘍の早期発見と動脈硬化の予防という人間ドックの二本柱を基とした総合検診学を背景として，症例を積み
重ね，臨床へ還元できる研究をめざしている．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
当院人間ドックの特色は，
「精密検査型人間ドック」にある．すなわち，最新の検査機器を用いた，各診療科にお
ける精密検査レベルの検診を一泊二日のドックにおいて集約して行っており，その内容の濃さはいわゆる従来の検診
レベルを超越している．また，大学病院付属のドックという特色をいかして，専門科との密接な連携の下に，異常が
発見された場合にはただちに担当専門医に紹介できる体制が整えられている．最近では，受診者の利便性を考え，午
前中に結果を説明した後，そのまま紹介状を持って受付時間内に初診窓口を受診し，担当科にて診察を受ける例も増
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えている．ちなみに平成 22 年度の他科紹介患者数は，のべ 215 名であり，前年度比 136％で，57 名増加した．内
訳は，消化器肝臓病内科が 71 名で最も多く，次いで眼科が 46 名，乳腺外科 19 名，呼吸器内科 18 名，心臓内科
15 名の順であり，呼吸器内科と心臓内科の増加が目立った．
4-2．診療実績データ
ドック受診者は，丸山が担当することになった平成 17 年は合計 247 名（男性 168 名，女性 79 名）で，その後
は平成 18 年 256 名（男性 174 名，女性 82 名），平成 19 年 262 名（男性 169 名，女性 93 名），平成 20 年 264
名（男性 169 名，女性 95 名）と微増傾向にあった．平成 21 年 4 月からは，それまでの週 6 人体制から 8 人に増
えた結果，平成 21 年は 323 名（男性 217 名，女性 106 名），平成 22 年は 334 名（男性 216 名，女性 118 名）と
なった．
4-3．診療内容，治療成績
現在のところ一泊二日ドックのみおこなっている．一般病棟のベッドを使用している関係から受け入れ数には限界
がある．日本人間ドック学会の施設機能認定の受審を目標としているが，そのためには年間 500 名以上の受診者が
必要であり，今後は健診や一日ドック等の受け入れも検討する余地があると考えている．
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
毎年，ドック内容の見直しと受診者のニーズに合わせた検査項目の追加，変更などを検討している．当センター健
康管理科としての独自性を出せるよう，具体案を計画中である．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
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．平成 22 年は 334 名（男
性 216 名，女性 118 名）が受診し，他科紹介患者数は，のべ 215 名であった．内訳は，消化器肝臓病内科が 71 名
で最も多く，次いで眼科が 46 名，乳腺外科 19 名，呼吸器内科 18 名，心臓内科 15 名の順であり，呼吸器内科と心
臓内科の増加が目立った．

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
AVD(Annuals of Vascular Disease) 査読委員，Hypertension Research 査読委員，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，脈管学会専門医試験問題作成委員
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）

6．業績
6-1．論文・学会発表
（論文）
①家庭医学大百科（第 6 訂版）
：循環器の病気
②モンドール病

暮しと健康

5 月号

法研

82 保健同人社

2010 年
2011 年

③ Quality of Warfarin Control Aﬀects the Incidence of Stroke in Elderly Patients
with Atrial Fibrillation. Nobuyuki Masaki, Yoshiaki Maruyama et al. Inter Med
49. 16 1711-1716 2010
（学会発表）
①再還流療法後左室 dyssynchrony の，Tl と BMIPP を用いた Dual SPECT による解析

第 50 回日本核医学会総会

大宮
②再還流療法後患者の，Dual SPECT による慢性期左心機能と左室 dyssynchrony の予測
会

第 50 回日本核医学会総

大宮
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③ Dual SPECT と RT-3DE を用いた，再還流療法後左室心筋の責任冠動脈病変別解析

第 50 回日本核医学会総会

大宮
④医療従事者を対象とした，職種と年代別の疲労蓄積度調査

第 84 回日本産業衛生学会総会

東京

総数：論文 3 件，学会発表 4 件
（講演）
第 50 回日本核医学会学術総会シンポジウム

大宮

「急性心筋梗塞における再還流治療の評価」
（座長）
第 74 回日本循環器学会総会

京都「Cardiac function (Clinical)」

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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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
外川

修（TOGAWA, Osamu）
：助教

西村

誠（NISHIMURA, Makoto）
：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
落合康利（OCHIAI, Yasutoshi）
：助教
庄野

孝（SHONO, Takashi）
：助教

2．教育
目標

消化器腫瘍の診断，治療に関する教育をおこなう

教育内容

消化器腫瘍の内科的事項につき教育する

達成度

目標はほぼ達成された

自己評価と次年度計画

次年度も同様の目標を継続する

3．研究
目標

消化器腫瘍の診断，治療に関する研究をおこなう

研究プロジェクト

内視鏡的画像解析

研究内容と達成度

上記研究を徐々にすすめている

自己評価と次年度計画

引き続き上記研究を継続する

要約

治療成績の解析

消化器腫瘍の診断，治療に関する研究をおこなった．研究プロジェクトとしては，内視鏡的画像解析

治療

成績の解析をおこなった．今年度研究は少しずつ進捗しており，次年度も同様の研究を継続する予定である．

4．診療
特色

消化器病センター内で消化器外科と一体となって消化器がんの診断治療を行う

目標

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

診療実績データー

入院患者数 641 例

外来患者数

内視鏡手術件数

1000 例

診療内容

消化器がんの診断と内科・内視鏡的治療

治療成績

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．
先進医療
治験

該当なし
該当なし

自己評価

目標である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は，おおむね達成できた．次年

度も同様の目標を掲げたい．
要約

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
自治体，政府関連委員

該当なし

日本消化器内視鏡学会査読委員，Digestive endoscopy 査読委員，
その他

該当なし
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6．業績
論文 30，学会 35
代表論文
＊1

野中康一

Magnifying endoscopic observation of mantle cell lymphoma in the stomach using the narrow-

band imaging system.
Endoscopy, 42 Suppl 2 E94-5, 2010.
＊2

野中康一

Magnifying endoscopic observation of mantle cell lymphoma in the stomach by using the narrow-

band imajing system
Endoscopy 42: E1-E2,2010
＊3

野中康一

Short term results of endoscopic submucosal dissection in superﬁcial esophageal squamous cell

neoplasms
World J. Gastrointest Endosc 16; 2(2):69-74,2010
＊4

西村

誠

Endoscopic diagnosis and treatment of superﬁcial gastrointestinal tumor.

＊5

外川

修

Percutaneous transhepatic cholangioscopy Up to date , 2010

＊6

喜多宏人

＊7

清水道生，喜多宏人

Current Res. in Gastroenterology and Hepatology, 4;35-43, 2010.
Double balloon endoscopy Up to date 2010
Correlation of Endoscopy with histopathology of Gastric Neoplasm
Reviews in Surgical Pathology, 2010
獲得研究費

該当なし

受賞

該当なし

特許

2011.4.6

出願番号 PTC/JP2011/58724

名称「生体組織牽引用高分子成形体，それを用いた医療用牽引部材及び医療用牽引具」
国際出願番号 FHK-511

受付番号 51100714210

学会，研究会，セミナー開催

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：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：診療科長：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）
：講師：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，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
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（TOBIUME, Takeshi）
：助教，
菊谷敏彦（KIKUTANI, Toshihiko）
：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， 小 川 晴 美（OGAWA, Harumi）
：助
教， 白 崎 泰 隆（SHIRASAKI, Yasutaka）
： 助 教， 有 山 幸 紀（ARIYAMA, Miyuki）： 助 教， 丸 山 隆 元（MARUYAMA,
Takamoto）
：助教
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

渉（SHIMIZU, Wataru）
：循環器病学，不整脈，

非 常 勤 講 師： 元 山

猛（MOTOYAMA, Takeshi）， 宮 本 直 政（MIYAMOTO, Naomasa）， 浅 野 由 起 雄（ASANO,

Yukio）
，森本義博（MORIMOTO, Yoshihiro）

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，病態生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．9 月からの BSL 循環器ユニットでは，内容を改め，循環器系 2 週間とし，主として心臓内科での実習を中
心としながら，心臓血管外科，小児心臓科をそれぞれ 1 日間回り，まとめは心臓内科で行う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 時間を担当している．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を務めている．
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
るとは言い難く，クルズスのよる補講を行っている．臨床実習は，量，質とも要望されているレベル到達すには，さ
らに努力を要する．
BSL での臨床経験は，量，質とも要望されているレベルには到っていないと判断される．
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．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．BSL では内科診断および治療についての常識の習
得もめざした．5 年生の後半の CC では，4 名の学生を受け入れ治療チームの一員として参加できるように努めた．
CC では充実させ卒後臨床研修とリンクした内容に改変した．
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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，心不全モデルを用いて，拡張不全から収縮不
全への進展機序を研究をしている．
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った．多施設臨床研究では，
新しい抗血小板薬の治験に参加している．
不整脈グループは，松本万夫教授を中心に，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た．新しい短時間作用型のβ遮断薬の多施設治験にも参加している．
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．当センターが，心臓移植実施施設として認可され，1 例目（大学病院の実績を加えると 4 例目）の
心臓移植が行われた．心臓核医学グループでは，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．村松准教授が，多施設共同研究のサブ解析を行い論文として発表した．
大学院を卒業した杉佳紀医師が，心房細動発症例の中に心 Fabry 病の存在を早期診断する研究で，甲種で博士号を取
得した．
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
めた．
3-5．要約
診療の質向上の貢献できる臨床研究が進行中であり，その成果を発表しつつある．当病院の特徴を活かし，関連施
設で行う，長期間で多数例を要する大規模の研究を，今後計画していきたい．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
診療には，国際医療センターの CCU, A3 病棟，A5 病棟を使用し，CCU8 床を含め，約 60 床を使用している．心
臓カテーテル検査室 2 室と手術室内のハイブリッド治療室を使用して，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−カー，植え込み型除細動動器，心不全例に対する再同期療法等をおこなっている．
新患外来で講師以上が担当をしている．また，専門外来として，毎日午後に，月：不整脈疾患，火：虚血性心疾患，水：
心不全，木：虚血性心疾患，金：不整脈，難治性心不全，移植心外来を対象として診療にあたっている．
4-2．診療実績データ
入院患者総数 1568 名で，うち救急入院患者数は 651 名を占めた．その主な疾患は，急性心筋梗塞 218 名，心不
全 289 名，急性大動脈解離 26 名，他は不整脈疾患，心膜疾患等であった．施行検査数と治療実績は，心臓カテー
テル検査 1063 例，冠動脈インターベンショッン PCI 540 例（緊急 170 例，待期例 360 例），不整脈アブレーショ
ン治療 228 例，心臓ペースメーカー植え込み（電池交換も含む）134 例，除細動器植え込み 20 例，再同期療法 23
例であった．
心不全治療では，再同期療法を積極的に実施し，心臓外科医とも協力し，集約的治療体制のもとで，治療効果をあげ
ている．早期の社会復帰を目的に，心臓リハビリテーションも力をいれている．
4-3．診療内容，治療成績
あらゆる心疾患および救急疾患の最重症例までに，365 日 24 時間対応できる体制をとっている．また救急疾患の
一部には，外科治療を要する例があり，心臓血管外科とも協力しながら診療をおこなっている．急性心筋梗塞の院内
死亡率は 6％であった．
4-4．先進医療の開発
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心臓血管外科等と共同で，虚血性心疾患に対する自家骨髄幹細胞を用いた血管再生療法を行った．また下肢の閉塞
性動脈硬化疾患に対する自家末梢血単核球移植による末梢動脈疾患の血管新生療法の症例を重ね，効果が得られた例
が増えた．
4-5．実施治験内容
J-ACCESSIII, J-RHYTHMII, PEARL, JAPAN-ACS, J-COMPASS, 等の多施設共同研究にも参加している．
4-6．自己評価と次年度目標
4-7．要約
循環器疾患のすべてに対応できるように，その分野の最先端の診療を行う専門医を中心にした診療グループが，集
約して診療す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，心臓 CT 検査，心臓 MRI 検査を多数例に行っている．
また，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 22，学会発表 48
論文等 10 編
1．Senbonmatsu T, Iida S, Yoshikawa A, Aizaki Y, Xiao S, Nishimura S, Inagami T. New perspectives on secretion of
(pro)rennin receptor into extracellular space. Frontiers in Bioscience;2:1362,2010
2．Tremmel JA, Koizumi T, O'Loughlin A, Yeung AC. Intramural Hematoma Appearing as a New Lesion After
Coronary Stenting. JACC Cardiovasc Interv; Jan, 4(1):129-30,2011
3．Nakayama T, Komiyama N, Yokoyama M, Namikawa S, Kuroda N, Kobayashi Y,Komoi I. Pioglitazone induces
regression of coronary atherosclerotic plaques in patients with type 2 diabetes mellitus or impaired glucose
tolerance: A randomized prospective study using intravascular ultrasound. Int J Cardiol;138:157-165,2010
4．Waseda K, Ako J, Yamasaki M, Koizumi T, Ormiston J, Worthley SG, Whitbourn RJ, Walters DL, Honda Y,
Meredith IT, Fitzgerald PJ; The RESOLUTE Trial Investigators. Short-and Mid-Term Intravascular Ultrasound
Analysis of the New Zotarolimus-Eluting Stent With Durable Polymer -Results from the RESOLUTE Trial - Circ
J;74(10):2097-102,2010.
5．Koizumi T, Fitzgerald PJ, Honda Y, Ellis SG, Kent K, Martin SL, Brown CL, Masud AR, Patterson JB, Greenberg J,
Friedman M, Uchida T, Stone GW. Vascular responses to the multiple overlapped paclitaxel-eluting stents for the
treatment of bare-metal in-stent restenotic lesions: angiographic and intravascular ultrasound analysis from the
TAXUS-V ISR trial. Cardiovasc Revasc Med;Jul-Sep;11(3):140-8,2010.
6．Muramatsu T, Nishimura S, Yamashina A, Nishimura T: Relation between prognosis and myocardial perfusion
imaging from the difference of end-point criterion for exercise stress testing: a sub-analysis of the J-ACCESS
study. Journal of Cardiology；56:51-58,2010
7．Matsumoto K. Is Trance Esophageal Echocardiography Necessary Prior to Every Procedure of AF Ablation?
-Balance of Risk vs Beneﬁt-.Circulation Journal; 74(6):1067-1068, 2010.
8．Kimura F, Umezawa T, Asano T, Chihara R, Nishi N, Nishimura S, Sakai F. Coronary computed tomography
angiography using prospective electrocardiography-gated axial scan with 64-detector computed tomography:
evaluation of stair-step artifacts and padding time. Jpn J Radiol 2010;28:437.
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9．小宮山伸之．PCI, 心筋梗塞・狭心症の二次予防．Mbio 26;92-102:2009
10．山本哲也，松村

誠．世界初リニア型探触子における連続波ドプラ法の臨床応用．Rad Fan; 8:34-35,2010

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
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，医師となった時に役立つ病態生理の理解と考え方の習得をめざ
している．循環器病学は，その知識量が膨大であるため，6 年生への講義では，重要な点に絞り込み講義を行ってい
る．CC では，できるだけ多くの学生を受け入れ，1 年後の初期臨床研修とリンクした臨床実習をめざしたい．

550

臨床医学部門（日高キャンパス）

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
岡野哲也（OKANO, Tetsuya）講師：医長：肺癌
斉藤恵理香（SAITO, Erika）
：講師：教育主任：肺癌
内田由佳（UCHIDA, Yuka）
：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
加賀亜希子（KAGA, Akiko）
：助教：医員：呼吸器内科学
嶺崎祥平（MINESAKI, Shohei）
：助教：医員：呼吸器内科学
山崎進（YAMAZAKI, Susumu）
：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．個々のケースに応じて，診断から治
療に至るプロセスを適切に選択できるように指導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・治療に焦点をしぼって，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．
・講義：肺癌を中心に十分な理解が得られたと考える．

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．非小細胞肺癌，ヒト上皮増殖因子受容体（EGFR）遺伝子変異陽性症例に対して，分子標的治療薬であるゲフィ
チニブの安全かつ有効なテーラーメード治療の開発
b．非小細胞肺癌 EGFR 遺伝子変異陽性でゲフィチニブ無効症例に対する化学療法の開発
c．非小細胞肺癌 EGFR 遺伝子変異陰性症例に対するエルロチニブの適応についての検討
d．進行胸腺腫・胸腺癌に対する治療の開発
e．中等度催吐性抗悪性腫瘍薬投与患者における急性及び遅延性の消化器症状（悪心・嘔吐，食欲不振）に対する
治療の検討
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ゲフィチニブの安全かつ有効なテーラーメード治療の開発
a.1．非小細胞肺癌 EGFR 遺伝子変異陽性における EGFR-TKI 無効例に対する TS-1 ＋ CPT-11 第Ⅱ相試験を遂行
した．
551

呼吸器内科

a.2．EGFR 変異陽性である未治療進行期非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）のゲフィチニブ / 化学療法併用における
ゲフィチニブ連日投与法と交代投与法の比較第Ⅱ相試験（ NEJ005 ／ TCOG0902）の症例集積中である．
a.3．EGFR 遺伝子変異を有する未治療進行非小細胞肺癌に対するゲフィチニブ単独療法とゲフィチニブ / カルボ
プラチン / ペメトレキセド併用療法との第Ⅲ相比較試験（NEJ009）の症例集積中である．
b．非小細胞肺癌 EGFR 遺伝子変異陽性における EGFR-TKI 無効例に対する TS-1 ＋ CPT-11 第Ⅱ相試験を遂行した．
c．EGFR 遺伝子変異陰性で非喫煙／軽喫煙の再発・進行非小細胞肺癌に対するエルロチニブの有効性と安全性の
検討とバイオマーカーの検索 NEJ006 ／ TCOG0903-Phase Ⅱ study の症例集積中である．内容は以下の通りで
ある．
目的：本試験の主要目的は，ヒト上皮増殖因子受容体遺伝子変異陰性で非喫煙／軽喫煙の再発・進行非小細胞肺
癌に対するエルロチニブの有効性および安全性について検討する．さらにエルロチニブの効果予測バイオマー
カーの検索を行う．
評 価 項 目 は， 主 評 価 項 目 を 奏 効 率（Response Rate:RR）， 副 次 的 評 価 項 目 を 病 勢 コ ン ト ロ ー ル 率（Disease
Control Rate:DCR）
，無増悪生存期間（Progression Free Survival:PFS），全生存期間（Overall Survival:OS）
，安全
性（Safety）
，効果予測バイオマーカーの検索とする．
d．進行胸腺腫・胸腺癌を対象に，塩酸アルムビシン・カルボプラチン併用療法第Ⅱ相試験の症例集積中である．
内容は以下の通り．
目的：本試験の主要目的は，進行胸腺腫・胸腺癌を対象に，塩酸アムルビシン・カルボプラチン併用療法の有効
性および安全性について検討する．
評価項目は，主評価項目を奏効率（腫瘍縮小効果の判定は RECIST に準じて行う），無増悪生存期間，全生存期間，
安全性（有害事象の重症度判定は NCI-CTC 日本語訳 JCOG 版第 3 版に準じて行う）とする．
e．中等度催吐性抗悪性腫瘍薬投与患者における急性及び遅延性の消化器症状（悪心・嘔吐，食欲不振）に対する
Palonosetron，Aprepitant，Dexamethasone の三剤併用制吐療法の有効性と安全性の検討及び消化器症状の発現
状況の実態調査を行っている．
プライマリー・エンドポイントは CBDCA 投与後の嘔吐完全抑制率であり，セカンダリー・エンドポイントは，嘔
吐性事象の完全制御率，悪心抑制率，食事摂取量，抗癌剤レジメン別の完全制御率・悪心抑制率，有害事象，ＱＯＬ
調査である．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
目標：近代的な肺癌診療，すなわち EBM に則った安全で質の高い医療を主に外来治療で提供する．
4-2．診療実績データ
呼吸器病センターとしての新入院患者数は 981 人であった．延べ外来患者数は 15,792 人であった．気管支鏡件
数は 345 件であった．
4-3．診療内容，治療成績
平成 21 年度の診療内容は，エビデンスの確立した治療プロトコールに則り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，呼吸器外科・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．
4-4．先進医療の開発
上記 3-2.a を参照のこと．
4-5．実施治験内容
医師主導試験は上記研究に記載したものに参加した．
4-6．自己評価と次年度目標
診療実績のさらなる積みあげが行われた．今後の目標としては肺癌診療のさらなる質の向上をめざし，治験参加し
ていく．

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：
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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
Tanaka T, Matsuoka M, Sutani A, Gemma A, Maemondo M, Inoue A, Okinaga S, Nagashima M, Oizumi S, Uematsu
K, Nagai Y, Moriyama G, Miyazawa H, Ikebuchi K, Morita S, Kobayashi K, Hagiwara K. Frequency of and variables
associated with the EGFR mutation and its subtypes. Int J Cancer. 2010;126（3）:651-655.
Kaptein AA, Yamaoka K, Snoei L, Kobayashi K, Uchida Y, van der Kloot WA, Tabei T, Kleijn WC, Koster M, Wijnands
G, Kaajan H, Tran T, Inoue K, van Klink R, van Dooren-Coppens E, Dik H, Hayashi F, Willems L, Annema-Schmidt
D, Annema J, van der Maat B, van Kralingen K, Meirink C, Ogoshi K, Aaronson N, Nortier H, Rabe K. Illness
perceptions and quality of life in Japanese and Dutch patients with non-small-cell lung cancer. Lung Cancer.
2010 Oct 12.
6-2．獲得研究費
文部科学省
平成 21 年度 -23 年度

基盤研究（C）課題番号 21591001

肺癌予後診断マーカー探索と個別化医療へのゲノムワイドなアプローチ
採択金額

4,290,000

平成 22 年度 -23 年度

基盤研究（C）課題番号 22590874

非喫煙者肺がんにおける発癌分子機構の解明とその制御
採択金額 2,860,000
厚生労働省
・厚生労働省

がん臨床

バイオマーカーに基づいた肺癌個別化治療における分子標的治療薬の至適治療法を検証するランダム化第Ⅲ相比
較試験
採択金額
・厚生労働省

500,000
がん臨床

地域におけるがん患者等社会的支援の効果的な実施に関する研究
採択金額

1,000,000

・厚生労働省

難治性疾患克服

特発性肺線維症急性憎悪及び薬剤性肺障害に関与する日本人特異的遺伝素因に関する研究
採択金額

0（代表者一括計上）

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
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：講師
栗原進（Kurihara Susumu）
：講師：内分泌・糖尿病学：講師

2．教育
2-1．目的･目標
当院で行われている特に周術期の血糖管理法，抗がん剤治療時の血糖管理を習得する．
2-2．教育内容（担当者）
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．しかし，本年度から新たに，clinical clerkship の学生に対する BSL を導入し
た．週 1 回，外来実習と病棟の見学を約 3 時間行った．
2-3．達成度
十分達成している．
2-4．自己評価と次年度計画
BSL，Clinical Clarkship などに症例を通じて糖尿病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．研究グループ（研究プロジェクト）
・ヒューマログ mix25 とノボラピッド 30mix の 2 型糖尿病患者における有効性の比較
・AMPK 活性化因子 LKB1 の肝臓における役割
・アトロバスタチンの糖尿病性腎症への効果
3-3．研究内容と達成度
・ヒューマログ mix25 とノボラピッド 30mix の 2 型糖尿病患者における有効性の比較に関する臨床試験成績に関
しては，糖尿病学会等における学会発表を行い，ほぼ，目標を達成できた．ＡＭＰＫ活性化因子ＬＫＢ 1 の肝
臓における役割は，大学院生の学位テーマとして，最終学年を迎え，論文投稿中である．
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．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
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．特に周術期の血糖管理法，抗がん剤治療時の血糖管理に対し
ての臨床研究に重点を置いていく．内分泌・糖尿病の分野における混合型インスリン製剤の特徴に関して，新しい知
見を見出せた．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
国際医療センター入院患者の周術期における血糖管理，合併している内分泌疾患に対する治療，また癌通院治療中
の糖尿病患者の外来での血糖管理これらを診療目的とする．
4-2．診療実績データ
週 2 回の外来を実施し，毎回，おおよそ 25 名の入院・外来患者の診察に当たる．
4-3．診療内容，治療成績
周術期は多くの患者は，インスリン抵抗性が増大し，経口血糖降下薬による治療のみでは血糖コントロールが不可
能である．従って，内服治療によって血糖管理が良い患者においても，一旦経口薬を中止し，すべてインスリン治療
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に切り替えることを実施している．また，術後は，食事摂取が難しい患者に対しては，インスリンの持続点滴による
治療が中心であり，特に心臓外科との間では，周術期における血糖管理の大綱をまとめ，それに準じて血糖管理を実
施している．
4-4．先進医療の開発
特に当科においては実施していない．
4-5．実施治験内容
特に当科においては実施していない．
4-6．自己評価と次年度目標
国際医療センター入院患者の手術成績の向上，周術期の感染症などに対する安全管理を目標とし，数字では表れな
いものの，裏方としての役割を十分果たせたと考えている．来年度も同様に，上記の任務を確実に遂行していく．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
国際医療センター入院患者の周術期における血糖管理，合併している内分泌疾患に対する治療，また癌通院治療中
の糖尿病患者の外来での血糖管理これらを診療目的とし，週 2 回の外来であるが十分機能している．これからも連
携を密にしていく．

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．論文・学会発表
Watanabe M, Inukai K, Sumita T, Ikebukuro K, Ito D, Kurihara S, Ono H, Takuya Awata T, Katayama S, Eﬀects of
Telmisartan on Insulin Resistance in Japanese Type 2 Diabetic Patients. Intern. Med. 49, 1843-1847, 2010

6-2 〜 5．該当せず．
7．自己点検・評価
教育は，初めて本年度から学生実習を行い，また，診療，研究に関しては，従来通り，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）造血器腫瘍科
1．構成員
別所正美（BESSHO, Masami）
：教授：運営責任者：臨床血液学，造血因子，貧血：博士
松田

晃（MATSUDA, Akira）
：教授：造血障害部門長：臨床血液学，貧血：博士

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：博士

川井信孝（KAWAI, Nobutaka）
：准教授：科長：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：
博士
高橋直樹（TAKAHASHI, Naoki）
：講師：病棟医長：研修医長：臨床血液学
羽山弥亨（HAYAMA, Miyuki）
：講師：臨床血液学：博士
郡

美佳（KORI, Mika）
：助教：専門医員：博士

前田智也（MAEDA, Tomoya）
：助教：専門医員：博士
石川真穂（ISHIKAWA, Maho）
：助教：専門医員：博士
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
脇本直樹（WAKIMOTO, Naoki）
：
（兼担）准教授：専門医員：臨床血液学：博士
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：博士
矢ヶ﨑史治（YAGASAKI, Fumiharu）
：非常勤講師（独立行政法人

医薬品医療機器総合機構）
：臨床血液学，白血病，

細胞遺伝学：博士

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
実習では PBL，臨床入門，OSCE，臨床推論ユニットの実施に協力した．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．4 年生の臨床推論ユニットの講義，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．松田は造血器領域の代表教育主任，2 年生血液ユニットの副ユニットディレ
クターを努めた．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．別所は卒前教育委員会委員長を努めた．高橋と前田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．松田は，日本血液学会主催の研修医のための
血液学セミナーの講師を担当した．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 3 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．また，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 年生血液ユニットは学生より高い満足度が得られた．5 年生でも BSL は，学生より高い満足度が得られ不合格者
はいなかった．6 年生の造血器領域の講義も学生より高い満足度が得られた．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 22 年度の 5 年生の臨床実習（ＢＳＬ）の血液学への 1 組当たりの割り当ては 1 週間であった．そこでは，臨
床推論のトレーニングを主眼とし，今まで学んだ血液学の知識を整理し，さらに深めることを目的として実習が行な
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われた．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，
次年度は，さらに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
4）造血幹細胞移植に関する研究
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し，中央診断の責任者を担当している．これは，研究班の中でも重要な研究と位
置づけられる．松田は，長崎大学およびデュッセルドルフグル−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，韓国を加えた
アジアでの共同研究に発展し，成果が米国血液学会で発表された．
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
した．新津，高橋，郡が中心となり，Bendamustin の再発難治性びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫に対する治
験を開始している．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/T 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」に参加している．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 22 年度科学研究費補助金「悪性リンパ腫におけるＮＭ 23 の細胞外環境の
検討と分子標的治療法の開発」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，NM23 に関する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．
4）造血幹細胞移植に関する研究：川井が中心となり関東造血幹細胞移植共同研究グループに参加し，多数の共同
研究に参加した．成果を国内はもとより世界に向けて発信した．
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−を担当し，研究班
の重要な役割を果たしている．次年度も，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，韓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−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．
3-5．要約
主として，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，4）造血幹細胞移植に関する多施設共同治療研究に取り組んだ．
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1）に関しては，厚生労働省の研究班の一員として再生不良性貧血，骨髄異形成症候群を対象とした病態解明のた
めの基礎研究を行うとともに，松田が中心となり，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−シ
ステムを構築し，研究班の中でも重要な役割を果たすことができ，これが順調に継続している．次年度も，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．松田が中心となり，長崎大学およびデュッセ
ルドルフグル−プ，中国との共同研究を実施されているが，本年度からは韓国グループもこれに参加した．日本，
アジア，欧米の骨髄異形成症候群の病態の差異を明らかにしたい．
2）の白血病治療研究については陣内と矢ケ崎が中心となり，日本成人白血病治療研究グループ (JALSG) に症例を
登録するとともに，治療プロトコールの作成，解析等に参画した．その中で JALSG CML-DR1 試験では運営事務
局としての役割を担っており，現在も進行中である．白血病の基礎的研究については，矢ケ崎を中心として白血
病細胞の分子異常，シグナル伝達等の研究を進展させ，臨床へ還元できるような成果を出したい．
3）の悪性リンパ腫の治療研究については，新津が成人リンパ腫治療研究会 (ALTSG) の主要メンバ−として治療研
究を行ってきた．これからも引き続き ALTSG の共同研究に参画するとともに，会の研究の発展に貢献したい．
また，新津は悪性リンパ腫の対する新たな予後因子および新規分子標的の研究を進めている．萩原は埼玉がんセ
ンターとの共同研究を行い，白血病およびリンパ腫の新規分子標的分子の検討を行っている．
4）造血幹細胞移植に関する研究としては，川井が中心となり関東造血幹細胞移植共同研究グループに参加，多数
の共同研究に参加した．成果を国内はもとより世界に向けて発信した．

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 月の埼玉医科大学国際医療センター開院に伴い，埼玉医科大学病院血液内科を母体として，埼
玉県の血液疾患診療の中核を担い，高い専門的医療を提供することを目的として開設された．病棟にはクラス 100
レベル個室 6 床，クラス 10,000 レベル 30 床（個室 10 床，4 人部屋 20 床）が設けられている．
特に力を入れているのは，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
などの造血器腫瘍である．
「厚生労働省研究班」，「日本成人白血病治療研究グループ (JALSG)」，「成人リンパ腫治療
研究会 (ALTSG)」
，
「関東造血幹細胞移植共同研究グループ (KSGCT)」などの多施設共同治療研究グループに参加し，
造血障害，造血器腫瘍に対する新規治療法の開発への積極的に取り組んでいる．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を積極的に行っている．
4-2．平成 22 年度診療実績デ−タ （）内は平成 21 年度
新入院患者
延入院患者数

215（209）人，退院患者数

229（219）人

15,374（16,400）人

外来患者数（休日含む） 7010（7,130）人
一日平均外来患者数
新患数

23.8（24.3）人

175（156）人

4-3．治療内容，治療成績
当科が力点を置いているのは，難治性貧血，造血器腫瘍などの難治性血液疾患の診断と治療であり，厚生労働省研
究班，JALSG, ALTSG, KSGCT などの共同研究グル−プの一員として先端医療の実践を目指している．また，平成 19
年 12 月には骨髄バンクの認定採取施設，認定移植施設の認定を受け，当院初診患者をはじめ他院からの依頼患者に
対しても造血幹細胞移植を行っている．
平成 22 年度の当科における主な疾患の新規患者の治療成績を示す．
急性骨髄性白血病では新患 20 例中 14 例が完全寛解に達した（寛解率は 70％）．急性リンパ性白血病では 2 例中
2 例が完全寛解に達した（寛解率 100％）
．慢性骨髄性白血病の新患は 9 例であった．うち初発の 5 例に関しては第
2 世代チロシンキナーゼ阻害剤を含めた治療を開始し，全例が 8 ヶ月以内に分子遺伝学的大寛解に到達した．
悪性リンパ腫の新規患者は，
ホジキンリンパ腫 9 名，非ホジキンリンパ腫 137 名であった．ホジキンリンパ腫は全例
（完
全奏効割合 100％）
，び漫性大細胞型 B 細胞性リンパ腫は完全奏効割合 95％となった．また，NK 細胞腫瘍および T
細胞腫瘍に対する東アジア多国間治療研究に参加し，進行期，再発難治 NK/T 細胞リンパ腫 / 白血病および再発難治
T 細胞リンパ腫に対する新規化学療法 SMILE 療法の第 II 相試験に参加した．
特発性造血器障害は既に診療中の患者さんに加えて，再生不良性貧血では新規患者 4 例，骨髄異形成症候群では
新規患者 16 例の診療を行った．
造血幹細胞移植については，
自家末梢血幹細胞移植 5 例，同種移植 5 例（骨髄移植 4 例，臍帯血移植 1 例）を実施した．
4-4．先進医療の開発
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慢性骨髄性白血病 T315I 変異に対するイマチニブ耐性化機序の解明および in silico 分子設計手法による新規 BCRABL 阻害剤の開発を行っている（東京理科大学との共同研究）．創薬に結び付けば，既存のチロシンキナーゼ阻害剤
では克服困難な T315I 変異症例に有望な治療法がもたらされる可能性がある．
悪性リンパ腫の新規予後因子の検討を行い，その予後因子を分子標的とした新たな治療法の開発を検討している．
これにより，悪性リンパ腫の新たな治療戦略が期待される．
4-5．実施治験内容
国際共同治験への参画として，
「グリベック（イマチニブ）抵抗性又は不耐容性 CML 及び再発・難治性 Ph+ALL の
成人患者を対象とした AMN107 の連日経口投与スケジュールによる第Ⅰ / Ⅱ相多施設共同用量増量試験（継続試験）
」
を 1 例継続，
「フィラデルフィア染色体陽性 (Ph+) 慢性期骨髄性白血病 (CML-CP) の初発成人患者を対象に，イマチ
ニブに対するニロチニブの有効性を比較する多施設共同，非盲検，無作為化第Ⅲ相臨床試験」へ 2 例新規登録し計 3
例継続，
「BCR-ABL の T315I 点突然変異を有する CML 及び Ph+ ALL 患者を対象とした MK-0457 の第Ⅱ相試験」を
1 例継続した．
国内臨床試験として，JALSG の「慢性期慢性骨髄性白血病における標準的イマチニブ増量法と積極的イマチニブ増
量法のランダム化比較第Ⅲ相臨床試験」に 2 例登録した．
矢ヶ崎は JALSG「成人慢性期慢性骨髄性白血病に対する間歇投与法によるイマチニブ減量第Ⅰ - Ⅱ相臨床試験」の
研究実施責任者として，臨床試験プロトコールの立案，作成を行った．
また，TSSG(Tokyo STI Study Group) の「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」に 7 例登録した．
別所は Ro50-3821(CERA) の 4 つの臨床治験に外部医学専門家として参画している．松田は CC-5013 の臨床治験
に中央診断委員と効果安全性委員として，NS-14 の臨床治験に中央診断委員として参画している．
4-6．自己評価と次年度目標
当科は 2007 年 4 月に埼玉医科大学病院血液内科より分離して開設された．以来，入院患者数，新規患者数は着
実な増加を示している．また主要疾患の治療成績も非常に優秀なものであり，埼玉県の血液疾患治療における中核を
担うという当科の使命が着実に果たされつつあるものと考えられる．しかし，地域の医療施設から来る患者受け入れ
の要望は日々増加し，それらに応えるべく更なる努力が必要であると思われる．
今後は，二次治療が行える地域の病院との連携をさらに深め，非常勤医師の派遣などにより病院機能に応じた診療
体制を組むことが必要であると考える．また，新入局医員を積極的に勧誘し人的資源の確保に努める必要がある．
4-7．要約
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, KSGCT 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ー専門調査員
松田

晃：独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門医員

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：Lymphoma, editorial board
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新津

望：Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, editorial board

新津

望：Lancet Oncology, reviewer

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

松田

晃：Internal medicine, reviewer

松田

晃：臨床血液，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
日本血液学会財務委員：別所正美
日本血液学会教育委員：別所正美
日本血液学会プログラム委員：松田

晃

日本血液学会専門医認定委員：松田

晃

日本内科学会認定医制度審議会資格認定試験委員：松田
日本血液学会代議員：別所正美，松田
日本リンパ網内系学会評議員：新津

晃，新津

晃

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
日本リンパ網内系学会プログラム委員：新津
日本リンパ網内系学会編集委員：新津

望

望

望

日本リンパ網内系学会若手医師のためのリンパ腫セミナー企画委員；新津
日本癌学会評議員；新津

望

望

日本臨床腫瘍学会評議員；新津

望

日本血液学会専門医試験問題作成委員：新津

望

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
財団法人骨髄移植推進財団

晃

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) 運営委員：前田智也
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：松田

晃

6．業績
6-1．主要論文
① Akira Matsuda, Ulrich Germing, Itsuro Jinnai, Kayano Araseki, Andrea Kuendgen, Corinna Strupp, Masako
Iwanaga, Yasushi Miyazaki, Tomoko Hata, Masami Bessho, Norbert Gattermann, Masao Tomonaga:Diﬀerence in
the distribution of subtypes according to the WHO classiﬁcation 2008 between Japanese and German patients
with refractory anemia according to the FAB classiﬁcation in myelodysplastic syndromes.：Leukemia Research：
34 (8) 974-980
② Niitsu N, Kohri M, Hagiwara Y, Tanae K, Takahashi N, Bessho M, Okamoto M.: Multicentre phase II study of
CyclOBEAP plus rituximab in patients with diﬀuse large B-cell lymphoma.: Hematological Oncology: 28 68-74
③ Niitsu N, Okamoto M, Nakamine H, Hirano M.:Clinicopathologic correlations of diﬀuse large B-cell lymphoma in
rheumatoid arthritis patients treated with methotrexate.: Cancer Science: 101(5) 1309-1313
④ Hagiwara Y, Kasukabe T, Kaneko Y, (Niitsu N), Okabe-Kado J.:Ellagic acid, a natural polyphenolic compound,
induces apoptosis and potentiates retinoic acid-induced diﬀerentiation of human leukemia HL-60 cells.: Int J
Hematol: 92 136-143
⑤ Niitsu N, Tamaru j, Yoshino T, Nakamura N, Nakamura S, Ohshima K, Nakamine H, Okamoto M:A study on
nm23-H1 expression in diﬀuse large B cell lymphoma that was treated with CyclOBEAP plus rituximab therapy :
Ann Hematol:90(2):185-92
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⑥ Ennishi D, Maeda Y, Niitsu N, Kojima M, Izutsu K, Yakizawa J, Kusumoto S, Okamoto M, Yokoyama M,
Takamatsu Y, Sunami K, Miyata A, Murayama K, Sakai A, Matsumoto M, Shinagawa K, Takaki A, Matsuo K,
Kinoshita T, Tanimoto M: Hepatic toxicity and prognosis in HCV − infected patients with diﬀuse large B-cell
lymphoma treated with rituximad-containing chemotherapy regimens： a Japanese multicenter analysis: Blood:
116(24):5119-25
⑦ Myazaki K, yamaguchi M, Suzuki R, Kobayashi Y, Maeshima A, Niitsu N, Ennishi D, Tamaru J, Ishizawa K,
Kashimura M, Kagami Y, Sunami K, Yamane H, Nishikori M, Kosugi H, Yujiri T, Hyo R, Katayama N, Kinoshita
T, Nakamur S: CD5-positive diffuse large B-cell lymphoma: a retrospective study in 337 patients treated by
chemotherapy with or without rituximab: Ann Oncol 2011 Jan 3. [Epub ahead of print]
⑧ R Sakai, H Kanamori, C Nakaseko, F Yoshida, K Fujimaki, T Sakura, S Fujisawa, N Kawai, M Onoda, T Matsushima,
A Maruta, H Sakamaki, and S Okamoto for the Kanto Study Group for Cell Therapy: Air-leak syndrome following
allo-SCT in adult patients：report from the Kanto Study Group for Cell Therapy in Japan: Bone Marrow
Transplant: 46(3):379-84
⑨ Miyawaki S, Ohtake S, Fujisawa S, Kiyoi H, Shinagawa K, Usui N, Sakura T, Miyamura K, Nakaseko C, Miyazaki
Y, Fujieda A, Nagai T, Yamane T, Taniwaki M, Takahashi M, (Yagasaki F), Kimura Y, Asou N, Sakamaki H, Handa
H, Honda S, Ohnishi K, Naoe T, Ohno R: A randomized comparison of four courses of standard-dose multiagent
chemotherapy versus three courses of high-dose cytarabine alone in post-remission therapy for acute myeloid
leukemia in adults: the JALSG AML201 study.: Blood:117(8) 2366-72
⑩ Mizuta S, Matsuo K, Yagasaki F, Yujiri T, Hatta Y, Kimura Y, Ueda Y, Kanamori H, Usui N, Akiyama H, Miyazaki Y,
Ohtake S, Atsuta Y, Sakamaki H, Kawa K, Morishima Y, Ohnishi K, Naoe T, Ohno R: Pre-transplant imatinib-based
therapy improves the outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for BCR-ABL-positive acute
lymphoblastic leukemia.:Leukemia:25(1) 41-7
論文総数：55
学会発表総数：52
6-2．獲得研究費
新津

望：平成 22 年度科学研究費補助金基盤研究 C「悪性リンパ腫におけるＮＭ 23 の細胞外環境の検討と分子

標的治療法の開発」研究代表者
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；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

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
6-3．受賞
新津

望：平成 22 年：第 48 回日本癌治療学会

優秀演題賞受賞

6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第9回

埼玉 CML 研究会

第8回

埼玉造血幹細胞移植連絡会

2010.4.23

さいたま

第9回

埼玉造血幹細胞移植連絡会

2010.7.16

川越

第 10 回

2010.7.9

埼玉造血幹細胞移植連絡会

さいたま

2010.10.15

さいたま

第 10 回 JINML スライドカンファレンス．2010.4 東京
Basic and advanced hematology seminar 2010. 2010.10.15 大宮
第 11 回 JINML スライドカンファレンス．2010.11.20 東京
Lymphoma Update Meeting in Saitama 2010 2010 年 5 月大宮

7．自己点検・評価
教育面に関しては，平成 22 年度の 5 年生の臨床実習（ＢＳＬ）の血液学への割り当ては 1 週間であった．そこで
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は，臨床推論のトレーニングを主眼とし，今まで学んだ血液学の知識を整理し，さらに深めることを目的として実習
が行なわれた．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，次年度は，さらに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，負担の分散をはかりたい．学会等の企画にも引き続き積極的に協力したい．
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−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，学会発表数ともに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紹介患者数は増加の一途にあるが，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：外来医長：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
傳法倫久（DEMBO, Tomohisa）
：講師：研究主任：脳血管内治療
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，日本神経学会専門医の合格者を輩出できた．このような傾向
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．学術雑誌に投稿したいくつかの論文が掲載された．
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．投稿した論文が publish され，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
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
当科では，脳卒中を中心に神経救急疾患の診療を行う．患者中心主義のもと安心で安全な満足度の高い医療の提供
を行い，かつ最も高度の医療水準を維持できるように，教室員全員が不断の努力をしている．
4-2．診療実績データ
入院：患者総数 500 例，うち虚血性脳卒中 330 例，以下，てんかん，めまい症，頭痛，髄膜炎・脳炎ほか．
外来：患者総数 6,103 例，うち新患 559 例．
4-3．診療内容，治療成績
超急性期脳梗塞に対する rt-PA
（アルテプラーゼ）を用いた血栓溶解療法の成績は，国内の他施設同様に十分でなかっ
たことから，脳血管内治療を組み合わせることで治療効果を高める取り組みを行っている．
4-4．先進医療の開発
該当なし
4-5．実施治験内容
脳梗塞急性期に対する AT-877 注の追加第Ⅲ相臨床試験．
4-6．自己評価と次年度目標
昼夜を問わず，搬送される脳卒中をはじめとする神経救急疾患患者に対して，教室員が協力し合い，安全かつ質の
高い医療を提供できたものと自負している．発症 3 時間以内の超急性期脳梗塞に対して rt-PA（アルテプラーゼ）静
注療法が 2005 年 10 月に認可され，当院でも年間 15 例程度の施行実績があるものの，脳梗塞患者全体から見ると，
ごく少数であるのが現状である．現在，救急隊員への脳卒中プレホスピタルケアの指導，市民公開講座を通じての脳
卒中の啓発活動，脳卒中ホットラインによる開業医との連携により，ひとりでも多くの脳梗塞患者が rt-PA 静注療法
の恩恵に与れるように努めている．
4-7．上記の要約
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 300 例以上を占める．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
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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 34，学会発表総数 34
1）Kato Y, Dembo T, Takeda H, Uchino A, Deguchi I, Furuya D, Tanahashi N : Outer contour of middle cerebral
artery revealed by sylvian vallecula-parallel anatomic scanning-magnetic resonance imaging: A method useful for
detecting dissection. Arch Neurol 67：1278-1279，2010
2）出口一郎，武田英孝，古屋大典，服部公彦，傳法倫久，名古屋春満，加藤裕司，福岡卓也，丸山
脳梗塞超急性期 rt-PA 静注療法の患者選択における頭部 CT と MRI の相違について

元，棚橋紀夫：

予後および頭蓋内出血の面

からの比較検討．脳卒中 32：34-40，2010
3）Kato Y, Araki N, Ohkubo T, Asano Y, Furuya D, Hattori K, Shimazu T, Yamazato M, Nagoya H, Ito Y, Shimosawa
T, Fujita T, Shimazu K : Effects of adrenomedullin on nitric oxide production during forebrain ischemia and
reperfusion in mice. 脳循環代謝 21：1-6，2010
4）福岡卓也，武田英孝，加藤裕司，古屋大典，棚橋紀夫：低血糖発作に伴い中心性橋髄鞘崩壊症を発症した 1 例．
神経内科 72：109-193，2010
5）丸山

元，棚橋紀夫：
【糖尿病合併高血圧】糖尿病合併高血圧の脳血管障害の特徴と対策．血圧 17：410-414，

2010
6）堀内陽介，棚橋紀夫：循環器内科医のための脳卒中治療ガイドライン 2009】脳出血急性期治療．循環器内科
68：333-336，2010
7）棚橋紀夫：脳梗塞の最新治療と展望．日内会誌

99：516-523，2010

8）加藤裕司，棚橋紀夫：たこつぼ心筋症と脳梗塞．Clin Neurosci 28：574-576, 2010
9）出口一郎，前島伸一郎，大沢愛子，武田英孝，棚橋紀夫：視床枕に限局する病変を有した失語症の 1 例．神経
内科 72：508-512，2010
10）丸山

元，棚橋紀夫：
【糖尿病大血管症

断と治療

エビデンスに基づく発症・進展制御】糖尿病大血管症の主要疾患の診

脳血管障害．日本臨床 68：920-925，2010

6-2．獲得研究費
厚生労働省科学研究費補助金
1）急性心筋梗塞，脳梗塞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．
2）一過性脳虚血発作（TIA）の診断基準の再検討，ならびにわが国の医療環境に即した適切な診断・治療システ
ム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
第 35 回日本微小循環学会総会（大宮ソニックシティ）（会長：棚橋紀夫）

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・国外に新しい知見を発信しており，国内屈指の脳卒中センターとして認知されるようになった．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，引き続き魅力ある教室作りを心掛けたい．
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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：博士
高根裕史（TAKANE, Hiroshi）
：講師：運営責任者：診療科長：急性血液浄化，腎臓病学（特に critical nephrology）
：
博士
星谷謙造（HOSHITANI, Kenzo）: 助教
（以下，大学腎臓内科と兼担）
竹中恒夫（TAKENAKA, Tsuneo）
：准教授：腎臓病学，透析療法，高血圧：博士
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：博士
井上勉（TSUTOMU, Inoue）
：講師：腎臓病学，透析療法：博士
渡辺裕輔（YUSUKE, Watanabe）: 講師：腎臓病学，透析療法：博士
＜助教＞
加藤信孝，星均，菊田知宏，佐藤貴彦，津田昌宏，末吉慶多，内田幸助，新井鐘大，元志宏
小島恵理子
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，兼担医師を含め 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
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成員自らそのあるべき姿を模索中である．

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．
3-5．要約
急性血液浄化に関する臨床研究が重要なテーマであり，学会・研究会に多数演題を発表している．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的
血液浄化部の診療は，入院患者に対して他科からの血液浄化依頼および CKD に対する Consultation Nephrology を
中心に行っている．救命救急センター，心臓病センター，包括的がんセンター，臓器移植センターを中心に 24 時間
の医療体制が敷かれており，それに対応すべく埼玉医科大学腎臓内科と密接に連携し 365 日 24 時間体制で診療に
あたっている．
4-2．診療実績データ
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．開院後数年はベッド数の増加に伴い施行件数も
増加したが，現在はほぼ横ばいになりつつある．特筆すべきは入院の慢性腎不全患者に対して施行される（間歇的・
通常）血液透析件数の増加であり，専用の透析室（最大同時施行件数 5 件）を設けたが，3 クールとなることもある．
4-3．診療内容，治療成績
同じ症例を，違う病院（大学病院と国際医療センター）にまたがって，同じ医師団で診療に携わる我々のスタイル
は，治療の一貫性を担保し，患者さんに対して責任ある治療を提供するという面において非常に意義深いという御意
見を多く頂いている．Total Nephrology が診療目標である事は大学病院腎臓内科と変わらない．
4-4．先端医療の開発
協力施設として学会の臨床研究への参加，各種研究会・委員会からの調査研究要請を積極的に受け入れている．臨
床上患者さんに有益であれは，適時 IRB の承認を得ながら，当科研究費負担での検査・治療も積極的に行っている．
4-5．実施治験内容
新規透析膜の市販後調査など多数
4-6．自己評価と次年度の目標
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
比較に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ようである．国際医療センターでは血液
浄化部が直接患者を受け入れることは無いが，腎機能障害が他疾患治療の妨げにならないよう，最大限他科のバック
アップに徹していく所存である．
4-7．要約
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
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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） 塚 本

功， 山 下 芳 久： 持 続 的 血 液 浄 化 療 法（continuous blood puriﬁcation； CBP）． 臨 牀 透 析 26（1）
：

113-120，2010
2）高橋

良光，塚本

功，村杉

浩，大塚隆浩，高根裕史，山下芳久，鈴木洋通：ダブルルーメンカテーテルの

接続に関する検討 - 第一報 -．日本臨床工学技士会会誌 38：16-17，2010
3）塚本

功：血液浄化装置．HEART nursing23（6）：51-60，2010

4）Hiromichi Suzuki，Yoshihiko Kanno,Isao Tsukamoto,Youhei Tsuchiya,Soichi Sugahara：Acute Kidney Injury of
Non-Septic Origin Requiring Dialysis Therapy．Contrib Nephrol.Basel,Karger,2010,vol166,pp31-39
5）Yoshihisa Yamashita，Isao Tsukamoto,Yoshihiko Kanno,Hiromichi Suzuki：Equipment and Monitoring in
Continuous Renal Replacement Therapy．Contrib Nephrol.Basel,Karger,2010,vol166,pp126-133
6）塚本

功，村杉

浩，山下芳久，高根裕史，鈴木洋通：持続的血液浄化療法で hemoﬁlter と血液回路を長時間

使用するための要件．日本急性血液浄化学会雑誌 1（1）：45-46，2010
7）土屋陽平，塚本

功，村杉

浩，高根裕史，鈴木洋通：重症度評価とレーダーチャートを用いた急性腎障害に

対する持続的血液浄化療法離脱条件の検討．日本急性血液浄化学会雑誌 1（1）：107-115，2010
8）
【総数：論文 7 件，学会発表 100 件】
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．
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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：腫瘍内科学：博士
佐治重衡（SAJI, Shigehira）
：准教授：診療副科長：研究副主任：教育副主任：腫瘍内科学・乳癌：博士
三輪啓介（MIWA, Keisuke）
：講師：医長：がん薬物療法：博士
山下啓史（YAMASHITA, Keishi）
：助教：医員
石田博雄（ISHIDA, Hiroo）
：助教：医員：博士
砂川

優（SUNAKAWA, Yuu）
：助教：医員

横山太郎（YOKOYAMA, Taro）
：助教：医員
金田聡門（KANETA, Toshikado）
：助教：医員
塩澤

健（SHIOZAWA, Ken）
：助教：医員：博士

藤田健一（FUJITA, Kenichi）
：助教：研究副主任
荒木和浩（ARAKI, Kazuhiro）
：助教：
（留学中）
鎌滝哲也（KAMATAKI, Tetsuya）
：客員教授：博士
竹内正弘（TAKEUCHI, Masahiro）
：客員教授：博士
長島文夫（NAGASHIMA, Fumio）
：客員准教授：博士
藤井博文（FUJII, Hirohumi）
：非常勤講師：博士
藤原康弘（FUJIWARA, Yasuhiro）
：非常勤講師：博士
安藤雄一（ANDO, Yuichi）
：非常勤講師：博士
山本

亘（YAMAMOTO, Wataru）
：非常勤講師：博士

廣瀬

敬（HIROSE, Takashi）
：非常勤講師：博士

市川

度（ICHIKAWA, Wataru）
：非常勤講師：博士

宮

敏路（MIYA, Toshimichi）
：非常勤講師：博士

古瀬純一（FURUSE, Junichi）
：非常勤講師：博士
水野圭子（MIZUNO, Keiko）
：非常勤講師

2．教育
2-1．薬物療法および緩和医療を中心としたがん医療について学習することを目的とし，将来医師となった際，専攻
した診療科にかかわらずがん患者に対して適切な医療への道を提示できることを目標とする．
2-2．教育内容（担当者）
2 年生

良医への道

薬理学（抗がん剤担当）
3 年生

ターミナルケア，尊厳死

4 年生 腫瘍総論：腫瘍とは
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（佐々木，ワット孝子（院外講師））
（佐々木）
（奈良林）
（市川）

腫瘍総論：病因・疫学

（山本）

腫瘍総論：診断

（宮）

腫瘍総論：薬物療法 1

（佐々木）

腫瘍総論：薬物療法 2

（水野）

腫瘍総論：抗悪性腫瘍薬の薬理

（藤田）

腫瘍総論：インフォームドコンセント

（奈良林）

腫瘍総論：リスクマネージメント

（佐々木）

腫瘍総論：緩和医療

（奈良林）

腫瘍総論：チーム医療

（奈良林）

腫瘍各論：消化管

（長島）

腫瘍各論：肝・胆・膵

（古瀬）

腫瘍各論：肺

（安藤）

腫瘍各論：乳腺

（佐治）

腫瘍内科（腫瘍内科）

腫瘍各論：胚細胞腫瘍・原発不明癌

（三輪）

腫瘍各論：腫瘍学的緊急症

（石田）

6 年生

消化器癌の化学治療

（長島）

内科総論：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）

研修医を対象とした卒後教育

（全員）

2-3．本年度も概ね当初の教育目標を達成できたと認識しているが，学生の意見をフィードバックしつつ更なる改善
に努めたい．
2-4．昨年度と同様に医学部学生に対する臨床腫瘍学教育は，2002 年臨床腫瘍科として基本学科が発足して以来確
実に充実の一途を辿ってきた．国家試験における腫瘍関連問題については，まだ完全にレヴューできていないため次
年度の課題として認識している．

3．研究
3-1．薬理学的基盤に基づいた抗悪性腫瘍薬の科学的評価を目的として，がん薬物療法の適正化を目標とする
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
Pharmacogenomic information に基づいたがん薬物療法の適正化
治験を通じて有望ながん薬物療法のわが国への早期導入
3-3．研究内容と達成度
トランスレーショナルリサーチおよび臨床研究に対して概ね目標が達成された．また，これらの成果の一部を英文
論文化できた．
3-4．自己評価と次年度計画
研究についても順調に推移すると共に構成員が論文化を目指して努力する方向性が認められた．これらの努力は次
年度にも反映されなければならない．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
われわれの研究活動は，抗悪性腫瘍薬に関する基礎と臨床を繋ぐトランスレーショナルリサーチと，臨床研究に大
別される．また，臨床研究は，グループ内の研究と治験に分けられる．トランスレーショナルリサーチと治験につい
ては，十分な成果が上がっているものの，グループ内での臨床研究には依然として改善の余地がある．

4．診療
4-1．当腫瘍内科は，わが国の医科大学における腫瘍内科の先駆け的なグループである．固形がん薬物療養において
臓器横断的な診療を行っている．このように一つの診療科として欧米式の多彩な癌腫に対しての診療を行っているグ
ループはわが国に類を見ない．
4-2．診療実績データ
本年度の新患の内訳を以下に示す．(
大腸癌

145 (126)

胃癌

109 (104)

食道癌

67 (76)

膵癌

96 (59)

胆管・胆嚢癌

37 (35)

肺癌

25 (26)

乳癌

59 (62)

婦人科癌

22 (27)

頭頸部癌

19 (36)

泌尿器癌

9 (26)

骨軟部腫瘍

15 (10)

原発不明癌

57 (29)

その他

43 (17)

) 内は昨年度実績

4-3．診療内容，治療成績
本年度の診療成績は満足しうるものであり，臓器横断的に多彩な癌腫に対する診療を行うと共に緩和医療にも力を
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注いできた．構成員の移動により欠く癌腫の新患数に多少の移動があるものの総じて増加傾向にある．
4-4．先進医療の開発
該当事項無し
4-5．実施治験内容
AMG162

（第一三共）

アバスチン（乳癌）

（中外）

アバスチン（胃癌）

（国際共同治験・中外）

AVE0005

（第Ⅰ相試験・サノフィ・アベンティス）

GW786034

（第Ⅰ相試験・グラクソ・スミスクライン）

ラパチニブ胃癌

（グラクソ・スミスクライン）

ニモツズマブ胃癌

（国際共同治験・第一三共）

ABI-007 肺癌

（大鵬）

TK1258

（第Ⅰ相試験・ノバルティス）

S-811717 継続投与

（塩野義）

EXPANDO

（メルクセローノ）

CLEOPATRA

（国際共同治験・中外）

BAY 43-4506

（第Ⅰ相試験・バイエル）

ONO-7847

（小野薬品）

TSU-68

（大鵬）

OTS102

（オンコセラピー・サイエンス）

ABI-007 乳癌

（大鵬）

ABI-007 胃癌

（大鵬）

MORAb-003

（第Ⅰ相試験・エーザイ）

SOFT

（大鵬）

COMPLETE

（国際共同治験・グラクソ・スミスクライン）

EGF113806

（国際共同治験・グラクソ・スミスクライン）

IMC-1121B 乳癌

（第Ⅰ相試験・日本イーライリリー）

DE766 食道癌

（第Ⅰ相試験・第一三共）

T-DMI

（国際共同治験・中外製薬）

BAY43-4506（大腸癌）

（国際共同治験・バイエル薬品）

オンブラビン

（第Ⅰ相試験・サノフィ・アベンティス）

ONO-3849

（小野薬品）

BIBF-1120 卵巣癌

（第Ⅰ相試験・日本ベーリンガー）

4-6．自己評価と次年度目標
対象とした患者数および臨床研究としての治験数も確実に増加し，満足すべき状況にある．次年度もさらなる躍進
をはかりたい．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
当腫瘍内科は，わが国の医科大学における腫瘍内科の先駆け的なグループである．固形がん薬物療養において臓器
横断的な診療を行っている．このように一つの診療科として欧米式の多彩な癌腫に対しての診療を行っているグルー
プはわが国に類を見ない．また，臨床研究としての治験も積極的に受託し，がん薬物療法の治験に関するわが国有数
の施設にまで成長している．昨年度に引き続きこの activity は，本年度も維持されている．

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顧問（佐々木）
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（佐々木）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Associate Editor: Cancer Science（佐々木）
Editorial board member: Cancer Chemotherapy and Pharmacology, Japanese journal of Clinical Oncology, Asian
Journal of Clinical Oncology（佐々木）
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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
埼玉県社会保険診療審査委員

6．業績
6-1．論文・学会発表
原著論文
① Takashi Hirose, Ken-ichi Fujita, Kazuko Nishimura, Hiroo Ishida, Keishi Yamashita, Yu Sunakawa, Keiko Mizuno,
Keisuke Miwa, Fumio Nagashima, Yusuke Tanigawara, Mitsuru Adachi, Yasutsuna Sasaki: Pharmacokinetics of
S-1 and CYP2A6 genotype in Japanese patients with advanced cancer. Oncol. Rep., 24, 529-536 (2010).
② Ken-ichi Fujita, Minako Sugiyama, Yuko Akiyama, Yuichi Ando, Yasutsuna Sasaki: The small-molecule tyrosine
kinase inhibitor nilotinib is a potent noncompetitive inhibitor of the SN-38 glucuronidation by human UGT1A1.
Cancer Chemother. Pharmacol., Sep 2. [Epub ahead of print] (2010).
③ Keishi Yamashita, Fumio Nagashima, Ken-ichi Fujita, Wataru Yamamoto, Hisashi Endo, Toshimichi Miya, Masaru
Narabayashi, Kaori Kawara, Yuko Akiyama, Yuichi Ando, Masahiko Ando, Yasutsuna Sasaki: Phase I/II study of
FOLFIRI in Japanese patients with advanced colorectal cancer. Jpn. J. Clin. Oncol., Oct 21. [Epub ahead of print]
(2010).
④ Yu Sunakawa, Wataru Ichikawa, Ken-ichi Fujita, Fumio Nagashima, Hiroo Ishida, Keishi Yamashita, Keiko Mizuno,
Keisuke Miwa, Kaori Kawara, Yuko Akiyama, Kazuhiro Araki, Wataru Yamamoto, Toshimichi Miya, Masaru
Narabayashi, Yuichi Ando, Takashi Hirose, Shigehira Saji and Yasutsuna Sasaki: UGT1A1*1/*28 and *1/*6
genotypes have no eﬀects on the eﬃcacy and toxicity of FOLFIRI in Japanese patients with advanced colorectal
cancer. Cancer Chemother. Pharmacol., Oct 19. [Epub ahead of print] (2010).
⑤ Mayumi Ishida, Hideki Onishi, Mei Wada, Yukiko Tada, Hiroshi Ito, Masaru Narabayashi, Yasutsuna Sasaki,
Shinobu Nomura and Yosuke Uchitomi: Psychiatric Disorders in Patients Who Lost Family Members to Cancer
and Asked for Medical Help: Descriptive Analysis of Outpatient Services for Bereaved Families at Japanese
Cancer Center Hospital. Jpn J Clin Oncil (2010)
⑥ Ken-ichi Fujita, Yu Sunakawa, Keisuke Miwa, Yuko Akiyama, Minako Sugiyama, Kaori Kawara, Hiroo Ishida,
Keishi Yamashita, Keiko Mizuno, Shigehira Saji, Wataru Ichikawa, Wataru Yamamoto, Fumio Nagashima,
Toshimichi Miya, Masaru Narabayashi, Yuichi Ando, Takashi Hirose and Yasutsuna Sasaki: Delayed elimination of
SN-38 in cancer patients with severe renal failure requiring dialysis who receive irinotecan. Drug Metab. Dispos.,.
39, 161-164 (2011)
学会発表
① Hiroo Ishida, Ken-ichi Fujita, Yuko Akiyama, Yu Sunakawa, Keishi Yamashita, Keiko Mizuno, Keisuke Miwa, Fumio
Nagashima, Hisashi Endo, Wataru Yamamoto, Yuichi Ando, Shigehira Saji, Yasutsuna Sasaki: Genetic testing of
UGT1A1*28 ad *6 to select FOLFIRI or FOLFOX as ﬁrst-line therapy for advanced colorectal cancer. 69th Japan
Cancer Association, Osaka, 2010, 9
② Ken-ichi Fujita, Minako Sugiyama, Yuko Akiyama, Yu Sunakawa, Hiroo Ishida, Keiko Mizuno, Taro Yokoyama,
Ken Shiozawa, Shigehira Saji, Takashi Hirose, Yuichi Ando, Yasutsuna Sasaki: Nilotinib is a potent noncompetitive
inhibitor of SN-38 glucuronidase activity of human UGT1A1. 69th Japan Cancer Association, Osaka, 2010, 9
③ Minako Sugiyama, Ken-ichi Fujita, Yuko Akiyama, Yu Sunakawa, Hiroo Ishida, Keishi Yamashita, Keiko Mizuno,
Taro Yokoyama, Ken Shiozawa, Keisuke Miwa, Shigehira Saji, Takashi Hirose, Yuichi Ando and Yasutsuna
Sasaki: The small-molecule tyrosine kinase inhibitor nilotinib is a potent noncompetitive inhibitor of the SN-38
glucuronidation by human UGT1A1. 25th JSSX annual meeting, Tokyo, 2009, 10
④ Ken-ichi Fujita, Yu Sunakawa, Keisuke Miwa, Yuko Akiyama, Minako Sugiyama, Kaori Kawara, Hiroo Ishida,
Keishi Yamashita, Keiko Mizuno, Shigehira Saji, Wataru Ichikawa, Wataru Yamamoto, Fumio Nagashima,
Toshimichi Miya, Masaru Narabayashi, Yuichi Ando, Takashi Hirose and Yasutsuna Sasaki: Severe renal failure
requiring dialysis causes delayed elimination of SN-38 in cancer patients who receive irinotecan. 25th JSSX
annual meeting, Tokyo, 2009, 10
総数：論文

6

件，学会発表

4

件

6-2．獲得研究費
佐々木康綱：がん研究開発費「抗悪性腫瘍薬を用いた標準的治療を実地医療に適合するための臨床薬理学研究」班
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分担研究者 140 万円
佐々木康綱：厚生労働省科学研究補助金「免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬による B 型肝炎ウイルス再活性化の実態解
明と対策法の確立」班

分担研究者 80 万円

佐々木康綱：厚生労働省科学研究補助金「がんの医療経済的な解析を踏まえた患者負担の在り方に関する研究」班
分担研究者 140 万円
佐治重衡：
「本邦で乳癌検体におけるホルモン受容体，HER2 受容体発現評価の精度管理システム構築に関する研究」
130 万円
佐治重衡：がん研究振興財団「若年乳癌患者とその家族およびハイリスク若年女性に対する包括的支援プログラム
のモデル構築に関するパイロット研究」1,500 万円 /3 年間
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」10 万円
研究受託研究費

1件

治験受託研究費

16 件 12,580,508 円

特増寄附金

870,450 円

9 件 11,700,000 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
研究，教育および診療に関して，次第に活動が活性化されると共に構成員の意識も変化し，多くの構成員が 1st
name で論文を発表した．
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3．8）
（2）腫瘍内科（緩和医療科）
1．構成員
奈良林
伊東

至（NARABAYASHI, Masaru）教授：診療科長：教育主任：臨床腫瘍学，緩和医療学
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 （WHO:
ʼ
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 万人を超え，その死
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．
また，当科は基本学科としては腫瘍内科に属しており，当面は悪性疾患を対象とした緩和医療について教育していく．
緩和医療は，単に痛みや呼吸困難等の症状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，すなわち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必要である．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．
卒前教育においては，4 年生で『腫瘍』ユニットが 18 コマの講義が割り当てられ，その中の 1 コマで緩和医療を
教えることができるようになった．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，卒後なるべく早いうちに一定期間の緩和医療の研
修ができるようなシステムにすることが望ましいと考える．
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 4 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「インフォームド・コンセント」
，
「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，前年度と同様腫瘍内科と協
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
3-5．要約
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以来，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，
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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
ある．
当科は，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精神腫瘍科やがん相談支援センターと密接な連携を図りながら診療を
行っている．しかしながら，がん診療医からの紹介がないと介入が難しいため，4-2 に記載する診療データが示すよ
うに，十分に当科が利用されているとは言えない状態が続いている．
外来診療
初診，再診とも週 3 回，月水金の午前中に原則的として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，医学的に退院が可能となった患者では速やかに外来診療に戻すか，
地域の医療機関の協力が得られれば在宅療養に切り替える，また状態は落ち着いたが種々の理由で自宅退院が困難な
患者では，自宅近くの医療機関やホスピス・緩和ケア病棟への転院を検討する，といった一時的な緩和医療しか提供
できていない．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，いわゆるホスピス的な利用は
困難であり，地域住民のニーズに応えているとはいえない状況が開院以来続いている．
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として診療するものである．すな
わち，患者は当該診療科の病棟に入院したままで（つまり，主治医は変わらない），身体症状および精神症状を緩和
する医師，緩和ケアの経験のある看護師，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
の同意のもとに，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
緩和医療科として，外来患者数 636 人，うち新患 74 人（外来受付記録に残っているもののみ），延入院患者数
912 人，平均在院日数 20.2 日となっている．
緩和ケアチームとして，延介入患者数 48 人である．
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．入院の事由として
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が，腫瘍内科と共同で治験を実施しており，その内容につい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
外来診療においては奈良林が引き続き腫瘍内科初診を 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，緩和医
療は多職種が関わるチーム医療と考えられ，中でも看護師が果たす役割は，特に入院診療において大きい．病棟に勤
務する看護師に，緩和医療の視点から関わる看護の重要性を理解してもらうための取り組みも必要である．
診療データとして，外来新患数や緩和ケアチームの介入患者数が伸び悩んだ．当地域では，患者・家族が自ら当科
を受診してくることは極めて稀である．特に当院では電子カルテのため，院内のどの診療科を受診したかは一目瞭然
であり，患者・家族が主治医に黙って受診すると後で何て言われるかわからないという不安が大きいことが，複数の
患者からコメントされている．院内のそのようながん診療医の無理解を減らすための取り組みも考えていかなければ
ならないが，
年 2 回，
院内で開催している緩和ケア研修会への参加も少なく，その意識改革は長期戦となりそうである．
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，
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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継続的に検討したい．
4-7．要約
がん診療の経過を考えたとき，当科はがん診療科とともに機能して初めてその特徴が生かされる．外来，入院を問
わず，がん患者の ʻ つらさ ʼ を少しでも軽減するために，活動上の制約はあるが，当院でできることを行っていきたい．
関係する診療科医師の理解を切に望む．

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
静岡県立静岡がんセンター認定看護師教育課程非常勤講師
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

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Onishi H, Wada M, Wada T, Wada M, Ishida M, Kawanishi C, Mizuno K, Ito H, Narabayashi M, Sasaki Y Diagnosis
and treatment of akathisia in a cancer patient who cannot stand up or sit down, because of poor performance
status: factors that make the diagnosis of akathisia diﬃcult, and diagnosis clues. Palliat Support Care. 2010 Dec;8
（4）:477-80
② Yu Sunakawa, Wataru Ichikawa, Ken-ichi Fujita, Fumio Nagashima, Hiroo Ishida, Keishi Yamashita, Keiko Mizuno,
Keisuke Miwa, Kaori Kawara, Yuko Akiyama, Kazuhiro Araki, Wataru Yamamoto, Toshimichi Miya, Masaru
Narabayashi, Yuichi Ando, Takashi Hirose, Shigehira Saji and Yasutsuna Sasaki: UGT1A1*1/*28 and *1/*6
genotypes have no eﬀects on the eﬃcacy and toxicity of FOLFIRI in Japanese patients with advanced colorectal
cancer. Cancer Chemother Pharmacol, Oct 19. [Epub ahead of print]（2010）
③ Mayumi Ishida, Hideki Onishi, Mei Wada, Yukiko Tada, Hiroshi Ito, Masaru Narabayashi, Yasutsuna Sasaki,
Shinobu Nomura and Yosuke Uchitomi: Psychiatric Disorders in Patients Who Lost Family Members to Cancer
and Asked for Medical Help: Descriptive Analysis of Outpatient Services for Bereaved Families at Japanese
Cancer Center Hospital. Jpn J Clin Oncol, 2011 ;41（3）:380-5
④ Fujita K, Sunakawa Y, Miwa K, Akiyama Y, Sugiyama M, Kawara K, Ishida H, Yamashita K, Mizuno K, Saji S,
Ichikawa W, Yamamoto W, Nagashima F, Miya T, Narabayashi M, Ando Y, Hirose T, Sasaki Y: Delayed elimination
of SN-38 in cancer patients with severe renal failure requiring dialysis who receive irinotecan. Drug Metab
Dispos, 2011; 39: 161-4
⑤ Yamashita K, Nagashima F, Fujita K, Yamamoto W, Endo H, Miya T, Narabayashi M, Kawara K, Akiyama Y, Ando
Y, Ando M, Sasaki Y: Phase I/II study of FOLFIRI in Japanese patients with advanced colorectal cancer. Jpn J Clin
Oncol, 2011; 41: 204-9
⑥ Ken-ichi Fujita, Hiroo Ishida, Yuko Akiyama, Yu Sunakawa, Keishi Yamashita, Keiko Mizuno, Hirofumi Nakayama,
Keisuke Miwa, Fumio Nagashima, Wataru Yamamoto, Hisashi Endo, Toshimichi Miya, Masaru Narabayashi, Kaori
Kawara, Minako Sugiyama, Wataru Ichikawa, Yuichi Ando, Takashi Hirose, Shigehira Saji and Yasutsuna Sasaki:
Regimen selection for FOLFIRI and FOLFOX based on UGT1A1 genotype and physical background is feasible in
Japanese patients with advanced colorectal cancer: 112th ASCPT, Dallas, 2011, 3
⑦ 奈良林至：
「終末期前立腺がんのホットフラッシュに対しガバペンチンが著効した 1 例」担当副編集長講評．第
15 回日本緩和医療学会学術大会 イブニングセミナー，東京，2010.6.18 〜 19
⑧ 奈良林至：化学療法後の医療にスムーズに移行するために．第 83 回 日本胃癌学会総会 特別企画シンポジウム，
三沢，2011.3.3 〜 5
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
限られた状況での活動は評価できる．しかし，教育，研究，診療において少しでも前年度を上回る実績を残すこと
ができるよう，それぞれが研鑽を積む必要がある．また，院内活動にとどまらず，地域の緩和医療普及のための工夫
も必要である．
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3．9）感染症科・感染制御科
1．構成員
光武耕太郎（MITSUTAKE, Kotaro）
：教授：科長：感染症，感染制御
宮里明子（MIYAZATO, Akiko）
：講師：副科長：感染症，呼吸器，感染制御

2．教育
2-1．目的・目標
ウイルス，細菌，真菌，寄生虫を含め感染症の診断・治療を正しく実行できる知識が習得できる講義をめざす．ま
た感染症診療および医療関連感染に正しく対処できる知識の習得を目標とする．
2-2．教育内容
1）感染症総論・各論
2）感染制御学

感染症の診断と治療

医療関連感染の基礎知識の習得と予防の実践

3）薬剤耐性菌
【4 年生】感染症総論，各論
【6 年生】外科総論他

7 時間（7 コマ）

4 時間

【OSCE その他】4 コマ
2-3．達成度
感染症のカバーする範囲は広範囲だが，試験結果等から，知識の習得は講義時間に見合ったレベルに達していると
思われる．次年度からの BSL にて，達成度がよりわかりやすくなると期待される．
2-4．自己評価と次年度計画
スタッフが 2 名となって担当時限数も増え，必要レベルが行えていると思われる．さらに来年度からは BSL 担当
も予定している．引き続き埼玉医科大学感染症科と分担・協力して講義を行う．

3．研究
3-1．目的・目標

病院感染対策とくに耐性菌における治療と院内交差感染防止における治療法や対策の有用性を検

討する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）1）MRSA 肺炎におけるリネゾリドの有効性の検討
る active surveillance culture

1）MRSA 肺炎におけるリネゾリドの有効性の検討：論文投稿

3-3．研究内容と達成度
中

2）MRSA 対策におけ

3）カンジダに対する宿主免疫に関する研究

2）MRSA 対策における active surveillance culture：論文投稿準備中

3）カンジダに対する宿主免疫に関する研

究：第 14 回国際免疫学会（神戸）発表
3-4．自己評価と次年度計画

1）2）の MRSA 対策における active surveillance culture に関する研究は，第 2 段階と

して臨床研究の継続を予定

3）カンジダに対する宿主免疫に関する研究：ノックアウトマウスを用いて，in vitro か

ら in vivo でマウス骨髄由来樹状細胞を用いて検討する

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的
診療科における各種感染症の診断・治療に関するコンサルテーションを行うとともに，病院内における感染対策
を指導する病院横断的な活動という特色がある．また，本年度途中から，川越総合医療センターの感染対策も医師 1
名が兼担となり，連携を強化することとなった．
4-2．診療実績データ 入院ベッドや感染症外来は現在担当していない（埼玉医大での感染症外来を担当）．
4-3．診療内容，治療成績
感染症科単独としてはなし
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
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4-6．自己評価と次年度目標

本年度は，
重大な感染事例もなく院内での感染対策が継続できた．心臓移植についても，

感染の面から支援ができた．来年度は，新たな病棟のオープンが予定されており，基本的な環境整備や標準予防策の
徹底に重点をおきながら，耐性菌対策を継続する．また，職員の教育にも重点をおいていきたい．
4-7．要約
診療科としてはベッドをもたず病院横断的な活動を行っている．今年度は，大きなアウトブレイク事例もなく感染
対策が継続できた．感染症診療では，とくに外科系からのコンサルトが日常的に行われる状況となった．さらに，川
越総合医療センターの感染対策も協力体制をとることとなった．
今後とも各部署の特徴に応じた現場の感染対策を支援していく．

5．その他
該当なし

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：
（査読）Internal Medicine, Journal of Infection and Chemotherapy, ISRN
Pulmology, Microbiology & Immunology, Japanese J Infectious Disease, 日本感染症学会誌
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，学会発表など
①第 21 回日本生体防御学会総会
②第 14 回国際免疫学会

自然免疫によるカンジダ核酸成分の認識（一般）

Host immune response to stimulation of Candida albicans DNA.（一般）

③第 21 回日本臨床微生物学会

Malassezia による術後創部感染（一般）

④第 58 回日本化学療法学会

類白血病反応を呈した症例（一般）

⑤第 58 回日本化学療法学会

弁組織より遺伝子学的に菌種を同定した感染性心内膜炎（一般）

⑥第 58 回日本化学療法学会

臓器移植における真菌感染症（セミナー）

⑦第 26 回日本環境感染学会総会

ICT ラウンドに対する評価（一般）

⑧第 26 回日本環境感染学会総会

リンクナースによる感染予防策指導（一般）

⑨ Miyazato A. et al. Activation of myeloid dendritic cells by deoxynucleic acids from Cordyceps sinensis via a Tolllike receptor 9-dependent pathway Cell Immunol. 263:241-50, 2010
⑩光武耕太郎 臓器移植における真菌性肺炎
【総数：論文

4件

発表

8 件】

化学研究費補助金

6-2．獲得研究費
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許

該当なし

移植 45:124-127, 2010

基盤研究（C）宮里（継続）

6-5．学会，研究会
第 4 回東北大学・埼玉医科大学感染対策ジョイントセミナー

7．自己点検・評価
スタッフ 2 名であるが，感染管理認定看護師を加えて，病院内の感染対策はほぼ良好に維持されていたと考える．
教育に関しては，研修医や若手医師，さらには病院内の感染対策に影響の大きい看護師への教育にさらに力をいれる
必要がある．診療は，各診療科からのコンサルトは日常的となったが，抗菌薬の適正使用についてはまだ不十分な印
象があり，支援を強化していく．研究は，MRSA 関連が 2 題論文投稿準備中，宮里講師の感染免疫に関する研究も着
実に結果を出しており，学会発表や論文となっており評価できる．
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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：
博士

山口茂樹（YAMAGUCHI, Shigeki）
：教授：診療科長：消化器外科（下部消化管）：博士
宮澤光男（MIYAZAWA, Mitsuo）
：教授：消化器外科（肝胆膵）：博士
小柳和夫（KOYANAGI, Kazuo）
：准教授：消化器外科（上部消化管）：博士
小澤修太郎（OZAWA, Shutaro）
：准教授：消化器外科（下部消化管・腫瘍外科）：博士
佐藤貴弘（SATO, Takahiro）
：講師：消化器外科（下部消化管）：博士
岡本光順（OKAMOTO, Kojun）
：講師：消化器外科（肝胆膵）：博士
俵

英之（TAWARA, Hideyuki）
：講師：消化器外科（上部消化管）：博士

合川公康（AIKAWA, Masayasu）
：講師：消化器外科（肝胆膵）：博士
助教：利光靖子：博士，石井利昌：博士，田代
助手：秋元尚枝：博士 /

客員教授：丸山圭一 /

浄，岡田克也，田渕

悟，細沼知則，上野陽介，岡田一郎 /

客員准教授：小澤修太郎 /

非常勤医師：迫田哲平，宮本裕士

2．教育
2-1．目的・目標
消化器外科の年間手術件数は約 1000 例である．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（担当者）
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．従って，単に外科学という観点からではなく，消化器病の診断，治療を内科的や外科的という分け
方ではなく，包括的に学ぶことができる．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．
卒前教育では，食道外科を小柳准教授，胃外科を俵講師，大腸・肛門外科を山口教授，小澤修太郎講師，肝胆膵外
科を宮澤教授が担当している．5 年生のベッドサイドおよびクラークシップは助教を含めた全員で教育を担当してい
る．卒後教育においては，臨床フェロー制度を導入し，外部から 2 年間の専門消化器外科教育希望の外科医を受け
入れた．初期研修医全員に対し，外科手技の基礎教育を行い，ブタの胃を用いた縫合の練習も企画した．
2-3．達成度
卒前教育では，各講師が講義を行い，いずれも平均以上の授業評価を学生から受けた．また，ベッドサイド教育で
は大学病院と共通の週に行われるため，
細切れの実習となることから十分な実習が達成できていない傾向がみられた．
初期研修医に対しての教育は，大学病院と連携して行い，主に総論的な消化器外科の基礎は大学病院で指導が行われ
た．当院では，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なかで，縫合や周術期管理などの基礎的
な知識や技術の実践を行なった．初期研修医に対しても，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．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育では，各自が大学病院の消化器一般外科および小児外科と当科を同じ週間でローテーションするために，
当科での研修が細切れとなり，継続的な患者管理などができない傾向がみられた．昨年からの課題であるが，5 年生
のベッドサイドの外科研修の見直しが必須である．次年度はこれを実現するように要望する．
卒後教育である初期研修では，当科を選択する研修医がやや少ない傾向があるが，それでも研修した医師に対して
は熱心に教育できたと思われ，当科への後期での研修の希望へとつながる可能性がうかがえた．
今年度から開始されたフェロー制度は順調に遂行され，フェローとなった医師は高難度手術の術者にもなり，
スタッ
フからの教育を十分に受けることができた．
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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．今年度は平成 21 年度からの継続的研究を遂行した．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
大学病院の動物実験室を利用しながら，教員棟の研究室で臨床の合間をみて研究を行った．
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．腎移植後の慢性拒絶反応の早期診断法の開発研究．
外科感染症学会が主導する胃および肝臓手術の周術期感染予防のための抗菌薬投与の多施設研究への参
加，岡本講師による膵癌のＰＥＴ検査の意義に関する研究
山口班：直腸がんに対する腹腔鏡下手術の安全な施行に関する研究，大腸癌肝転移モデルによる癌転移巣の治療．
宮澤班：人工胆管・人工門脈および人工下大静脈の開発．腹壁瘢痕ヘルニア修復および食道・胃修復のための再生
医療
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ない，新たに開発したイオ電極
の有用性を検証した．この技術は腹腔鏡下肝切除の安全な手術の確立へ大きく貢献した．昨年度の山口班
の小澤講師による肝虚血の肝転移増強への影響に関する報告から，肝虚血をしない肝切除を標準とするこ
とができた．また，岡本講師はＰＥＴ検査により膵がんの予後が予測できうる可能性を示唆した．
山口班：直腸癌に対する腹腔鏡下手術を標準とするレベルまで上げることができた．
宮澤班：昨年度に引き続き，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国内外に報告したが，今年度はさらに胃，食道，腹壁などの修復への応用の報告
を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
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のみならず，肝虚血な
しの肝切除を標準化することができた．次年度はこれらの成果を国際的にも報告して，この技術を広めていきたい．
また，再生医学の領域で生体ポリマーの幅広い応用が証明され，臨床応用が近くなった．次年度はぜひ実際の臨床応
用につなげたい．今年度は膵臓がんの臨床研究にも着手できたが，今後より直接的な癌治療成績の向上につながる研
究に着手したい．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
昨年度の当科の研究において，
肝臓虚血が肝転移増加に繋がること実験で明らかにした．この結果を臨床に応用し，
肝虚血なしの肝切除をまず標準化することが可能となった．これを踏まえ，臨床においても虚血が転移を増強するか
どうかを研究する足掛かりにしたい．新規に開発された生体吸収ポリマーを使用した胆管および血管の修復・再生に
関する昨年度の研究結果を，胃や食道の修復，さらには腹壁の再生修復へと発展させた．また，臨床的な研究では，
直腸における腹腔鏡下手術を標準とするレベルまで技術を引き上げることができた．ＩＰＭＮを含めた膵癌の予後が
ＰＥＴの取り込みと関連する可能性を明らかにした．難治である膵がんの成績向上の戦略に関する研究を次の目標に
したい．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
当科（消化器外科）は医学部および大学院の組織としては消化器外科として教育・研究を行っているが，病院とし
ては包括的がんセンターの消化器病センターとして内科，外科の区別なく，消化器内科とともに診療にあたっており，
患者は消化器外科ではなく，消化器病センターとして診療している．診療レベルをグローバルスタンダードに維持す
るのみならず，より進歩したより安全な治療法開発の研究を行い，最高の診療を患者に提供することを目標にしてい
る．また，通常の大学病院のように教授を頂点とするピラミッド構造ではなく，上部消化管，下部消化管，肝胆膵そ
れぞれの臓器のエキスパートがトップとして診療できる体制をとっている．
具体的には，切除で治癒する消化器がんの手術成績を向上させるための技術革新を含め，安全な手術法の確立をめ
ざしたい．また，患者の QOL を重視した低侵襲手術をすべての消化器系の手術に応用し，その技術を確立すること
を目標にしている．
4-2．診療実績データ
消化器外科全体の手術件数は 987 件，初診患者数は 1,492 名で昨年とほぼ同様であった．入院患者数は 1,784 名
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と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 222 件で，食道癌 59 件，結腸癌は 191 件，
直腸癌が 103 件で，
下部消化管手術のうち，
腹腔鏡下手術が 206 件，肝切除は 90 件，膵頭十二指腸切除 38 件であった．
4-3．診療内容，治療成績
上部消化管
胃癌切除例は 222 例，部位は噴門部 13％，胃体部 14％，幽門部 39％，2 領域以上 34％．進行胃癌は 61％で，
昨年度より微増であった．治癒切除は 188 例，非治癒切除が 34 例で，いずれも増加した．治癒切除 188 例の
うち胃全摘は 42 例，
幽門側胃切除が 67 例，噴門側胃切除 13 例，腹腔鏡下胃切除が 34 例，残胃切除 4 例であった．
再建ではビルロートＩ法が 74 例，Roux Y が 32 例．郭清リンパ節中央値は 36 個，術後在院日数の中央値は 12
日であった．
食道癌切除例は 49 例，占居部位は胸部 32 例，腹部 16 例，頸部 1 例であった．術前の放射線化学慮法は 1 例，
化学療法後 6 例，ESD 後 2 例であった．治療は開胸 32 例（右 31，左 1），経食道裂孔 16 例であった．VAT が
9 例あり，胸腔鏡下手術を導入した．手術直接死亡および在院死亡は 0 で，術後在院日数は 21 日であった．
下部消化管
全手術症例は 467 例．直腸癌の切除は 103 例，結腸癌切除は 173 例．部位別にはＳ状結腸が 46％，上行結腸
が 26％，横行結腸が 14.5％であった．結腸癌切除のうち開腹が 33 例，腹腔鏡下が 140 例，直腸癌切除は開腹
33 例，腹腔鏡下 70 例で，結腸癌では 81％が，直腸癌では 68％が腹腔鏡下手術となっている．平均在院日数
は結腸では 10 日，直腸では 15 日と全国でも最も短い施設の一つである．
肝胆膵外科
全手術症例は 199 例．肝臓癌切除は 104 例で，肝細胞癌 51 例，肝内胆管癌 8 例，転移性肝癌 41 例．その他
4 例．胆道癌切除は 44 例，
うち乳頭部を含む胆管癌は 32 例．胆嚢癌 8 例．膵癌切除は 62 例．うち膵管癌 46 例，
IPMN5 例，肝切除は 104 例．膵頭十二指腸切除術は 41 例であった．
4-4．先進医療の開発
腹腔鏡下膵臓切除の先進医療取得に向けた準備
4-5．実施治験内容
該当なし
4-6．自己評価と次年度目標
前年度に比べ入院患者数は増加しているが，手術件数はほぼ横ばいであった．開院 4 年目としては満足がいく結
果であるが，手術件数の伸びの原因を調べる必要がある．合併症の少ない安全な手術と患者のＱＯＬを重視した低侵
襲手術の実践は最も大切にしている目標であるが，その点では，昨年度同様に十分に目標が達成できたと感じている
今年度は，臨床フェローとして，九州の一般病院から外科専門医 1 人が消化器外科専門医取得を希望して修練して
いる．若いフェローをもう少しリクルートし，スタッフは臨床指導とともに臨床研究を行う時間的余裕をつくるよう
に努めたい．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
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る．
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 987 件，初診患者数は 1,492 名，入院患者数は 1784 名と，入院患者数は増加したが，手術件数は横
ばいであった．主な消化器癌の手術症例として，胃癌 222 件で，食道癌 59 件，結腸癌は 191 件，直腸癌が 103 件，
うち，腹腔鏡下手術が 206 件， 肝切除は 90 件，膵頭十二指腸切除 38 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レンスを行い，治療
方針を決定している．Stage Ⅱ / Ⅲでは，ＪＣＯＧのプロトコールに従い，術前化学療法を積極的に行い，治療成績
を向上させている．また，胸腔鏡補助下手術法を今年度から導入した．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，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，当科では，手術療法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おり，腹腔鏡下手術が標準手術となりつつある．さらに下部直腸癌で
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，高度手術認定施設として，引き続き高難度の手術を多くこなした．各臓器の消化器癌において，消
化器癌の手術療法をより安全なものにするための，新たな手術法の工夫を開発するとともに，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．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
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．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本外科系連合学会雑誌編集委員（小山）
，日本外科学会査読委員（小山），J. Hepato-biliary-pancreatic science 査
読委員（小山）
，Surgery Today 査読委員（小山，山口，宮澤），Surgical Endoscopy 査読委員（山口），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
外科系関連学会の理事，評議員（小山，山口，宮澤）

6．業績
6-1．論文・学会発表
①小山

勇 他：バイポラーソフト凝固を用いた Fine Crush 法による肝切離，第 65 回日本消化器外科学会

②山口茂樹 他：腹腔鏡下前方切除後の再建法，手術 64(10):1509-1515, 2010
③宮澤光男 他：胆管腸吻合の功罪―胆管腸吻合は胆管癌の発生率を増加させる可能性がある―日本胆道学会雑誌
24(1):87-92, 2010
④小柳和夫 他：Stage Iva(T4, MO) 食道癌に対する治療法選択の検討，第 64 回日本食道学会
⑤小澤修太郎 他：マウス大腸癌肝転移モデルに対するサリドマイド治療，第 18 回日本消化器関連学会週間
⑥佐藤貴弘 他：骨盤腹膜転移を有する大腸癌に対する骨盤腹膜切除術，第 65 回日本消化器外科学会
⑦岡本光順 他：肝切除術に Pringle 法は本当に必要か，第 110 回日本外科学会
⑧俵 英之 他：早期胃癌に対する ESD 後の早期胃癌に対する ESD 後の追加切除症例の検討，第 83 回日本胃癌学会
⑨合川公康 他：A novel treatment for bile duct injury with a tissue-engineered bioabsorbable polymer patch Surgery
147(4):575-580, 2010
⑩田代

浄 他：腹壁貫通固定法による腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の経験，第 23 回日本内視鏡外科学会

総数：論文 19 件，学会発表 144 件，講演 29 件
6-2．獲得研究費
（1）宮澤光男

科学研究費（基盤研究 C）良性胆管狭窄治療を目的とした新槻生体吸収性胆道ステントの開発

（2）岡田克也

科学研究費（若手研究 B）生体吸収性ポリマーパッチを用いた消化管再生療法の開発

（3）合川公康

膵臓病研究財団研究助成金

生体吸収性ポリマーシートと生体適合性ボンドを用いた新規膵 - 空腸

再建
6-3．受賞
①宮澤光男：優秀ポスター賞

JDDW2010

第 8 回日本消化器外科学会大会

2010.10（横浜）

「胆管再生過程を考慮した新規胆管疾患治療療法の開発」
②岡田克也：優秀ポスター賞

JDDW2010

第 8 回日本消化器外科学会大会

2010.10（横浜）

「新素材を用いた腹壁瘢痕ヘルニアの治療」
③小澤修太郎：優秀ポスター賞

第 65 回日本消化器外科学会総会

2010.7（下関）

「肝流入血管全祖血法におけるマウス大腸癌肝転移増加機構」
④合川公康：優秀演題賞

DDW2010

2010.5（New Oeleans）

「Identiﬁcation of Biliary Epithelial Stem/Progenitor Cells Using Musashi-1」
⑤合川公康：会長奨励賞

第 46 回日本胆道学会学術集会

2010.9（広島）

「人工的胆道腸管瘻形成を目的とした生体吸収性胆道ドレナージチューブの開発」
⑥丹野修宏：研修医優秀発表賞

日本消化器内視鏡学会関東地方会

2010.6（東京）

⑦高木

誠：研修医優秀発表賞

日本消化器内視鏡学会関東地方会

2010.12.（東京）

⑧田渕

悟：最優秀指導医賞

埼玉医科大学国際医療センター初期研修医プログラム

2011.3（埼玉）

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 8 回日本ヘルニア学会学術集会：大会長 小山
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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，内科医とともに消化器病センターを構成した．開設 4 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満足のいく成果が上
げられたと評価している．今年度も，1,000 例ほどの手術を行い，主たる手術術式の手術件数では，いずれの部門で
も増加傾向にある．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．再生医療班では，今年度の報告で多くの受章をうけた．
平成 23 年 4 月には，
内科医も含めた消化器病センターの平成 22 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．自らこの 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：乳癌の縮小手術，乳癌薬物療法の支持療法
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）
：助教：乳癌の画像と病理診断，微小転移
杉谷郁子（SUGITANI, Ikuko）
：助教：乳癌の画像診断
杉山迪子（SUGIYAMA, Michiko）
：助教：乳癌の病理診断，乳癌薬物療法の支持療法

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（担当者）
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クルズスを組み，①乳腺腫瘍科とは②乳癌とは③乳腺疾患患者の診察方法と心得④画
像診断⑤組織診断⑥治療方針の考え方⑦手術療法・外科手技⑧乳癌手術に関わる胸部解剖⑨全身薬物療法（化学療法
＆ホルモン療法）の内容で講義を行った．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
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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 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⑨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⑩治療効果の画像診断および病理診断⑪ CTC の同定と臨床的意義⑫ 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国際学会で発表できた（第 12 回 St. Gallen 国際カンファレンス，スイス）．また，TR
センターとの共同研究で術前化学療法の定量的効果予測に関する論文を Breast Cancer 誌に発表できた．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．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さらに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．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
乳癌のバイオマーカー，化学療法やホルモン療法の効果予測因子の解析，リンパ節転移に関わる因子の解析など基
礎と臨床を結びつける translational research を中心に研究を進めている．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
ほとんどが女性患者であり，外来治療が中心となるため診療面でのきめ細かな配慮が必要である．診療目標は手術
症例の増数，入院日数の短縮と外来診療の充実である．職種と科を越えたチームワークの構築のためにブレストケア
チームを設立し，現在積極的に活動を行っている．
4-2．診療実績データ
昨年度の原発性乳癌患者の手術数は 310 例であったが今年度はさらに増加し，328 例であった．全ての手術症例
数は 415 例であった．センチネルリンパ節生検の成果によりリンパ節郭清を行う症例が少なくなり入院日数の短縮
に大いに貢献している．
4-3．診療内容，治療成績
乳房温存術の例数は約 60％と全国平均なみであり，患者の QOL を重視し整容性を考慮した乳房温存術や形成外科
との連携で乳房切除後の一期再建も積極的に行っている．平成 16 年 7 月の開設であり，長期的な治療成績はこれか
らであるが，過去のデータを含めたデータベースを作成している．
4-4．先進医療の開発
「悪性黒色腫又は乳がんのセンチネルリンパ節の同定と転移の検索」として埼玉県社会保険事務局の認可が得られ，
全国的な臨床研究の成果としてセンチネルリンパ節生検が保険収載に結びついた．センチネルリンパ節生検の際の新
しい画像診断として SPECT-CT を導入し，臨床的意義を見いだしている．
4-5．実施治験内容
分子標的治療薬を用いた術後補助療法として，ALTTO 試験や BEATRICE 試験などグローバル試験に多くに症例登
録を行った．新規分子標的薬の治験には多く参加しておりＡＭＧ 162（デノスマブ），mTOR 阻害剤，Pertuzumab
の治験，T-DM1/Pertuzumab の比較試験，ＢＡＹ 43-9006(sorafenib) などがある．また，バイオ後発品の FSK0808
の非ランダムかオープン試験にも症例登録を行った．
4-6．自己評価と次年度目標
周辺の開業医，市中病院からの紹介も増え，手術症例数は着実に増えている．次年度はさらに症例数を増やし，よ
り合理的かつ機能的な外来診療を目指す．終末期患者の診療においても近隣の病院との円滑な連携をとれるシステム
作りも推し進めている．
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4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
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
佐伯俊昭は埼玉県医師会がん診療連携検討部会，埼玉県がん対策推進協議会の委員を務め，日本乳癌学会の理事と
して活動し，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．
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．大崎昭彦は Breast
Cancer, 日本乳癌検診学会誌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
マンモグラフィ検診の読影も行うようになり，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
①大崎昭彦：皮下剥離の方法．整容性からみた乳房温存治療ハンドブック（矢形

寛，芳賀駿介，中村清吾編編）
，

メディカル・サイエンス・インターナショナル，東京，2010，pp101-105
② Saeki T, Aogi K, Nakamura S, Kashiwaba M et al；A multicenter phase Ⅱ study of primary systemic therpy
epirubicin/cyclophsphamide followed by docetaxel plus concurrent trastuzumb for HER 2-positive advanced
breast cancer. 46th ASCO Annual Meeting., Chicago 2010
③ Ueda S, Tsuda H, Saeki T, Omata J, Osaki A, Shigekawa T, Ishida T, Tamura K, Abe Y, Moriya T, Yamamoto J:
Early metabolic response to neoadjuvant letrozole, measured by FDG PET/CT, is correlated with a decrease in
the Ki67 labeling index in patients with hormone receptor-positive primary breast cancer: a pilot study. Breast
Cancer 2010 Jul 9. [Epub ahead of print]
④ Ueda S, Tsuda H, Saeki T, Omata J, Osaki A, Shigekawa T, Ishida T, Tamura K, Abe Y, Omata J., Moriya T, Fukatsu
K., Yamamoto J: Early reduction in standardized uptake value after one cycle of neoadjuvant chemotherapy
measured by sequential FDG PET/CT is independent predictor of pathological response of primary breast cancer.
Breast J 16: 660-662, 2010
⑤ Ijichi, N., Shigekawa T., Ikeda K., Horie-Inoue K, Fujimura T, Tsuda H, Osaki, A., Saeki T., Inoue S: Estrogen-related
receptor γ modulates cell proliferation and estrogen signaling in breast cancer. J Steroid Biochem Mol Biol 123:
1-7. 2010
⑥ Sano H., Wada S., Eguchi H., Osaki A., Saeki T., Nishiyama M.: Quantitative prediction of tumor response to
neoadjuvant chemotherapy in breast cancer: novel marker genes and prediction model using the expression
levels. Breast Cancer 25 March 2011. [Epub ahead of print]
⑦大崎昭彦，佐伯俊昭：乳癌患者の閉経状況とエストロゲン合成酵素ならびにホルモン受容体発現．乳癌の臨床
25: 43-49, 2010
⑧ Takeuchi H, Saeki T, Shigekawa T et al: BiClamp forceps significantly shorten the operation time for breast
surgery. Surgery Today：40:706-710,2010
⑨大崎昭彦，佐伯俊昭：乳がんの分子標的治療薬．BIO Clinica 25: 945-951, 2010
east Surgery. Surgery Today: 40:706-710, 2010
⑩佐伯俊昭，大崎昭彦：問診・理学的所見：乳癌の臨床：特別号 2010：12-15, 2010
総数：論文

22

件，学会発表

19

件

6-2．獲得研究費
厚生労働科学研究費補助金（がん臨床研究事業）
課題番号：H21- がん臨床 - 指定 -023
研究課題名：がん診療ガイドラインの作成（新規・更新）と公開の維持およびその在り方に関する研究
分担研究費：1,050,000 円
がん研究開発費
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課題番号：21 分指 -11- ②
研究課題名：日本人女性における乳がん罹患リスクに基づいた効率的な乳がん検診システムの確立に関する研究
分担研究費：1,116,000 円
がん研究開発費
課題番号：21 分指 -4- ④
研究課題名：本邦での乳癌検体におけるホルモン受容体，HER2 受容体発現評価の精度管理システム構築に関する
研究
分担研究費：1,260,000 円
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
第 16 回乳腺腫瘍セミナー

2010/5/21

講師

京都大学大学院

第 17 回乳腺腫瘍セミナー

2010/6/18

講師

埼玉県立がんセンター田部井敏夫先生

第 18 回乳腺腫瘍セミナー

2010/7/22

講師

シカゴ大学

第 19 回乳腺腫瘍セミナー

2010/11/3

講師

熊本市立熊本市民病院

第 20 回乳腺腫瘍セミナー

2011/2/18

講師

川崎医科大学

第 4 回市民公開がん医療講座

戸井雅和先生

大内徹先生
西村令喜先生

園尾博司先生

2010/9/25

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 21 年 4 月 1 日より杉谷郁子助教，杉山迪子助教が
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，縦隔腫瘍の治療
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，
胸膜中皮腫の治療，気管支鏡下治療
坪地宏嘉（TSUBOCHI, Hiroyoshi）
：講師：呼吸器外科，胸腔鏡手術，肺癌の外科治療
二反田博之（NITANDA, Hiroyuki）
：助教：呼吸器外科，肺癌の外科治療，肺移植
山﨑庸弘（YAMAZAKI, Nobuhiro）
：助教：呼吸器外科，肺癌の外科治療，胸膜炎，胸水貯留
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
中西浩三（NAKANISHI, Kohzoh）
：非常勤講師：呼吸器外科，胸腔鏡手術，気胸の治療，肺癌の外科治療
青山克彦（AOYAMA, Katsuhiko）
：非常勤講師：炎症性肺疾患の治療，肺結核の外科，肺癌の治療

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，坪地，客員教授，非常勤講師 5 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，坪地の 4 名と非常勤講師 5
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 4 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診断，治療の進歩が急速に展開しているため，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．臨床実習については期間が短いと思われた．

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
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（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
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
（7）肺移植の臨床について
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
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，肺癌におけるリンパ節転
移の臨床病理学的検討，胸膜中皮腫の修学的治療，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．肺移植については海外留学して欧州での肺移植チームの一員となって臨床経験を積んでいる．
3-4．自己評価と次年度計画
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の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．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．
3-5．要約
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，肺移植に関連する研究を中心
に行っている．肺癌に対して基礎的には酵素活性や血管新生，リンパ管新生の点から研究を進めており臨床的に治療
への応用を目指している．臨床的には拡大手術，縮小手術に関する研究とリンパ節郭清，進行癌，特に癌性胸膜炎に
関する研究を進めており治療への応用を逐次行っている．肺移植については移植後拒絶反応の研究を中心に行ってお
り将来の肺移植医療を目指している．このほか，肺癌における遺伝子変異の研究や抗癌剤感受性試験，肺癌術後の肺
合併症の研究などを他科，他施設と共同で行っている．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的
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ながら胸部疾患，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．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）や気道狭窄に対する気道ステント挿入などの特殊な治療も積極的に行なっている．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．
4-2．診療実績データ
年間手術症例は 283 例，
うち胸腔鏡手術は 173 例である．肺癌手術 132 例，縦隔腫瘍手術 25 例，転移性肺腫瘍 33 例，
自然気胸手術 34 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 1300 例以
上を行っている．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 3 〜 4 日で退院している．肺癌手術も
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胸腔鏡手術が多く，術後 7 〜 10 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集学的治療を積極的に行っている．
4-3．診療内容，治療成績
現在最近の予後調査を実施しているが，前回調査時の肺癌の治療成績は 2000 年の予後調査で全手術例の 5 年生
存率 54％，そのうちⅠ期 82％，Ⅱ期 63％，Ⅲ期 37％でⅣ期は 3 年生存率 19％である．心臓・大血管の合併切除
を伴う拡大手術も積極的に行っており，
上大静脈の人工血管置換手術では 5 年生存率 16％をみている．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さんの充分な
納得の上で施行している．
4-4．先進医療の開発
以下の先進医療について臨床応用している．
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）
肺癌に対する抗癌剤感受性試験（他施設共同）
4-5．実施治験内容
以下の 3 項目の臨床研究を行っている．
肺癌に対する縮小手術の臨床研究
悪性胸膜中皮腫に対する抗癌剤胸腔内温熱化学療法を含む集学的治療
癌性胸膜炎に対する抗癌剤胸腔内温熱化学療法
気胸手術の胸膜補強法における自己血塗布の有効性
4-6．自己評価と次年度目標
総手術数は増加しており，がんセンターなどの他の大きな施設からの紹介，依頼を受けた拡大手術などの高度な手
術例も多く，内容的は充実していると思われる．胸部外傷や気管支異物などの救急患者に対する体制も機能しており
今後も肺癌手術を中心に手術数の増加を目指す．
4-7．要約
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 283 例，
うち胸腔鏡手術は 173 例である．肺癌手術 132 例，縦隔腫瘍手術 25 例，転移性肺腫瘍 33 例，
自然気胸手術 34 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 1300 例以
上を行っている．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 3 〜 4 日で退院している．肺癌手術も
胸腔鏡手術が多く，術後 7 〜 10 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集学的治療を積極的に行っている．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さん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副委員長：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
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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
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; Editor：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
日本外科学会外科医労働環境改善委員：金子公一
日本呼吸器外科学会専門医試験委員：坂口浩三
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医認定委員長：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 1 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：専門医のための呼吸器外科の要点と盲点Ⅱ（分担執筆）；気胸・肺嚢胞：76-90, 2010
2．金子公一：神経原性腫瘍．日本胸部臨床：69（増）；202-208, 2010
3．金子公一：癌に伴う胸水・腹水の管理（分担執筆）；がん緩和ケアにおける胸水の管理：49-55, 2010
4．金子公一：緊張性気胸の見落とし．日本医師会雑誌：139 (2)；350-351, 2010
5．石田博徳 他：血痰と反復性肺炎を伴った気管支結石症の 1 手術例．気管支学：32 (3) 262-267, 2010
6．石田博徳 他：末梢肺に発生した扁平上皮腺上皮性混合型乳頭腫の 3 例．肺癌：50 (3) 313-321, 2010
7．坂口浩三 他：導入療法後 transmanubrial approach に後方アプローチを加えて切除した Pancoast 型肺癌．胸部
外科：63 (1) 35-40, 2011
8．坂口浩三 他：悪性胸膜病変に対する胸腔内温熱化学灌流療法．埼玉県外科医会誌：30(1)40-52,2011
9．二反田博之 他：確定診断に苦慮している多発肺腫瘤の 1 例．埼玉県医学会雑誌：44 (2) 401-404, 2010
10． 二 反 田 博 之 他： 頸 部 襟 状 切 開 に よ り 摘 出 し た 縦 隔 内 甲 状 腺 腫 の 2 例． 日 本 気 管 食 道 科 学 会 会 報 61 (6)
521-525, 2010
11．山﨑庸弘 他：縦隔腫瘍と術前診断された肺過誤腫の 1 例．日本臨床外科学会雑誌 71(11) 79-82, 2010
②学会発表
1．坂口浩三 他：CDDP を用いた胸腔内温熱化学灌流療法における灌流液の組成変化の検討
第 110 回日本外科学会定期学術集会 2010.4.10（名古屋）
2．坪地宏嘉 他：リハビリテーション科との連携による高齢者呼吸器外科手術の術後合併症対策
第 27 回日本呼吸器外科学会総会 2010.5.13（仙台）
3．山﨑庸弘 他：肺癌組織におけるポドプラニンリンパ密度の臨床病理学的検討．第 27 回日本呼吸器外科学会総
会 2010.5.14（仙台）
4．坂口浩三 他：肺癌気管支鏡検体と手術検体における EGFR 遺伝子変異検出の比較．第 33 回日本呼吸器内視鏡
学会学術集会 2010.6.10（横浜）
5．二反田博之 他：重症筋無力症に対する胸腺摘除術の検討．第 35 回日本外科系連合学会学術集会 2010.6.17
（千
葉）
6．Hirozo Sakaguchi et al：Intrapleural perfusion hyperthermo-chomotehrapy with cisplatinum in patients with
malignant pleural mesothelioma. The 10th International Conference of the International Mesothelioma Interest
Group (IMIG 2010) 2010.9.2 (Kyoto)
7．金子公一：原発性気胸の治療に関するアンケート調査．第 14 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 2010.9.18
（大
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宮）
8．坪地宏嘉 他：肺葉切除における complete VATS の有用性．第 23 回日本内視鏡外科学会総会 2010.10.20
（横浜）
9．石田博徳 他：嚢胞を伴った胸腺癌の 1 例．第 30 回日本胸腺研究会 2011.2.5（長崎）
10．山﨑庸弘 他：胸水貯留，胸膜病変に対する PET 診断．第 48 回埼玉県医学会総会 2011.2.20（浦和）
など，35 編
③講演
1．金子公一：自然気胸の治療─最近の動向─．第 411 回坂戸・鶴ヶ島医師会学術研究会 2010.5.27（坂戸）
2．金子公一：胸部の神経原性腫瘍．第 411 回坂戸・鶴ヶ島医師会学術研究会 2010.9.30（坂戸）
3．金子公一：肺がん治療の現況．高崎市市民公開講座 2010.12.4（群馬）
4．金子公一：悪性胸水の治療と管理．第 419 回坂戸・鶴ヶ島医師会学術研究会 2011.2.24（坂戸）
5．金子公一：術後呼吸管理．3 学会合同呼吸療法認定士講習会：2011.2.8（東京）
6．金子公一：胸腔鏡手術の位置づけと今後の展開．第 15 回東海胸腔鏡研究会 2011.3.5（名古屋）
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
1．第 14 回気胸・嚢胞性肺疾患学会会長：金子公一 2010.9.17 〜 18（大宮）

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
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あり，内容として質の高い診療が維持，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，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，埼玉県内の研究会など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．

594

臨床医学部門（日高キャンパス）

3．13）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：博士

井口篤志（IGUCHI, Atushi）
：教授：副診療科長：研究主任：教育副主任：重症心不全：博士
朝倉利久（ASAKURA, Toshihisa）
：准教授：外来医長：血管内治療，成人心臓血管外科：博士
中嶋博之（NAKAJIMA, Hiroyuki）
：准教授：虚血性新疾患，弁膜症，ロボット手術：博士
上部一彦（UWABE, Kazuhiko）
：講師：教育主任：成人心臓血管外科：博士
石川雅透（ISHIKAWA, Masayuki）
：講師：成人心臓血管外科
小池裕之（KOIKE, Hiroyuki）
：助教：医局長
田畑美弥子（TABATA, Mimiko）
：助教：病棟医長：博士
森田耕三（MORITA, Kouzou）
：助教：研究副主任
高橋

研（TAKAHASHI, Ken）
：助教

池田昌弘（IKEDA, Masahiro）
：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

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, Tadashi）
：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
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，埼玉医科大学病院時に心臓移植
実施施設に認定され，平成 16 年埼玉県で 1 例目の心臓移植手術を実施した．当院においては，平成 22 年 7 月
に心臓移植実施施設の認定を受け，同年 9 月に第 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れる．
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，学会等を通じて積極的に臨床データを発表した．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．
3-5．要約
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．臨床目標は大
きく 2 つあり，①補助人工心臓治療，心臓移植治療を主とした重症心不全の外科治療と，②大血管疾患に対するス
テントグラフト治療に焦点を当て研究．今年度はステントグラフトの症例数も着実に増え，学会等を通じて積極的に
臨床データを発表した．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
4-1．診療科の特色と診療目的
成人心臓血管疾患全般（末梢血管を含む）の外科治療を行っている．緊急手術も積極的に実施し，平成 22 年度の
総手術数は 663 件と豊富な臨床症例に恵まれている．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，また弁膜症の外科治療としては，生体弁の使用や弁形成術を積極
的に行っている．
4-2．診療実績データ（平成 22 年度）
新入院患者 615 名

延退院患者数 787 名

1 日平均外来患者数 21.4 名

延入院患者数 785 名

外来延患者数 6,260 名

手術件数
虚血性心疾患

145 例

弁膜疾患

165 例

胸部大動脈瘤

63 例

先天性心疾患

3例

LVAS

8例

ステントグラフト 105 例
腹部大動脈瘤

41 例

末梢血管

66 例

心臓移植

1例

その他
総数

65 例
663 例

4-3．診療内容，治療成績
心臓病センターでの毎日の外来と，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．また，
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積極的に緊急手術を行っており，ステントグラフト実施施設の認定を受けている．
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
昨年度から引き続き，24 時間体制での緊急手術の対応や，重症患者などの手術にも積極的に対応した結果，全国
でもトップレベルの手術数と手術成績を収められる結果となった．更なる高みを目指すべく，他科との連携を更に深
め，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．
4-7．要約
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．22 年度の手術件数は，緊急
にも積極的に対応した結果，663 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，
Valve Workshop：大動脈弁狭窄症の治療〜外科治療の現状〜：7 月 3 日，2010 年：米子コンベンションセンター
（新浪）
2，
第 14 回九州心臓血管外科セミナー：大動脈弁狭窄証の外科治療：1 月 22 日，2011 年：ホテル日航福岡（新浪）
3，群馬大学医学部推薦講演：最近の心臓血管外科の動向：9 月 8 日，2010 年：群馬大学（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（19）

学会発表
1，田畑美弥子

他 9 名：冠動脈バイパス遠位吻合における側側吻合法：第 15 回日本冠動脈外科学会学術大会：

2010 年 7 月 29 日
2，森田耕三

他 9 名：慢性維持透析患者における oﬀ-pumpCABG の成績についての検討

第 15 回日本冠動脈外科学会学術大会：2010 年 7 月 29 日
3，池田昌弘

他 9 名：非透析腎臓機能障害合併の胸部大動脈瘤に対し，IVUC を用いた TEVAR を施行したエホバ

の承認の一症例：第 15 回日本循環器病研究会：2010 年 9 月 11 日
4，森田耕三，井口篤志，岡田至弘，池田昌弘，高橋

研，田畑美弥子，小池裕之，上部一彦，朝倉利久，新浪

博：

高 PRA 値を示した LVAS 再装着 2 症例についての検討：第 29 回日本心臓移植研究会学術集会：2010 年 10 月
9日
5，森田耕三，井口篤志，朝倉利久，上部一彦，小池裕之，田畑美弥子，池田昌弘，岡田至弘，新浪

博：Oﬀ-

pumpCABG での中枢側吻合における大動脈 side clump の安全性についての検討：第 63 回日本胸部外科学会定
期学術集会：2010 年 10 月 25 日
6，小池裕之，井口篤志，朝倉利久，上部一彦，田畑美弥子，森田耕三，高橋
pump

研，池田昌弘，新浪

博：Oﬀ-

CABG における高リスク患者の手術部位感染症（SSI）に対する対策：第 63 回日本胸部外科学会定期学

術集会：2010 年 10 月 25 日
7，朝倉利久，池田昌弘，小池裕之，井口篤志，上部一彦，田畑美弥子，森田耕三，高橋

研，岡田至弘，新浪

博：

研，岡田至弘，新浪

博：

TALENT の使用経験：第 63 回日本胸部外科学会定期学術集会：2010 年 10 月 26 日
8，池田昌弘，朝倉利久，井口篤志，上部一彦，小池裕之，田畑美弥子，森田耕三，高橋
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外傷胸部大動脈損傷に対する homemade stent-graft を用いた EVAR の手術成績：第 63 回日本胸部外科学会定期
学術集会：2010 年 10 月 26 日
9，池田昌弘，井口篤志，朝倉利久，上部一彦，小池裕之，田畑美弥子，森田耕三，高橋

研，岡田至弘，新浪

博：

Homegraft の瘤化に対し再手術を施行した 1 例：第 154 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会：2010 年 11 月
13 日
10，高橋

研，井口篤志，小池裕之，池田昌弘，岡田至弘，森田耕三，田畑美弥子，上部一彦，朝倉利久，新浪

博：

血管内超音波（IVUS）カテーテルが冠動脈に嵌頓・断裂し急性冠動脈閉塞を併発した症例に対する緊急手術の
経験：第 154 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会：2010 年 11 月 13 日
11，森田耕三，井口篤志，朝倉利久，上部一彦，小池裕之，田畑美弥子，高橋
池田昌弘，岡田至弘，新浪

研

博：LVAS 装着後，特異な心エコー所見を示した劇症型心

筋症の 1 例：第 16 回

日本臨床補助人工心臓研究会：2010 年 11 月 18 日
12，池田昌弘，朝倉利久，井口篤志，上部一彦，小池裕之，田畑美弥子，森田耕三，高橋

研，岡田至弘，新浪

博：

急性 A 型大動脈解離に対する新しい治療戦略 - 慢性期成績向上を目指した部分弓部置換術＋直視下ステントグラ
フト内挿術の有効性の検討 13，高橋

第 72 回日本臨床外科学会総会：2010 年 11 月 22 日

研，井口篤志，森田耕三，岡田至弘，池田昌弘，田畑美弥子，小池裕之，上部一彦，朝倉利久，新浪

博：

慢性維持透析患者における開心術成績の検討：第 24 回日本冠疾患学会学術集会：2010 年 12 月 10 日
14，森田耕三，井口篤志，小池裕之，高橋

研，岡田至弘，池田昌弘，上部一彦，中嶋博之，朝倉利久，新浪

博：

左心補助人工心臓装着術中の大量肺出血に対し中葉切除術を施行して救命し得た 1 症例：第 39 回人工心臓と補
助循環懇話会：2011 年 2 月 19 日
15，朝倉利久，小池裕之，池田昌弘，岡田至弘，高橋

研，田畑美弥子，森田耕三，上部一彦，井口篤志，新浪

博：

TALENT を用いた TEVAR の早期手術成績：原則禁忌症例を含めた検討：第 41 回日本心臓血管外科学会学術総
会：2011 年 2 月 23 日
16，上部一彦，朝倉利久，岡田至弘，池田昌弘，高橋

研，森田耕三，田畑美弥子，小池裕之，井口篤志，新浪

博：遠位弓部大動脈瘤の治療戦略 -TEVAR/graft replacement/hybrid-：第 41 回日本心臓血管外科学会学術総会：
2011 年 2 月 23 日
17，田畑美弥子，朝倉利久，上部一彦，小池裕之，森田耕三，高橋

研，池田昌弘，岡田至弘，井口篤志，新浪

博：

急性 A 型大動脈解離に対する新しい治療戦略：下行大動脈直視下ステントグラフト併用法：第 41 回日本心臓血
管外科学会学術総会：2011 年 2 月 23 日
18，高橋

研，井口篤志，朝倉利久，岡田至弘，池田昌弘，森田耕三，田畑美弥子，小池裕之，上部一彦，新浪

博：

大動脈−食道瘻に対する手術治療の経験：第 41 回日本心臓血管外科学会学術総会：2011 年 2 月 24 日
19，岡田至弘，井口篤志，朝倉利久，上部一彦，小池裕之，田畑美弥子，森田耕三，高橋

研，池田昌弘，新浪

博：

意識消失発作を契機に発見された心臓線維腫の一例：第 155 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会：2010 年 3
月5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
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 663 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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3．14）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
臨床に従事する一般医，整形外科医が必要な骨軟部腫瘍の知識を置き分かりやすく教えることを目的とする．その
ために系統的に，なお具体例を用いて説明する．
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」の講義をした．
計 3 時間行った．
2-3．達成度
数の少ない疾患であることから，要領よく端的にまとめることがよいようだ．学生の評判もよかったと思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
あまり欲張らず，ゆっくりと話をして行くのがよいようだ．もうすこしトピックを絞って行く．他分野で知って得
する医学知識を間に挟むと聞きやすいようだ．

3．研究
3-1．骨軟部腫瘍について臨床，基礎の面から解析する．その改善方法を検討，実施し，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．転移性骨腫瘍診断における PET の異議（責任者：今西）
3-3．研究内容と達成度
疾患台帳（外来，入院，手術）にて症例の蓄積をしている．興味深い症例は画像，手術映像をまとめている．
転移性骨腫瘍は電子カルテより症例を吸い上げるのがよい．IRB 申請予定．
3-4．自己評価と達成度
症例の蓄積は徐々に行われているが，
解析はまだ行っていない．また他施設へ言った患者の追跡をする必要がある．

4．診療
・特色と目的：稀な疾患である骨軟部腫瘍の診療を行う．標準的治療を中心に外科的治療だけでなく，放射線，抗
癌剤など包括的見地から患者さんの最も利益になる診療を患者さんへ十分な説明のもとに行う．
・診療実績：初診患者数 410 人（腫瘍性疾患 294，骨悪性腫瘍 97，軟部悪性腫瘍 38）
・入院患者数 114 人（骨悪性腫瘍 37，軟部悪性腫瘍 26）
・手術数：100 件（脊椎 3，上肢 19，体幹 25，下肢 37 件，大腿骨 15 件）

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
矢澤：第 43 回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会・抄録査読委員
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．論文総数：3 学会発表総数：14
代表的なものを以下に示す．
1）矢澤康男（国分正一，岩谷

力，落合直之，佛淵孝夫編）：神経芽細胞腫，脊索腫．今日の整形外科治療指針（第
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6 版）医学書院 2010.
2）矢澤康男（戸山芳昭監修

矢部啓夫編集）：二次性軟骨肉腫．アトラス骨・関節疾患画像診断 4

骨・軟部腫瘍

中外医学社 2010.
3）Kenji Morii, Yasuo Yazawa, et al. Postoperative deep infection in tumor endoprosthesis reconstruction around
knee. J Orthp Sci. Vol.15(3), 331-339 2010.
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
「彩の国骨転移を考える会」2011 年 9 月 18 日（浦和）

7．自己点検・評価
平成 21 年 4 月よりスタッフが増え，総勢 2 名となった．大変大きな変化であり，それなりに診療実績も倍増した．
こんごは学術活動も充実して行きたい．
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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：博士

松谷

雅生（MATSUTANI, Masao）
：名誉教授：専門医員：脳腫瘍：博士

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：博士

石原正一郎（ISHIHARA, Shoichiro）
：教授：科長：脳血管内治療，神経内視鏡治療：博士
栗田

浩樹（KURITA, Hiroki）
：准教授：科長：脳血管障害：博士

三島

一彦（MISHIMA, Kazuhiko）
：准教授：副科長・病棟医長：脳腫瘍：博士

柳澤

隆昭（YANAGISAWA, Takaaki）
：准教授：小児脳脊髄腫瘍部門長：小児脳腫瘍：博士

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：博士

神山

信也（KOHYAMA, Shinya）
：講師：病棟医長：脳血管内治療：博士

金澤隆三郎（KANAZAWA, Ryuzaburo）
：講師：専門医員：脳血管内治療：博士
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：博士

脇谷

健司（WAKIYA, Kenji）
：助教：専門医員：脳腫瘍：博士

鈴木

智成（SUZUKI, Tomonari）
：助教：専門医員：脳腫瘍

福岡

講平（FUKUOKA, Kohei）
：助教：医員：小児脳腫瘍

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：
博士

大井川秀聡（OHIGAWA, Hidetoshi）
：助教：専門医員・外来医長：脳血管障害：博士
竹田

理々子（TAKEDA, Ririko）
：助教：専門医員：脳血管障害

中島

弘之（NAKAJIMA, Hiroyuki）
：助教：専門医員：脳血管障害・頭部外傷

小倉

丈司（OGURA, Takeshi）
：助教：専門医員：脳血管障害

吉原

智之（YOSHIHARA, Tomoyuki）
：助教：脳血管内治療

落合

育雄（OCHIAI, Ikuo）
：助教：脳血管内治療

上宮

菜穂子（UEMIYA, Nahoko）
：助教：専門医員：脳血管内治療

伏原

豪司（FUSHIHARA, Gouji）
：助教：医員：脳神経外科一般

石原

秀章（ISHIHARA, Hideaki）
：非常勤医員

大塚

俊宏（OOTSUKA, Toshihiro）
：非常勤医員

嶋口

英俊（SHIMAGUCHI, Hidetoshi）
：非常勤医員

新見

康宏（NIIMI, Yasuhiro）
：非常勤医員

中島

まゆ（NAKAJIMA, Mayu）
：非常勤医員

鈴木

海馬（SUZUKI, Kaima）
：後期研修医

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．
2-2．教育内容（担当者）
講義：
栗田

浩樹 脳・神経系疾患 2
4．脳神経外科にお
ける外科解剖
4 年生

1. 脳神経外科における局所解剖の知識の重要性を理解する事ができる．
2. 脳血管の走行と神経の走行を 3 次元的に述べる事ができる．
3. 髄膜の構造と役割を述べる事ができる．
4. くも膜下腔の構造と手術の strategy について理解する事ができる．
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栗田

浩樹 脳・神経系疾患 2 1. 脳血管障害の種類を挙げることができる．
5．脳血管障害総論 2. 脳卒中の発症様式と応急対応を述べる事ができる．
4 年生
3. 出血性脳卒中の病型とリスクファクターを述べる事ができる．
4. 虚血性脳卒中の病型とリスクファクターを述べる事ができる
西川 亮
脳腫瘍（1）
1. 脳腫瘍とは何か
総論
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）
4 年生
3. 神経膠腫総論― Neuro-Oncology 分野の最重要腫瘍
西川 亮
脳腫瘍（2）
1. 神経膠腫の診断と治療
悪性脳腫瘍（1）
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
4 年生
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
柳澤 隆昭 脳腫瘍（3）
1. 小児脳腫瘍はどのように発症し診断にいたるか？
悪性脳腫瘍（2）
2. 小児脳腫瘍にはどのようなものがあるか？
4 年生
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
山根 文孝 救急・中毒
1. 頭蓋内圧亢進状態を説明できる．
〈 初 期 救 急 の 実 際 〉2. 突然の頭痛で発症する脳神経外科疾患を挙げられる．
激しい頭痛
3. 疾患別の頭痛発生機序を説明できる．
4 年生
西川 亮
脳・神経系疾患（9）1. 神経膠腫の診断と治療方針
脳腫瘍（1）
2. 髄芽腫の診断と治療方針
悪性脳腫瘍の治療 3. 頭蓋内胚細胞腫瘍の診断と治療方針
6 年生
4. 中枢神経悪性リンパ腫の診断と治療方針
西川 亮
臨床実習の再
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
チェック（13）
投与後の画像かを述べることが出来る．
脳神経疾患（2）
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．
6 年生
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．
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．
西川 亮
内分泌・代謝（5） 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．
〈間脳・下垂体〉
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．
下垂体前葉（2）
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
下 垂 体 腫 瘍・ 頭 蓋 て述べることが出来る．
咽頭腫
3 年生
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〉2. 救急治療を要する頭蓋内病態
（6）6 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
佐藤 章
頭部外傷（1）
1. 頭部外傷の特殊性（解剖，特に頭蓋内という環境）
4 年生
2. 脳実質損傷と実質外損傷
3. 脳損傷発生の機序と病態
4. 頭部外傷における頭蓋内圧管理の意義
佐藤 章
頭部外傷（2）
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
4 年生
佐藤 章
頭部外傷（3）
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
4 年生
傷後てんかん
杉山 達也 脳・脊髄の先天奇形 1. 先天性疾患の診断と治療．
4 年生
2. 中枢神経系発生異常を理解する
佐藤 章
頭部外傷
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
6 年生
蓋内圧とその管理，頭部外傷と全身管理
佐藤 章
脳血管障害（2）
： 1. くも膜下出血の疫学
脳動脈瘤治療
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）
6 年生
3. 脳動脈瘤の急性期治療
4. 脳血管攣縮の病態と治療
5．未破裂脳動脈瘤の治療
佐藤 章
脳血管障害（5）
1. くも膜下出血疫学
4 年生
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
石原正一郎 脳血管障害（2）
1. 脳梗塞の原因となる病態とその外科治療
4 年生
2. 脳梗塞と血管内治療
3. モヤモヤ病の外科治療
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佐藤

章

佐藤

章

佐藤

章

医療概論（4）
1. 医学的死の定義
死の概念・臓器移植 2. 頭蓋内圧亢進が脳幹機能障害を起こす機構
6 年生
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 1. 死の概念（三徴候死と脳死，死亡宣告の相対性と社会性）
の脳死と生命倫理 2. 終末期ケアの歴史
4 年生
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 1. 医学的な脳死の病態と定義
おける生命倫理
2. 生命倫理からみた脳死・臓器移植
2 年生
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．
臨床推論：教員が順に担当した．
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，指導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．
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．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，講義担当者の入れ替えを行って，ほぼ方向性が固まった感がある．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．
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 を行い，学生の評価も良くなった．手術への参加や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．
脳卒中外科においては，手術技術の向上をその教育の核とし，診療科で行われたすべての手術について，ビデオカ
ンファレンスを行って術前・術後の検討を行っている．また関連大学で行われるご遺体や動物を使用した手術トレー
ニングコース（杏林大学微小解剖セミナー，横浜市立大学血管吻合セミナー）で科長が構師を務め，また医員全員が
出席して手術技術の獲得・向上に努めている．
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）が研修中である．日本脳神経血管内治療学会指導
医資格審査は 3 名（山根文孝，神山信也，金澤隆三郎）申請し無事全員合格した．現在，指導医 4 人の 3 チーム体
制である．

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．頭蓋内胚細胞腫瘍における Wnt シグナルの解析
2．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
3．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
4．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
5．フォンヒッペルリンドウ病の病態調査と診断治療系確率の研究
6．成育医療的視点での家族支援に向けた包括的調査による小児脳腫瘍患児・家族の実態解明
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三島一彦
1．高齢者初発膠芽腫に対する治療の研究
2．前頭蓋底悪性腫瘍に対する広範囲顔面頭蓋摘出術の治療成績に関する研究
柳澤隆昭
1．小児脳脊髄腫瘍に対する新しい集学的治療と包括的診療体制の確立
2．視神経腫瘍の診療体制に関する研究
安達淳一
1．小児 glioma における MGMT 遺伝子メチル化解析
2．メチル化感受性高解像能融解曲線分析法による中枢神経原発悪性リンパ腫の MGMT 遺伝子プロモーターメチ
ル化の定量的解析
鈴木智成
1．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
脳血管障害研究グループ
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．脳動脈瘤の塞栓術を目的とした流体力学に関する研究
石原秀章，石原正一郎
1．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
吉原智之，山根文孝
1．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
石原正一郎
1．脳血管内治療における患者満足度の調査
金澤隆三郎，山根文孝
1．てんかん発作と過灌流の脳循環動態
金澤隆三郎，神山信也
1．硬膜動静脈瘻の病態と治療
上宮菜穂子，石原正一郎
1．頸動脈ステント留置術における再狭窄に関与する要因の研究
落合育雄，石原正一郎
1．未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後の長期成績
神山信也，落合育雄，上宮菜穂子，金澤隆三郎
1．3F カテーテルによる脳血管造影
栗田浩樹・石原正一郎
1．High-grade AVM に対する血管内塞栓術と直達術を併用した複合治療法の開発
2．高難易度脳動脈瘤に対する血管内塞栓術と直達術を併用した複合治療法の開発
栗田浩樹
1．脳卒中診療における多職種連携チーム医療が予後に与える影響
2．放射線手術後の血管内皮障害
大井川秀聡・栗田浩樹
1．破裂脳動脈瘤における血管内皮障害に関する電子顕微鏡学的研究
2．高難易度脳動脈瘤に対する高流量バイパス術の臨床応用
小倉丈司・佐藤章・栗田浩樹
1．くも膜下出血後の血管攣縮予防におけるアスコルビン酸＋ Mg による脳槽洗浄の効果
2．脳動脈解離の病態・治療に関する研究
竹田理々子・栗田浩樹
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1．脳動脈瘤に対する低侵襲手術法（key-hole surgery）の開発
2．くも膜下出血後の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
伏原豪司・栗田浩樹
1．脳内出血に対する低侵襲手術法の開発
2．脳内出血患者の予後を左右する因子に関する研究
岡田大輔・栗田浩樹
1．慢性硬膜下血腫の再発因子に関する研究
2．慢性硬膜下血腫に対する新しいドレナージ術の開発
3-3．研究内容と達成度
脳腫瘍研究グループ
西川亮
1．頭蓋内胚細胞腫瘍における Wnt シグナルの解析
【研究内容】
本年度はまず Wnt family 分子について，ホルマリン固定パラフィン包埋組織片を用いた免疫組織化学染色の
条件を決定した．用いた抗体は抗 Wnt1 polyclonal 抗体（Santa Cruz Biotechnology），抗 Wnt2B polyclonal 抗
体（Santa Cruz Biotechnology）
，抗 Wnt3A polyclonal 抗体（MILLIPORE），抗 Wnt5a monoclonal 抗体（abcam）
，
抗 Wnt6 polyclonal 抗体（MBL）
，
抗 Wnt7A polyclonal 抗体（SIGMA），抗 Wnt9A/Wnt14polyclonal 抗体（MBL）
，
抗 Wnt10A polyclonal 抗体（abcam）である．陽性コントロールには大腸癌，肺腺癌等を用いた．
27 例 28 検体の頭蓋内胚細胞腫瘍について染色を行った．組織型の内訳は，germinoma 15 例 16 検体（1 例
は初発と再発）
，germinoma と immature teratoma の mixed tumor 2 例，immature teratoma 7 例，immature
teratoma と卵黄嚢腫瘍，絨毛癌，胎児性癌などの mixed tumor 3 例である．Wnt 分子によって germinoma
と non-germinomatous tumors の間で染色の乖離が見られた．即ち germinoma において陽性に染色され nongerminomatous tumors において陰性である傾向を示した分子は Wnt6, Wnt7A であり，germinoma においては
陰性で non-germinomatous tumors において陽性に染色される傾向を示した分子は Wnt2b, Wnt9A/Wnt14 で
あった．
頭蓋内胚細胞腫瘍における発生機序，特に primordial germ cell からの発生の分岐点に関する考察を進める．
【達成度】
40%
2．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%
3．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】
20%
4．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 0911 に参加し，症例の登録を行った．
【達成度】
80%
5．フォンヒッペルリンドウ病の病態調査と診断治療系確率の研究
【研究内容】
我が国における本疾患ガイドラインの執筆を分担した．
【達成度】
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80%
6．成育医療的視点での家族支援に向けた包括的調査による小児脳腫瘍患児・家族の実態解明
【研究内容】
小児脳腫瘍患者および家族の health-related QoL 尺度として PedsQL の日本語版作成に参加した．
【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
【目的】
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．
【対象と方法】
2006 年 4 月以降，埼玉医科大学脳神経外科，及び埼玉医科大学国際医療センター脳脊髄腫瘍科で開頭腫瘍摘
出にて GBM と確定診断がつき照射に TMZ を併用した初期治療，TMZ による維持療法を行った 65 歳以上の
連続 GBM 30 例を対象とした．初期治療の照射線量は 70 歳未満 60Gy/30fr，70 歳以上は 2008 年 3 月以降
40Gy/15fr とし，照射中に TMZ を 75mg/m2 で連日投与した．有害事象の評価には National Cancer Institute
Common Toxicity Criteria（NCI-CTC）Version 3.0 に従って判定した．初期治療完了日より 28 日後より TMZ を
150-200mg/m2

5 日間投与，その後 23 日休薬する 28 日間を 1 サイクルとし，28 日毎に再発するまで投与

した．TMZ は好中球が 1,500/mm3，血小板が 100,000/mm3 以上あれば投与し，いずれかがこの値を下回る
場合は骨髄機能が回復するまで投与を中止した．TMZ の次のクールの投与量は，好中球，血小板の最低値に基
づく用量調節基準と有害事象発現における用量調節基準に基づき 8）100, 150, または 200mg/m2/ 日から選択
した用量を投与した．また各サイクル開始に際して開始を延期する基準を設定した．すなわち，好中球数が 1,500/
mm3 未満あるいは血小板数が 100,000/mm3

未満であればそれぞれ 1,500/mm3 あるいは 100,000/mm3 以

上に回復するまで次サイクルの投与は延期し，また grade3/4 で TMZ との因果関係が否定できない血液学的異
常を除く有害事象が出現した場合は grade2 以下に回復するまで次サイクルの投与を延期した．
腫瘍組織より DNA を抽出し，O6 methyguanine-DNA methyltransferase（MGMT）遺伝子に対するメチル化感受
性高解像能融解曲線分析法にて，MGMT 遺伝子のプロモーターのメチル化の有無を解析した．
【結果】
患者背景
30 症例の臨床的特徴をまとめた．年齢中央値は 73 歳（66-86 歳），70 歳以下が 11 例，71 歳以上が 19 例であっ
た．男性は 13 例，
女性は 17 例で，
KPS 中央値は 60（50-90）であり，80-100: 7 例，60-60: 12 例，50: 11 例であっ
た．手術による摘出術率は亜全摘出 : 14 例，部分摘出 : 12 例，生検 4 例であった ．術後照射線量は 60Gy が 18 例，
40Gy が 12 例であった．TMZ による維持化学療法のサイクルは 0: 3 例，1-3: 10 例，4 以上が 17 例であった．
MGMT 遺伝子プロモーターを検索できた症例は 29 症例でメチル化 14 例，非メチル化が 15 例であった．
治療成績
無増悪生存期間中央値（mPFS）9.0 ヵ月，6 ヵ月無増悪生存割合 62.3%，12 ヵ月無増悪生存割合 38.9% であっ
た
（図 1A）
．MGMT 遺伝子のメチル化のある症例 14 例の mPFS は 15.8 ヵ月，非メチル化 11 例の mPFS は 6.8 ヵ
月であり，両者に有意差は認めた（P=0.04）．全生存期間中央値（mOS）は 16.1 ヵ月，6 ヵ月生存割合 86.0%，
12 ヵ月生存割合 63.0% であった．MGMT 遺伝子プロモーターのメチル化のある症例の全生存期間中央値は
25.8 ヵ月，非メチル化症例の全生存期間中央値は 12.7 ヵ月であった（P=0.1）．また EGFR 遺伝子増幅のない症
例の mPFS は 15.0 ヵ月，遺伝子増幅がある症例の mPFS は 5.6 ヵ月であり，EGFR 増幅のある症例は増幅のな
い症例に比べ有意に再発までの期間が短かった（P=0.02）．
安全性
照射中 grade（Gr.）3 の骨髄抑制，感染症のためテモゾロミドを中止した症例が 1 例あった．維持療法中 Gr.3
以上の有害事象が認められたのは，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
のリンパ球減少 10 例，Gr.4 のリンパ球減少 1 例，Gr.3 の痙攣 2 例，Gr.3 の低ナトリウム血症 1 例であった．
また，12 ヶ月以上生存した 2 例において Gr.3 の白質脳症がみられ，Gr.2 の記憶障害を伴った．図 4 は 73 歳男
性で Gerstmann 症候にて発症した左頭頂葉の GBM に対し，腫瘍の部分摘出後，照射 40Gy に TMZ を併用し，
18 サイクルの TMZ による維持療法を施行し，腫瘍は消失したが白質脳症をきたし認知機能の低下をきたした症
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例である．
【結論】
我々の今回の解析結果では mPFS 9.0 ヵ月，mOS 16.1 ヵ月と，これまでの照射併用 TMZ に TMZ 維持療法を加
えた治療成績と同様の結果であり，照射に TMZ を加えると，生存期間は 10 ヵ月以上が期待できる．しかし長
期生存例では放射線障害による認知機能の低下や白質脳症の出現が問題となる．MGMT は TMZ の感受性を規
定する主要な因子と考えられている．今回のわれわれの解析でも，MGMT 遺伝子プロモーターのメチル化の有
無は TMZ 治療による予後を規定する因子の 1 つである可能性が示された．今回の我々の解析では，EGFR 遺伝
子の増幅の有無が予後を規定する因子の 1 つである可能性が示された．これまで EGFR 増幅と高齢者 GBM の
予後との関係では，60 歳以上の高齢者で EGFR の増幅があるものはないものに比較し予後がよいとする報告
18）
，増幅の有無は予後と関係ないとする報告 19），また 40 歳以上では増幅があるものは予後が悪いとする報
告 20）があり，いまだ統一した見解がない．しかしこれらの報告は統一した治療法で行われたものではなく，
retrospective に行われた研究であることが問題点であり，今後のさらに検討すべきと考えられる．
【達成度】
60%
3．前頭蓋底悪性腫瘍に対する広範囲顔面頭蓋摘出術の治療成績に関する研究
【研究内容】
【目的】
前頭蓋底悪性腫瘍に対して当院で行った craniofacial resection の手術法，治療成績につき報告する．【方法】
2006 年 4 月から 2010 年 5 月までに頭蓋底悪性腫瘍 8 例に対し craniofacial resection を施行した．年齢は 12
歳から 72 歳（平均 54.5 歳）
，平均追跡期間 21.1 ヵ月で，4 例は局所治療後再発例であった．腰椎ドレーン挿
入後，両側前頭開頭で前頭硬膜，falx を切断後，両側嗅神経切断，頭蓋底に腫瘍浸潤硬膜を残し，硬膜欠損部は
大腿筋膜で閉鎖した．前床突起切除，視神経管開放，病側視神経切断，上眼窩裂の開放切断後，硬膜ごと海綿静
脈洞を翻転，三叉神経第 2（3）枝切断，硬膜外に破裂孔を確認しその直前で骨きりを行い，翼突板摘除内側部
にて一塊切除を行った．
【結果】8 例中死亡した 2 例（術後 10,6 ヵ月後）はいづれも再発例で，切除標本断端に
腫瘍細胞を認めた adenocystic carcinoma 例と，硬膜浸潤を認めた spindle cell carcinoma 例であった．また，海
綿静脈洞部浸潤腫瘍に対してガンマナイフ照射後切除した脂腺癌再発例で再発をきたした．切除断端腫瘍陰性の
5 例は再発なく生存中である．髄液瘻を認めた症例はなく，1 例で遅発性創部感染による骨弁除去を施行，1 例
で大気圧性脳圧迫による意識障害を認めたが，いずれも回復した．【総括】再発例では腫瘍の硬膜浸潤陰性，切
除断端陰性を得る症例の選択が重要であると考えられた．
【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と包括的診療体制の確立
【研究内容】
小児脳脊髄腫瘍は，小児がんよる死亡と後遺症の最大の要因となっている．前年度に続き，小児脳脊髄腫瘍患者
の救命および QOL の向上のために，世界の水準をみたした集学的治療法の，多職種チームによる包括的支援体
制を確立し，推進した．診療開始後 3 年目を迎え，日本で最も多くの小児脳脊髄腫瘍を診療する施設となった．
腫瘍を専門とする脳外科医・小児科医が同一科内に所属して診療を展開する体制は，我が国唯一のものであり，
内外の注目を受けるようになった．紹介患者数の増加ともに，予後不良な重篤な疾患の紹介も増加した．治癒不
可能と判断された難治性小児脳脊髄腫瘍患者の在宅療養の実現のために，院内多職種スタッフと地域関連機関ス
タッフの連携による支援体制を検討し，実現した．学童期患者の退院後の復学支援体制を検討し，院内スタッフ
の支援と学校および地域社会との連携体制を確立した．
【達成度】
50%
2．視神経腫瘍の診療体制に関する研究
【研究内容】
厚生労働省の眼部悪性腫瘍の研究班研究の一環として，小児網膜芽細胞腫，小児視神経膠腫に対する，世界水準
を満たした集学的治療体制の確立と，その普及について検討した．小児視神経膠腫において，救命に加え，視機
能をはじめとする機能温存を目的とした化学療法を施行し，その有効性と安全性を確認した．インターネットに
よる国内他施設との共同診療の可能性について検討し，安価の機器のみ用いて Skype を用いて他施設とのカン
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ファランスが可能であることを確認した．
【達成度】
50%
安達淳一
1．小児 glioma における MGMT 遺伝子メチル化解析
【研究内容】
成人 high-grade glioma の化学療法の主体であるテモゾロミド（TMZ）は，小児 glioma にはほとんど使用され
ていないのが現状である．この理由として（1）小児 glioma に対する TMZ 投与の有効性を示すエビデンスが
乏しいこと（2）カプセル製剤の TMZ が小児では飲みにくいことが挙げられる．TMZ は DNA 修復酵素 O6methylguanine-DNA methyltransferase（MGMT）遺伝子プロモーターメチル化 glioma（成人で約 30-40%）に
対して特に抗腫瘍効果が期待できる薬剤だが，小児 glioma 領域で本遺伝子メチル化についての報告は極めて少
ない．そこで，上記（1）の理由が小児 glioma で MGMT 遺伝子メチル化が低頻度である可能性を考え，小児
glioma に対して本遺伝子メチル化解析を行った．方法は，当科で治療した小児脳腫瘍で，low-grade glioma（LGG,
WHO grade 2 以下）6 例，high-grade glioma（HGG, WHO grade3 以上）8 例を対象とした．摘出腫瘍から DNA
を抽出し，メチル化感受性高解像能融解曲線分析法にて MGMT 遺伝子メチル化の評価を行った．結果であるが，
LGG6 例中 1 例，HGG8 例中 1 例に MGMT 遺伝子メチル化がみられた．この 1 例の HGG に対しては術後 TMZ
投与を行い残存腫瘍の縮小が観察された．小児 glioma の MGMT 遺伝子メチル化の割合は成人 glioma より明ら
かに低値であり，
このことが小児 glioma に対する TMZ 感受性が低い理由の 1 つである可能性が考えられた．一方，
MGMT 遺伝子メチル化陽性 glioma では TMZ が奏功した例もみられた．TMZ は本年から注射剤も発売され，小
児 glioma でも確実な投与が期待でき，
症例によっては TMZ 治療が選択枝の 1 つとなりうる可能性も考えられた．
【達成度】
50%
2．メチル化感受性高解像能融解曲線分析法による中枢神経原発悪性リンパ腫の MGMT 遺伝子プロモーターメチ
ル化の定量的解析
【研究内容】
アルキル化剤 Temozolomide が中枢神経原発悪性リンパ腫に対する新たな治療薬になりうるかどうかの分子
生物学的な検証を行うことを目的に，中枢神経原発悪性リンパ腫の MGMT 遺伝子プロモーターメチル化につ
いて解析を行った．手術で摘出した悪性リンパ腫組織の新鮮凍結標本あるいはパラフィン固定切片 45 症例か
ら genomic DNA を抽出した．Bisulﬁte 処理した各 DNA サンプル に対して DNA インターカレート色素を含む
LightCycler480 High Resolution Melting マスターミックスを使用して反応させた．LightCycler480 を使用して
取得した融解曲線データは微分プロットに変換してピークとして表示する Tm calling アルゴリズムにより解析
して，メチル化または非メチル化サンプルを区別した．メチル化の割合の未知サンプル DNA の MGMT メチル化
の割合の算出については，メチル化 DNA，非メチル化 DNA それぞれの Tm 値における吸光度を求めて，MGMT
メチル化を評価した．当施設での中枢神経原発悪性リンパ腫における MGMT 遺伝子プロモーターメチル化の割
合は 45 例中 23 例（51%）であった．さらに，MGMT メチル化が 70% 以上のいわゆる高メチル化症例がメチ
ル化陽性例 23 例中半数以上の 13 例（57%）も見られた．特にリンパ腫再発に対してテモゾロミドを投与した
5 例で効果が観察された 4 例は全て高メチル化例であった．今回の解析結果は中枢神経原発悪性リンパ腫におい
ても Temozolomide が有効な治療薬になりうる可能性を示唆しているといえる．
【達成度】
80%
鈴木智成
1．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
【達成度】
50%
脳血管障害研究グループ
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
データ収集をほぼ終了し，出版準備中．
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
データ収集中
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石原秀章，石原正一郎
1．脳・頭頚部・眼腫瘍性病変に対する薬物選択的動注療法
厚生労働省より関連のグラントを得ており（網膜芽細胞腫の動注化学療法：主任研究員，小児脳脊髄腫瘍部門
柳澤隆昭准教授）
，研究をすすめるための各方面との調整をおこなっている．
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
データ収集中．
吉原智之，山根文孝
1．頚動脈ステント留置後の高次脳機能と脳循環動態
データ収集中．
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
国内での学会発表，さらに論文としてまとめている．また，科長は国際術中マッピンング学会の委員でもあり，
日本における術中画像の現状について国際学会で報告している．
2．脳血管造影術後管理についての看護研究
石原正一郎
1．脳血管内治療における患者満足度の調査
データ収集中
金澤隆三郎，山根文孝
2．てんかん発作と過灌流の脳循環動態
データ収集中．
金澤隆三郎，神山信也
1．硬膜動静脈瘻の病態と治療
データ収集中
上宮菜穂子，石原正一郎
1．頸動脈ステント留置術における再狭窄に関与する要因の研究
データ収集中
落合育雄，石原正一郎
1．未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後の長期成績
データ収集中
神山信也，落合育雄，上宮菜穂子，金澤隆三郎
1．3F カテーテルによる脳血管造影
栗田浩樹，石原正一郎
1．High-grade AVM に対する血管内塞栓術と直達術を併用した複合治療法の開発
【研究内容】
従来治療困難とされてきた深部の大型脳動静脈奇形（AVM）に対して，日本で臨床治験が認可された新しい液
体塞栓物質 ONYX による塞栓術後，迅速に開頭術を行って部分塞栓された AVM を摘出する事により，現在まで
8 例の high-grade AVM を安全に治療する事が可能であり，摘出標本から ONYX が病的な血管に炎症を惹起する
事，炎症細胞の侵潤は周囲脳組織にはほとんど認められない事などが明らかにされつつある．治療効果と病理所
見に関しては複数の学会で報告を行い，現在論文を執筆中である．
【達成度】
70%
2．高難易度脳動脈瘤に対する血管内塞栓術と直達術を併用した複合治療法の開発
【研究内容】
Clipping 術や coil 塞栓術では従来治療困難とされてきた脳底動脈の部分血栓化巨大脳動脈瘤に対して，clipping
で動脈瘤の neck 形成を行い，脳動脈瘤を coil 塞栓可能な形状に変化させ，そのまま coil 塞栓術を行うという新
しい strategy による手術が近日予定されている．この手術法が確立されば，治療困難な部分血栓化脳動脈瘤に
対する breakthrouh になる可能性がある．
【達成度】
20%
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栗田浩樹
1．脳卒中診療における多職種連携チーム医療が予後に与える影響（栗田）
【研究内容】
脳卒中急性期に脳卒中に専門特化したチーム医療を行う事により有意に患者の予後が好転する事が知られている
が，その機序は不明である．脳卒中 ICU における呼吸器関連肺炎（VAP），また脳卒中センターにおける誤嚥性
肺炎の発生率を通して，合併症発生率の低下が予後の向上に寄与している事を証明した．看護師との共同研究と
して，複数の学会で発表し，現在論文を執筆中である．
【達成度】
90%
大井川秀聡，栗田浩樹
1．破裂脳動脈瘤における血管内皮障害に関する電子顕微鏡学的研究
【研究内容】
破裂脳動脈瘤の内皮障害を手術標本を用いて検討した結果，現在までの数例では全例で内皮細胞が強い障害を受
けている事が電子顕微鏡下に観察されている．今後検体数を伸ばして統計学的に証明していく予定である．
【達成度】
30%
2．高難易度脳動脈瘤に対する高流量バイパス術の臨床応用（大井川・栗田）
【研究内容】
従来治療困難とされてきた内頸動脈巨大脳動脈瘤や前壁血豆状動脈瘤に対して，頸部から頭蓋内に前腕の動脈移
植による high-ﬂow bypass を行って血行再建をしながら内頸動脈を遮断する新しい術式を臨床応用し，現在まで
の 12 例で良好な成績が得られている．治療成績について論文を執筆中である．
【達成度】
60%
小倉丈司，佐藤章，栗田浩樹
1．くも膜下出血後の血管攣縮に対するアスコルビン酸＋ Mg による脳槽洗浄の効果
【研究内容】
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，本治療法の有効性が確認され，複数の学会報告を行った．
【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】
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複数の学会報告を行った．
【達成度】
80%
竹田理々子，栗田浩樹
1．脳動脈瘤に対する低侵襲手術法（key-hole surgery）の開発
【研究内容】
未破裂の小型脳動脈瘤に対して，整容にも配慮した小開頭による key-hole clipping 術を考案し，標準術式とし
て採用している．本術式の安全性や効果について，国際学会を含む複数の学会で発表し，論文を製作中である．
【達成度】
90%
3-4．自己評価と次年度計画
西川

亮

1．頭蓋内胚細胞腫瘍における Wnt シグナルの解析
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．
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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，今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作成にほぼ費やされた．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．JCOG0911 試験への症例登録を行った．次年度も
引き続き症例登録を行う．
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．前頭蓋底悪性腫瘍に対する広範囲顔面頭蓋摘出術の治療成績に関する研究
今年度より新しい臨床研究を開始した．症例数を増やし，治療効果を検討する．
柳澤隆昭
前年度からさらに紹介患者数を増加させ，小児脳脊髄腫瘍に対する包括的診療体制を発展させることができた．
次年度はさらにこれを発展させるとともに，他施設との共同診療体制の可能性について検討し，臨床試験の実施
について検討する．
安達淳一
1．小児 glioma における MGMT 遺伝子メチル化解析：次年度においては，さらに症例数を増やして論文として発
表する．
2．メチル化感受性高解像能融解曲線分析法による中枢神経原発悪性リンパ腫の MGMT 遺伝子プロモーターメチ
ル化の定量的解析：中枢神経原発悪性リンパ腫における MGMT 遺伝子解析結果，及びテモゾロミド反応性につ
いて論文にまとめる．
鈴木智成
1．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
マイクロアレイ解析により 5ALA による蛍光診断に関連する候補遺伝子の機能解析を行っている．蛍光強度を定
量的に評価できるようなシステムを構築中である．次年度には今まで得られた結果を学会にて報告し，さらに対
象とする神経膠芽腫以外の組織を用い，追加研究を行う予定である．
脳血管内治療科
来年度も上記研究はそのまま継続していく．基本となるのは手術手技，解剖学に関すること，病態解明，治療
成績の分析などである．さらに海外との共同研究の立ち上げも鋭意検討中．脳動脈瘤の流体力学，脳血管造影と
MRI との fusion images, 機能画像，新しい治療デバイスの開発といった方面に力を入れていく．脳血管内治療が
高次機能に対してどのように有益であるかを考えており，最終的に脳高次機能を温存するための低侵襲治療とし
て，この脳血管内治療をより向上させることを当診療科の目的と考える．そのためにより客観的評価が重要でそ
のためにリハビリテーション科との共同研究も多く行っている．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的
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を目的とする診療科である．
脳卒中外科は，脳卒中センターの 1 診療部門として，脳卒中内科，脳血管内治療科と密接に連携しながら，脳血
管障害の外科治療を主体に診療している．また，救命救急センターにおける頭部外傷の治療にも脳神経外科の他部
署とともに協力している．当科の特徴は，他の脳神経外科施設で手術が困難と判断された高難易度脳動脈瘤や highgrade AVM などの症例を積極的に受け入れ，脳血管内治療科との複合治療によって良好な治療成績を上げている事
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である．一般的な脳動脈瘤や脳出血の患者も無差別に受け入れる事により，地域医療と高度先進医療を両立している．
また内頸動脈内膜剥離術や EC-IC bypass 術も順調に手術数が伸びており，2010 年の脳血管手術数は 342 例と東日
本最大となり，脳血管内治療科と合わせた脳動脈瘤治療数は 229（clipping 115, coil 114），AVM 治療数は 42（摘
出 17，ONYX 塞栓 35）に達している．今後も，引き続いて，更に高度の技術が要求される難度の高い動脈瘤あるい
は脳動静脈奇形の治療法の新しい複合治療法の開発について尽力していく所存である．
脳血管内治療科は日本脳神経血管内治療学会指導医 1 名，専門医 3 名を有し非常に高いレベルでの診療内容となっ
ている．本年 11 月以後は指導医 4 人の体制になった．これは埼玉県のみならず，関東全域においてもスタッフが揃っ
ている施設はない．これによって広い地域からの患者の診療が可能となっている．救命センター内血管内治療室では，
連日診断の脳血管造影検査および緊急症例の脳血管内治療が行われている．統合型手術室（Brain OR）は開頭手術と
脳血管内治療ならびにナビゲーションシステム，超音波ガイド手術，神経内視鏡治療など脳外科治療のさまざまな内
容ならびその他の領域での治療に対応するために考案された他には類を見ない画期的なシステムである．特に脳血管
内手技と開頭治療の両者を組み合わせた治療が同時に可能となり，この分野での大きな期待が寄せられている．脳血
管内治療科ではくも膜下出血をはじめとする急性期脳卒中疾患全般のみならず，脳動静脈奇形，硬膜動静脈奇形，頚
動脈をはじめとする主幹動脈狭窄症，各種脳血管奇形といった疾患が非常に多く，また脳脊髄腫瘍科や頭頸部腫瘍
科からの紹介症例である腫瘍が多いのも特徴であろう．未破裂脳動脈瘤や頚動脈狭窄症などの疾患の紹介症例が多く
なってきている．診療目的としては，まず埼玉県全域，特に埼玉西部地域の脳卒中疾患に対する血管内治療を 24 時
間体制で対応することである．さらに学会認定の専門医資格が取得できる充実した教育研修施設としての位置づけも
持っており，より専門特化した高い脳血管内治療を目的としている．急性期脳卒中診療で重要なのが急性期血栓溶解
療法である．特に tPA の静注，
そして急性期血栓除去を，Merci 血栓回収器機等も用いて積極的に行っている．さらに，
病診連携を適切に行うために，またご紹介いただいた患者さんの経過報告等のため脳血管内治療地域勉強会は本年で
2 回目の開催．今年のテーマはより緊密な連携をめざして，を副題にし，それを行うための問題点について率直な意
見交換が展開された．さらに，当科に紹介をいただいている基幹病院の先生を中心に親交を深めた．
4-2．診療実績データ
脳・脊髄腫瘍科：延べ入院患者数 10,075 名，新入院患者 286，外来患者数 3,670 名．
脳血管内治療科：入院患者数 665 名，
外来患者数 3534 名，脳血管撮影 679 件，脳血管内治療総数は 265 件であった．
平成 20 年度手術実績は以下の通りである．
脳腫瘍摘出術
脳腫瘍
脊髄腫瘍
水頭症手術
頭部外傷

脳血管障害

脳腫瘍生検術
下垂体腺腫

3

脊髄腫瘍

5

VP シャント

18

EVD

18

頭蓋内血腫他

44

脳出血

37

破裂脳動脈瘤クリッピング

71

未破裂脳動脈瘤クリッピング

44

頚動脈狭窄・内膜剥離術

23

血管奇形

17
22

硬膜動静脈瘻塞栓術

22

頚動脈ステント留置術

39

その他血管拡張術

20

選択的静脈サンプリング

612

113

脳動静脈奇形塞栓術

腫瘍塞栓術

総計

9

バイバス術

脳動脈マニトール動注

脳定位放射線治療

7
12

広範囲頭蓋底腫瘍切除術

脳動脈瘤コイル塞栓術

脳血管内治療

106

総数

1
22
1
93
868
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4-3．診療内容，治療成績
脳腫瘍
特に悪性脳腫瘍を中心として，国際的レベルにおいて標準治療を実践した．悪性リンパ腫等においては新規治療の
開発も行い，優れた成績を挙げることができた．脳腫瘍手術数は順調に右肩上がりである．
脳血管障害
脳出血・脳室内出血：高血圧症，アミロイド血管症，もやもや病，脳動脈瘤や脳血管奇形，脳腫瘍，脳静脈血栓症，
凝固異常など様々な原因で脳の実質内や脳室内に出血をきたす．血腫による周囲の圧迫が強ければ，開頭手術あるい
は内視鏡を用いて血腫除去術をおこなう場合があり，また，脳室内出血により急性の水頭症をきたしている場合には，
脳室から髄液のドレナージ術を行った．
脳梗塞：心原性脳塞栓症，アテローム血栓性脳梗塞，ラクナ梗塞に分類される．急性期に外科的な血行再建手術を
行う場合もあったが，その対象となるものは少数の症例のみであった．むしろ内科によるｔ PA 療法や血管内治療科
による血栓溶解術による血行再建が治療の主体となることが多かった．脳梗塞による浮腫が強い場合に減圧開頭術を
行った．
クモ膜下出血：大部分が脳動脈瘤の破裂による．急性期には，再出血を予防することが治療の目標となる．3D-CT
あるいは脳血管撮影で脳動脈瘤の場所，大きさ，形を詳細に調べ，脳卒中外科では，開頭クリッピング術により動脈
瘤の再破裂を防止する．脳血管内治療科においてはコイル塞栓術という治療法が行われるが，必ず両科合同で検討の
上，患者にとってより安全でより確実な治療法を選択した．
未破裂脳動脈瘤：脳動脈瘤が破裂する前に診断されることも増加している．破裂の危険性は年間約 1％程度と小さ
いのであるが，破裂すると半数近くの方が亡くなる．特に，患者の年齢が若い，動脈瘤が大きい（5mm 以上）
，形
がいびつである，2 個以上の動脈瘤がある，家族にクモ膜下出血の既往がある等の場合は，予防的な処置をすること
の有用性が高い．脳卒中外科と血管内治療科との合同の検討会において，処置をせずにそのまま観察するか，クリッ
プあるいはコイルによる治療のどちらにするかを検討した．当院手術室は，開頭手術と血管内治療あるいは脳血管撮
影を同時に行ったり，手術中 CT を撮影することが出来る手術室（BrainOR）を有している．脳動脈瘤の手術中に血
管内治療科医によりバルーンカテーテルを用いて動脈瘤の吸引減圧（suction decompression）を行うなど，難易度
の高い手術が行える全国的に数少ない設備である．
頚動脈狭窄症：頚部の動脈が動脈硬化で狭くなった状態で，一過性脳虚血発作があったり（TIA），小さな脳梗塞
ができている場合もあるが，偶然に見つかる場合もある．狭窄の程度が高度な場合には，脳梗塞をきたす危険性が高
く，外科的な治療が勧められる．脳卒中外科では，頚動脈を一時的に遮断して，動脈を切開し，動脈硬化性病変（ア
テローマ）を除去し，内腔をきれいにする頚動脈内膜剥離術を施行した．血管内治療科ではステントによる治療をお
こなっていて，個々の症例での安全性・確実性を両科合同で検討し，手術の適応を判断する．
もやもや病・脳主幹動脈狭窄・閉塞症：これらの疾患では，頚動脈が完全閉塞していたち，頭蓋内で脳の動脈が狭
窄していたりするが，脳血流検査で，安静時の脳の血流を測定し，さらに脳血流を増加させる薬剤にどの程度反応す
るか調べる（循環予備能）
．安静時の血流が低く，循環予備能も障害されている場合には，脳梗塞をきたす危険性が
高いといわれている．このような場合には，頭皮の動脈を脳の動脈に吻合することにより（ECIC バイパス術）
，脳梗
塞を予防できる可能性があり，複数の症例についてこれを行った．
動静脈奇形・海綿状血管腫・硬膜動静脈瘻など：血管系の異常により脳や脊髄で出血や浮腫をきたしたり，痙攣を
おこしたりします．あるいは偶然に見つかることもある．血管撮影で詳しく調べ，病変の危険性を評価し，治療が必
要なのか，必要ならばどのような方法がより安全で確実なのか検討した．脳動静脈奇形では，高シャント流量の場合
は血管内治療科による流入動脈の塞栓術にて短絡血流量を減らした後に摘出術をおこなった．海綿状血管腫は，
場所・
症状・経過などから予後が悪いと考えられるものは積極的に摘出術を選択した．硬膜動静脈瘻は，血管内治療を第一
に考え，それで対応できないような症例では外科的処置をおこなった．
4-4．先進医療の開発
以下の先進医療を開発中である．
1．5ALA を用いた術中蛍光診断による脳腫瘍摘出支援
2．マニトールによる脳血液関門破壊を併用した悪性リンパ腫に対するリツキサン投与と化学療法
3．MGMT promotor methylation の有無による神経膠腫抗がん剤感受性試験
4．染色体 1p/19q 欠失の有無による神経膠腫抗がん剤感受性予想
5．Neuro navigation を用いた脳腫瘍摘出手術
6．術中神経 monitoring を用いた脳腫瘍摘出手術
7．統合型手術室
（Brain OR）
における脳血管内治療と開頭手術の統合．具体的には下記の手術がそれぞれ右の機器・
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方法によって行われている．
① Endovascular alone
② Open Surgery alone
③ Combined operation
④ Neuroendoscopic operation
4-5．実施治験内容
1．初発の悪性神経膠腫及び再発の膠芽腫患者を対象とした NPC-08 第Ⅰ / Ⅱ相試験（脳・脊髄腫瘍科）
2．再発悪性神経膠腫を対象とした RO4876646 の第Ⅱ相臨牀試験（脳・脊髄腫瘍科）
3．初発膠芽腫患者を対象としテモゾロミド及び放射線療法にベバシズマブを併用する第 III 相多施設共同プラセボ
対照無作為化二重盲検比較試験（脳・脊髄腫瘍科）
製造販売後調査
Temozolomide, Onyx, CarotidWall ステント，Enterprise, Merci レトリーバー
4-6．自己評価と次年度目標
脳・脊髄腫瘍科：手術件数においは更に増加の余地があるがスタッフと病床数の制限がそろそろ効いてくる可能性
がある．各種先進医療は開発中であり，次年度は高度先進医療の申請に結びつけるように成果を発表していくことが
目標である．また，小児脳脊髄腫瘍部門が広く認知されることにより小児腫瘍の増加が見込まれるが，医師の人員配
置の改善とともに，看護，リハビリテーション，臨床心理士，SW などとの協力システムを構築することを目標とする．
さらに，脳腫瘍における治験そのものが我が国においてはほとんど行われていない状況ではあるが，次年度は新規薬
剤治験開始の情報を得ている．治験獲得を目標とする．
脳卒中外科：脳卒中外科：手術件数においては更に増加の余地がある．平成 23 年度は脳動脈瘤クリッピング術（破
裂・未破裂合計）150 例，全脳血管手術 400 例を目標とし，名実ともに日本一の脳血管外科センターを目指したい．
脳血管内治療科：

診療実績，診療成績は確実に向上．診断面では主に脳血管造影検査が中心となっているが，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等の確認も火曜日・金
曜日午後に行い二重チェック等も確実に行えるようになった．また，看護スタッフ，リハビリスタッフなどとの相互
コミュニケーションは良好で，関係スタッフ一同がお互いの理解と協力のもとに信頼感をもって，よりよい治療がで
きる環境を構築しつつある．また治療件数は年々増加してきているが，治療レベル，内容が下がらないよう一例一例
慎重に検討した上で治療に望めるよう努力したい．
4-7．要約
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：開院から 4 年が経過した．脳血管造影検査，脳血管内治療ともに多くの件数をやらせていただいた．
本年度は 7 人体制が確立し，外来・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．
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
Neuro-Oncology（西川亮，Executive Editor，柳澤隆昭，三島一彦 ad hoc reviedwer）
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Japanese Journal of Clinical Oncology（西川亮，Reviewer）
Neurologia medico-chirurgica（西川亮，三島一彦，石原正一郎．山根文孝，柳澤隆昭 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）
日本がん治療認定医機構教育委員会委員（西川亮）
日本癌治療学会臨床腫瘍データベース委員会専門委員（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委員（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）
日本脳神経外科学会診療報酬委員会（西川亮）
日本脳神経外科学会国際教育小委員会（西川亮）
日本脳神経外科学会脳腫瘍全国統計委員会地区代表委員（西川亮）

6．業績
6-1．論文・学会発表
Ⅰ．論文発表
① Satoh A, Sugiyama T, Ooigawa H, Nakajima H, Ogura T, Neki H, Morikawa E: Prevention of symptomatic
vasospasm by continuous cisternal irrigation with mock-CSF containing ascorbic acid and Mg（2+）．Acta
Neurochir（Suppl）107: 115-118, 2010
② Sato I, Higuchi A, Yanagisawa T, Mukasa A, Ida K, Sawamura Y, Sugiyama K, Saito N, Kumabe T, Terasaki M,
Nishikawa R, Ishida Y, Kamibeppu K．Development of the Japanese version of the Pediatric Quality of Life
InventryTM Brain Tumor Module．Health and Quality of Life Outcomes 8:38-51, 2010.
③ Nishikawa R．Standard therapy for glioblastoma - A review of where we are．Neurologia Medico-Chirurgica
50:713-719, 2010.
④ Kato Y, Vaidyanathan G, Kaneko MK, Mishima K, Srivastava N, Chandramohan V, Pegram C, Keir ST, Kuan CT,
Bigner DD, Zalutsky MR．Evaluation of anti-podoplanin rat monoclonal antibody NZ-1 for targeting malignant
gliomas．Nucl Med Biol 37, 785-792,2010
⑤ Fukuoka K, Kaneko T, Akiyama M．Progressive multifocal leukoencephalopathy in a 16-year-old patient with
pancytopenia after autologous bone marrow transplantation for relapsed Hodgkin lymphoma．Pediatr Blood
Cancer 2011;56:507-8
⑥ Kuan CT, Wakiya K, Herndon JE 2nd, Lipp ES, Pegram CN, Riggins GJ, Rasheed A, Szafranski SE, McLendon RE,
Wikstrand CJ, Bigner DD．MRP3: a molecular target for human glioblastoma multiforme immunotherapy．BMC
Cancer 10 468- 2010
⑦ 栗田浩樹，佐藤栄志，塩川芳昭：重量破裂脳動脈瘤急性期治療の実際とその成績について．脳外誌 19:
126-132, 2010
⑧ Ishihara H, Ishihara S, Neki H, Okawara M, Kanazawa R, Kohyama S, Yamane F, Shibazaki S, Maesaki S,
Hashikita G.Frequency and risk factors for sepsis resulting from neuroendovascular treatment．Minim Invasive
Neurosurg.53:250-4.2010
⑨ Kohyama S, Ishihara S, Yamane F, Kanazawa R, Ishihara H, Suzuki M．Three-dimensional digital subtraction
angiography for endovascular treatment of direct carotid-cavernous ﬁstula -case report-.Neurol Med Chir（Tokyo）
50:404-6,2010
⑩ Ishihara H, Ishihara S, Neki H, Okawara M, Kanazawa R, Kohyama S, Yamane F．Dural arteriovenous ﬁstula of
the anterior cranial fossa with carotid artery stenosis treated by simultaneous transarterial embolization and
carotid artery stenting．Neurol Med Chir（Tokyo）．50（11）:995-7,2010
【総数：論文 42 件，学会発表 211 件】
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6-2．獲得研究費
1．平成 21-23 年度文部科学省科学研究費補助金，基盤研究（C）
「頭蓋内胚細胞腫瘍における Wnt シグナルの解析」
（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）
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．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）
6．平成 22 年度厚生労働省がん研究開発費研究

指定研究「眼部悪性腫瘍の診療体制確立のための研究」分担研

究「視神経腫瘍の診療体制確立についての研究」（柳澤隆昭）
7．平成 22 年度川野小児医学財団研究助成金研究「小児脳脊髄腫瘍に対する新しい集学的治療法の開発と展開」
（柳
澤隆昭）
8．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）
9．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）
10．分担研究者．厚生労働省科学研究費補助金（難治性疾患克服研究事業）「フォン・ヒッペルリンドウ病の病態
調査と診断治療系確立の研究」H21- 難治 ? 一般 ?151．200911．分担研究者．平成 21 年度文部科学研究費補助金（挑戦的萌芽）上別府班．「成育医療的視点での家族支援に向
けた包括的調査による小児脳腫瘍患児・家族の実態解明」
12．平成 20-22 年度文部科学省科学研究費補助金，基盤研究（C）「radiosurgery が脳血管内細胞および脳循環に与
える影響に関する研究」
（栗田浩樹）
6-3．受賞
ベストポスター賞

第 26 回日本脳神経血管内治療学会総会，金澤隆三郎ら：CT perfusion を用いた dural AVF の

循環動態解析
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 28 回日本脳腫瘍学会（2010.11.28-11.30）（軽井沢）
第 33-36 回西関東 NIVR セミナー開催（semiclosed seminar）

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：診療では 2009 年，2010 年の手術数は順調に伸び（281 例→ 342 例）と順調にのび，医員一人当
たりの手術数も例えば clipping は約 30 例で，「日本で最も脳血管外科手術を集中的に経験できる施設」となった．
また執刀医が脳血管障害に専門特化する事により，治療成績も飛躍的に向上している（未破裂脳動脈瘤 cliping 術
の後遺症率 3.1%，死亡率 0%）
．教育に関しては，多忙な臨床の合間に学生の講義や BSL を行ったが，今後はより
systemic に脳神経外科の魅力をアピールできるようにしていきたい．研究に関しては，臨床研究論文数編を投稿す
る事ができたが，基礎的研究に割く時間がなかったのが最大の反省点である．今後は解剖学教室とも連携して，医員
を交代で基礎研究に従事させる事により，脳卒中学全体の発展に寄与して参りたいと思っている．
脳血管内治療科：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
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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 1 名の非常勤としての研修を受け
入れ脳血管内治療専門医を目指して研修中である．診療実績，診療成績は質量とも増加している．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，現在 UCLA，オーストラリアの施設
と共同研究のプロジェクトを作成中である．次年度もさらによりよい教育，診療，研究ができるよう努力する．
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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臨床医学部門（川越キャンパス）

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：研究主任：組織移植，頭頚部再建，微小血管外科：
博士
横川秀樹（YOKOGAWA, Hideki）
：助教：教育主任
廣川詠子（HIROKAWA, Eiko）
：助教

2．教育
2-1．目的・目標：形成外科一般の学生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．研修医も通
常は埼玉医大病院で形成外科の研修を行う．当科は頭頸部腫瘍科と診療をともにしているため，頭頸部腫瘍科を学ぶ
学生・研修医に，頭頸部再建について一通り理解してもらう．また，乳腺腫瘍科との合同手術も多く，乳腺腫瘍科を
学ぶ学生・研修医に手術を見学，理解してもらう．
2-2．教育内容（担当者）
：頭頸部再建（横川秀樹）
乳房再建（横川秀樹）
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．また，頭頸部腫瘍科および乳腺腫瘍科の研修医にも再建について理解を
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：合併症が遊離組織移植にいかなる影響をおよぼすか研究する
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：廣川（合併症が遊離組織移植におよぼす影響の研究）
3-3．研究内容と達成度：当院開設以来の遊離組織移植のデータを洗い出し，合併症が遊離組織移植にいかなる影響
をおよぼすか解析する．
3-4．自己評価と次年度計画：現在鋭意データ解析中である．次年度には，論文発表する予定である．
3-5．要約：廣川により，合併症の遊離組織移植におよぼす影響の研究を遂行している．
現在鋭意データ解析中である．次年度には，論文発表する予定である．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
：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
再建手術を中心としている．また，心臓病センターと協同して，下肢難治性潰瘍の治療も行っている．その他，救命
救急センターとともに外傷，熱傷，慢性創傷の治療を広く行っている．
4-2．診療実績データ：平成 22 年度の新患数は 279 名，入院患者数 56 名，入院手術数 226 件，外来手術数 13 件，
総手術数 239 件
4-3．診療内容，治療成績：頭頸部腫瘍科の症例を中心に，主に遊離組織移植よる再建を年間 60 例以上行い，皮弁
壊死等の合併症は非常に少なかった．また乳腺腫瘍科との連携により乳房再建の症例も昨年より大幅に増加し，一期
再建，二期再建ともに幅広く対応している．シリコンインプラントによる再建も開始している．骨軟部腫瘍科との合
同手術も筋皮弁による再建を中心に増加しつつある．悪性腫瘍の再建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い，良好な結
果を得ている．さらに救命救急科と連携し外傷，重症熱傷，慢性創傷の治療も広く行っている．
4-4．先進医療の開発：該当せず
4-5．実施治験内容：該当せず
4-6．自己評価と次年度目標：当科の診療は，他科から依頼された再建手術が中心であるが，年間遊離組織移植だけ
で 60 例以上の症例が集り，症例数は毎年増加している．皮弁壊死等の合併症は非常に少なかった．また，乳房再建
の症例も毎年右肩上がりで増加しており，一期再建，二期再建ともに幅広く対応している．シリコンインプラントに
よる再建も当院で施行できるようになり，幅広いニーズに対応している．難治性潰瘍，外傷，熱傷，慢性創傷の治療
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においても良好な結果を得ており，良い自己評価を与えることができると思われる．次年度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．
4-7．要約：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 22 年度の新患数は 279 名，入院患者
数 56 名，入院手術数 226 件，外来手術数 13 件，総手術数 239 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．60 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．シリコンインプラントによる乳房再建も施行できるようになり，幅広いニー
ズに対応できるようになってきた．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
日本形成外科学会理事

中塚貴志

日本マイクロサージャリー学会理事

中塚貴志

日本創傷外科学会理事

中塚貴志

日本手術手技研究会理事

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

日本創傷治癒学会評議員

中塚貴志

日本頭頸部癌学会理事

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

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文
① Sato T, Hasegawa H, Sugasawa M, Yasuda M, Morita K, Nakahira M, Nakatsuka T.:Free jejunal transfer for a
15-year-old girl with synovial sarcoma of the hypopharynx.
J Plast Reconstr Aesthetic Surg, in press
② Tsuchiya S, Sakuraba M, Asano T, Miyamoto S, Kimata Y, Hayashi R, Nakatsuka T.:Morphologic study of
mandibules in Japanese patients for mandibular reconstruction with ﬁbular free ﬂaps. Head Neck 33(3):383-388,
2011.
③ Tsuchiya S, Nakatsuka T, Sakuraba M.: One-sided soft palatal reconstruction with an anterolateral thigh
fasciocutaneous ﬂap: report of two cases. Microsurg, 31(2):150-154, 2011.
学会発表
①廣川詠子，横川秀樹，佐藤智也，土屋沙緒，中塚貴志：当院における遊離組織移植による頭頸部再建手術の検討
第 53 回日本形成外科学会
②廣川詠子，市岡

平成 22 年 4 月 8 日

金沢

滋，中塚貴志，石川翔子，難波純英，土田哲也：褥瘡から発生した有棘細胞癌の一例

回日本創傷外科学会

平成 22 年 7 月 30 日

第2

神戸

③横川秀樹，廣川詠子，佐藤智也，中塚貴志：放射線照射部位に生じた壊死性筋膜炎後の潰瘍に対する治療経験
第 2 回日本創傷外科学会

平成 22 年 7 月 30 日

神戸

④中塚貴志：外科医のための形成外科学的テクニック
月 22 日
総数：論文

教育講演

第 72 回日本臨床外科学会総会

2010 年 11

横浜
3 篇，学会発表

4回

6-2．獲得研究費：
科研費
619
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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：1.040 千円（H22）

7．自己点検・評価
国際医療センターが開設 4 年目となり，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，また遊離組織移植を含めた手術症例数も右肩上がりに増加してきた．教育においては，頭頸部
外科，乳腺腫瘍科を学ぶ学生および研修医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，合併症が遊離組織移植にいかなる影響をおよぼすか研究しており，次年度には論文とする予定であ
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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臨床医学部門（日高キャンパス）

3．17）
（1）小児心臓科（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）
：準教授：教育主任：画像診断
増谷

聡（MASUTANI, Satoshi）
：講師：外来医長：心機能

石戸博隆（ISHIDO, Hirotaka）
：講師：病棟医長：心エコー
葭葉茂樹（YOSHIBA, Shigeki）
：助教，河野一樹（KOUNO, Kazuki）
：助教，岩本洋一（IWAMOTO, Youichi）
：助教，
斎木宏文（SAIKI, Hirohumi）
：助教，小島拓朗（KOJIMA, Takurou）：助教，松永
非常勤講師，井原正博（IHARA, Masahiro）
：非常勤講師，高橋

保（MATSUNAGA, Tamotsu）
：

努（TAKAHASHI, Tsutomu）：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．
聡）

2-2．教育内容（増谷

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拡張能評価
C．単心室 Fontan 術後の心機能評価
D．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
E．左心低形成を中心とした複雑心奇形に対する Hybrid 治療
F．左心手低形成の Hybrid ステージ治療に於ける，症例の評価方法及び肺低形成に症例に対するカテーテル治療
3-3．研究内容・達成度
達成度

80％

3-4．自己評価・次年度目標
各研究により進行状況は異なるが，学位テーマを完成させ学位申請し授与した医師も数名いる．
3-5．要約
心機能評価の分野においては，国内でも最も評価が高い．また外科治療と協同した Hybrid 手術においても国内で
も最も症例数が多く，先進的な治療を行っている．

4．診療
4-1．出生前から始まる先天性心疾患の診断および，治療戦略の立案．および周囲産科施設へ出生前診断の普及
4-2．カテーテル治療 161 例
4-3．診断学，重症心不全症例の集中治療・薬物治療，カテーテル治療
4-4．該当なし
4-5．該当なし
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4-6．目標はほぼ達成
4-7．要約
埼玉県内だけではなく，北関東・甲信越・東北地方の広い地域より患者さんが受診しており，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いる．心房中隔欠損閉鎖術及び，動脈管用の新閉鎖栓の認定施設にも承認さ
れ，高度な医療や先進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
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
原著：6（英文 4）
，総論：9
1．Cheng HJ, Grant KA, Han QH, Daunais JB, Friedman DP, Masutani S, Little WC, and Cheng CP. Up-Regulation
and Functional Effect of Cardiac beta(3)-Adrenoreceptors in Alcoholic Monkeys. Alcoholism, clinical and
experimental research 2010.
2．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 ﬁtCirc
Heart Fail. 2010 Mar;3(2):268-76
3．増谷

聡．神経調節性失神．小児科臨床ピクシス 13

起立性調節障害

五十嵐隆総編集

田中英高専門編集

70-71, 2010.
4．増谷

聡．必修！新生児循環器疾患標準プロトコール

5．竹田津未生，岩本洋一，石戸博隆，増谷

総肺静脈還流異常症

Neonatal Care 23: 54-60, 2010

聡，先崎秀明，小林俊樹，岩崎美佳，枡岡

歩，鈴木孝明，and 加

藤木利行．胎児期に見られた体心室房室弁逆流の出生後転帰．日本小児循環器学会雑誌 26: 113-118, 2010
6．Saiki H TT, OshimaY. The Clinical Role of Percutaneous Balloon Valvuloplasty for Pediatric Patients with
Congenital Aortic Valvular Stenosis (Japanese). 日本小児循環器学会誌 2010;26:359-367.
7．小林俊樹，心房中隔欠損に対するカテーテル閉鎖術の最近の知見，小児科臨床 63: 409, 2010
8．Hideshi Tomita, Toshio Nakanishi, Kenji Hamaoka, Toshiki Kobayashi, Yasuo Ono, Stenting in Congenital Heart
Disease, Circulation Journal; 74: 1676-1683, 2010
9．小林俊樹，動脈管開存と経皮的塞栓術，心エコー 11: 834-838, 2010
10．小林俊樹，経皮的心房中隔欠損閉鎖術，ハート ビュー 14; 1338, 2010
11．枡岡

歩，加藤木利行，鈴木孝明，岩崎美佳，小林俊樹，先崎秀明，石戸博隆，岩本洋一，西村

隆，許

俊鋭．

体重 25Kg 以下の小児拡張型心筋症に対する成人用東洋紡製補助人工心臓の現状と問題点．日本小児循環器学会
雑誌．

2010; 26:416-422.

12．先崎秀明．チアノーゼと心機能．心エコー（文光堂）．2010;11:806-810
13．先崎秀明．心不全への対応．周産期救急疾患への対応―妊産婦・新生児死亡を防ぐために．周産期医学（東京
医学社）
．2010;40:907-912
14．先崎秀明．難治性心不全に対する非薬物療法の最前線：難治性心不全に陥る病態を識る

先天性心疾患．Heart

View（Medical Veiw 社）
．2010;14:662-669
15． 先 崎 秀 明． 先 天 性 心 疾 患 の 心 機 能：abnormal ventricular-vascular coupling. 医 学 の 歩 み（ 医 歯 薬 出 版 ）
2010;232:797-799.
6-2．研究費
文部科学省科研分担研究（竹田津）
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胎児不整脈

7．自己点検・評価
集中治療室当直のために各医師とも不眠の当直業務を月 5 回以上こなす業務を行っている．しかしその中でも，
学位取得者は毎年出ており研究の成果と考えている．毎年，英文と邦文の幾つかの論文も発表しており十分な成果を
出していると考えている．
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3．17）
（2）小児心臓科（小児心臓外科）
1．構成員
加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）
：教授：診療科長：先天性心疾患外科治療：博士
鈴木孝明（SUZUKI, Takaaki）
：教授：教育研究主任：新生児・ハイブリッド手術：博士
枡岡

歩（MASUOKA, Ayumu）
：講師：病棟医長：成人先天性心疾患：博士

木村成卓（KIMURA, Naritaka）
：助教
内村紀子（UCHIMURA, Noriko）
：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
データの解析作業を行っている．また基礎的研究の課題を策定中である．
3-5．研究要約
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を，近赤外線を用いた脳内酸素濃度の測定装
置を使用して行っている．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
先天性心疾患に対する外科治療を専門に行う診療科であるが，日本においては小児病院を除くと，主として成人の
心疾患を扱う心臓血管外科の一部門として存在するのが普通である．しかし行っている診療内容は非常に専門性が高
く，独立した診療科としてチームを作って診療をしなければ患者さんの期待に応えることは難しい．充実した設備を
整え高度先進医療を行う大学病院においては，日本でも数少ない小児心臓外科として独立した診療科である．
4-2．診療実績データ
本年度は年間に体外循環下の手術が 129 例（前年度 133 例）で全手術が 178 例（前年度 187 例）であった．
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4-3．診療内容，治療成績
外来は加藤木が週一回水曜日，鈴木が週一回木曜日，枡岡が週一回月曜日に行っている．小児の心臓病患者は小児
循環器科の外来に通うのが原則なので，小児心臓外科では成人になった先天性心疾患患者と他院からの紹介患者を外
来診察している．
手術は週 4 例（月曜日，火曜日，水曜日，金曜日）を原則としており手術数は増加している．
今年度は体外循環症例が 129 例であった．出生前診断の精度が向上し，新生児期，乳児期早期の複雑心奇形の手
術の占める割合が多くなっている．新生児期手術 30 例，乳児期手術 82 例で，約 8 割の症例が新生児期，乳児期の
症例であった．年々軽症例が少なく重症例が多く集まる傾向にある．
4-4．先進医療の開発
小児の補助人工心臓の臨床応用については，
日本で最も進んでいる．小児の心臓移植に関する法改正が行われるが，
我が国でドナーが得られるようになるかどうかは大変難しいと予想される．日本もしくは渡航での心新移植を希望す
る小児心筋症の患者に対する補助人工心臓を用いた対応は，国立循環器病センターと大阪大学以外では当院が最も習
熟しており，今後とも東日本の中心的施設となると考える．最近，国内最年少の補助人工心臓症例を経験したが，無
事にドイツのボッフム大学で心臓移植を受けて帰国している．補助心臓装着から帰国後の外来フォローアップまで，
当院で行っている．
複雑心奇形で根治まで段階的手術を必要とし，新生児期に侵襲度の大きな姑息手術を行わなければならない症例に
おいて，その手術成績はいまだ満足できるものではないのが現状である．国際医療センターには日本で唯一つと言え
るハイブリッド専用手術室があり，これを駆使してより侵襲度の少ない手術とカテーテル治療を統合したハイブリッ
ド治療を行い全国でもトップレベルの実績を挙げている．
4-5．実施治験内容
該当なし
4-6．自己評価と次年度目標
順調に手術症例数が増加しており，国際医療センターに移転して 4 年目の年度ということでは満足できる結果と
考える．来年度は年間 200 例以上の手術数を目標としている．
4-7．診療要約
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 129 例で，全手術が 178 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）編集委員長（加藤木） 査読委員（加藤木，
鈴木）
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，鈴木）
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，内村紀子，岩崎美佳，木村成卓，河野一樹 *，小林俊樹 *，加藤木利行

先天性心疾患に対し術中肺動脈 stent 留置を行ったハイブリッド ̲ 治療の早期臨床像
第 46 回日本小児循環器学会総会・学術集会
2．岩﨑美佳

鈴木孝明

枡岡

歩

内村紀子

2010/7/9
木村成卓

加藤木利行

Fontan 型手術適応症例に対する ̲ 房室弁形成の成績
第 46 回日本小児循環器学会総会・学術集会

2010/7/9
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3．鈴木孝明

枡岡

歩

木村成卓

岩﨑美佳

内村紀子

加藤木利行

HLHS および HLHS variant に対する Norwood 変法手術における大動脈弓再建方法
第 10 回小児手術手技研究会
4．枡岡

2010/7/8

歩，鈴木孝明，内村紀子，木村成卓，加藤木利行

外科的 ASD 閉鎖手術と AMPLATZER Septal Occluder との医療費を含めた臨床像の検討第 63 回日本胸部外科学
会定期学術集会 2010/10/26
5．内村紀子，鈴木孝明，木村成卓，枡岡

歩，加藤木利行

VSD, MAPCAs に PAPVR を合併した症例に対し一期的 unifocalization 施行したのち PAPVR を含め根治手術を施
行し得た一例
第 154 回日本胸部外科関東甲信越地方会 2010/11/13
6．Ayumu Masuoka, Takaaki Suzuki, Noriko Uchimura, Naritaka Kimura, Toshiyuki Katog
Surgical Management of Pulmonary Valve Regurgitation after ToF Repair
第 13 回成人先天性心疾患学会学術集会 2011/1/9
7．Naritaka Kimura, Takaaki Suzuki, Noriko Uchimura, Ayumu Masuoka, Toshiyuki Katogi
Consideration of reintervention cases for anastomotic stenosis after the repair of IAA / CoA complex
第 41 回日本心臓血管外科学会定期学術集会 2011/2/23
著書
1．Takaaki Suzuki
Additional lung-protective perfusion techniques during cardiopulmonary bypass
Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 16(3):150-155 2010 6
2．鈴木孝明
先天性心疾患に対するハイブリッド治療
進歩する心臓研究 -Tokyou Heart Journal- 協和企画通巻 55 号 vol XXX

No.1 2010 7

3．枡岡 歩，加藤木利行，鈴木孝明，岩崎美佳，小林俊樹，先崎秀明，石度博隆，岩本洋一，西村 隆，許 俊鋭
体重 25kg 以下の小児拡張型心筋症症例に対する成人用東洋紡製補助人工心臓の現状と問題点
日本小児循環器学会雑誌
総数：

第 26 巻 第 5 号（416-422）2010 年 2010 12

論文 3 件， 学会発表 7 件

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
第 153 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会

会長

加藤木利行 （平成 22 年 6 月 5 日）

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．さらにクリニカルクラー
クシップにも参加していきたいと考えている．また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．
研究をより充実して学会発表と論文を増やしていきたいと考える．
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3．17）
（3）小児腫瘍科（小児腫瘍科）
1．構成員
田中竜平（TANAKA, Ryuhei）
：准教授：運営責任者：診療科長：小児がん・血液疾患
渡辺温子（WATANABE, Atsuko）
：助教：小児がん・血液疾患

2．教育
2-1．目的･目標
小児科は診療科としてひとくくりであるが，その対象とする疾患は多岐にわたり，一般的な急性感染症など以外の
慢性疾患のほとんどは，それぞれが稀少疾患であるため，たとえば腫瘍性疾患の「小児専門医あるいは専門施設」は，
日本全体を見渡してもほとんど見あたらないのが現状である．さらに埼玉北西部には「小児がん・血液疾患」の専門
診療を行う場はなく，都心の大学病院などへのアクセスが極めて不便であり，癌に冒された幼子を抱える若い夫婦に
とって，
「医療」そのものが存在しなかったと言っても過言でない状態が続いた．本学国際医療センターに「小児悪
性疾患・血液疾患」に特化した独立診療科が出来たことは画期的なことと言える．
しかしながら，
「小児」というだけで「特殊」とのイメージが医師を含め病院職員に根強く，まずはこの誤解を解
くことから始めなければならない．人的スタッフの 2 名はそれぞれ癌専門のナショナルセンターでトレーニングを
受けた「希少な専門医」であるが，スタッフの実力を発揮するには，看護スタッフを含めたコメディカルの教育，啓
蒙活動が最も優先される．
もちろん，小児腫瘍学・血液学の生物学的ダイナミックさを学生教育で伝えることも重要な事である．
2-2．教育内容（担当者）
学生教育については，講義，BSL ともに田中が担当した．病棟看護師の教育に関しては，田中，渡辺の両名が分担
して行った．
2-3．達成度
学生教育については学生からの講義講評カードと医学教育センターで作成される教官の評価表から見る限り，極め
て高い評価を受けている．また，BSL は小児心臓グループと折半した半日をわり当てられているが，高評価である．
2-4．自己評価と次年度計画
患者数は潜在的に非常に多いことが解ってきた．スタッフと割り当て病床数，専属看護師などの充実が無ければ，
飛躍は困難であるが，少数ではあっても患者および患者家族からの信頼は厚く，世界標準の小児がん治療を実践し
ている事が評価されていると考えている．23 年度には新設される B6 病棟に脳脊髄腫瘍科小児部門とともに移動し，
より患児らの療養環境は改善されると期待している．

3．研究
3-1．目的・目標
小児がん・血液疾患の標準治療の確立が総括的な目標であるが，多岐にわたる希少疾患群をもって，成人領域と同
じレベルの Evidence を発信することはほぼ不可能である．全国多施設共同研究グループ（JPLSG）に属しているが，
その一員として，症例を登録し，少なくとも日本の小児悪性疾患の全体像把握に協力している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
該当項目なし．
3-3．研究内容と達成度
JPLSG の参加臨床試験への患者エントリーとフォローアップ事業への協力を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
共同臨床研究だけでなく，極めて基礎医学に近い領域である「小児期の発がん」について，基礎的な研究をこれま
での田中の交流関係の中で行っていきたい．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
当科はいまだ全く未成熟である．大学というアカデミアに属する構成員としての能力が発揮できる環境整備と自助
努力が喫緊の課題である．
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4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
幼若児から若年成人までに発生する悪性新生物，造血障害，免疫機構の破綻など，Hematology/Oncology 全般を
診療対象とする．小児科領域（15 歳まで）の悪性新生物治療はこの 20 年で長足の進歩を遂げ，短期的な意味での「寛
解達成率」や「5 年生存率」はもはや完成の域に近い．しかし，今後の最大の課題は，長期生存する「小児がん経験
者」の 20 年，30 年後，生涯にわたっての QOL の向上である．
4-2．診療実績データ
小児がん・血液疾患の治療は延命を目的としたものではなく，治癒を目的とし実際に長期に無病生存している「小
児がん経験者」は若年人口の 1000 人に一人程度と試算される．これらの疾患群の治療は，そのほとんどが入院で治
療を受ける．また，入院も 1 コースの治療が約 1 ヶ月を要し，半年から 1 年余の間，入院と短期退院，外泊などを
挟みながら遂行される．疾患の希少性と治療に長期間が必要な事から，1 年間の新期患者数はおよそ，年間数名から
10 名前後である．
4-3．診療内容，治療成績
しばしば，
「小児科医が診る悪性疾患」は，血液腫瘍のみと誤解されているが，固形腫瘍（そのほとんどは中枢神
経腫瘍を除き，間葉系由来の肉腫である）においても，小児腫瘍科医が primary physician として担当すべき疾患群
である．当科の入院患者は，骨軟部腫瘍科や頭頚部腫瘍科などとの連携により，本邦最高水準の若年者骨・軟部肉腫
の集学的治療を実践している．
がんに限らず疾患は薬物で治療できることが理想であるが，難治性血液腫瘍では造血細胞移植以外に根治法がない
場合も多い．当院の血液腫瘍科の協力を得て，無菌病棟に 2 床の小児腫瘍科優先病床を頂き，積極的に移植療法の
応用を行っている．
4-4．先進医療の開発
該当事項なし
4-5．実施治験内容
該当事項なし
4-6．自己評価と次年度目標
患者数は少ないが，新設病院の新規診療科として，今後の発展は確実である．また，実際の診療内容は，2 名のス
タッフが研修してきたナショナルセンターや東京大学，その他，国公立大学・基幹病院の内容と比較し，少なくとも
本邦最高レベルであることに疑いはない．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
当院の高度で最新の設備と，関連各科の協力により，集学的がん治療が最も必要とされる「小児がん診療」を当院
では本邦ないし世界最高水準で遂行する能力を有する．
実際に短い期間ではあるが，当院当科で診断・治療・その後のフォローアップを受けている患者およびその両親か
らの評価は極めて高い．
この治療レベルを保ったまま，より多くの潜在的医療需要に応えるべく，スタッフの充実・教育とともに，若年者
悪性疾患に手慣れた病棟・病棟スタッフの育成が急務である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当事項なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
田中は Int J Hematl の査読はしばしば依頼されるが，査読委員ではない．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
田中は
「埼玉県立特別支援学校医療ケア体制整備事業における相談医」として日高特別支援養護学校のアドバイザー
を担当している．

6．業績
6-1．論文・学会発表
①田中竜平

他：ハプロ移植後に侵襲性アルペルギルス症と慢性広範型 GvHD を合併しつつも良好な PS で生存し

ている再生不良性貧血の思春期女性例
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第 33 回日本造血細胞移植学会総会（愛媛）2011-03-09
②田中竜平

他：難治性小児脳脊髄腫瘍患者に対する在宅緩和ケアの確立

③田中竜平

他：脳腫瘍で入院している子どもの母親へのサポートグループ

④田中竜平

他：小児がん治療における End-of-Life Care を考える

⑤田中竜平

他：臨床小児腫瘍学関連診療報酬は異常に低額評価である

第 52 回日本小児血液学会総会（大阪）2010-12-18
⑥田中竜平

他：小児悪性腫瘍性疾患での PET/CT 画像の特性 - 成人肉腫例との比較と骨髄浸潤検出感度 について

⑦田中竜平

他：小児脳脊髄腫瘍に対する診療拠点化の確立と集学的治療の展開

第 52 回日本小児血液学会総会（大阪）2010-12-17
⑧ 田中竜平

他：長期加療を要する小児悪性腫瘍疾患に中心静脈（CV）カテーテル留置は必須であるが，最大の

問題はカテーテル感染リスクである
第 8 回日本臨床腫瘍学会学術集会（東京）2010-03-19
総数：論文

0 件，学会発表

8件

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
新規診療科とはいえ，全く不十分な年間活動に極めて不本意である．Translational Research に最も近く，応用し
やすい若年者悪性疾患を診療対象とする医師として，日常の臨床に埋没することなく，全国・International な情報発
信が出来る環境・体制を整えたい．
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3．18）皮膚科（皮膚腫瘍科）
1．構成員
山本明史（YAMAMOTO, Akifumi）
：教授：運営責任者：教育副主任：研究主任：診療科長：皮膚腫瘍学，メラノーマ
堤田

新（TSUTSUMIDA, Arata）
：講師：教育主任：研究副主任：診療副科長：病棟医長：皮膚外科，化学療法

須山孝雪（SUYAMA, Takayuki）
：講師：専門医員：外来医長：皮膚外科，化学療法，一般皮膚科
寺本由紀子（TERAMOTO, Yukiko）
：助教：専門医員：研修担当医長：皮膚外科，化学療法，一般皮膚科

2．教育
2-1．目的・目標
学生：医学的見識を広め，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．また，がんプロ等大学院履修を奨励し，高度な医療人の形成を
図る．
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・堤田

新・須山孝雪・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・堤田 新）
．
2-3．達成度
学生：知識・経験を供給することによって，皮膚悪性腫瘍に興味を持って考えるようになったと思われる．
助教 1 名は着実に経験を積み，見識を向上させ，大学院に進学した．
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，さらに探
究心がつのり，大学院（がんプロ）に進学することになった．
当が立ち上げた研究会（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）は順調に運営され，地域
の医療連携を深め，多数の患者も紹介をうけ，その目的を着実に果たしている．
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き，高いレベルの専門的診療を行いながら，学生および助教らの育成を
図る．

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については保険適応が認可されたが，引き続きさらに生検の意義を探究して，臨床研究を
続けている．
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．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
皮膚腫瘍に関する臨床研究（メラノーマ班研究・センチネルリンパ節研究等）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．
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4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
きわめて発生頻度の少ない皮膚悪性腫瘍患者を集めて専門的診療を中心に行い，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最大の目標としている．
4-2．診療実績データ
・平成 22 年度皮膚腫瘍診療の新患者数
悪性黒色腫

30 例

有棘細胞癌

29 例

基底細胞癌

25 例

パジェット病

7例

ボーエン病

9例

日光角化症

12 例

転移性皮膚癌

5例

血管肉腫

3例

その他の皮膚悪性腫瘍
計
・年間手術件数

10 例
130 例
152 件

4-3．診療内容，治療成績
当科は皮膚悪性腫瘍患者の診療を中心として，とくにメラノーマの専門的治療を行っている．メラノーマの標準的
治療を基本として，
先進医療も積極的に取り入れて行っている．また，全科における薬疹や皮膚疾患の診療も受け持っ
ている．
上記に対して，順調な成績をあげ，患者サイドからも診療サイドからも高評価を受けている．
4-4．先進医療の開発
先進医療としてのメラノーマにおけるセンチネルリンパ節生検は保険適応が認可されたが，診療・研究を継続して
いる．メラノーマ進行例の新たな治療として，化学療法（カルボプラチン・パクリタキセル併用）の臨床試験を開始
した．
4-5．実施治験内容
現在のところ，とくに実施中の治験はないが，難治性メラノーマの集学的治療法の一環として新しい化学療法のレ
ジメン（カルボプラチン・パクリタキセル併用）の臨床試験を開始した．
4-6．自己評価と次年度目標
開院以来，順調に患者数は増加傾向にあり，専門的レベルの高い診療を行い，患者側からも満足が得られている．
次年度はさらに患者数とスタッフを増やして，積極的な展開を進めたい．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
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，全科における患者の皮膚疾患ないし治療に伴う
皮膚有害事象発生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，症例数も多く，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，実践している．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（山本）≫
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：あり（日本癌治療学会編集委員）（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, などの査読）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：日本皮膚悪性腫瘍学会理事，日本バイオセラピー学会評議員，
日本皮膚科学会皮膚悪性腫瘍指導専門医委員会委員，日本がん治療認定医機構教育医など
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6．業績
6-1．論文・学会発表
①山本明史：抗がん剤の血管外漏出時の皮膚障害とその対策，臨床腫瘍プラクティス 6：216-225，2010
② 山 本 明 史： 術 後 補 助 療 法，1 冊 で わ か る 皮 膚 が ん， 斎 田 俊 明・ 宮 地 良 樹・ 清 水

宏 編， 文 光 堂， 東 京，

245-247，2011
③堤田

新，山本明史：メラノーマのセンチネルリンパ節生検の現状と今後，Monthly Book Derma 166：1-6，

2010
④堤田

新：難しい解剖学的部位の手術，1 冊でわかる皮膚がん，斎田俊明・宮地良樹・清水宏編，文光堂，東京，

57 − 59，2011
⑤堤田

新：疣状癌，1 冊でわかる皮膚がん，斎田俊明・宮地良樹・清水

⑥堤田

新：有棘細胞癌，形成外科 53：S56-S57，2010

⑦堤田

新：頬部の対表悪性腫瘍の部位別治療戦略，PEPARS 46：22-25，2010

⑧須山孝雪，堤田

宏編，文光堂，東京，185，2011

新，寺本由紀子，山本明史，高塚純子，伊藤雅章，尾山徳秀：内眼角部悪性腫瘍切除後の再建

例，皮膚臨床，52：1251- 1254，2010
⑨寺本由紀子，山本明史：メラノーマの重粒子線療法の適応と臨床的意義，Monthly Book Derma 166：22 − 25，
2010
⑩寺本由紀子，田口理史，山本明史：neurotropic melanoma，皮膚病診療，32:757-760，2010
総数：論文 10 件，学会発表 17 件
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

厚生労働省がん研究助成金班研究費

100 万円

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

日高皮膚疾患診療懇話会を 2 回開催（第 5 回 2010 年 5 月 13 日・第

6 回 2010 年 10 月 14 日開催）
，埼玉難治性皮膚疾患臨床研究会を 2 回開催（第 4 回 2010 年 5 月 22 日・第 5 回
2010 年 11 月 6 日開催）

7．自己点検・評価
少ないスタッフではあるが，皮膚悪性腫瘍患者に対して全国トップレベルの専門的診療を実行し着実に成長してい
る．順調に手術件数や治療実績も上がり，患者や社会的評価も上がってきている．今後もさらに豊富な経験・研究を
もとに，優れた専門医を育成しつつ，社会に貢献したい．
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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
小山政史（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

吉井貴彦（YOSHII, Takahiko）
：助教：医員

2010.7.31 まで在籍

下平憲治（SHIMODAIRA, Kenji）
：助教：医員

2010.9.30 まで在籍

古平喜一郎（KODAIRA, Kiichirou）
：助教：泌尿器科腫瘍学
辻田裕二郎（TUJITA, Yujirou）
：助教：医員
澤田陽平（SAWADA, Youhei）
：助教：医員

2010.4.1 から

2010.8.24 から
2010.10.1 から

秘書；
小林由佳里（KOBAYASHI, Yukari）

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・治療について知る学
生への講義と BSL に対する指導を充実させる．さらに，泌尿器科腫瘍科の特殊性を生かして悪性疾患について詳し
く指導していきたい．また，初期・後期研修医に対する手術手技や病棟管理の基礎に関する教育を徹底し，自立した
泌尿器科医の育成を目指していきたい．
2-2．教育内容
2-2-1．卒前教育
講義では泌尿器科の理解を深め，EBM が実践できる医師として発展できるような修練を意識している．学生時代
に求められる知識に加え，より現場に参加できるような環境を今以上に構築できればと考えている．また，当院で経
験できる症例の殆どは悪性疾患であり偏りが発生するが，クルズスや良性疾患についても知識が深められることがで
きればと考えている．
2-2-2．卒後教育
臨床教育の必修化に伴い，研修医は研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出来るようになっ
た．必要な泌尿器科領域の疾患を重点的に経験し，さらには限られた症例ではあるが術者としての経験を積むことが
できるように指導していきたい．できるだけ各種関連学会に出席参加・発表を行うとともに，論文作成を経験して学
位取得へ向け研究も行いたい．
2-3．達成度
BSL は一週間と短く，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泌
尿器腫瘍科を経験し，知見を深めることができたと考えている．また，研修医は恵まれた症例数において，外科系の
医師として十分な経験を積めたと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
泌尿器科学においては，内視鏡下手術や，低侵襲治療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，最新の治療について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．将来泌尿器科を目
指すような学生がより増えるために，泌尿器科の魅力を教育していければと考えている．
2-5．要約
卒前，卒後教育をより一層充実させるために，日々尽力していく．結果として前期研修医の泌尿器科ローテーショ
ンの選択者や後期研修医の当科への入局者が増えることを期待したい．

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．研究グループ（担当）
．
3-2-1．前立腺癌
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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）
小線源療法の臨床導入（黒田）
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）
3-2-2．腎細胞癌
小径腎細胞癌へラジオ波焼却術（RFA）またはサイバーナイフの導入（上野・黒田）
3-2-3．尿路上皮癌
蛍光内視鏡による再発率低下を目指した研究（小山）
尿路悪性腫瘍細胞における時計遺伝子の発現（岡部）
浸潤性膀胱癌に対する術前化学療法（古平）
3-2-4．精巣腫瘍
培養細胞における精巣腫瘍の分化誘導の研究（上野）
3-2-5．その他
5-ALA を用いた腫瘍マーカーとしての可能性（小山）
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）
3-3．研究内容と達成度
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）
5-ALA に関するデータは海外の学会でも認められ，今後国内での臨床応用に向けて活動中である（小山）
浸潤性膀胱癌に対する術前化学療法に関しては治療後の期間や症例数の蓄積があり，後向き研究ではあるが治療群
と無治療群での生存率の差を明らかにしたい（古平）
3-4．自己評価・次年度計画
研究項目は増加傾向にあり，その中でも以前より継続して行ってきた 5-ALA, ストロンチウム，浸潤性膀胱癌の術
前化学療法など，結果も伴ってきている．来年度は学会発表だけではなく，論文として publish していきたい．また，
大学院生の時計遺伝子の研究も始まり，今後の発展を期待している．
3-5．要約
臨床中心のデザインが多いが，新しい癌の診断や治療へ取り組みを行っている．次年度以降の継続とその結果発表
が期待される．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的
泌尿器腫瘍科は，埼玉県全域，特に北部と西部での泌尿器腫瘍の拠点病院である．現在，泌尿器悪性腫瘍に対する
治療で当院にて施行できないものは体腔鏡下前立腺全摘術のみで，最新の治療すべて施行できる状況である．あらゆ
る治療方法の中から，患者一人一人に適切な治療方法を選択出来ることが何よりの特色で，今後も標準的でかつ安全
性を確保し，患者満足度も充足する治療を行っていく所存である．
4-2．診療実績データ
膀胱全摘は全国有数の手術実績，前立腺癌の放射線治療は北関東第 1 位，とくに高線量率組織内照射は全国 1 位
の治療実績を誇っている．
4-3．診療内容・治療成績
限局性前立腺癌にたいして小線源療法（I125 Seed Implant），高線量率小線源療法（HDR）さらに強度変調放射線
治療（IMRT）
，
浸潤性膀胱癌に対する膀胱全摘時に新膀胱造設を行っている．治療成績は開院して 3 年経過したので，
今後データ解析を行っていく予定である．
4-4．先進医療の開発
小径腎細胞癌に対して RFA, 表在性膀胱癌に対して蛍光内視鏡による TUR-BT の開発・普及を進めている．
4-5．実施治験内容
現在治験は行われていない．
4-6．自己評価と次年度目標
常勤 5 人の医師でこれだけの診療を行っていることに満足はしている．しかし前立腺に対する Robotic Surgery は
欧米では前立腺全摘術のスタンダードになり，当院でも早期の導入を希望している．放射線治療の待機時間の改善は
必須と考えているが，マンパワーの問題等を解決していきたい．
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4-7．要約
泌尿器腫瘍に対する標準的治療を無難に行っていると考えている．今後当科から世界へ発信できる治療成績や技術
革新が望まれる．

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 2 編，計 2 編
学会発表数：国際 0，国内 20，計 20 回
主な論文（総数 2）
1． 小 山 政 史， 上 野 宗 久：5 − ア ミ ノ レ ブ リ ン 酸 を 用 い た 光 線 力 学 的 診 断・ 治 療； 臨 床 泌 尿 器，967-977
2010.12
2．古平喜一郎，上野宗久：腎摘出術−手術の手順ごとの指導のポイント；臨床泌尿器，987-994

2010.12

主な学会発表（総数 20）
3．黒田

功

メタストロンを有効に使うコツ

4．黒田

功

ストロンチウム 89 の泌尿器科鴈に対する有用性

5．黒田

功，小山政史，吉村一良，上野宗久

照射の治療成績

がん診療連携拠点病院講演会
メタストロン注学術講演会

限局性前立腺癌に対する当院における外照射併用高線量率組織内

第 98 回日本泌尿器科学会総会

6．岡部尚志，小山政史，下平憲治，古平喜一郎，黒田

功，上野宗久，吉井貴彦

両側褐色細胞腫の 1 例

第 55 回日本泌尿器科学会埼玉地方会
7．上野宗久

尿路悪性腫瘍に対する Photodynamics の臨床応用

第 49 回埼玉県泌尿器医会学術集会

8．黒田

泌尿器癌骨転移における塩化ストロンチウム療法

第 1 回秋田県ストロンチウム 89 研究会

功

9．Oyama M, Shimodaira K, Yoshii T, Kodaira K, Kuroda I, Ueno M: Oral Versus Intravesical Administration of
5-Aminolevulinic acid for photodynamic diagnosis: Which has more benefits for transurethral resection of
bladder tumor ?； 28th World congress on Endurology and SWL
10．堀永

実，松島将史，香久山裕史，坂本博史，中平洋子，矢内原仁，上野宗久，村田晋一，朝倉博孝

術直後の単回ピラルビシン膀注療法の検討
11．黒田

功

第 76 回東部泌尿器科学会

泌尿器癌骨転移における塩化ストロンチウム療法

12．小山政史，下平憲治，吉井貴彦，古平喜一郎，黒田

レブリン酸併用光力学的診断の初期経験

多摩地区メタストロン学術講演会

功，吉村一良，上野宗久

アミノレブリン酸経口投与の安全性と腫瘍特異性に関する検討
13．小山政史，下平憲治，吉井貴彦，古平喜一郎，黒田
14．下平憲治，小山政史，吉井貴彦，黒田

TURBT

腎癌に対する光力学的診断 -

第 24 回日本 Endourology・ESWL 学会総会

功，吉村一良，上野宗久

腎盂尿管癌に対する 5- アミノ

第 24 回日本 Endourology・ESWL 学会総会
功，吉村一良，上野宗久

右腎細胞癌胆嚢転移をきたした一例

第

48 回癌治療学会学術集会
15．黒田

功，sr89 をより有効に使うコツ（臨床経験をふまえて） 第 50 回日本核医学会学術総会

16．黒田

功，メタストロンを普及させるにあたって

会津メタストロン講演会

泌尿器癌骨転移における塩

17．加藤琢也，古平喜一郎，岡部尚志，下平憲治，澤田陽平，辻田裕二郎，黒田

功，小山政史，村田晋一，上野

化ストロンチウム療法
宗久
18．黒田

陰嚢内に発生した脂肪肉腫の一例

第 56 回日本泌尿器科学会埼玉地方会

功，腎細胞癌に対する mTOR 阻害剤（アフィニトールの抗腫瘍効果）当院におけるアフィニトールの使

用経験について
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19．古平喜一郎，黒田

功，小山政史，吉村一良，上野宗久

よる術前補助化学療法の効果

cT3 侵潤性膀胱癌に対する Gemcitabine-Cisplatin に

第 48 回日本癌治療学会学術集会

20．黒田

功

泌尿器科癌骨転移における塩化ストロンチウム療法

21．黒田

功

泌尿器癌骨転移における塩化ストロンチウム療法

北海道ストロンチウム -89 学術講演会
第 13 回霞ヶ浦画像セミナー

Minoru Horinaga, Shinichi Murata, Masashi Matsushima, Yoko Nakahira Hitoshi, Yanaihara, Munehisa Ueno,
Hirotaka Asakura, Cytokeratin 18 and EAU score predict tumor recurrence in patients with non-muscleinvasive cancer following single postoperative immediate intravesical chemotherapy ASCO Genitourinary Cancer
Symposium（アメリカ学会治療学会）
22．黒田

功

泌尿器科癌骨転移における塩化ストロンチウム療法

第 15 回青森前立腺癌研究会

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
日本泌尿器科学会埼玉地方会を年 4 回主催している
北埼玉前立腺カンファランスを年 2 回主催している

7．自己点検・評価
教育においては，
少ない人員ではあるが，
細かく講義や BSL を行っているが，手術見学の時間が多くなりがちである．
今後は外来見学やクルズスの内容もさらに吟味して，多くの医学生が泌尿器科への興味を持つことができるような体
制を築いてききたい．研修医にとっては，一人当たりの手術症例数が多いため，若手医師の技術向上などは十分成果
を上げていると考えている．今後は系統立てた研修システムを構築し，コメディカルも含めて治療内容や手術方法な
どをより相互理解できるような環境を目指している．
研究においては，日常業務の中で臨床業務に偏りがちな状況ではあり，研究を追求する余裕がなく，予定通りには
結果を達成できていないが，計画通り次年度も継続して行わなければならない．
臨床においては，地域連携を主眼に行ってきた結果，特に前立腺癌の放射線治療に関しての症例数の増加が目覚ま
しかった．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ていると自負している．
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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

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：外来医長：専門医員

髙城文彦（TAKAJYO, Fumihiko）
：助教：専門医員
小村

豪（OMURA, Gou）
：助教：医員

松村聡子（MATUMURA, Satoko）
：助教：医員
安倍貴大（ABE, Takahiro）
：助教：研究主任：専門医員：口腔外科
野島淳也（NOJIMA, Jyunya）
：助教：医員：口腔外科
嶋村由美子（SHIMAMURA, Yumiko）
：非常勤医員：大学院生：口腔外科

2．教育
2-1．目的，目標
耳鼻咽喉科専門医認定教育施設および頭頸部癌専門医認定教育施設として，頭頸部外科，喉頭機能外科領域の研修，
教育を行う．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
本来の外科的側面を理解させる．
2-2．教育内容（担当者）
：菅澤，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．国際医療センターは，特殊な施設
であり，中耳炎，副鼻腔炎等の一般耳鼻咽喉科疾患を体験することは極めて困難であることから，本年度から当院で
の BSL 学生の受け入れを中止し，週 2 回火曜，金曜に大学病院にてＢＳＬ実習中の学生を受け入れ，頭頸部外科の
実習を行った．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．本邦の耳鼻咽喉科は，開業医がホームドクターの役割を果た
しているため，学生には内科的イメージが強いが，頭頸部外科学実習を通じて，耳鼻咽喉科は本来外科の一分野であ
ることを再認識させることが出来たと考える．
本年度は，Clinical clerk ship で当科を選択する学生はいなかった．
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．他科との合同で頭頸部癌カンファ（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，死亡症例カンファを定期的に開催すると共に，科
内で病棟カンファ，新患検討カンファを行っている．
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，大学院生が生まれたことで，臨床研究の幅が広がってきた．
がんセンター中央病院より研究生を受け入れ，下顎再建症例の術後機能について学位指導を行い，学位が取得でき
た．
学外で開催された，鼻内視鏡手術セミナー（慈恵医大），頭蓋底解剖セミナー（京都大学）に当科若手を積極的に
参加させた．
2-3．達成度
耳鼻咽喉科学の外科的側面，頭頸部外科学を，学生に示すことが出来たが，週二日のみで時間が不足している．
カンファは充実し，定期的症例検討など専門医教育の基礎は確立できた．
今後も積極的に専門的セミナーに，若手医師を参加させたい．
本年度，医学教育，研修医教育ワークショップに参加者はいない．
2-4．自己評価と次年度計画
埼玉医科大学で頭頸部外科治療を行っているのは当科のみであり，毛呂山大学病院，川越医療センターと交流し，
卒後教育の充実を図りたい．来年度以降，積極的に CLERK SHIP 学生，研修医を受け入れたい．

3．研究
3-1．目的，目標
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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
臨床が極めて多忙で，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）
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
口腔がんに対するセンチネルリンパ節生検の有用性（厚生労働省班研究に参加）
下顎再建法の選択と術後機能
頭頸部癌画像診断法の評価
共同研究スペースを確保し，
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，研究が続けられ一部の成果は投稿中
である．
3-4．自己評価と次年度計画
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が，全国レベルの共同研究には積極的に参加した．本
年より，大学院生と協同で，translational research 開始予定である．獲得には至らなかったが，文部科学省科学研究
費など，公募研究費に対して積極的に応募した．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的
頭頸部腫瘍科は，大学では稀な，頭頸部腫瘍外科専門診療科として，上縦隔より上方で，頭蓋外の全て部位の腫瘍
性疾患を対象としている．内分泌外科として，上皮小体，甲状腺も当科で扱っている．これら頭頸部臓器は，音声，
嚥下，コミュニケーションに密接に関連する部位であり，治療にあったても，これらの機能温存に特に留意している．
手術治療を基本とするが，それにこだわるとなく，放射線治療，化学療法などを積極的に取り入れ，機能温存を追求
している．本領域は集学的治療が最初に確立した領域であり，形成外科，放射線腫瘍科，腫瘍内科，外科，脳外科，
口腔外科などが参加する頭頸部癌集学的治療チームの要として機能している．説明と同意を尊重し，治療方針の決定
には，診療情報を全て開示し，治療成績，合併症を示した上で，最終的にご本人の意志を尊重して決定している．
今後，喉頭機能外科分野も当科で携わる必要がある．
4-2．診療実績データ
2010 年度新患総数は 632 名，内悪性疾患は 303 名で順調な増加を見せている．この悪性腫瘍新患数は全国で上
位に位置する．悪性腫瘍部位別では，甲状腺 74，口腔 36，喉頭 38，下咽頭 35，中咽頭 30，鼻副 16 などが多かっ
た．75 歳以上の高齢者の割合が増加している．27 床のベッドがほぼ常に満床状態であった．化学放射線療法などの
長期入院患者の増加する傾向にあり，甲状腺，耳下腺などの良性腫瘍手術を短期入院として，なんとか病床を運用し
た．手術件数は，315 件（外来手術含めず）と，横ばいであった．
4-3．診療内容，治療成績
頭頸部の嚥下構音などの機能温存を目標に治療を計画しているが，昨年同様，初診が遅れ，進行癌の比率が高くなっ
ており，再建付き拡大手術を余儀なくされた症例も多い．再建手術は，52 例に施行された．原発部位別では（下咽
頭 24，口腔 13，鼻副鼻腔 3，中咽頭 6 などが多かった．全例，大きな合併症なく，順調な術後経過であった．
機能温存治療として，喉頭亜全摘，部分切除に積極的に取り組み，適応の拡大に
取り組んでいる．希望者に対しては，腫瘍内科の協力の下，化学放射線療法の選択肢も用意している．他施設症例
も含めて，化学放射線療法後の救済手術も積極的に施行した．
手術例の原発部位別では喉頭 44 例，下咽頭 33 例，鼻副鼻腔 12 例，舌口腔癌 44 例などが多かった．甲状腺腫瘍
は 63 例，唾液腺腫瘍は 24 例を数えた．頸部郭清は 152 側に施行されており，全国でも 10 位以内に入る実績である．
クリニカルパスを導入し，診療検査の効率化標準化を図っている．長期の成績は未だ得られないが，短期では良い生
存率を得ている．たとえば，下咽頭根治治療例の 3 年生存率は 60％を越え，STAGE IV でも 40％強の良好な成績で，
喉頭温存率も 42％であった．
4-4．先進医療の開発
「ナビゲーションシステムを使用した鼻副鼻腔腫瘍手術」に積極的に取り組み，局所制御の向上並びに術式の縮小
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による侵襲低下が得られている．
超選択的動注療法も IRB の承認を得て開始した．上顎がん，外耳道癌に施行し，機能携帯の維持，局所制御に成功し，
短期であるが良好な成績である．
埼玉県では本施設のみ脳外科，形成外科と協同で頭蓋底手術を施行している．2009 年度も前頭蓋底手術が 2 例，
側頭骨亜全摘術が 1 例に計 3 例施行されている．
咽頭がん，喉頭がんに対して，喉頭部分切除あるいは，喉頭亜全摘術（SCL-CHEP）あるいは喉頭保存，下咽頭部
分切除術を積極的に施行し，喉頭機能温存を図った．
4-5．実地治験内容
「頭頸部扁平上皮癌根治治療後の TS-1 補助化学療法の検討 - 多施設無作為化比較試験 -」に参加している．
厚生労働省班研究「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」参加している．
同じく「SN 理論による頭頸部微小転移の解明と個別的治療法の開発」に参加している．
4-6．自己評価と次年度内容
患者の増加も順調で，全国的にも大学附属病院中でも屈指の症例数である．しかし，症例数に比べて man power
は不足しており，大学病院，総合医療センターとローテーションを含めて専門医教育の分担，疾患の割り振りを決め
る必要がある．また，良性腫瘍も多数紹介されているが，現在の陣容では，当科のキャパシティは限界に近づきつつ
あり，今後増床を希望している．
次年度の目標は確立した頭頸部癌治療レベルを維持するだけでなく，先進医療へ，臨床研究への積極的取り組み，
治験等に参加し頭頸部癌治療の EBM 確立に寄与すること，高齢者，合併症患者の多い頭頚部癌では困難であるが，
クリニカルパスの導入疾患を増加させたい．
外来のキャパシティも限界に近づきつつあり，連携施設の獲得も大きな課題である．
4-7．要約
頭頸部腫瘍科の存在も確立し，埼玉県全土から多数の症例が紹介され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 632 名（悪性 303 名）に達し，手術件数は 315 件であった．この数字は全国的に見
ても上位にランクされる実績である．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．今後先進医療，臨床試験に積極的に取り組み，大学病院として頭頸部癌治療の 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

査読委員

日本音声言語学会

査読委員

頭頸部癌

査読委員

頭頸部外科

査読委員

安部貴大
Indian Journal of Stomatology; Review Board (International Section) 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，著書 14 編，学会研究会発表

31 回

主な業績代表論文 10 編
1．松村聡子，小村

豪，高城文彦，盛田

恵，中平光彦，菅澤

正：盲腸癌甲状腺転移の 1 例：耳喉頭頸
639

耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科）

82(10):719-724, 2010
2．Sato T, Abe T, Chida D, Nakamoto N, Hori N, Kokabu S, Sakata Y, Tomaru Y, Iwata T, Usui M, Aiko K, Yoda T.
Functional role of acetylcholine and the expression of cholinergic receptors and components in osteoblasts.
FEBSLetters 584; 817-824, 2010.
3．小村

豪，高城文彦，盛田

恵，安部貴大，中平光彦，横川秀樹，廣川詠子，中塚貴志，菅澤

な拡大切除で局所制御をしえた進行甲状腺未分化癌の 2 症例．

日本頭頸部癌学会誌

正．準緊急的

37(1); 83-87, 2011.

4．上咽頭癌側頭骨進展症例の側頭骨病理
小村

豪，加我君孝，都筑俊寛．耳鼻咽喉科・頭頸部外科 82:299-302, 2010

5．下口唇に初期硬結を来した第 1 期梅毒の 1 例
小村

豪，福岡

修，鈴木政美．日耳鼻会報 113:758-761,2010

6．Nojima J, Kanomata K, Takada Y, Fukuda T, Kokabu S, Ohte S, Takada T, Tsukui T, Yamamoto TS, Sasanuma H,
Yoneyama K, Ueno N, Okazaki Y, Kamijo R, Yoda T, Katagiri T. Dual roles of smad proteins in the conversion from
myoblasts to osteoblastic cells by bone morphogenetic proteins.
J Biol Chem. May 14;285(20):15577-86. 2010
7．Omura G, Watanabe K, Fujishiro Y, Ebihara Y, Nakao K, Asakage T Auris Nasus Larynx. Organized hematoma in
the paranasal sinus and nasal cavity - imaging diagnosis and pathological ﬁndings.
37:173-177, 2010
8．Nakatani H, Hirose K, Matsumoto N, Yamakawa K, Kakigi A, Takeda T, Ito S, Yamanishi T, Nishioka A, Ogawa Y,
(Nakahira M).
A totally implanted intra-arterial chemotherapy system for advanced maxillary sinus carcinoma. ORL J
Otorhinolaryngol Relat Spec. 2010 Feb;71 Suppl 1:116-22. Epub 2010 Feb 24.
9．中平光彦，菅澤

正．目で見る鼻の検査．画像検査，血管造影検査．JOHNS 26(8), 1157-1161, 2010

10．丹生健一，鬼塚哲朗，川端一嘉，藤井

隆，菅澤

正

他：頸部郭清の後遺症調査．頭頸部癌 36．82-88，

2010
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，十分な活動が可能であった．本年度は入局者を確保できず，マンパワー不足は深刻であり，十分な研
究，教育活動が行われなかった．来年度以降，積極的な教育活動，学会活動を通じて，内外から人材を確保する必要
がある．研究基盤作りのためにも人材の確保が必須である．
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ほぼ全てを
カバーしている．次年度は開院 5 年を迎え，
各分野の長期の治療成績を検討し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
講師：外来医長：婦人科腫瘍学
長谷川幸清（HASEGAWA, Kosei）
：講師：医局長・婦人科腫瘍学・癌免疫・遺伝子治療
岩佐紀宏（IWASA, Norihiro）
：助教：外来医長・研修医担当：産婦人科学，婦人科腫瘍学：がんプロ大学院生
大石理恵（OISHI, Rie）
：助教：産婦人科学，婦人科腫瘍学
黒崎

亮（KUROSAKI, Akira）
：助教：産婦人科学，婦人科腫瘍学：がんプロ大学院生

祖川侑子（SOGAWA, Yuko）
：助教（後期研修医）：産婦人科学（平成 22 年 4 月 1 日〜平成 22 年 9 月 30 日）
西川忠暁（NISHIKAWA, Tadaaki）
：助教（後期研修医）
：産婦人科学（平成 22 年 10 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日）

2．教育
2-1．目的・目標
婦人科腫瘍科は産婦人科（基本学科）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
婦人科の一員として，綿密な連携のもとで，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，長谷川が全体講義を，長谷川，岩佐，大石，黒崎が 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．後期研修医
の教育には，藤原，長尾，長谷川，岩佐，大石，黒崎が，婦人科腫瘍学会専門医修練医の教育には藤原・長尾が当たった．
祖川は，順天堂大学産婦人科からの後期研修医として短期研修（6 ヶ月間）婦人科腫瘍の研修を行った．祖川の後
任として西川が広島市民病院から赴任し，後期研修医として婦人科腫瘍の研修を開始した．西川は，平成 23 年度に
日本産科婦人科学会専門医試験を受験する予定である．
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，岩佐が日本婦人科腫瘍学会専門医試験に合格し専門医となった．黒崎が，新たに婦人
科腫瘍学会専門医取得を目指す修練医として研修を開始した．前年度に引き続き，長谷川，大石は，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継続し，順調にカリキュラムをこなしている．
黒崎は，がんプロフェッショナル養成プラン大学院生として研究を開始した．黒崎の研究指導は主に長谷川が担当
する．岩佐は引き続き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，ゲノム解析を含めた臨床
試験を開始した．昨年度から開始された，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は
順調に遂行されている．これら臨床経験が劣る後期研修医のトレーニングには長谷川，岩佐，大石，黒崎が中心となっ
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．
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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
・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）
・GOG213 試験 （プラチナ感受性再発症例に対する Bevacizumab の有用性を検討する，我が国初の高度医療評価
制度を用いた国際共同第Ⅲ相比較試験）
・GOG237 試験 （AGC に対する MN タンパクの診断的意義を検証する研究）
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）
北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム (GOTIC) での他施設共同試験
・GOTIC-001 iPocc 試験（JGOG3019 試験との共同）
・GOTIC-002 LUFT 試験 （局所進行子宮頸がんに対するケモラジ後の UFT

2 年間内服投与の有効性を検証する

第Ⅲ相比較試験）
・GOTIC-003 iPLAS 試験 （再発卵巣癌に対するドキシル 40mg/m2 対 50mg/m2 の有効性・安全性を比較するラ
ンダム化第Ⅱ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
・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）
・Doxil の口内炎予防に関する研究
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
・子宮体癌に対する TAP 療法の有用性を検証する Feasibility 試験
・再発子宮頸がんに対するペプチドワクチンの安全性を検証する第 I 相試験
・子宮頸部非扁平上皮がんに対するドセタキセル＋カルボプラチン投与 (NAC) 後広汎子宮全摘術を行う Feasibiity
試験
新薬開発企業治験
・子宮頸がん IVb 期，再発に対する
・上皮性卵巣がん再発に対する

S-1 ＋シスプラチンまたはシスプラチン単独第Ⅲ相比較試験

パクリタキセル＋カルボプラチン＋抗葉酸製剤（MORAb-003）あるいはパクリ

タキセル＋カルボプラチン＋プラセボの第Ⅲ相比較試験
・上皮性卵巣がん再発に対する

パクリタキセル＋血管新生阻害薬（AMG386）あるいはパクリタキセル＋プラセ

ボの第Ⅲ相比較試験
3-3．研究内容と達成度
平成 21 年度に藤原が獲得した厚生労働科研もとに立案していた，カルボプラチンの腹腔内投与の有用性を検証す
る第Ⅲ相比較試験は平成 22 年 4 月に先進医療評価委員会で承認され，我が国初の高度医療評価制度を用いた第Ⅲ相
比較試験として，7 月から埼玉医科大学国際医療センターで症例登録が始まった．さらに，GOG213 試験も，我が国
初の国際共同第Ⅲ相比較試験として症例登録が始まった．GOTC-002 試験も症例登録を開始した．これらの試験には，
適切なデータマネージメントが必要とされているので，医局雇用の CRC を教育し，業務を担当させている．これら
の試験に参加する症例数が激増したため，平成 22 年 12 月，平成 23 年 3 月に一人ずつ増員し，業務が滞りなく行
えるよう注意している．
他の臨床試験は，症例登録は順調に進んでいる．CRC が関与しない臨床試験のデータマネージメントは滞りがち
であるので，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，昨年度より開始した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が順調に推移している．また，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した長谷川のプロジェクトも，グラントの確保ができ，準備がほぼ完了した．
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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
に限界を越えており，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
師定員の見直しを大学にお願いしたい．CRC に関しては，厚労科研をもとに一人雇用し，トレーニングを開始した．
次年度には CRC 雇用の効果が期待される．
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順調に経過している．他施設の参加も開始されたの
で，さらなる症例登録が期待される．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約（病院要覧用）
①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．②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，という目標を掲げ医師主導臨床試験を 16，およ
び新薬開発治験を 3 遂行した．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．多忙な診
療に加えての研究を遂行するには時間的に限界を越えているので，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．
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
として開始した，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着々と進行中であり，成果が期待される．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
開院 4 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る．診療に当たっては地域連携を重視し，患者の受け入れ，逆
紹介をスムースに行う．
4-2．診療実績データ
・婦人科浸潤癌

234 例

・子宮頸癌

70

・子宮頸部癌肉腫
・子宮体癌

1
78

・子宮癌肉腫

7

・子宮肉腫

1

・卵巣癌

61**

・腹膜癌

4

・卵管癌

2

・腟癌

2

・外陰癌

4

非浸潤性新生物（例）
− CIN3
− AIS
− AEH
−卵巣腫瘍 LPM

70
5
1
17

良性疾患
−子宮内膜症

3

− LEGH

2

−卵巣腫瘍

36

−子宮筋腫

12

−子宮内膜ポリープ
−その他

1
12
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外来患者
入院患者

総数

12922 名

初診

602 名

件数

849 名

在院総数

7459 名

一日あたり

20 名
413 件

1 ヶ月あたり

通院センター

874 件

1 ヶ月あたり

入院

483 件

1 ヶ月あたり

手術件数
化学療法

34 件
73 件
40 件

4-3．診療内容，治療成績
婦人科癌の中でもっとも頻度の高い，子宮頸癌，子宮体癌，卵巣癌の診断治療を中心に行っている．希な腫瘍に対
する治療方針は Gynecologic Cancer Intergroup を通じた国際的な Consultation Network を用いて最適な治療法を提
供できるようなシステムを用いている．原発不明癌は臨床腫瘍科とともに治療を行う．
手術，化学療法は婦人科腫瘍科で担当し，放射線療法は放射線腫瘍科に依頼している．
診断，治療に漏れがないようにするため，毎朝，Treatment Planning Conference を実施し，治療予定患者の情報
を繰り返しチェックしている．
定期的に，病理，放射線診断，放射線腫瘍科とのカンファレンスを開催し，治療計画をおこなうとともに，修練医，
研修医，学生の教育にも役立てている．
4-4．先進医療の開発
卵巣癌に対する腹腔内化学療法
婦人科癌に対する低侵襲手術
新規抗がん剤の開発
4-5．実施治験内容
子宮頸癌に対する S-1 治験
卵巣癌に対する Pazopanib 治験
卵巣癌に対する MORAb003 治験
卵巣癌に対する AMG386 治験
4-6．自己評価と次年度目標
前年度と比較して診療実績は順調に伸びたといえる．浸潤癌症例も 230 例を超え，がんセンター婦人科腫瘍科と
しての存在価値が地域社会的に認知されてきたと考える．次年度もさらなる躍進を期したい．
4-7．上記 4-1 〜 4-6．の要約（大学年報用）
開院 4 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
績も我が国有数の症例数を取り扱っており，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
※主文 4-1 〜 4-6．は病院要覧，4-7．要約は大学年報

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
Journal of Clinical Oncology 査読医員
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

副理事長

Gynecologic Oncology Group Principal Investigator, Ovarian Committee 委員
644

産婦人科（婦人科腫瘍科）

婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構

理事

米国 National Cancer Institute, Gynecologic Cancer Steering Committee 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論文 10 篇以内を記載）
論文総数 15
学会発表数 12
1．Aoki D, Katsumata N, Nakanishi T, Kigawa J, Fujiwara K, Takehara K, Kamiura S, Hiura M, Hatae M, Sugiyama T,
Ochiai K, Noda K. A Phase II Clinical Trial of Topotecan in Japanese Patients with Relapsed Ovarian Carcinoma
Jpn J Clin Oncol,2010 Oct 25. [Epub ahead of print]
2．Fujiwara K, Aotani E, Hamano T, Nagao S, Yoshikawa H, Sugiyama T, Kigawa J, Aoki D, Katsumata N, Takeuchi
M, Suzuki M. A Randomized Phase II/III Trial of 3 Weekly Intraperitoneal versus Intravenous Carboplatin in
Combination with Intravenous Weekly Dose-dense Paclitaxel for Newly Diagnosed Ovarian, Fallopian Tube and
Primary Peritoneal Cancer. Jpn J Clin Oncol,
3．Hanprasertpong J, Ohishi R, Iwasa N, Nagao S, Okamoto K, Fujiwara K. Splenectomy during secondary
cytoreductive surgery for epithelial ovarian cancer. Asian Pac J Cancer Prev.11(2):413-6,2010
4．Goto T, Takano M, Ohishi R, Iwasa N, Shimizu M, Hasegawa K, Nagao S, Fujiwara K. Single nedaplatin treatment
as salvage chemotherapy for platinum/taxane-resistant/ refractory epithelial ovarian, tubal and peritoneal
cancers. J Obstet Gynaecol Res. 36(4):764-8,2010
5．Hanprasertpong J, Fujiwara K. Splenectomy and surgical cytoreduction in epithelial ovarian cancer: a review
Eur J Cancer Care. 19(5): 1365-2354,2010
6．Nagase S, Inoue Y, Umesaki N, Aoki D, Ueda M, Sakamoto H, Kobayashi S, Kitagawa R, Toita T, Nagao S,
Hasegawa K, Fukasawa I, Fujiwara K, Watanabe Y, Ito K, Niikura H, Iwasaka T, Ochiai K, Katabuchi H, Kamura T,
Konishi I, Sakuragi N, Tanaka T, Hirai Y, Hiramatsu Y, Mukai M, Yoshikawa H, Takano T, Yoshinaga K, Otsuki T,
Sakuma M, Inaba N, Udagawa Y, Yaegashi N. Evidence-based guidelines for treatment of cervical cancer in Japan:
Japan Society of Gynecologic Oncology (JSGO) 2007 edition Int J Clin Oncol. 15(2): 117-24,2010
7．長尾昌二，仲神宏子，塚原沙耶，大石理恵，岩佐紀宏，長谷川幸清，藤原恵一 卵巣癌の手術と妊孕能温存手術
産婦人科治療 100(3):259-64,2010
8．長尾昌二，仲神宏子，塚原沙耶，大石理恵，岩佐紀宏，長谷川幸清，藤原恵一 卵巣癌と生殖機能温存治療の実
際 産婦人科の実際 59(5):735-41,201
9．長尾昌二，祖川侑子，水上順智，黒崎

亮，大石理恵，岩佐紀宏，長谷川幸清，藤原恵一 腹腔内化学療法の現

状と将来展望 産婦人科の実際 59(10):1519-25,2010
10．藤原恵一上皮性卵巣がんに対する新しい薬剤
田川康博監修）
（分担執筆）p42-7

インフォームドコンセントのための図説シリーズ卵巣がん（宇

医薬ジャーナル

2010

6-2．獲得研究費
藤原恵一

厚生労働科学研究補助金

進行卵巣：腹膜癌に対する腹腔内化学療法確立のための研究（Ｈ 21 −がん臨床一般− 014）
（平成 21 年度− 23 年度）
藤原恵一

厚生労働科学研究補助金

進行卵巣がんに対する分子標的薬の国際共同・医師主導治験 （平成 22 年度 -24 年度）
研究代表者

勝俣紀之

長谷川幸清 平成 22 年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究 (B)）
卵巣がんにおけるマイクロＲＮＡの新規治療標的としての有用性の検討 （平成 22-23 年度）
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
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7．自己点検・評価
開設 4 年目として，
患者数は予想以上のペースで増加している．科員の数も若干増加したが，患者数の増加に見合っ
ておらず，
相当な負担を強いる結果となっている．今後，適正な労務管理ができるような人員配置を要望していきたい．
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長谷川の努力によりかなり進んだが，人的支援は不足している．診療・教育面とともに前述し
た問題点を解決しながら，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）歯科・口腔外科
1．構成員
小林明男（KOBAYASHI, Akio）
：准教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：口腔腫瘍：
博士：埼玉医科大学口腔外科兼任

2．教育 埼玉医大参照
3．研究 埼玉医大参照
4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
国際医療センターでは外来通院患者さんに対応をしていない．入院患者さんに対しては，頭頸部腫瘍科の外来診察
室を借りて，がん治療あるいは臓器移植，造血器細胞移植の支持療法として口腔ケアを行っている．また顎骨に影響
を及ぼす化学療法や放射線治療に対して介入をしている．
4-2．診療実績データ

埼玉医大参照

5．その他 該当無し
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

2，学会発表総数

1．坂田康彰

金谷あゆみ

6）

福島洋介

古株彰一郎

小林明男

依田哲也

下顎骨骨折整復手術中にみられた亜型

悪性高熱症と考えられた 1 例．有病者歯科医療．2010.04. 19(1):7-12
2．冨高優子

今井謙一郎

田口茂和

小林明男

依田哲也；クロイツフェルト・ヤコブ病患者に対する抜歯の 1

例．有病者歯科医療．2010.04. 18(1):11-16
3．嶋村由美子，安部貴大，中平光彦，小林明男，依田哲也，村田晋一，菅澤

正，白板症の悪性化診断における

Fascin の有用性，口腔腫瘍，22, 4, 2010
4．安部貴大，嶋村由美子，中平光彦，森田

恵，高城文彦，小村

豪，小林明男，依田哲也，菅澤

正

舌下腺悪性腫瘍の 4 例，口腔腫瘍，22.4, 2010
（著書・分担執筆）
小林明男：歯ぎしり

保健同人社

7

2010

6-2．獲得研究費
小林明男：平成 20 年度科学研究費補助金

基盤研究Ｃ

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
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
口腔外科疾患の治療は埼玉医科大学口腔外科で行い対応をしている．現在，口腔ケア外来は頭頸部腫瘍科の診察室
を借りて暫定的に施行している．口腔ケア外来の開設に向けて準備中．
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3．23）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

大沢愛子（OSAWA, Aiko）
：講師：運動器呼吸器リハビリテーション科副診療科長：研究員：教育員
内田龍制（UCHIDA, Ryusei）
：助教：専門医員：研究員：教育員
理学療法士 20 人，作業療法士 6 人，言語聴覚士 7 人

2．教育
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）教育内容：1 日のみ見学型の BSL を行った
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．
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
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
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）
脳卒中地域連携パスを用いたリハビリテーションの質的向上に関する研究（前島，大沢）
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．
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
1）自治体，政府関連委員の有無
該当なし
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 ），「 脳 卒 中 」 査 読 委 員（ 前 島 ），「Journal of Stroke and
Cerebrovascular disease」査読委員（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）
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）
，
日本脳卒中学会評議員（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 0+，論文 28+，学会発表：講演・シンポジウム 13+，国際学会 18+2，国内学会
55+13）
1．Maeshima S, Osawa A, Kunishio K: Cognitive dysfunction in a patient with brainstem hemorrhage. Neurol Sci
31(4):495-499, 2010
2．Maeshima S, Osawa A, Sujino K, Fukuoka T, Deguchi I, Tanahashi N: Pure alexia caused by separate lesions of
the splenium and optic radiation. J Neurol 2010 (Published online 27 August 2010)
3．前島伸一郎，大沢愛子，石原正一郎，佐藤

章，棚橋紀夫：急性期病院の立場からみた脳卒中地域連携クリティ

カルパスと回復期リハビリテーション．脳卒中 32:357-364, 2010
4．Osawa A, Maeshima S: Family Participation Can Improve Unilateral Spatial Neglect in Patients with Acute Right
Hemispheric Stroke. Eur Neurol 20;63(3):170-175, 2010
5．大沢愛子，前島伸一郎，山根文孝，松田博史，石原正一郎，棚橋紀夫：内頸動脈狭窄症における認知機能評価
と局所脳血流の検討．脳卒中 32:621-627, 2010
6．Makita S, Uchida R: Improvement of cardiorespiratory Capacity for patients with severe heart failure after LVAS
implantation. 2nd Asian Oceania Conference of Physical and Rehabilitation Medicine, Medimond International
Proceedings, pp77-79,2010
7．Sato S, Makita S, Uchida R, Ichihara S, Masuda M: Eﬀects of Tai Chi training on Baroreﬂex sensitivity and heart
rate variability in patients with coronary heart disease. Int Heart J 51:238-241,2010
8．Sato S, Makita S: Effects of cardiac rehabilitation program on cognitive function in elderly patients after
myocardial infarction. Osaka Sangyo University, J Human Environ Studies 9:107-113,2010
9． 牧 田

茂： 心 疾 患 の 包 括 的 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に お け る リ ハ 科 医 の 役 割．Jpn J Rehabil Med

47(4):205-209,2010
10．牧田

茂：不整脈の発症予防にとって運動はリスクかベネフィットか？ Life Style Medicine 4(4):341-347,2010

6-2．獲得研究費：
平成 22 年度厚生労働省科学研究費（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）（班員

牧田

茂）
「虚

血性心疾患の疾病管理プログラムとしての外来型心臓リハビリテーションの効果と普及方策に関する研究」
6-3．受賞：日本心臓リハビリテーション学会

第 7 回木村登賞受賞 2010.7.17

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 11 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー 2010.4.17-18

7．自己点検・評価
全体的に「良」であった

649

臨床医学部門（日高キャンパス）

3．24）麻酔科
1．構成員
北村

晶（KITAMURA, Akira）
：教授：運営責任者：診療科長：臨床麻酔：博士

磨田

裕（USUDA, Yutaka）
：教授：研究主任：集中治療：博士

林田眞和（HAYASHIDA, Masakazu）
：教授：教育主任：心臓血管麻酔：博士
西部伸一（NISHIBE, Shinichi）
：准教授：専門医員：小児心臓麻酔：博士
有山

淳（ARIYAMA, Jun）
：准教授：専門医員：臨床麻酔と経食道心エコー：博士

辻田美紀（TSUJITA, Miki）
：講師：専門医員：小児心臓麻酔：博士
中川秀之（NAKAGAWA, Hideyuki）
：助教：専門医員：心臓血管麻酔
関口美果（SEKIGUCHI, Mika）
：助教：医員：臨床麻酔
今西宏和（IMANISHI, Hirokazu）
：助教：医員：臨床麻酔
吉川博昭（YOSHIKAWA, Hiroaki）
：助教：医員：臨床麻酔
塚本早季子（TSUKAMOTO, Sakiko）
：助教：医員：臨床麻酔
小柳一洋（KOYANAGI, Kazuhiro）
：助教：医員：臨床麻酔
寺尾和久（TERAO, Kazuhisa）
：助教：医員：臨床麻酔
三枝

勉（MIEDA, Tsutomu）
：助教：医員：臨床麻酔

以上の他，非常勤医師 21 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（担当者）
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及する．
3-2．研究グループ（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，中枢組織および末梢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．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
診療業務の多忙さがあり，研究活動が十分とはいえないが，教室員が増えすこしずつ体制を構築している．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
各人が臨床麻酔，
集中治療管理，
疼痛管理分野において高度な専門性を発揮すべく，新しい麻酔科の組織化を目指す．
当院は包括的がんセンター，心臓病センター，救急センターからなり，それらの専門性に特化した組織である．手術
麻酔に関しては，Specialty をもった generalist として，日々の診療にあたっている．
4-2,3．診療実績と内容
平成 22 年度の 1 年間の手術件数は 5799 件でそのうち麻酔科担当手術症例が 4561 件（78.7％）であった．特筆
すべきは大きな手術管理（長時間，大侵襲手術管理）が多いことがあげられる．さらに，包括的がんセンターとして
臓器別にまんべんなく手術症例がこなされている．次年度以降にはさらに多くの手術麻酔が見込まれている．
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
臨床業務が非常に多忙である中で，チームワークを良好に保ち病院経営に貢献した．次年度においてはさらに手術
件数の増加に対応すべく，麻酔科医のみならず看護師不足をカバーする効率の良いシステム作りに腐心したい．さら
に周術期の管理を充実させ地域貢献に寄与することを目標とする．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
業務の多忙さがあるが，丁寧な仕事と医療安全に留意して活動している．

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
磨田

裕：クリニカルエンジニアリング 編集主幹

日本看護協会事故事例分析検討委員会 委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Ariyama J, Imanishi H, Nakagawa H, Kitamura A, Hayashida M. Epicardial hematoma and myocardial ischemia
following application of Starfish stabilizer: an uncommon complication of the device. J Anesth. 2010.10. 24
（5）:801-802
② Azuma K, Maruyama K, Imanishi H, Nakagawa H, Kitamura A, Hayashida M. Difficult management of
anticoagulation with argatroban in a patient undergoing on-pump cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth.
2010.10. 24（5）:831-833
③ Maruyama K, Nishikawa Y, Nakagawa H, Ariyama J, Kitamura A, Hayashida M. Can intravenous atropine prevent
bradycardia and hypotension during induction of total intravenous anesthesia with propofol and remifentanil ? J
Anesth. 2010.4. 24（2）:293-296
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④ Fukuda K, Hayashida M, Ikeda K, Koukita Y, Ichinohe T, Kaneko Y. Diversity of opioid requirements for
postoperative pain control following oral surgery--is it aﬀected by polymorphism of the μ -opioid receptor ?
Anesth Prog. 2010 Winter; 57（4）:145-149
⑤ Shu H, Arita H, Hayashida M, Zhang L, An K, Huang W, Hanaoka K. Anti-hypersensitivity eﬀects of Shu-jing-huoxue-tang, a Chinese herbal medicine, in CCI-neuropathic rats. J Ethnopharmacol. 2010.09.15;131（2）:464-470
⑥ Aoki J, Hayashida M, Tagami M, Nagashima M, Fukuda K, Nishizawa D, Ogai Y, Kasai S, Ikeda K, Iwahashi
K. Association between 5-hydroxytryptamine 2A receptor gene polymorphism and postoperative analgesic
requirements after major abdominal surgery. Neurosci Lett. 2010.07.19;479（1）:40-43
⑦ Nishizawa D, Hayashida M, Nagashima M, Koga H, Ikeda K. Genetic polymorphisms and human sensitivity to
opioid analgesics. Methods Mol Biol. 2010;617:395-420
総数：論文

10 件，学会発表

20 件

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
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，
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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3．25）
（1）救急医学科（救命救急科）
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
命倫理
根本

学（NEMOTO, Manabu）
：教授：診療科長：教育主任：

救急一般，外傷外科，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
古田島太（KOTAJIMA, Futoshi）
：准教授：研究副主任：
内科一般，急性期呼吸不全，急性期呼吸管理
龍神秀穂（RYUJIN, Hideho）
：講師：教育副主任：専門医員：教育員：研究員：
救急一般，熱傷，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，外傷外科，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：医員：教育員：研究員：DMAT 隊員：救急一般，外傷外科，消化器外科救急
中島弘之（NAKAJIMA, Hiroyuki）
：助教（兼担：脳卒中外科）：医員：教育員：頭部外傷，救急一般
白川哲也（SHIRAKAWA, Tetsuya）
：助教（兼担：整形外科）：医員：教育員：
骨損傷急性期治療，外傷外科，救急一般
河野義彦（KOUNO, Yoshihiko）
：助教（兼担：整形外科）：医員：教育員：
骨損傷急性期治療，外傷外科，救急一般
織田徹也（ODA, Tetsuya）
：助教（兼担：整形外科）：医員：教育員：骨損傷急性期治療，外傷外科，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
川原

毅（KAWAHARA, Tsuyoshi）
：助教：医員：救急一般

園田健一郎（SONODA, Kenichirou）
：助教：医員：研究員：教育員：救急一般
川井田望（KAWAIDA, Nozomu）
：助教：医員：研究員：教育員：DMAT 隊員：救急一般
小川博史（OGAWA, Hiroshi）
：助教：医員：救急一般
野村侑史（NOMURA, Yuushi）
：助教：医員：救急一般
中村一郎（NAKAMURA, Ichiroho）
：救急救命士：プレホスピタルケア，救急隊教育：DMAT 隊員
岸田全人（KISHIDA, Yoshito）
：救急救命士：プレホスピタルケア，救急隊教育：DMAT 隊員

2．教育
2-1．目的・目標
学生（医学部および保健医療学部）
，研修医，看護師，消防職員（救急救命士および標準課程修了者）などを対象
に，それぞれの職種に即した救急医学の基本的内容の教育を行う．また，海外留学生・研修生に対しても対応できる
体制の構築を図る．社会的活動としては，学外および院内の全職員を対象として，BLS および ICLS 講習による一次・
二次救命処置の普及を図る．日本救急医学会救急科専門医・指導医指定施設認定を受けていることから，専門医教育
も充実させる．平成 22 年度からは日本外傷学会による外傷専門医ならびに外傷専門医研修施設認定が開始され，当
院はその認定施設として登録されたことから，今後は外傷専門医の教育も充実させる必要がある．
2-2．教育内容（担当者：全員）
1）1 年生：救急医学の基礎および一次救命処置
4 年生：救急疾患の診断と治療（ヒトの病気 2

救急・麻酔ユニット）

5 年生：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
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埼玉医科大学全学生：夏期プログラム（救命救急体験実習）
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 コース開催による一次・二次救命処置実習教育
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（救急救命士，救急救命士研修所研修生，救急救命士養成学校生徒，
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
レーション実習，気管挿管実習など）
，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，
的検証会議救急救命東京研修所（外傷総論），東京消防庁消防学校（心肺停止），JPTEC ならびに JATEC プロバ
イダー・コースの開催担当．
2-3．達成度
救命救急センターに認可され，診療体制も確立してきたことから医学部学生，研修医，交換留学生などの臨床現場
における教育については，概ね満足できる設定目標に到達したと評価．
2-4．自己評価と次年度計画
目標達成度は満足できるものである．今後は専門医教育を重点に，日常業務と並行してより充実した内容を目指し
たい．

3．研究
3-1．目的・目標
20 年度に引き続き，院外心肺停止症例の Utstein 方式による登録，および外傷データバンク登録を行っている．
これらの基礎データをもとに，当院の医療圏における院外心肺停止症例および重症外傷患者の実態と予後調査を行う
ことで当科の研究基盤構築を目指している．また，その結果を西部第 2 地区メディカルコントロール協議会による
事後検証会（担当：根本，龍神，高平，大谷）を通して消防機関に還元し，病院前救護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．
急性期呼吸管理については，古田島准教授の指導のもと，救命 ICU における呼吸管理を中心とした院内呼吸サポー
トチーム（全体責任者：麻酔科

磨田教授）が発足し，その活躍が期待されるところである．

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外傷データバンク登録症例を基礎とした外傷患者の重症度と予後の調査研究
③整形外科領域における超急性期治療に関する臨床的研究
④救命センター ICU における呼吸病態と呼吸管理に関する臨床的研究
3-3．研究内容と達成度
① 21 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．現在，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 登録を行いながら待機中．
②根本，大谷を中心に，外傷データバンクに症例を登録し，外傷症例の重症度と予後の調査研究を継続して行う．
③鳥尾を中心に，学会発表を主体として研究を進めてきた．今後は発表内容を論文として纏めながらさらに研究を
深めていく予定．
④古田島の指導により，ICU での呼吸管理の実践を行うなか，呼吸病態の研究の準備を進めている．また，院内呼
吸サポートチーム発足による効果検証も麻酔科磨田教授らと検討中である．
3-4．自己評価と次年度計画
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．
大量出血に伴う血液凝固系異常や全身性炎症反応症候群，および急性期呼吸不全の病態とその治療に関する研究を
開始したが，臨床面での業務負担が大きく，研究については十分に時間を割くことができなかった．今後も上述の臨
床研究を継続していく予定である
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
臨床研究に主軸を置いて，豊富な臨床例からデータを蓄積し，その解析を進めてきたが，臨床に時間を割かれ満足
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できる域には達することができなかったが，一方で，学会等においては症例発表を中心に多くの発表ができたものと
考える．臨床においては概ね満足できる状態になってきたことから，今後は研究面においても発展を期するところで
ある．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
救命救急センター受診患者中，当該診療科に直接受診依頼がある患者を除く全ての救急患者の初期対応を担当して
いる．脳卒中および急性冠症候群，急性大動脈疾患などを除く急性疾患および外傷症例に対しては，救命救急科が初
期対応から根本的治療，退院後の外来診療まで対応し，特に外傷症例に関しては，“ 防ぎ得た外傷死 ” を防ぐことを
目的に病院前救護に当たる救急隊と連携し，治療成績の向上に努めている．本年度，当院で経験した “ 防ぎ得た外傷
死 ” の発生は外傷死全体の 16.1％であり，
その全てが管轄外搬送で受傷から当院搬入までに 100 分以上かかっていた．
今後は広域救急搬送システムを含め，検討していく必要がある．
4-2．診療実績データ
平成 22 年度の救命救急センター患者調では，患者総数：4,854 名で，その内訳は，1．外傷 1,289 例（520 例）
，
2．脳血管障害 851 例（761 例）
，3．来院時心肺停止 241 例（46 例），4．急性腹症 25 例（17 例），5．消化管出
血 123 例（100 例）
，6．中毒 183 例（96 例），7．血管緊急症 587 例（542 例），8．呼吸不全 93 例（79 例）
，9．
代謝障害 66 例（34 例）
，10 熱傷 27 例（13 例），11．その他外因性疾患 52 例（14 例），特殊感染症 23 例（14 例）
，
その他 1,294 例（465 例）であった．注）
：かっこ内は入院数

このうち，16 歳未満は 380 例（95 例）であり，

特に外傷症例においては 272 例と多かった．入院率は 55.6％と高く，また救急車搬送件数は 4,179 件であった．ヘ
リコプターによる患者搬送は 42 件（県ドクターヘリ：38 件，県防災航空隊ヘリ：2 件，早朝・夜間ドクターヘリ
的運用：2 件）と 21 年度と比較して減少したが，搬送もとに関しては 21 年度と同じく，秩父地域からの搬送が大
半を占めた．ヘリコプター搬送が減少した一因として，7 月 25 日に発生した山岳救助中の県防災航空隊ヘリコプター
墜落事故が挙げられる．この事故を機に，県防災航空隊による山岳救助のプロトコールが見直しされ，より安全な救
助活動の展開が期待されている．
4-3．診療内容，治療成績
初期対応後，包括的がんセンター，心臓病センターおよび脳卒中センター医師への引き継ぎは前年度同様，概ね良
好であったが，今後は初期診療の段階から専門医と連携し，より迅速な対応を行うことが課題である．外傷症例では，
特に多発外傷に対する戦略をより高度なものにする必要があるが，これには手術部や放射線科などとの連携が不可欠
であり，今後，更なる検討が必要である．また，“ 防ぎ得た外傷死 ” は外傷死全体の 16.1％に止まり，米国の標準値
に近い結果であったが，今後は更に発生率を減少させるべく，消防機関ならびに地域医療機関との連携を強化する必
要があると考える．基礎疾患に精神科疾患を持つ患者の対応は，埼玉医科大学病院の精神科専門医と良い連携がとれ
ており，概ね満足する結果を得ることができた．
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
救命救急センターとして地域救急医療には応分の対応ができたと考える．一方，院内での各診療科との連携や急性
期治療終了後の地域連携医療機関への患者転院等に対しては，救命救急センター運営会議等で検討を重ね，より円滑
な治療展開がなされるよう努めていきたい．また，2 名の救急科専門医が開業等で退職したため，診療体制維持のた
めにも後期研修医や救急科専門医あるいは外傷専門医を目指す若手医師を積極的に勧誘する必要があると考える．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
救命救急センターとして地域救急医療に応分の対応ができたものと考える．今後は，埼玉医科大学病院，埼玉医科
大学総合医療センターとの連携をより一層強化し，埼玉県全域を対象とした救急医療体制の構築がなされるよう取り
組んでいく必要があると考える．また，現在，学会等で検討されている外傷センター設置に向けて，外傷専門医研修
施設に恥じない治療成績の向上に努めることが期待される．埼玉医科大学病院の ER との連携に関しては，今後も継
続して検討を行う必要があるが，卒後 3 年目から 6 年目あたりの若手医師に対する救急医療教育の場として埼玉医
科大学病院 ER と国際医療センター救命救急センターが活用されるシステムの構築が望ましいと考える．

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
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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
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に対して，急性期対応として大谷（救急医学科），吉野（看護部），
甲斐
（看
護部）
，渡辺（総務課）
，中村（救急救命士）が DMAT として 11 日〜 15 日にかけて出動した．また，亜急性期医療
機関支援として岸田（救急救命士）が埼玉医科大学医療支援隊の一員として 8 日間の支援活動に参加した．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① 激 症 型 溶 連 菌 感 染 症 の 1 例： 自 経 2 症 例 の 経 験 を 踏 ま え て． 日 本 救 急 医 学 会 関 東 地 方 会 誌．2010.12.
31(48):58-59

◎川井田望，河相開流，根本

学，鳥尾哲矢，河野義彦，栫井裕子，高平修二，龍神秀穂，大谷義孝，

日笠山智彦，小川博史
②人工呼吸器管理中の重症患者に対する肺理学療法システムベッド Hill-Rom TotalCare SpO2RT の使用経験．日本
救急医学会関東地方会誌．2010.12. 31(48):100-101
河相開流，根本

◎小川博史，古田島太，栫井裕子，川井田望，大谷義孝，

学，新山和也，肥田野貴史，朝倉登美子

③県航空隊防災ヘリコプターによる早朝・夜間ドクターヘリ的運用の検討．日本救急医学会関東地方会誌．
2010.12. 31(48):150-151

◎河相開流，根本

学，古田島太，栫井裕子，龍神秀穂，高平修二，中島弘之，大

谷義孝，日笠山智彦
④外傷性心タンポナーデ後に脳梗塞を発症した 1 例．日本救急医学会関東地方会誌．2010.12. 31(48):16-17
大谷義孝，根本

◎

学，新井正康，河相開流，高平修二，斉藤憲人，日笠山智彦，川井田望，園田健一郎

⑤埼玉県における全県地域を対象とした県防災航空隊ヘリコプターを用いた早朝・夜間ドクターヘリ的運用の報
告

第 38 回日本救急医学会総会．2010.10. 東京都

◎根本

学，龍神秀穂，栫井裕子，河相開流，高平修二，

大谷義孝，日笠山智彦，中島弘之，古田島太，吉野暁子，棚橋紀夫
⑥イヌサフラン誤食により死亡した 2 症例の報告
根本

第 38 回日本救急医学会総会．2010.10. 東京都

学，古田島太，龍神秀穂，河相開流，高平修二，栫井裕子，大谷義孝，小川博史，野村侑史

⑦バックボードへの胸部ベルト固定による呼吸抑制に関する研究
都

◎日笠山智彦，

第 38 回日本救急医学会総会．2010.10. 東京

◎岸田全人，古田島太，中村一郎，野村侑史，小川博史，園田健一郎，日笠山智彦，大谷義孝，高平修二，

河相開流，根本

学

⑧離脱時頸部負荷を軽減する機能を有するヘルメットの開発と取り扱いマニュアルの作成
2010.05. 千葉県

幕張

根本

学

⑨当院へ搬送されたシートベルト外傷患者のまとめ
高平修二，龍神秀穂，根本

第 24 回日本外傷学会．

第 24 回日本外傷学会．2010.05. 千葉県

幕張

◎大谷義孝，

学

⑩防災航空隊ヘリコプター搬送の問題と課題

第 24 回日本外傷学会．2010.05. 千葉県

幕張

◎根本

学，龍

神秀穂，高平修二，大谷義孝
総数：論文 8 件，学会発表 20 件
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
根本

学

第 11 回首都圏救急医療ミーティング（開催世話人）2011．2 月，東京

7．自己点検・評価
診療面では，
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概ね対応できていると考えるが，研究，
治験，
先端医療などの分野では十分とは言えないのが現状である．教育面では，大学学生を対象とした夏期プログラムも高
い評価を得ることができ，従来から行っている院内 BLS コース，救急医学会認定 ICLS コース，JPTEC，JATEC プロ
バイダー・コース開催も順調に対応できているが，初期・後期研修医の教育では，麻酔科研修が必須項目から除外さ
れたため，研修期間を含め，他科診療科と更なる検討が必要と考える．研究面では，豊富な臨床症例からデータを蓄
積し，研究成果をあげて論文に纏めることが必要であり，これらに対して全医局員で自己研鑽に努めていきたい．
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3．25）
（2）小児救命救急科（救急医学科）
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，膠原病：博士

2．教育（森野正明）
小児の発育と発達，疾病の特性を理解し，病態の解釈および適切な診療を行うことが出来るよ

2-1．目的・目標
う指導する．

2-2．教育内容（森野正明） 学生の系統講義（医学部学生・医療学部学生）：小児科学，腎臓病学，膠原病，消化器
疾患および脱水，水電解質，小児救急疾患，BSL クルズス（小児の腎疾患，病理の見方）．医学生の学習目標の設定，
および学習得到達度の適切な評価．研修医の臨床指導：小児救急医学，小児腎尿路疾患および膠原病の診療．
2-3．達成度

教育にほぼ適切な時間数を確保している．系統講義数は講座としても個人としても増加傾向にある．

医学生の学力評価は適切になされている．
研修に関しては小児科と救急部に回る研修医数の減少と研修期間の短縮が，
教育の機会減少となっている．
2-4．自己評価と次年度計画

小児科学の教育に重点を置き，おおむねその目的を果たしている．小児ユニットの充

実と，学生の学力向上に努める．小児腎疾患および小児救急について研修医の臨床教育に努める．

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

①小児期外傷の臨床統計と自転車事故の背景の検討．事故防止の小冊子（自転車安全乗用

5 則）を用いた啓蒙活動の効果の評価．小児の自転車関連外傷，頭部外傷の臨床的解析と，啓蒙効果の研究．これら
は継続的に学会等で結果を報告している．②小児腎尿路疾患：ネフローゼ・紫斑病性腎炎・ループス腎炎に対する免
疫抑制療法の効果．シクロスポリンについて検討を行い，報告している．
3-4．自己評価と次年度計画

小児外傷の臨床統計から自転車関連外傷の重要性を訴えているが，予防について社会

の関心は薄い．次年度は啓蒙の観点から自転車安全運転 5 則小冊子の有用性について検討する．腎膠原病における
免疫抑制療法は症例数の集積を図っている．
3-5．要約

小児外傷救急の臨床統計をまとめている．事故，中でも自転車乗用中の事故が多く，ヘルメット着用な

ど予防の重要性を訴えているが，その効果はまだ見られない．継続して働きかけを行っていく．小児糸球体疾患にお
ける免疫抑制療法の有効性を検討している．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標） 小児の重症外傷の診療を担当している．交通外傷や転落・熱傷などの事故で
損傷を受けた児童が主たる診療対象である．早期に適切な医療を提供することで，より良い回復を目指す．
また埼玉医科大学病院では小児腎尿路疾患と膠原病の専門外来を担当している．
国際医療センター外来患者数 311，入院数

4-2．診療実績データ
4-3．診療内容，治療成績

71

救命救急科の受診例のうち 15 歳以下の診療を担当．救急搬送 169，独歩来院 142（内訳：

転倒転落 43％，交通外傷 20％，打撲衝突 18％，熱傷 7，CPAOA 0.2％，その他 13.5％）であった．
埼玉医科大学病院で小児腎・膠原病疾患の外来及び入院患者の診療を担当．
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

65 点．救命救急科スタッフの協力で，小児救命救急科の診療を維持している．大学病

院専門外来の兼任で，
双方の病院で小児の専門医療を提供している．次年度は症例数と治療予後の改善を目標とする．
4-7．要約

成人救命救急と協力して，小児の重症外傷例の診療を担う．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．重症例は交通外傷や転落に多く，特に自転車関連外傷が目立つ．また腎尿路疾患
と膠原病の専門外来も埼玉医科大学病院で継続して行っている．
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5．その他
該当なし．

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
5-3．その他

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・総説等】
①森野正明：
【小児の治療指針】救急場面における初期対応

熱傷・火傷

小児科診療 (0386-9806)73 巻増刊 Page67-68(2010.04)

総説 / 特集

②小児の自転車事故とヘルメット着用義務

埼玉県医学会誌

pp31-34．2010/05 解説

【学会発表】
③双頸子宮・片側腎無形成複合異常に腸回転異常症を合併した 1 例．腎無形成例では子宮と腸回転の確認を要する．
（共同演者） 第 6 回埼玉小児腎膠原病研究会

2010/11/09

④脳静脈洞血栓症を合併したネフローゼ症候群の 1 例

第 115 回日本小児科学会埼玉地方会

2010/12/12 （共

同演者）
⑤生体肝移植後免疫抑制療法中に無痛性甲状腺炎を発症した 1 女児例
星野正也，赤塚淳弥，山崎太郎，皆川孝子，森野正明，大竹
第 44 回日本小児内分泌学会

明，雨宮

伸

2010/10/11（大阪）

⑥ネフローゼ症候群の再発時に脳静脈洞血栓症を合併した 1 例．
小牧

健，山崎太郎，徳山研一，山内秀雄，森野正明，大竹

第 141 回日本小児科学会埼玉地方会

明，雨宮

伸

章，森村敏哉，大野康治，里見

昭

2010/9/11

⑦自転車ハンドルバーによる腎・膵損傷の 1 例
森野正明，龍神秀穂，根本
日本小児救急医学会

学，佐藤

雑誌 (1346-8162)9 巻 2 号 Page193(2010/05)（京都）

⑧ 薬 剤 起 因 性 中 毒 疹 Toxic epidermal necrosis の 臨 床 経 験 （ 共 同 演 者 ） 日 本 救 急 医 学 会 関 東 地 方 会（ 横 浜 ）
2011/02/05
⑨小児の自転車関連外傷の臨床像

ヘルメット装着の重要性

⑩森野正明：特別講演「検尿異常者の診断と治療
第 11 回埼玉県北部小児疾患研究会
【総数：論文
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

2 件，学会発表

第 48 回埼玉県医学会総会

2011/02/20

その変遷」

2010/4/17

8 件】

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

第 6 回埼玉小児腎膠原病研究会

7．自己点検・評価
国際医療センターと大学病院の兼任として，教育，研究，診療のいずれでも異なる専門領域を担当し，おおむねそ
の責任を果たしている．教育では小児科学の系統講義と学力評価を担当し，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領域を担っている．専門的な知識と経験を元に，成人救命救急の
スタッフと一般小児のスタッフと協力して，
大学病院や国際医療センターにふさわしい医療を提供すべく努めている．
小児外傷救急の臨床研究を行っている．主として受傷機転を解析し，事故予防につなげることをテーマとしている．
事故予防の啓蒙活動の効果はまだ不十分である．次年度では小冊子の効果を検証し，より有効な手段を検討する．
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3．25）
（3）救急医学科（精神科救命救急科）
1．構成員（平成 22 年度）
松岡孝裕（MATSUOKA, Takahiro）
：講師：診療科長
非常勤医師：19 名
（※大学病院神経精神科・心療内科医員の協力を得て 24 時間カバーシフトを構成）

2．教育
本科は大学病院神経精神科・心療内科の診療活動のうち，自殺企図等により国際医療センター救命救急科に搬送さ
れた患者への精神科往診診療を，独立した診療科として担うことを目的として，平成 19 年度に設立された．病棟・
外来機能は有さず，必要時に 'On Call' で駆けつけるという診療科の特性上，大学病院神経精神科・心療内科医員の
全面的協力（24 時間カバーシフト）を得て，いわば一体となって運営されている．このため，教育機能の大部分は，
大学病院神経精神科・心療内科のカリキュラム内に含まれているので，そちらを参照されたい．
2-1．目的・目標
救急医学領域のうち，特に精神科救急について理解を含め，1 次的な精神科救急場面に対処できる医師を育成する．
2-2．教育内容（担当者）
①卒前：救急・麻酔ユニット内において「精神科救急」の講義を担当．②卒後：初期研修において，大学病院神経
精神科・心療内科をローテーション時に，往診診療の枠組みで，本科の診療を体験する．自殺企図等で国際医療セン
ター救命救急科に搬送された患者のこころのケアの実際を体験する．
2-3．達成度
①卒前：
「精神科救急」
の講義を円滑に実施した．今年度も学生の高い満足度を得られた（ユニット内 1 位，学年 6 位）
②卒後：初期研修，大学病院神経精神科・心療内科をローテーション時に，自殺企図等で国際医療センター救命救
急科に搬送された患者のこころのケアの実際を体験してもらった．自殺企図後のケアの方法や，再企図危険性の評価
法について実践的に学んでもらうことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
＜自己評価＞

卒前教育において，精神科救急につき理解を深めてもらい，卒後初期研修において，その実際を体験

してもらうことで，一次的な精神科救急への対処法を学んでもらうことができたと考えている．
＜次年度計画＞

次年度も引き続き，卒前講義内容の充実を図るとともに，卒後初期研修での指導内容の改良を図っ

ていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
①自殺企図患者を対象とし，その疾患別・群別の特徴を抽出し，それぞれの予後を検討することで，より良い初動
対応が図れるよう研究を重ねていく．
②精神科救急医療システムの構成・維持についても，運営的視点で検討を行い，救急領域での貢献を継続して行え
るよう研究を重ねていく．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
プロジェクト 1）自殺企図事例の類型化と急性・慢性の自殺企図要因の検討．
プロジェクト 2）大学病院精神科型「スーパー救急」の継続的運営のための方策検討．
3-3．研究内容と達成度
プロジェクト 1）
に関し継続するとともに，
プロジェクト 2）に関する学術発表を，精神科救急学会において発表した．
同発表は学会奨励賞を受賞した．
3-4．自己評価と次年度計画
プロジェクト 1 を継続するとともに，プロジェクト 2 に関し，学術発表を行うことができ，学会奨励賞を受賞した．
次年度も両プロジェクトを継続して発展させて行きたい．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
自殺企図患者を対象とし，その疾患別・群別の特徴を抽出し，それぞれの予後を検討することで，より良い初動対
応が図れるよう研究を重ねていく．また，精神科救急医療システムの構成・維持についても，運営的視点で検討を行
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い，救急領域での貢献を継続して行えるよう研究を重ねていく．具体的には右記プロジェクトが進行中：
プロジェクト 1）自殺企図事例の類型化と急性・慢性の自殺企図要因の検討，プロジェクト 2）大学病院型「スーパー
救急」の継続的運営のための方策検討．
今年度，プロジェクト 1）を継続するとともに，プロジェクト 2）に関する学術発表を，精神科救急学会において
行い学会奨励賞を受賞した．次年度も両プロジェクトを継続して発展させて行きたい．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
本科は大学病院神経精神科・心療内科の診療活動のうち，自殺企図等により国際医療センター救命救急科に搬送さ
れた患者への精神科往診診療を，独立した診療科として担うことを目的として，平成 19 年度に設立された．病棟・
外来機能は有さず，必要時に 'On Call' で駆けつけるという診療科の特性上，大学病院神経精神科・心療内科医員の
全面的協力（24 時間カバーシフト）を得て，いわば一体となって運営されている．
これにより，救命救急病床における自殺企図患者のこころのケアを常時対応で行なえるとともに，精神科的重症例
については，大学病院神経精神科センターへと入院して頂き，継続的に治療を行うことができるしくみとなっている．
4-2．診療実績データ（平成 22 年 04 月〜平成 23 年 03 月 21 日現在）
救命救急センターにおける本科の診療実績は以下の如くであった．
本科診療件数

151 件（日勤帯：

100 件，夜間帯：

51 件）

4-3．診療内容，治療成績
自殺企図例についてみてみると，例年，以下のような傾向がみられている： ①クラスター 1（若年反復軽症型）
：
約 25％，②クラスター 2（若年単回軽症型）
：約 50％，③クラスター 3（中高年単回重症型）：約 25％
また，診療内容については，以下のような傾向が，上記いずれのクラスターにおいてもみられている：
80％

自殺再企図の危険性評価，② 7.5％〜 20％

精神症状の管理，③ 7.5％〜 15％

① 70 〜

精神科病床への転科

今後も上記診療ニーズに遺漏なく応えていけるようシステムを維持していきたい．
該当なし

4-4．先進医療の開発
4-5．実施治験内容

該当なし

4-6．自己評価と次年度目標
＜自己評価＞

救命救急科における自殺企図患者等のこころのケアについて，ʻOn Callʼ で診療し，必要があれば大学

精神科病床に入院させる診療システムを維持し，遺漏なく活動することができた．
＜次年度目標＞

次年度も引き続きシステムの維持・発展に力を注ぎ，診療内容の充実も図っていきたい．

4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
本科は大学病院神経精神科・心療内科の診療活動のうち，自殺企図等により国際医療センター救命救急科に搬送さ
れた患者への精神科往診診療を，独立した診療科として担うことを目的として，平成 19 年度に設立された．必要時
に 'On Call' で駆けつけるという診療科の特性上，大学病院神経精神科・心療内科医員の全面的協力（24 時間カバー
シフト）を得て，いわば一体となって運営されている．

これにより，救命救急病床における自殺企図患者のこころ

のケアを常時対応で行なえるとともに，精神科的重症例については，大学病院神経精神科センターへと入院して頂き，
継続的に治療を行うことができるしくみとなっている．
救命救急センターにおける本科の診療実績は以下の如くであった： 151 件（日勤帯： 100 件，夜間帯： 51 件）
[ 平成 22 年 04 月〜平成 23 年 03 月 ]
自殺企図例についてみてみると，例年，以下のような傾向がみられている：

①クラスター 1（若年反復軽症型）
：

約 25％，②クラスター 2（若年単回軽症型）
：約 50％，③クラスター 3（中高年単回重症型）：約 25％
また，診療内容については，以下のような傾向が，上記いずれのクラスターにおいてもみられている：①
80％

自殺再企図の危険性評価，② 7.5％〜 20％

精神症状の管理，③ 7.5％〜 15％

次年度も引き続きシステムの維持・発展に力を注ぎ，診療内容の充実も図っていきたい．

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埼玉県公安委員会指定医師
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
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該当なし

70 〜

精神科病床への転科．

救急医学科（精神科救命救急科）

6．業績
6-1．論文・学会発表
1）学会発表
①大学病院精神科型「スーパー救急」は存続可能か？：

松岡孝裕，黒木規臣，太田敏男，豊嶋良一．

日本精神

科救急学会第 18 回大会（大阪） 2010．
総数：論文

0 件，学会発表

6-2．獲得研究費
6-3．受賞

1件

該当なし

平成 22 年度

6-4．特許，実用新案

日本精神科救急学会

奨励賞

受賞

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．教育

卒前講義が円滑に行われ，学生の高い満足度が得られた．卒後初期研修においても自殺企図患者のここ

ろのケアの実際を体験してもらうことができた．
2．診療

自殺企図患者のこころのケアを中心とした診療活動を，大学病院神経精神科・心療内科と一体となって

行うシステムを維持し，活動を展開することができた．埼玉西部地区において同領域の中核的機能を果たすこと
ができた．
3．研究

①自殺企図患者の類型化に関するプロジェクト，②精神科救急システムの運営に関するプロジェクトの

両者において，学術発表を行うことができた．以上，診療・教育・研究を一体として次年度も内容の充実を図っ
て行きたい．
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3．26）
（1）放射線科（画像診断科）
1．構成員
木村文子（KIMURA, Fumiko）
：教授：運営責任者：診療科長：画像診断一般，循環器画像診断：博士
内野

晃（UCHINO, Akira）
：教授：教育主任：神経画像診断，IVR：博士

酒井文和（SAKAI, Fumikazu）
：教授：診療副科長：画像診断一般，胸部画像診断：博士
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：博士
西

直子（NISHI, Naoko）
：講師：外来医長：画像診断一般，血管造影，IVR：博士

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：博士
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
渡谷岳行（WATADANI, Takeyuki）
：助教：専門医員：画像診断一般，腹部画像診断：博士
河辺哲哉（KAWABE, Tetsuya）
：助教：医員：画像診断一般
高橋正洋（TAKAHASHI, Masahiro）
：助教（後期研修医）：画像診断一般
中島怜子（NAKAJIMA, Reiko）
：助教（後期研修医）：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：博士
小澤栄人（兼担）
（KOZAWA, Eito）
：准教授：専門医員：MRI 一般，骨髄・婦人科画像診断：博士
佐藤洋一（兼担）
（SATOU, Youichi）
：助教：専門医員：画像診断一般：博士
井上快児（兼担）
（INOUE, Kaiji）
：助教：専門医員：画像診断一般，乳腺画像診断
非常勤

7名

茅嶋恭代（KAYASHIMA, Yasuyo）
：講師：画像診断一般
小川昌澄（OGAWA, Masasumi）
：講師：画像診断一般，中枢神経
榎本京子（ENOMOTO, Kyouko）
：講師：画像診断一般，中枢神経
根岸

幾（NEGISHI, Chikashi）
：講師：画像診断一般，胸腹部，IVR

湯浅昌之（YUASA, Masayuki）
：講師：画像診断一般，胸腹部，IVR
森下瑞江（MORISHITA, Mizue）
松尾有香（MATSUO, Yuka）

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）
斎藤尚子（頭頚部画像診断）
渡谷岳行（腹部画像診断）
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．本年より 4 年生の画像ユニッ
トの講義が開始された．
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．
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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，頭頚部グループ
3-3．研究内容と達成度
①神経グループ：頭部 CT，頸部〜頭部 CTA，頭部 MRI，頸部〜頭部 MRA の臨床的有用性の検討
②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），膠原病の肺合併症の画像
診断（継続）
，石綿関連疾患の画像診断（継続），間質性肺炎に合併した肺高血圧の画像診断による評価（継続）
，
骨髄移植後肺合併症の画像診断（継続）
，蜂巣肺の画像診断の標準化に関する検討，特発性肺線維症の画像診断
の標準化に関する研究，肺結節の perfusion study の検討（継続）
③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，MRI による心筋症の検討
④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，
⑤癌進展範囲の診断
⑥乳腺グループ：乳腺腫瘍の良悪性診断ＭＲスペクトロスコピーの有用性の検討，乳腺腫瘍の拡散強調画像の有用
性：量的評価と視覚評価の対比
⑦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
⑧頭頸部グループ：甲状腺腫瘍の質的診断における ADC 値の検討，頭頸部腫瘍の治療後 CT, MR 画像所見の検討
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
①神経グループ：頭部 CT，頸部〜頭部 CTA，頭部 MRI，頸部〜頭部 MRA の臨床的有用性の検討（継続）
②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），膠原病の肺合併症の画像
診断（継続）
，石綿関連疾患の画像診断（継続），間質性肺炎に合併した肺高血圧の画像診断による評価（継続）
，
骨髄移植後肺合併症の画像診断（継続）
，蜂巣肺の画像診断の標準化に関する検討（継続），発性肺線維症の画像
診断の標準化に関する研究（継続）
，
IPF/UIP 症例のデータベースの構築，肺結節の perfusion study の検討（継続）
③心臓グループ：小児 CT における被曝低減撮影，ASIR を用いた CT 画像の検討，MRI による心筋症の検討
④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
⑤癌進展範囲の診断（継続）
⑥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
⑦乳腺グループ：乳腺腫瘍 MR スペクトロスコピーに対する造影剤の影響に関する検討，乳腺腫瘍の ADC 値に対
する造影剤の影響に関する検討
⑧頭頸部グループ：頭頸部腫瘍の治療後 CT, MR 画像所見の検討（継続），頭頸部腫瘍における MR スペクトロス
コピーの有用性の検討
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
上記参照

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
単純 X 線，透視検査，CT, MRI, 血管造影などの画像を用いて，診断，治療を行う部門である．MRI では MRS,
MRA や拡散強調画像なども用い，腫瘍や脳血管病変の診断に役立て，CT では 3D-CT による頭部や胸部，心臓，腹
部の血管の三次元構築画像による評価を行っており，最先端の画像解析技術を駆使している．血管造影では診断のみ
で無く，24 時間体制の IVR を積極的に行っている．
神経，頭頚部，胸部，腹部，乳腺，循環器，骨髄，婦人科臓器，小児科疾患においては専門の医師が読影を行い，
可及的速やかに読影報告書を添えて結果を各診療科に報告する体制を整えている．また，関連する臨床各科とのカン
ファランスを定期的に行い，緊密な連携のもとにより良い診療が行えるように努力している．
本年度の診療目標は，①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最先端
の画像解析技術，
④迅速で適切な IVR の施行，
④ 3TMRI の新規導入，⑤救命救急部門の 64 列 CT の効率的使用である．
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4-2．診療実績データ
一般撮影・ポータブル撮影 95,080 件
透視・造影検査 2,388 件
乳房撮影 1,946 件
X 線 CT 31,095 件
MRI

10,333 件

血管造影 157 件
IVR

174 件（動脈塞栓術

ドレナージ

72 件，動注了承

26 件，動注塞栓療法

24 件，生検

50 件，ラジオ波凝固

2 件，

0 件）

4-3．診療内容，治療成績
CT, MRI, 血管造影検査の施行と読影
乳房撮影の読影
消化管撮影の読影
IVR
一般撮影の読影コンサルト
4-4．先進医療の開発
該当なし
4-5．実施治験内容
エストロゲン受容体陽性で，
レトロゾールまたはアナストロゾール抵抗性局所進行または転移性乳癌の RAD001
（エ
ベロリムス）とエキセメスタンの併用によるランダム化二重盲検試験 （酒井文和：分担医師）
4-6．自己評価と次年度目標
平成 22 年度は 4-1 の診療目標のうち，3TMRI の新規導入以外は達成することができた．平成 22 年度には 3TMRI
の導入はできなかったが，平成 23 年度に導入されることが決まった．平成 23 年度の診療目標は，①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最先端の画像解析技術，④迅速で適切な IVR
の施行，④ 3TMRI の有効活用，⑤救命救急部門の 64 列 CT の効率的使用である．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
①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最先端の画像解析技術，④迅
速で適切な IVR の施行，④ 3TMRI の新規導入，⑤

救命救急部門の 64 列 CT の効率的使用である．平成 22 年度に

は 3TMRI の導入はできなかったが，平成 23 年度に導入されることが決まった．

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 （石綿健康被害判定部会）
環境省

石綿健康被害に関する検討会委員

労働者福祉健康機構

石綿健康被害被認定者委員会調査委員会

石綿疾患確定委員会委員

国立がん研究センター画像診断コンサルテーション医師
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Japanese Journal of Radiology：木村文子，酒井文和，内野
日本磁気共鳴医学会雑誌：内野

晃

晃，岡田吉隆

Magnetic Resonance in Medical Sciences, Cardiovascular & Interventional Radiology, Neuroradiology, IVR 会誌：
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，Internal Medicine, Journal of
Infectious Disease and Immunity:
European Journal of Radiology：酒井文和
Heart and Vessels：木村文子，酒井文和
心臓，心 CT：木村文子
Americal Jounal of Roentgenology：木村文子
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Surgical and Radiologic Anatomy：岡田吉隆
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
① Kimura F, Umezawa T, Asano T, Chihara R, Nishi N, Nishimura S, Sakai F. Coronary computed tomography
angiography using prospective electrocardiography-gated axial scans with 64-detector computed tomography:
evaluation of stair-step artifacts and padding time. Jpn J Radiol 2010; 28:437-445
② Kimura F, Matsuo Y, Nakajima T, Nishikawa T, Kawamura S, Sannohe S, Hagiwara N, Sakai F. Myocardial fat at
cardiac imaging: how can we diﬀerentiate pathologic from physiologic fatty inﬁltration? Radiographics 2010;
30:1587-1602
③ Saito N, Nadgir RN, Flower EN, Sakai O. Clinical and radiologic manifestations of sickle cell disease in the head
and neck. Radiographics 2010; 30:1021-1034.
④ Yanagawa N, Sakai F, Takemura T, Hishima T, Kamata N, Ohashi K. High resolution computed tomography
features of pulmonary chronic graft-versus-host disease following hematopoietic stem cell transplantation. Jpn J
Radiol 2011; 29:116-128
⑤ Kozawa E, Matsuo Y, Hasegawa K, Fujiwara K, Sakurai T, Kimura F. Spontaneously ruptured endometrioma
associated with endometrioid adenocarcinoma: MR ﬁndings. Magn Reson Med Sci 2010; 9:233-236
⑥ Okada Y, Nishi N, Matsuo Y, Watadani T, Kimura F. The common hepatic artery arising from the left gastric
artery. Surg Radiol Anat 2010; 32:703-705
⑦高橋正洋，内野

晃，齊藤尚子，西

直子，石原正一郎，佐々木惇，木村文子．水頭症の精査中に発見された

ecchordosis physaliphora の 1 例．臨床放射線 2010; 55:1168-1169
学会発表
⑧ Mizukoshi W, Kozawa E, Inoue K, Okada Y, Saeki T, Kimura F. Quantifying total choline-containing compounds
in breast tumors by 1H MR spectroscopy using external reference solution at 1.5 T: can it improve speciﬁcity
for diﬀerentiating benign and malignant lesions on MR imaging? European Congress of Radiology (ECR) 2011.
(2011.3, Vienna)
⑨ Nishi N, Mizukoshi W, Okada Y, Kimura F, Tanaka J. A CT diagnosis of the mesenterium injury after the
abdominal blunt trauma. European Congress of Radiology (ECR) 2011. (2011.3, Vienna)
⑩ Okada Y, Kayashima Y, Nishi N, Mizukoshi W, Watadani T, Matsuo Y, Kozawa E, Kimura F. Anatomic variation of
the right renal vein: MDCT evaluation with interactive 3D reformation. European Congress of Radiology 2010.
(2010.3, Vienna)
総数：論文

17 件，学会発表

49 件

6-2．獲得研究費
び薬剤性肺障害に関与する日本人遺伝的素因に関酒井文和：平成 21 年度

厚生労働難治疾患克服事業補助金

び

まん性肺疾患調査研究班分担研究者
酒井文和；平成 21 年度

厚生労働難治疾患克服事業補助金特発性肺線維症急性増悪およする研究班，分担研究者

6-3．受賞
①斉藤尚子：Magna Cum Laude, Post-treatment Imaging in Head and Neck Cancer: What the Radiologist Needs to
Know.（頭頸部腫瘍の治療後画像診断：放射線科医が知っておくべきこと）96th Scientiﬁc Assembly and Annual
Meeting of the Radiological Society of North America (RSNA 2010, Chicago, IL)
②内野

晃：第 69 回日本医学放射線学会総会

2010.4.08-11

横浜（パシフィコ横浜）教育展示：「頭蓋内動脈

破格の MRA」
，最多アクセス賞
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
第 17 回石綿・中皮腫研究会 2010 年 10 月 16 日（川越）
IPF/UIP の画像診断基準の標準化に関する臨床画像検討会 2010 年 10 月 14，15 日（大阪）
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IPF/UIP の画像診断基準の標準化に関する臨床画像病理検討会 2010 年 11 月 13，14 日（大阪）
第 454 回ＮＲ懇話会

2010 月 9 月 04 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
論文を作成することを目標とする．
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3．26）
（2）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：博士
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：博士
今林悦子（IMABAYASHI, Etsuko）
：講師：外来医長：脳核医学，腫瘍核医学：博士
瀬戸

陽（SETO, Akira）
：講師（埼玉医科大学病院との兼担）：博士

伊藤公輝（ITOH, Kimiteru）
：社会人大学院生
島野靖正（SHIMANO, Yasumasa）
：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 の講義内容を学生が積極的に参加できるようにした．PET
の教材をさらに増やした．次年度は，PET の臨床的有用性を示す教育的症例や核医学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 の臨床応用を数多くの症
例で進めている．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および核医学機器メーカとともに行っており，新し
いソフトウェアを開発中である．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
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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．さらに，
低酸素イメージング用剤である 18F-FMISO は脳腫瘍のみならず頭頚部腫瘍にも応用を開始した．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 FMISO による腫瘍低酸素イメージングに関する研究で
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縦断的に応用し MRI 所見とも比較す
ることにより，本イメージングの臨床的有用性を確立する．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頭頚部腫瘍を中心にさらに多く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の効果の PET での判定を推進する．
3-5．要約
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事を目的に，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
を推進した．達成度は 70％であり，着実に研究が進んでいる．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的
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，放射性ストロンチウムによる骨転移除痛を目的とした内照射療
法，およびイブリツモマブチウキセタンによる内照射療法を行っている．
4-2．診療実績データ
総件数
骨

6,624 件（PET/CT

987 件，腫瘍・炎症

その他のインビボシンチグラム
FDG-PET

2 台，SPECT/CT

58 件，心・大血管

1 台）
450 件，肺

117 件，脳

47 件，
放射性ストロンチウム治療

3,872 件，15O ガス PET

2 件，11C-methionine PET

593 件，センチネルリンパ節

246 件，

30 件，イブリツモマブチウキセタン治療
187 件，11C-PIB PET

1 件，

26，18F-FMISO PET

8

4-3．診療内容，治療成績
検査目的に応じて，放射性同位元素で標識された種々の放射性医薬品を静脈内投与する．投与直後，または臓器へ
の放射性医薬品の充分な集積を待って，SPECT/CT および PET/CT で体外測定を行う．得られたデータを画像処理し，
臓器機能診断を行う．治療では，骨転移患者に対する除痛のためβ線照射を行う放射性ストロンチウム，また低悪性
度リンパ腫治療のためイブリツモマブチウキセタンを静脈内投与する．
4-4．先進医療の開発
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
核医学の主力は SPECT から PET へ移行しているが，今年度は PET 件数とともに SPECT 件数も増大した．PET 件
数の増加は，診療報酬改訂により，FDG-PET が早期胃癌を除く，すべての悪性腫瘍に適応拡大がなされたことが大
きい．次年度は，1 日の検査件数をさらに増やすとともに，新規 PET 薬剤による研究もさらに推進していく．SPECT
も CT 装置が付属した SPECT/CT を導入したことにより，正確な減弱補正が可能となったのみならず，骨シンチグラ
フィなどでの異常集積の解剖学的位置の把握および CT による質的診断が同時に可能となった．また，今年度は，セ
ンチネルリンパ節シンチグラフィが先進医療から保険収載されたことにより SPECT/CT の価値が高まっている．次
年度には PET, SPECT とも検査件数をさらに増やし，両装置の増設をはかりたい．
4-7．要約
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，
低悪性度リンパ腫治療のためイブリツモマブチウキセタンを用いた内照射療法を行っている．本年度全体では，
6,624
件の検査，治療が行われ，前年度からさらに 1 割程度増大した．PET/CT
界になっており，機器増設が望まれる．
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1 台では検査件数が限
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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

Movement Disorder, World Journal of Radiology

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 and Aging, Movement Disorder, J Mag Resonance
Imaging, American Journal of Neuroradiology, Journal of Neuroimaging
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 35 編
原著論文

英文 10

著書

和文 3

総説

和文 22

学会発表

総数 60 演題

全国規模学会

28

地域学会

24

国際学会

8

（代表的論文・発表）
1．Shioiri A, Kurumaji A, Takeuchi T, Matsuda H, Arai H, Nishikawa T. White Matter Abnormalities as a Risk Factor
for Postoperative Delirium Revealed by Diﬀusion Tensor Imaging. Am J Geriatr Psychiatry 2010;18(8):743-753.
2．Ito K, Yokoyama J, Kubota K, Morooka M, Shiibashi M, Matsuda H. (18)F-FDG versus (11)C-choline PET/CT for
the imaging of advanced head and neck cancer after combined intra-arterial chemotherapy and radiotherapy:
the time period during which PET/CT can reliably detect non-recurrence. Eur J Nucl Med Mol Imaging
2010;37(7):1318-1327.
3．Borghammer P, Chakravarty M, Jonsdottir KY, Sato N, Matsuda H, Ito K, Arahata Y, Kato T, Gjedde A. Cortical
hypometabolism and hypoperfusion in Parkinson's disease is extensive: probably even at early disease stages.
Brain Struct Funct 2010;214(4):303-317
4．Kato Y, Araki N, Matsuda H, Ito Y, Suzki C. Arterial spin-labeled MRI study of migraine attacks treated with
rizatriptan. J Headache Pain 2010 ;11(3):255-258.
5．Nemoto K, Mizukami K, Hori T, Tachikawa H, Ota M, Takeda T, Ohnishi T, Matsuda H, Asada T. Hyperperfusion
in primary somatosensory region related to somatic hallucination in the elderly. Psychiatry Clin Neurosci
2010;64(4):421-425
6．Matsuda H, Imabayashi E, Kuji I, Seto A, Ito K, Kikuta D, Yamada M, Shimano Y, Sato N. Evaluation of both
perfusion and atrophy in multiple system atrophy of the cerebellar type using brain SPECT alone. BMC medical
imaging 2010, 10:17
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7．Shao H, Okamura N, Sugi K, Furumoto S, Furukawa K, Tashiro M, Iwata R, Matsuda H, Kudo Y, Arai H, Fukuda
H Yanai K. Voxel-based analysis of amyloid positron emission tomography probe [11C]BF-227 uptake in mild
cognitive impairment and Alzheimerʼs disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2010;30(2):101-111
8．Ito K, Shida Y, Kubota K, Morooka M, Aruga T, Itami J, Matsuda H. The management of pyothorax-associated
lymphoma using (18)F-FDG PET/CT. Ann Nucl Med 2010;24(9):649-654.
9．Ito K, Kubota K, Morooka M, Aruga T, Mochizuki N, Itami J, Matsuda H. F-18 FDG PET/CT findings in two
patients with pyothorax-associated lymphoma. Clin Nucl Med 2010 ;35(10):802-805.
10．Otani Y, Fukuda I, Tsukamoto N, Kumazaki Y, Sekine H, Imabayashi E, Kawaguchi O, Nose T, Teshima T, Dokiya
T. A comparison of the respiratory signals acquired by diﬀerent monitoring systems used in respiratory gated
radiotherapy. Medical Physics 2010;37(12):6178-6186.
6-2．獲得研究費
1．アルツハイマー型認知症の新規画像診断法の確立，平成 22 年度文部科学省科学研究費補助金 （主任研究者，
松田博史）
，70 万円
2．平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金医療機器開発推進研究事業，脳梗塞急性期における局所酸素輸送と組
織内酸素分圧の画像診断法の開発と血栓溶解治療の最適化 （主任研究者，飯田秀博），150 万円
3．平成 22 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），250 万円

4．平成 22 年度厚生労働省精神・神経疾患研究委託費，精神・神経疾患の画像リファレンスの構築に関する研究
（主
任研究者，佐藤典子）
，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
第 74 回日本核医学会関東甲信越地方会開催

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さらに充実させた．次年度は，PET の臨床的有用
性を示す教育的症例をさらに充実させ，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
画像を得ることに成功し CT を用いた部分容積効果補正法を開発した．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，低酸素イメージングも頭頚部腫瘍の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，6,624 件の検査，治療が行われた．着実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が，機器の増設が望まれる．
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3．26）
（3）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：博士
關根

広（SEKINE, Hiroshi）
：准教授：副科長（国際医療センター）：放射線治療：博士

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：博士
熊崎

祐（KUMAZAKI, Yu）
：助教：教育員（国際医療センター）：放射線物理：博士

舟越和人（FUNAKOSHI, Kazuto）
：助教（国際医療センター）：放射線治療：学士
酢谷真也（SUTANI, Shinya）
：助教（国際医療センター）：放射線治療：学士
大谷侑輝（OTANI, Yuki）
：助教：教育員（国際医療センター）：放射線物理：学士
鈴木健之（SUZUKI, Kenji）
：准教授：科長代理（大学病院）：放射線治療：博士

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
・放射線医学総論 I- 放射線医学史概論：
（生体工学科，看護学科）（鈴木健之）
・放射線治療 I- 基礎：
（生体工学科，看護学科）（土器屋卓志）
・放射線治療 II- 外部照射：
（生体工学科，看護学科）（関根

広）

・放射線治療 II- 小線源治療（生体工学科，看護学科）（塚本信宏）
・まとめ：
（生体工学科，看護学科）
（鈴木健之）
毛呂病院看護専門学校
・放射線についての基礎知識（第 1 学科）
（関根
・放射線の医学への利用（第 1 学科）
（関根

広）

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
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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．

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の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（APBI）
2．低線量率（Low Dose Rate: 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乳癌（3cm 以下，NoMo）の乳房温存術後の加速乳房部分照射の臨床研究を開始した．
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
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．サイバーナイフによる体幹部定位照射とし
て金マーカーを肺内に留置することで肺腫瘍に対する定位照射が可能になり，照射を開始した．
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
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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．
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，法しゃん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
4-1．診療科の特徴と診療目的
放射線腫瘍科は悪性腫瘍や関連疾患に対して，電離放射線を用いて治療を行うことが目的である．そのために，外
部照射及び小線源治療を駆使し，また治療効果を増強するために，ときに抗癌剤との併用をもちいて治療することを
特徴とする．
4-2．診療実績
平成 22 年度（平成 22 年 4 月〜平成 23 年 3 月）の放射線治療新規患者数（再診は除く）は 1243 症例である．
照射部位は 1 患者で複数部位の照射を行う場合があり，1334 部位であった．平成 21 年度と同等の患者数である．
原発部位別および照射部位別に記載する．
原発腫瘍
症例数 比率（％） 順位
脳腫瘍
84
6.8
6
頭頸部腫瘍
131
10.5
4
肺縦隔腫瘍
225
18.1
3
乳癌
260
20.9
2
消化管癌
98
7.9
5
肝胆膵癌
8
0.6
13
泌尿器癌
25
2.0
9
男性生殖器癌
263
21.2
1
女性生殖器癌
70
5.6
7
血液系腫瘍
27
2.2
8
骨軟部皮膚腫瘍
20
1.6
11
小児
1
0.1
14
癌発不明癌
22
1.8
10
良性
9
0.7
12
合 計
1243
100.0

照射部位
頭部
頭頸部
肺縦隔
食道
乳房
腹部
骨盤（婦人科）
骨盤（泌尿器）
直腸
骨
全身照射
その他の部位
合 計

症例数 比率（％） 順位
209
15.7
3
147
11.0
4
141
10.6
5
60
4.5
8
234
17.5
2
20
1.5
10
65
4.9
7
264
19.8
1
16
1.2
11
141
10.6
6
6
0.4
12
31
2.3
9
1334
100.0

4-3．診療内容
悪性腫瘍の放射線治療をもっぱら行っており，4-2 に記載したようにほとんど総ての腫瘍に及ぶ．原発腫瘍別では
泌尿器癌（主として前立腺癌）
，乳癌，肺縦隔腫瘍の順に多かった．照射部位では，骨盤（泌尿器），乳房，頭部の順
であった．照射部位として頭部が多くなっているのは以前からの傾向で，原発巣としての脳腫瘍への放射線治療以上
に癌の脳転移巣への放射線治療がサイバーナイフの導入により増加していることを示している．
最新の放射線治療装置の導入により，最先端の放射線治療である，呼吸同期の体幹部定位照射，サイバーナイフ治
療，前立腺癌と頭頸部腫瘍に対する IMRT をルーチンに行っている．前立腺癌に対しては，小線源治療として 192Ir高線量率照射と，125I- シード低線量率永久挿入療法も行っており，総ての放射線治療のモダリティーが選択可能で
あるため，症例数が多いと考えられる．
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4-4．先進医療の開発
該当なし
4-5．実施治験内容
・中リスク前立腺癌に対する外部照射併用高線量率イリジウム組織内照射の臨床第 II 相試験：登録終了
・乳房温存を希望する非浸潤性乳管癌（DCIS）高リスク群に対する乳房温存療法術後照射に関する前向き臨床試
験（JROSG05-5）
：登録終了
・悪性脳腫瘍に対するテモダール併用放射線治療の臨床研究
・腫瘍径 3cm 以下の T1-2, N0M0 乳癌に対する温存術後の APBI の臨床試験
4-6．自己評価と次年度目標
放射線治療患者数は多く，埼玉県西部の地域がん拠点病院としての機能は果たせている．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．
次年度はさらなる患者数の増加が期待できるが，マシンタイムとマンパワーの限界であり，今後の対策を検討する必
要がある．研修医を増やす努力をすることを 1 つの目標とする．
4-7．要約
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．また，体幹部へのサイバーナイフ照射が可能になり，呼吸器病センターの協力のもと，悪性肺腫瘍に対する
動体追跡サイバーナイフ照射が開始された．
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）
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

日本医用画像工学会 編集委員，査読委員（塚本信宏），医学物理士会誌編集員（熊崎

広）
，

祐）

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
監事）
，日本アイソトープ協会

医学・薬学部会

検査委員長），内科系学会社会保険連合（運営委員

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）
，

I ＭＲＴ線量検証の標準化に関する研究（2010-2011 年度医学物理学会課題別研究，岡本班班員），日本放射線
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腫瘍学会

リニアック使用時間等の QA 委員会（委員），日本放射線腫瘍学会 QA 委員会

IMRT 物理 QA ガイド

ライン専門小委員会（委員）
，IGRT ガイドラインワーキンググループ（委員），サイバーナイフ臨床ガイドライ
ン委員会（委員）
，サイバーナイフ QA/QC 委員会（副委員長），医学物理学会（測定委員会委員），医学物理学
会（QA/QC 委員会委員）

6．業績
①．Otani Y, Fukuda I, Tsukamoto N,et al.: A comparison of the respiratory signals acquired by different
respiratorymonitoring systems used in respiratory gated radiotherapy. Med. Phys.37:6178-6186,2010.
②．二見

光，川口

修，塚本信宏，他：構造化技術を用いた読影レポートの類似記載を特定する手法の開発 . 日

本放射線技術学会雑誌

66:1229-1236,2010.

③．Teshima T, Numasaki H, Tsukamoto N et al.: Japanese structure survey of radiation oncology in 2007 based on
institutional stratiﬁcation of patterns of care study. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 78（5）:1483-1493,2010
④．Numasaki H, Shibuya H, Tsukamoto N et al.: Japanese Structure Survey of Radiation Oncology in 2007 with
Special Reference to Designated Cancer Care Hospitals. Strahlentherapie und Oncologie, 187:167-174,2011
⑤．熊崎

祐

他：傍椎体腫瘍の最新放射線治療・画像誘導放射線治療（IGRT），Innervision 26（3）：85-8, 2011

⑥．熊崎

祐

他：強度変調放射線治療の線量検証法 - 各論：EPID-. Japanese Journal of Medical Physics 30（6）:

125-136
⑦．熊崎

祐（編纂，著作）
：詳説：強度変調放射線治療 - 物理・技術ガイドラインの詳細．2010 年 10 月

⑧．Y. Otani, Y. Kumazaki, H. Sekine, et al: Comparison of respiratory monitoring system. Computer Assisted
Radiology and Surgery. 2010.7.18（ジュネーブ）
⑨．塚本信宏（教育講演）
：フィルムレスに必要な PACS の基礎知識．第 69 回日本医学放射線学会．2010.4
⑩．関根

広（教育講演）
：放射線治療 1- 線量分割．第 46 回日本医学放射線学会秋期臨床大会 2010.9.20（横浜）

【総数：論文 4 件，発表 10 件，著書 4 件，総説 2 件】
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
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
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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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3．27）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：専門分野：サイコオンコロジー（精神腫瘍学）
，
死生学
多田幸雄（TADA, Yukio）
：助教：専門分野：サイコオンコロジー（精神腫瘍学）
和田芽衣（WADA, Mei）
：助教：専門分野：サイコオンコロジー（精神腫瘍学）
川田

聡（KAWADA, Satoshi）
：非常勤医師：専門分野：サイコオンコロジー（精神腫瘍学）

石田真弓（ISHIDA, Mayumi）
：非常勤心理士：専門分野：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：
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．
学生の多くは精神科以外に進むことを念頭に入れ，臨床現場で心の問題の存在に気づく医師の養成を心がけている．
②卒後教育：
腫瘍内科カンファレンス，病棟・外来など実践の現場で指導を行った．
センター内における医療従事者向けの研修会などで精神腫瘍学の普及，啓発活動を行った．また，学内外の医療
従事者，学生を対象に月 1 回「死生学勉強会」を開催し，死生学の学びを深めた．
院内での緩和ケア研修会において精神腫瘍学，コミュニケーションスキルトレーニングを担当した．
初期研修医に対しては精神腫瘍学の基本事項を教育し，同時に臨床現場での実習を行った．
2-3．達成度
①卒前教育：
精神腫瘍科ができて 5 年が経過した．講義で精神腫瘍学を学んだ学生が臨床実習に来ているが，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：
講義に関し，学生から良い反応が戻ってきているが，よりわかりやすく精神腫瘍学を教育すべく，今後も教育プ
ログラムをさらに改良する必要がある．
②卒後教育：
大学病院という性質上，常に多数の新人が入るため基本教育が欠かせない．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の研修体制および指導法を工夫する必要がある．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床の現場で生じた疑問を，研究により明らかにして社会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
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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
よりよい国際雑誌に掲載できるような学術論文を作成する．
3-5．研究は，臨床を通して生じた疑問を，研究により明らかにし，社会に還元することを目的としている．がん患
者の心理社会的，生物学的な問題およびがん患者家族・遺族の問題をプロジェクトとして進め，その成果は国内学会，
国際学会で発表し，国際誌の論文，国内誌の総説として発表した．

4．診療
4-1．診療科の特色
がんという病気に伴う心理，社会，身体的な苦悩を軽減し，がんに罹患していても心穏やかな生活ができるような
援助を行う．また，がんが治癒した状態の患者（サバイバー）に対しても同様な援助を行う．
家族も心理，社会および身体的な問題を抱えており，これらにたいして精神医学的な見地から対応している（家族
外来）
．
がんで家族を亡くした遺族の抱える苦悩に対しても対応している（遺族外来）．
4-2．診療実績
（外来）？？？件

がん患者，家族，遺族へ対応

（病棟）？？？件

がん患者，家族への対応．

上記件数以外に緩和ケアチームへの参加がある
4-3．診療内容
外来はがん患者のみならず，家族（家族外来），遺族（遺族外来）への対応も行っている．
遺族外来はわが国で始めて開設された．
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
がん患者・家族・遺族のメンタルケアという比較的新しい分野に取り組んでいる．
次年度は今年度よりもさらに患者・家族・遺族のニーズに応じた診療体制をつくってゆきたい．
4-7．要約
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．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
厚生労働省がん対策推進協議会緩和ケア専門委員会専門委員（大西秀樹）
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代表理事（大西秀樹）

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文（英文）3 編，総説（和文）11 編，著書 3 編
（代表論文）
1．Tomomi Wada, Makoto Wada, Mei Wada, Hideki Onishi Characteristics, interventions, and outcomes of
misdiagnosed delirium in cancer patients. Palliative & Supportive Care 8: 125-131, 2010 Jun
2．Hideki Onishi, Makoto Wada, Tomomi Wada, Mei Wada, Mayumi Ishida, Keiko Mizuno, Chiaki Kawanishi,
Hiroshi Ito, Masaru Narabayashi, Yasutsuna Sasaki, Diagnosis and treatment of akathisia in a cancer patient
that cannot stand up or sit down owing to poor performance status: factors that make the diagnosis of akathisia
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diﬃcult and diagnosis clues Palliative & Supportive Care 8 : 477-480, 2010 Des
3．Ishida, Mayumi; Onishi, Hideki; Wada, Mei; Tada, Yukio; Ito, Hiroshi; Narabayashi, Masaru; Sasaki, Yasutsuna;
Nomura, Shinobu; Uchitomi, Yosuke; "Psychiatric disorders in patients who lost family members to cancer and
asked for medical help: descriptive analysis of outpatient services for bereaved families at Japanese cancer
center hospital". Japanese Journal of Clinical Oncology 41(3), 380-385, 2011 Mar
学会発表

総数 10（うち，シンポジウム 2）

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）
死生学勉強会（大西秀樹，松原芽衣，石田真弓）

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．研究面で国際学会で発表できたことは大きな成果であった．
今後は教育，研究，診療のいずれにおいても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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3．28）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
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
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）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
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：初期研修医 2 名と 2 施設からの研修を受け入れた
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
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．
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
②超音波検討グループ：来住野，山本
3）研究内容と達成度
①試薬検討グループでは，脂質項目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
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．
5）上記 1）〜 4）の要約
複数の検査試薬の検討を行い，より信頼性の高い検査の導入と，検査試薬コストの削減に努力できた．

4．診療
1）診療科の特色と診療目的
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臨床検査の管理と指導に取り組んでいる．臨床側からのクレームや改善要求に対し迅速に対応できるよう取り組ん
でいる．
超音波検査では検査技師が主に検査を担当し，その検査結果を最終チェックし報告書を作成することで診療担当を
している．包括がんセンターがあるため，判読が難しい症例が多く，注意深く読影を担当している．
2）診療実績データ（医務課より提供）
3）診療内容，治療成績
腹部，頸部，リンパ節の超音波検査の検査報告書を作成している．乳腺，表在は各専門診療科の先生にお願いして
いる．
検体搬送のために活用している気送管システムがしばしばトラブルを発生していたため，気送管委員会を開催し，
点検体制を整備するよう働いた．
検査試薬の改善やコスト削減を実現するため努力した．脂質試薬の改善を図った．
4）先進医療の開発
5）実施治験内容

該当なし
該当なし

6）自己評価と次年度目標
臨床側に信頼される中央検査部を維持するために，検査試薬改善，気送管システムの保守点検体制の構築など努力
した．超音波検査件数は大変多く，かつ複雑な所見を有する症例が多いが，できるだけ迅速に検査結果を報告できた．
7）上記 1）〜＆）の要約（大学年報用）
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
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
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（池淵）
臨床工学技士国家試験委員（池淵）
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）
日本輸血・細胞治療学会査読委員（池淵）
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正会員，事業評価委員会委員長，現地調査企画小委員会委員長

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 8 学会発表総数

12

論文発表
1．Yamaoka M, Kawamura R, Shioda Y, Ogawa N, Koyama I, Saitoh T, Ikebuchi K. Analysis of the plasma
concentration of tacrolimus: a useful method for distinguishing falsely elevated tacrolimus concentrations
reported by the ACMIA. Rinsho Byori. 58(12):1188-92, 2010.
2．Ito M, Murakami K, Suzuki T, Mochida K, Suzuki M, Ikebuchi K, Yamaguchi K, Mizuochi T. Enhanced expression
of lymphomagenesis-related genes in peripheral blood B cells of chronic hepatitis C patients. Clin Immunol.
135(3):459-65. 2010
3．
Mizuochi T, Ito M, Saito K, Kasai M, Kunimura T, Morohoshi T, Momose H, Hamaguchi I, Takai K, Iino S, Suzuki M,
Mochida S, Ikebuchi K, Yamaguchi K. Possible recruitment of peripheral blood CXCR3+ CD27+ CD19+ B cells to
the liver of chronic hepatitis C patients. J Interferon Cytokine Res. 30(4):243-52, 2010.
4．吉川政美，齊藤雅一，加藤由佳，日影千代子，大西真司，塩田洋子，斉藤妙子，浅田留美子，山岡美穂，池淵研二．
アーキテクト BNP-JP の基礎的評価．埼臨技会誌 57(1):15-20, 2010
5．庄司朋子，三志奈由紀，室谷明子，高瀬由美子，武内信一，高梨

茂，斉藤妙子，浅田留美子，池淵研二．シ

スメックス社 多項目自動血球分析装置 XE-5000 の体液モードによる CAPD 排液細胞数の基礎的検討．埼臨技会
誌 57(1):1-6, 2010
6．新井幸枝，丸山裕美，坂本直子，松岡

優，斉藤妙子，池淵研二．コバス TaqMan(R) を用いた HBV-DNA,

HCV-RNA, HIV-1 RNA 測定の基礎検討．日本臨床検査自動化学会会誌 35(2):253-259, 2010
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学会発表
1．仲野

浩，黒岩比呂美，有田信和，清水正雄，足立正樹，池田

斉，阿部慶子，永島かおり，武内希巳江，斉藤妙子，

池淵研二．脾臓描出の検討．第 49 回日本消化器がん検診学会
2．室谷明子，諸貫恵理子，武内信一，斉藤妙子，池淵研二．当院における U-SCANNER II の運用方法改善とその効果．
第 42 回日本臨床検査自動化学会
3．橋北義一，池淵研二．血液や髄液など無菌材料から分離された酵母様真菌における薬剤感受性について．第
57 回日本臨床検査医学会
4．渡辺典之，橋北義一，斉藤妙子，池淵研二．乳児における劇症型 A 群レンサ球菌感染症の 1 症例．第 57 回日
本臨床検査医学会
5．松岡

優，丸山裕美，奥村志乃，新井幸枝，斉藤妙子，池淵研二．新型インフルエンザ院内 PCR 検査の有用性

について．第 59 回日本医学検査学会
6．新倉奈緒美，室谷明子，武内信一，斉藤妙子，池淵研二．亜鉛測定の院内導入への検討．第 59 回日本医学検
査学会
2）獲得研究費
3）受賞

該当なし

4）特許，実用新案

該当なし

5）学会，研究会，セミナー等の開催実績
平成 22 年度私立医科大学病院中央検査部部長会技師長会総会及び研修会

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．

II. 委員会：別紙記載要綱にしたがって作成してください．
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3．29）病理診断科
1．構成員
＜医師＞
清水道生（SHIMIZU, Michio）
：教授（診療科長）：専門領域（消化器，皮膚，細胞診）
安田政実（YASUDA, Masanori）
：教授（教育主任）：専門領域（婦人生殖器，細胞診）
村田晋一（MURATA, Shin-ichi）
：教授（研究主任）：専門領域（内分泌，泌尿器，細胞診）
桜井孝規（SAKURAI, Takaki）
：准教授（研究副主任）：専門領域（皮膚，消化器，細胞診）
永田耕治（NAGATA, Koji）
：講師（専門医員）：専門領域（消化器病理）
山口

浩（YAMAGUCHI, Hiroshi）
：助教（医員）：膵病理

市村隆也（ICHIMURA, Takaya）
：助教（医員）
目黒史織（MEGURO, Shiori）
：助教（医員）
堤

直之（TSUTSUMI, Naoyuki）
：助教（医員）

上原慶一郎（UEHARA, Keiichiro）
：助教（医員）
＜臨床検査技師＞
鎌田孝一（KAMADA, Kouichi）
，瀬山
Yasuo）
，中村

敦（SEYAMA, 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（GOTO, Yusuke）
，

菅野恵士（KANNO, Satoshi）
＜事務＞
本間明美（HONMA, Akemi）
：事務
＜兼担（病理学教室）＞
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）
：教授：専門領域（脳神経）
新井栄一（ARAI, Eiichi）
：准教授：専門領域（皮膚）
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：准教授：専門領域（血液・リンパ節）
金

玲（JIN, Ling）
：助教（医員）

＜非常勤医師＞
Gregory Y. Lauwers：客員教授
清水禎彦（SHIMIZU, Yoshihiko）
：非常勤講師
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, Tetsuya）
：非常勤講師
加藤良平（KATO, Ryouhei）
：非常勤講師

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．今年度からはバーチャルスライドを取り入れ，学生個人のコンピュータ
上でも標本観察を可能とした．臓器別病理各論講義では，病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：病理概論，循環障害），（2 時間：清水禎：代謝障害）
，
腫瘍（4 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），循環器（2 時間：清水道，2 時間：清水禎）
，
消化器（2 時間：伴，2 時間：清水道・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）
；
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〈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：清水，村田，安田，桜井，
大学病理学スタッフ）
〈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，
臨床的見地からも疾患を理解する上で医学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一対一の密接な指導を行っている．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 人程度のスモールグループに分け，3 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，卒前卒後教育にとって各症例をより深く理解し，
今後の医療に役立つ実践的な検討会となっている．以上，病理学は，臨床医を育てる教育の基幹的科目として，病理
学教育カリキュラムの整備がなされ，医療の質的向上に直結する教育効果を上げていると考えられる．
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．全国的な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 14 編を発表した．その内訳は英文 8 編，邦文 6 編である．学会発表は，海外 9 回，国内 28 回，講演
22 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 22 年度の病理診断数は，組織診 9,716 件，術中迅速診断は 924 件，細胞診は 7,094 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．
文部科学省・大学設置学校法人審議会専門委員会（村田晋一）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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Archives Pathology & Laboratory Medicine, International Editorial Board：Michio Shimizu
Journal of Gastroenterology, Associate Editors：Michio Shimizu
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
日本組織細胞化学会：村田晋一
婦人科腫瘍学会編集委員：安田政実
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）
腎盂尿管膀胱癌取扱い規約委員（村田晋一）
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（村田晋一）
IAP 日本支部教育委員長（清水道生）

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文
①．Motosugi U, Yamaguchi H, Ichikawa T, Sano K, Araki T, Takayama Y, Shimizu K, Hatori T,Koyama I, Shimizu
M. :Epidermoid cyst in intrapancreatic accessory spleen: radiological ﬁndings including superparamagnetic iron
oxide-enhanced magnetic resonance imaging. J Comput Assist Tomogr. 2010;34(2):217-22.
②．Nakamura M, Motosugi U, Shimizu Y, Kamakura Y, Hasegawa S, Kamada K, Sannohe S, Ogawa F, Yasuda
M, Shimizu M: Primary signet-ring cell carcinoma of the Lung: a report of 2 cases. Acta Cytol. 2010;54(5
Suppl):771-774
③．Suzuki T, Murata S, Yamaguchi H, Shimizu Y, Shimizu M.: Epithelial-myoepithelial carcinoma with myoepithelial
anaplasia: report of a case with cytologic ﬁndings of a rare variant. Acta Cytol. 2010;54(4):605-10.
④．Ban S, Yamagchi H, Shimizu M.: Pancreatic intraductal lesions with possible relationship with gastric type
intraductal papillary mucinous neoplasm; pyloric gland-type intraductal tubular adenoma and intraductal
oncocytic papillary neoplasm. Histopathology 2010;56(7):968-9.
⑤．
Miyazawa M, Yasuda M, Fujita M, Hirabayashi K, Hirasawa T, Kajiwara H, Muramatsu T, Miyazaki S, Harasawa M,
Matsui N, Ogane N, Murakami M, Mikami M, Yanase T, Osamura RY.: Granulosa cell tumor with activated mTORHIF-1alpha-VEGF pathway. J Obstet Gynaecol Res. 2010;36(2):448-53
学会発表
⑥．Yasuda M: Early stage Serous Adenocarcinoma in Association with Endometrial Polyps: Review of 7 Cases.
17th International Congress of Cytology May 16-20,2010 Edinburgh, Scotland
⑦．Yamaguchi H, Motosugi U, Itakura J, Fujii H, Katoh R, Koyama I, Shimizu M：Two Cases of Lymphoplasmacytic
Sclerosing Pancreatitis Associated With Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. CAP'10 The Pathologists' Meeting
September 26-29,2010 Chicago
⑧．Yasuda M.：Clinicopathological Characterization of Endometrial Carcinomas Arising in Elderly Women Aged
over 70 Years. USCAP2011 Annual Meeting February 26-March 4, 2011 San Antonio
⑨．Nagata K.：Superficial(pT1b) Basaloid Squamous Cell Carcinoma of the Esophagus:Its Clinicopathologic
Findings. USCAP2011 Annual Meeting February 26-March 4, 2011 San Antonio
⑩．Shimizu M.：Evaluation of Esophageal Biopsies for Squamous Intraepithelial Neoplasia: Diﬀerences between
Japan and the West. USCAP2011 Annual Meeting February 26-March 4, 2011 San Antonio
【総数：論文 14 件，学会発表 37 件】
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」
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3）安田政実：科学研究費補助金

基盤研究（C）（2）一般

課題番号 21590404「治療の個別化を視野に入れた，

卵巣腫瘍における低酸素関連因子の解析」
4）山口：科学研究費補助金

若手研究 (B)

課題番号 22790353「膵癌における fascin 異常発現と RAS 信号伝達

経路の関連」
6-3．受賞：
山口

浩：ＩＡＰ日本支部・病理診断学術奨励賞

2010 年 11 月 27 日

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
6 月 12-13 日の両日，“ 第 9 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，今回はテーマとして「非腫瘍性疾患」を取り
上げた．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 5 人，埼玉医大病理から 2 人の計 7 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，3 年生，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
10 回研究発表会を 12 月 18 日に行った．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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3．30）輸血・細胞移植部
1．構成員
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：部長：教授：輸血学，血液内科学
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．
初期研修医に対して献血，輸血の実際，留意点について解説する．
2-2．教育内容
①医学部 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．血小板の外観検査（スワー
リング）
，成分採血装置の原理の解説，輸血部医師が行っている自己血採血，末梢血幹細胞採取，血管新生治療
のための末梢血単核球採取など解説する．
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
初期研修医を対象とした講義では，輸血実施時の PDA 照合，輸血適合票の扱い，血液バッグと輸血ラインの接続，
輸血オーダー時の諸注意，など具体的に役立つ解説講義に努めたい．

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
輸血部自体では症例数を増やしことが難しいが，造血器腫瘍科と脳脊髄腫瘍科に働きかけて症例数を増やしていき
たい．
平成 23 年度には精子バンク設立を掲げて，大学病院産科と国際医療センター内関連部署と連携を図り，早期に設
立できるように努力したい．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約（病院要覧用）
末梢血単核球を用いた虚血筋肉内移植，血管再建治療に参加できた．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
輸血製剤の選択や適正使用に関してコンサルタントをする．自己血採血を行い，より安全な輸血医療を推進する．
末梢血幹細胞移植治療に対し細胞の採取，細胞凍結保存およびフローサイトメトリーで細胞アッセイを担当する．
骨髄移植治療に際し，赤血球除去あるいは血漿除去作業を支援する．
臓器移植検査センターとして骨髄移植患者とドナー，献腎ドナー，生体腎ドナー検査（HLA 遺伝子タイピング，
血清とリンパ球のダイレクトクロスマッチ検査），ドナーの肝炎ウイルス，HTLV-1 検査を迅速に実施する支援を行っ
た．特に生体腎ドナーの検査は 2 名の専任・兼任技師体制で不眠不休の検査体制を構築している．
4-2．診療実績データ（医務課より提供）
4-3．診療内容，治療成績
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泌尿器腫瘍科と心臓血管外科が手術に自己血を準備する例が多く，週 3 枠で自己血採血業務を実施した．
小児腫瘍科，脊髄腫瘍科，造血器腫瘍科が実施する末梢血幹細胞移植の為の幹細胞採取業務を担当した．
心臓内科が先進医療取得を目指して行っている血管再生治療のための単核球採取を支援した．
検査技師が手術室へ輸血用製剤を搬送するサービス，CICU, CCU へ新鮮凍結血漿を解凍し気送管で緊急搬送する
サービスを定着させた．
緊急輸血のための 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を完成させた．実施された症例には
事後検証委員会を必ず開催し，システムの改善に努めた．
その他まだ解決できていない診療科内の特殊な輸血ルールを改善すべく，輸血監査体制を強化していきたい．
4-4．先進医療の開発
閉塞性動脈硬化症，バージャー病に対する末梢血単核球移植
4-5．実施治験内容

該当なし

4-6．自己評価と次年度目標
安全で適正な輸血医療を推進すべく情報提供やシステム作成に努力し，臨床コンサルタントの役割を果たせた．自
己血採血を推進できた．末梢血幹細胞採取も全例担当した．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
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正会員，事業評価委員長，現地調査企画小委員長（池淵）
臨床工学技士国会試験委員（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）
埼玉医科大学雑誌査読委員（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・細胞治療学会認定制度審議会委員・認定医資格委員会委員（池淵）

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

6，学会発表総数

6

論文発表
1．山本哲也：世界初！リニア型探触子における連続波ドプラによる最高血流速度測定の有用性，Rad Fan 2010
Vol8. NO4;34-35, メディカルアイ
2．山本哲也：学びのひろば，Vascular Lab Vol6,No4;75-76,MC メディカ出版
3． 山 本 哲 也： 下 肢 静 脈 瘤 の エ コ ー 検 査 法

不 全 穿 通 枝 の 見 つ け 方 と 評 価 法， 検 査 と 技 術 2010 年 12 月

号 ;1207-1213, 医学書院
4．山本哲也：こんな時どうしてる！これでラボでの悩み解消

緊急時，超緊急時の血管検査，Vascular Lab Vol7,

No5;91-92,MC メディカ出版
5．山本哲也：血管エコーレポート集

腹部大動脈，Medical Technology 別冊 ;34-51, 超音波エキスパート 10, 医

歯薬出版
6．山本哲也：血管エコーレポート集

その他下肢腫脹例，Medical Technology 別冊 ; 132-137, 超音波エキスパー

ト 10, 医歯薬出版
学会発表
1．山本哲也：リニア型探触子における連続波ドプラ法による最大血流速度測定の有用性，日本超音波医学会第
83 回学術集会
2．数野直美：カテーテルアブレーション治療前後の左房，左室機能変化，第 21 回日本心エコー図学会学術集会
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3．岡原千鶴：下肢深部静脈血栓の急性期超音波像と形態変化，第 83 回日本超音波医学学術集会
4．河村

亨：Malassezia による術後創部感染の 1 例と鼻腔培養の検討，第 22 回日本臨床微生物学会総会

5．平山美津江：開院から 3 年間の超緊急輸血体制とその整備

検査技師の立場から，第 58 回日本輸血・細胞治

療学会
6．平山美津江：大量出血時の輸血部臨床検査技師の役割

超緊急輸血の体制整備から，第 57 回日本臨床検査医

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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3．31）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）

西山

正彦（NISHIYAMA, Masahiko）

：教授（腫瘍内科兼担）：センター長
：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）
：運営責任者：教育主任：研究主任：トランスレーショナルリサーチ，
分子腫瘍学，ゲノム薬理学，がん化学療法，臨床腫瘍学：博士

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：博士

大野

智（OHNO, Satoshi）

：講師：臨床腫瘍学，ワクチン療法，補完代替医療，トランスレーショ
ナルリサーチ：博士

和田

智（WADA, Satoru）

：助教：ゲノム医学，ゲノム薬理学，バイオインフォマティクス，トラ

中鶴

七奈（NAKATSURU, Nana）

：助手

只木

聡（TADAKI, Aki）

：特任研究員（6/1 〜）：修士

関根

あずさ（SEKINE, Azusa）

：特任技術員：修士

皆川

悦子（MINAKAWA, Etsuko）

：特任技術員

山原

有子（YAMAHARA, Yuko）

：特任技術員

宮原

瞳（MIYABARA, Hitomi）

：特任技術員

藤澤

美音（FUJISAWA, Mine）

：特任技術員

柳館

智恵子（YANAGIDATE, Chieko）
：技術員（6/1 〜）

熊澤

千佳（KUMAZAWA, Chika）

ンスレーショナルリサーチ：博士

清

茜（SEI, Akane）

福ヶ野

優子（FUKUGANO, Yuko）

：技術員（6/1 〜）
：特任研究補助員（6/1 〜）
：特任研究補助員

清水

恵美（SHIMIZU, Emi）

：事務員

鈴木

興秀（SUZUKI, Okihide）

：大学院生

アーメッド・エルサヤッド・モハメッド ：特別研究学生
（MOHAMED, Ahmed El̲Sayed）

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）
継続して，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
システムを発展させた （西山，江口，大野，和田，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，
学位研究支援（西山，江口，大野，和田，関根，宮原）と臨床研究用データの整理（中鶴，皆川，山原，藤澤）を進
めた．トランスレーショナルリサーチセンター所属の大学院生 1 名，（外国人）特別研究学生 1 名に加えて他の大学
院生 5 名の学位研究指導・支援を行った（西山，江口，大野，和田，関根，柳館，熊澤）．
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
学位研究指導・支援を本格的に展開した．当初の目的をほぼ達成し，学位研究指導では一部学生では学会発表や論
文作成に至った．次年度も，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
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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
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）
A）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（西山，江口，二宮，和田）
B）新規創薬標的遺伝子の機能解析（西山，江口，二宮，和田）
C）分子疫学コーホート研究の支援に関する研究（江口，西山）
D）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）
E）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）
F）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）
G）
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）
H）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）
I）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 ?（西山，江口，和田）
J）遺伝子解析による大腸がん治療薬の感受性及び副作用予測に関する臨床研究− modiﬁed FOLFOX6 −（西山，
江口，和田，鈴木）
K）高齢者がん治療アルゴリズム開発のためのガイドポスト・データベースの構築と必須情報及びその推定モデル
の策定（西山，江口）
L）腫瘍特異的不死化因子とその治療への応用（西山，江口，和田）
M）癌化学療法の感受性予測（西山，江口，和田）
N）遺伝子解析による下咽頭がん TPF（TXT/CDDP/5-FU）療法の感受性及び副作用予測に関する臨床研究
O）臨床病期Ⅲ（切除不可能例）
，Ⅳ期の悪性黒色腫に対する DAC-Tam 療法のゲノム薬理学的解析を加えた有用性
と安全性の検討
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 分子（遺伝子）を標的とした新規分子標
的薬剤開発研究を継続して推し進め，
標的制御による細胞死メカニズムと標的分子の生物学的機能解析を中心に行い，
転写制御と作用関連分子（遺伝子）群とその相互関係を明らかにした．
2）消化器がんテイラード化学療法：昨年国内特許出願した発明：名称 ｢ イリノテカンの感受性判定方法及びその利
用」出願日 2009.3.13 を外国特許出願した（外国特許出願番号 2010-270634,

発明の名称 ｢3 剤併用抗がん剤の感

受性判定マーカー ｣, 出願日 2010.12.3 ）
．また，乳がんの術前化学療法 epirubicin（EPI）/cyclophosphamide（CPM）
の効果予測システムを開発論文発表した．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引き続き共同で進めている．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についても継続している．
3）その他，以下の研究を，学位指導共同研究として展開した．
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
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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 ?
（西山，江口，和田）⑤遺伝子解析による下咽頭がん TPF（TXT/CDDP/5-FU）療法の感受性及び副作用予測に関する
臨床研究，⑥臨床病期Ⅲ（切除不可能例）
，Ⅳ期の悪性黒色腫に対する DAC-Tam 療法のゲノム薬理学的解析を加え
た有用性と安全性の検討（西山，江口，和田）
3-4．自己評価と次年度計画
活発に研究活動を展開し，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，本センター開設後，新規にスタートした研究のうち一部を論文発表するに至った．年々，共
同研究も増え，順調に成果に結び付いている．さらに当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，新
規分子標的薬剤開発研究の更なる発展を目指す．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
【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）を展開・発展させる．また，主に大学院・卒後教育に重点を置き，先進医療の開発に貢献
しうる基礎医学研究者，臨床専門医の育成を目指す．【研究グループ（研究プロジェクト）】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，江口，和田），②消化器がん，肺がん，卵巣がん
などを対象とした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，和田）
，な
どを中心に，大きく計 15 の研究プロジェクトを実施している．【研究内容と達成度】国内外に向け特許出願した「ヒ
トがん細胞の不死化に関わる遺伝子およびその利用」研究は，前臨床開発段階に差し掛かり，テーラメイド医療の確
立研究では，さまざまながん腫で効果関連遺伝子を同定，それら複数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．当初予定した研究内容は概ね達成できたものと考える．【自己評価と次年度計画】
ようやく研究活動が安定・本格化し，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続けている．次年度も，さらに多くの共同研究を立ち上げ，当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，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
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
該当なし
4-2．診療実績データ
該当なし
4-3．診療内容，治療成績
該当なし
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
該当なし
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
【西山正彦】 文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センター専門調査員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
【西山正彦】
【編集委員

Associated Editor】

＊ International Journal of Clinical Oncology
【編集委員

Editorial Board】

＊ World Journal of Gastrointestinal Oncology
＊ World Journal of Clinical Oncology
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【査読委員】
＊ Pharmacogenomics
＊ 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
【大野智】
【編集委員

Editorial Board】

＊ Oriental Pharmacy and Experimental Medicine
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，代議員，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
＊日本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
＊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
＊第 82 回日本医癌学会総会：査読委員
＊第 49 回日本癌治療学会学術集会：会長
＊第 45 回制癌剤適応研究会：当番世話人
＊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
＊一般社団法人

先進医療開発推進機構

【大野智】
＊日本緩和医療学会：ガイドライン作成委員会委員
＊日本補完代替医療学会：学会誌編集委員会委員

6．業績
6-1．論文・学会発表（代表 10 件）
① Ninomiya, Y., Sugahara-Yamashita, Y.*1, Nakachi, Y.*1, Tokuzawa, Y.*1, Okazaki, Y.*1 Nishiyama, M.（*1Div.
Funct. Genomics Syst. Med., Res. Cent. Genomic Med.）: Development of a rapid culture method to induce
adipocyte differentiation of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Biochem. Biophys. Res.
Commun., 394（2）:303-308, 2010.4.
② Ariﬁn, M.*1, Tanimoto, K.*1, Putra, AC.*1, Hiyama, E.*2, Nishiyama, M., Hiyama, K.*1（*Dept. Transl. Cancer Res.,
RIRBM, Hiroshima Univ., *2N-BRAD, Hiroshima Univ.）: Carcinogenesis and cellular immortalization without
persistent inactivation of p16/Rb pathway in lung cancer. Int. J. Oncol., 36（5）:1217-1227, 2010.5.
693

トランスレーショナルリサーチセンター

③ Sano, H.*, Wada, S., Eguchi, H., Osaki, A.*, Saeki, T.*, Nishiyama, M.（*Dept. Breast Oncol.）: Quantitative
prediction of tumor response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer: novel marker genes and prediction
model using the expression levels. Breast Cancer, 2011.3.（e-pub）
④ Naito, M.*, Eguchi, H., Goto, Y.*, Kondo, T.*, Nishio, K.*, Ishida, Y.*, Kawai, S.*, Okada, R.*, Hishida, A.*, Wakai,
K.*, Hamajima, N.*（*Dept. Prev. Med./Biostat. Med. Decis. Mak., Nagoya Univ. Grad. Sch. Med.）: Associations of
plasma IL-8 levels with Helicobacter pylori seropositivity, gastric atrophy, and IL-8 T-251A genotypes. Epidemiol.
Infect., 138（4）:512-518, 2010.4.
⑤ Imagawa, S.*1, Ito, M.*1, Yoshihara, M.*2, Eguchi, H., Tanaka, S.*3, Chayama, K.*1（*1Dept. Med./Mol. Sci.,
Hiroshima Univ., *2Health Serv. Cent., Hiroshima Univ., *3Dept. Endosc. Hiroshima Univ. Hosp.）: Helicobacter
pylori dupA and gastric acid secretion are negatively associated with gastric cancer developent. J. Med.
Microbiol., 59（12）:1484-1489, 2010.12.
⑥ Ri, G*1, Ohno, S., Furutani, M.*1, Furutani, Y.*1, Tsukahara, T.*1, Hagita, N.*1, Haruyama, H.*2, Nakamura, S.*2,
Yamamoto, T.*1, Matsuoka, R.*1（*1IREIIMS, Tokyo Women's Med. Univ., *2Inst. Gastroenterol., Tokyo Women's
Med. Univ.）: An indication for correlation between the serum ADA level and gastric cancer risk. Anticancer Res.,
30（6）:2347-2349, 2010.6.
⑦ Dohi, S*1, Ohno, S., Ohno, Y.*1, Kyo, S.*1, Soma, G.*2,3, Sugiyama, H.*4, Inoue, M.*1（*1Dept. Obstet. Gynecol.,
Kanazawa Univ. Grad. Sch. Med. Sci., *2Inst. Health Sci., Tokushima Bunri Univ. *3Cent. Drug Deliv. Res., Tokyo
Univ. Sci., *4Dept. Funct. Diagn. Sci. Osaka Univ. Grad. Sch. Med.）: WT1 expression correlates with angiogenesis
in endometrial cancer tissue. Anticancer Res., 30（8）:3187-3192, 2010.8.
⑧ Nakamura, M*1, Kyo, S.*1, Zhang, B.*1, Zhang, X.*1, Mizumoto, Y.*1, Takakura, M.*1, Maida, Y.*1, Mori, N.*1,
Hashimoto, M.*1, Ohno, S., Inoue, M.*1（*1Dept. Obstet. Gynecol., Kanazawa Univ. Grad. Sch. Med. Sci.）:
Prognostic impact of CD133 expression as a tumor-initiating cell marker in endometrial cancer. Hum. Pathol.,
2010.8.（e-pub）
⑨ Nishiyama, M., Murata, K.*1, Fukunaga, M. *2, Takemoto, H. *3, Ohue, M. *4, Ikeda, R. *5, Wada, S., Eguchi, H.,
Tomita, N. *6, Watanabe, M. *7（*1 Dept. Surg., Suita Munic. Hosp., *2 Sakai Munic. Hosp., *3Dept. Surg., Sakai
Munic. Hosp., *4 Dept. Surg. Osaka Med. Cent. Cancer Cardiovasc. Dis., *5 Dev. Organ. Front. Med. Therap., *6
Dept. Surg., Hyogo Coll. Med., *7 Dept. Surg. Kitasato Univ. Sch. Med.）: Identiﬁcation of predictive biomarkers
for individual response to mFOLFOX6 in colorectal cancer patients. 35th ESMO Congress, Milan, Italy,
2010.10.8-12.
⑩ Eguchi, H., Wada, S., Tanimoto, K.*, Hiyama, K.*, Nishiyama, M.（*Dept. Transl. Cancer Res., RIRBM, Hiroshima
Univ.）: Functional analysis of SFRS10: A novel molecular target for anti-cancer drug. 101st Annual Meeting of
Am. Assoc. Cancer Res., Washington, DC, USA, 2010.4.19.
総数：論文 16 件，学会発表 40 件
6-2．獲得研究費
【西山正彦】
＊厚生労働省科学研究費

第 3 次対がん総合戦略研究事業 「高齢者がん治療アルゴリズム開発のためのガイドポ

スト・データベースの構築と必須情報及びその推定モデルの策定」 研究代表者
＊一般研究費

42,681,000 円

8,000,000 円

＊受託研究費 「腫瘍特異的不死化因子とその治療への応用」 10,500,000 円
【江口英孝】
＊文部科学省科学研究費

新学術領域研究 「がん研究分野の特性等を踏まえた支援活動」 研究分担者

8,000,000 円
＊文部科学省科学研究費

基盤研究（C）「卵巣癌 / 腹膜癌の新規 TC 療法効果予測因子のゲノム薬理学的解析と

新規分子標的の探索」 研究代表者

1,560,000 円

【大野智】
＊文部科学省科学研究費
トの探索」 研究代表者
＊厚生労働省科学研究費
1,300,000 円
6-3．受賞
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若手研究（A）「婦人科悪性腫瘍に対する癌ワクチン療法における免疫増強アジュバン
12,610,000 円
がん研究開発費 「がんの代替医療の科学的検証に関する研究」 研究分担者

トランスレーショナルリサーチセンター

該当なし
6-4．特許，実用新案
【西山正彦，江口英孝，和田

智】

外国特許出願番号 2010-270634,

発明の名称 ｢3 剤併用抗がん剤の感受性判定マーカー ｣, 出願日 2010.12.3

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「市民公開セミナー」：H22 年 11 月 7 日，国際医療センター C2 階会議室

7．自己点検・評価
開設 4 年目となり，研究・教育活動を活発に展開した．教育面では，がんプロフェッショナル養成プランなどに
よる学位研究指導・支援（大学院生 5 名，外国人特別研究学生 1 名）が本格化し，E- ラーニング講義もその教務管
理も含め充実したものとなり，十分な成果が得られたものと自己評価する（西山，江口，大野，和田）．一方，研究
では，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てトランスレーショナル
リサーチを展開し，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，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．
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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）
：准教授：細胞老化・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）
，
大学院講義（研究方法特論）を分担した．病理学兼担の大島は，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）では，細胞間
接着装置とがんの転移，皮膚疾患との関連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）
では，人体の構造と機能 I との連携をはかりながら，関節，皮膚の基礎と臨床的事項との関連性をより深めたい．
大島；医学部の病理学実習では講義内容を正しく理解しているかどうか確認することに重点を置いて指導を行なっ
た．また大学院教育では，細胞レベルの研究に必要な基本的技術の理解に重点を置き，使用する機器の実機を用いた
解説により具体的イメージがつかめるように工夫した．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）．細胞老化に伴う染色
体不安定性と中心体異常との関連について解析する（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，細胞動態の解析），本学保健医療学部（消化管粘膜上皮と亜鉛の関係）
，本学
小児外科学，解剖学（肝芽腫におけるがん幹細胞の同定と分離），本学口腔外科学教室（咀嚼筋腱・腱膜過形成症患
者の電顕による筋腱周囲組織微細構造の解析，元素分析），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 に関する形態学的解析），ゲノム科学（Id4 遺伝子ノックアウ
トマウスに関する形態学的解析）
，本学産婦人科学（胎盤の異常に関する電顕的解析），本学国際医療センター病理診
断科（老化に伴う染色体不安定性発生機序）
3-3．研究内容と達成度
穐田；血管新生関連では，骨格筋からの血管新生について学会で発表した．その他，FOP に関する研究，Id4 遺伝
子ノックアウトマウスについてはそれぞれ論文発表した．肝芽腫におけるがん幹細胞の同定と分離，小腸粘膜上皮と
亜鉛に関しては，デフェンシンと MMP-7 の活性におよぼす低亜鉛の影響について，それぞれ学会発表を行った．
大島；ヒト線維芽細胞の老化に伴ってみられる中心体異常について解析し，細胞老化に伴う中心体異常が DNA 損
傷応答と関連していることを見出した．結果は国際シンポジウムおよび国内学会にて発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
穐田；血管新生に関しては，解剖学会で発表し，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 Id4 遺伝子から Tysnd1 欠損マウスの解析へと進んでおり，本学における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；細胞老化に伴う中心体異常が DNA 損傷応答と関連し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．次年度も解析を継続し，
老化に伴う中心体異常と染色体不安定性や発癌との関連を明らかにしたい．
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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
穐田；Medical Molecular Morphology の論文査読（1 件）
埼玉医科大学雑誌の論文査読（1 件）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
穐田；1）電子顕微鏡研究会特別講演；電子顕微鏡の応用分野の拡大を目指して
- 遺伝子の発現部位，蛍光色素を電子顕微鏡で見る -，東京
2）埼玉鍼灸学会特別講演；末梢血管の基礎と臨床，川越
3）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
1．Tokuzawa Y, Yagi K, Yamashita Y, Nakachi Y, Nikaido I, Bono H, Ninomiya Y, Kanesaki-Yatsuka Y, Akita M,
Motegi H, Wakana S, Noda T, Sablitzky F, Arai S, Kurokawa R, Fukuda T, Katagiri T, Schonbach C, Suda T, Mizuno
Y, Okazaki Y. Id4, a new candidate gene for senile osteoporosis, acts as a molecular switch promoting osteoblast
diﬀerentiation. PLoS Genet. 2010 8;6(7):e1001019.
2．Fukuda T, Kokabu S, Ohte S, Sasanuma H, Kanomata K, Yoneyama K, Kato H, Akita M, Oda H, Katagiri T.
Canonical Wnts and BMPs cooperatively induce osteoblastic diﬀerentiation through a GSK3beta-dependent and
beta-catenin-independent mechanism. Diﬀerentiation. 2010 ;80(1):46-52.
3．Ohshima S, Seyama A. Cellular aging and centrosome aberrations, Ann. N.Y. Acad. Sci. 2010；1197: 108-17.
学会発表；
国際学会
4．Ohshima S. Analysis of centrosome aberrations induced in human fibroblasts with replicative senescence
and premature senescence, 2010 Quantitative Imaging Cytometry Symposium, August 10-12, 2010, Boston,
Massachusetts.
国内学会
5．大島

晋．過酸化水素誘発性細胞老化に関連して発生する中心体異常の解析，第 33 回日本基礎老化学会，

20010 年 6 月，名古屋
6．堀

直子，安部貴大，佐藤

毅，坂田康彰，中本紀道，福島洋介，穐田真澄，依田哲也．咀嚼筋腱・腱膜過形

成症患者の透過型電子顕微鏡による筋腱周囲組織微細構造の解析，第 22 回日本顎関節学会
顔面痛学会
7．大島

第 14 回日本口腔

7 月，東京

晋，Analysis of centrosome aberrations induced in human ﬁbroblasts with cellular senescence，第 69

回日本癌学会学術総会，20010 年 9 月，大阪
8．水野由美，二宮裕一，伊関美緒子，穐田真澄，津久井通，伊藤千鶴，年森清隆，下澤伸行，茂木浩未，若菜茂晴，
野田哲生，西向めぐみ，原

博，前場良太，岡崎具樹，Kurochkin Igor V, 岩佐泰靖，水野洋介，Schoenbach

Christian, 岡崎康司．Tysnd1 欠損マウスの解析，第 33 回日本分子生物学会年会・第 83 回日本生化学会大会
合同大会 2010 年 12 月，神戸
9．高橋知子，藤田恵子，田中嘉代子，村井則子，小松久美子，松本幸子，穐田真澄，永島雅文．コラーゲンゲル
で包埋培養した骨格筋組織片からの血管新生，第 116 回日本解剖学会

第 83 回日本生理学会大会

合同大会，

2011 年 3 月，横浜
10．山田久美子，村田栄子，藤田恵子，穐田真澄．デフェンシンと MMP-7 の活性におよぼす低亜鉛の影響，第
116 回日本解剖学会，2011 年 3 月，横浜
6-2．獲得研究費
698

中央研究施設

形態部門

1．穐田（分担）
；科学研究費（基盤研究 B）
；筋組織の異所性骨化に基づく運動器の形成と再生機構の解明（代表；
ゲノム医学病態生理部門；片桐）
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
22 年度の形態部門への登録者数は 195 名で，21 年度 197 名から殆ど変わっていない．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 8 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，透過型電顕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：部門長：実験動物，機能水：博士
冨永 信子（TOMINAGA Nobuko）: 助教：実験動物
倉持 智也，石原 由夏（実験助手）
萩原 克己（飼育業務係長）
，堀切一美（飼育業務主任）大久保，鈴木，堀切，小泉，千葉，池田（飼育技術者）

2．教育
2-1．目的･目標
動物実験は，今日の医学・医療技術を支え，人類の健康に貢献し，現代の医学研究には必要不可欠な実験であり，
適正な動物実験に基づいて実施されなければならない．適正な動物実験とは，1. 社会的適正：動物福祉に配慮し倫
理的な動物実験を行うこと

2. 科学的適正：質の高い実験動物を良好の環境で飼育し，再現性の高い実験結果を得

ることである．
『動物の愛護及び管理に関する法律』に「3R」が盛り込まれ，その法律の動物実験の基準に基づき実
験動物の日常の飼育管理が実施される必要がある．これらの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．教育内容（担当者）
・登録のための利用者講習会の実施．
（冨永）
・初めて動物実験を行う研究者を対象とした実技講習会の実施．（冨永，堀切，石原）
・実験手技について研究者の希望により個別で実技講習の実施．（堀切，冨永）
・医学部 1 年：実験動物学入門の講義（鈴木，冨永）および実験動物施設見学（冨永，堀切，石原）．
・保健医療学部大学院：実験動物学概論の講義（鈴木，冨永，石原）動物実験手技（冨永，石原，堀切）
・保健医療学部健康科学科：実験動物学の講義（鈴木）実験動物手技（堀切，石原）および施設見学（堀切）
．
2-3．達成度
・登録のための利用者講習会を図書館 2 階において 4 月 5 日〜 7 日に利用者講習会を連日開催し 14 名が参加した．
個々の研究者の利用状況に合わせ講習会受講の希望により一年に 12 回実施した．
・初めて動物実験を行う研究者を対象とした実技講習会を 6 月に開催し 4 名が参加した．個々の実験手技につい
て研究者からの希望により個別で実技講習を実施した．
・医学部 1 年生の約 80％の学生が選択した．
・保健医療学部大学院の 2 名が選択した
・保健医療学部健康科学科の 7 名が選択した．
いずれも，教育目的の動物福祉の理念などを理解・習得でき目標は達成された．
2-4．自己評価と次年度計画
動物福祉の理念，動物実験に関わる法律，日常の飼育管理の重要性，動物実験についての説明と理解ができたと考
えられる．次年度はさらに充実するよう努力する．

3．研究
3-1．目的・目標
機能水の生体に対する生理機能を検討する
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
水を電気分解して陽極側に集まる pH が酸性を示す酸性電解水，対極側にはアルカリ性電解水がそれぞれ生成され，
これらは機能水と呼ばれる．酸性電解水は耐性菌が発現しな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，医療の分野でも使用されている．また，アルカリ水はおいしい水として家庭でも飲料水として飲
まれている．これらの水の生理機能について検討を行う．
3-4．自己評価と次年度計画
慢性実験を引き続き実施し結果を出す．
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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
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
該当なし
6-2．獲得研究費
機能水研究振興財団
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
7-1．飼育管理作業
飼育環境の点検，個々の動物の観察，ケージ・給水瓶交換，給餌・給水，室内清掃，飼育器材の洗浄・消毒・滅菌，
安全衛生管理を実施した．
実験動物部門においては，概ねの目的は達成された．技術職員は実験動物の基準に基づいた日常の飼育管理業務を心
がけ，研究者から飼育依頼を受けた実験動物を良好な状態で飼育し，研究者へ提供することができた．
7-2．実験動物使用数
平成 22 年度に動物実験のために供した動物数は 15,129 匹となり，前年度より 730 匹減少した．全動物の約 93%
がマウスであり，遺伝子改変マウスが多数を占めた．
前年度に比べ使用動物数の軽減に努めた．
7-3．検査
年 3 回の微生物モニタリング検査，年 6 回の落下細菌検査を実施し，健康な動物を提供するよう心がけた．
7-4．職員の作業環境の改善
職員の安全，健康，作業環境を確保するために 10 年前より希望していた洗浄・滅菌室へのエアコンが導入され，
作業環境（湿度，温度，輻射熱）が大幅に改善された．
次年度においては，今年度の飼育管理と同様に実施し，さらに飼育環境を整え，良好な実験動物の提供をできるよ
う努力することを目標とする．また，近年問題視され『特定化学物質等障害予防規則』において特定第二類物質 ( 慢
性障害，発癌の危険性のある物質 ) 及び特別管理物質 ( 有害性，作業者の健康管理記録の 30 年保存等の義務がある
物質 ) として規制されているエチレンオキシドガス (EOG) の安全な取り扱いや職員教育の実施を行うとともに，EOG
滅菌からより安全性の高い滅菌方法に換え，
職員の作業環境を安全な快適な場所へと変えることを今後の課題とする．
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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：博士
飯塚裕幸（IIZUKA, Hiroyuki）
：助教（放射線取扱主任者）：博士
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（担当者）
新規放射線安全教育訓練内容：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（飯塚・宮下）．
保健医療学部健康医療科学科 3 年生後期の放射性同位元素検査学の講義（飯塚）．
2-3．達成度
新規放射線安全教育を 5 月，6 月，12 月に行った．利用者の要望に応えて行えたので目的は達成されたと思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
放射線安全教育は法律上の規制に基づき施行した．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，授業の中で放射線測定の実習をし，安全なＲＩの取り扱い方や放射線の
特徴について理解ができるよう指導をした．次年度はさらなる実習内容の工夫と講義内に小テストを組み入れて学生
の知識の充実と応用力を養いたい．

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．研究グループ（研究プロジェクト）
今年度から，新たに小野講師を研究室に向かえ，指導体制を強化した．研究グループとしては，以下に述べる 3
つが存在する．①糖尿病患者の遺伝子多解析により，1 型糖尿病，あるいは，糖尿病合併症の原因遺伝子を探求する（粟
田教授が担当）
．② 2 型糖尿病の成因，あるいは，合併症の原因を，遺伝子工学的手法を用いて解明する（犬飼准教
授が担当）③インスリンシグナルによる視床下部における摂食への影響の検討（小野講師・内分泌糖尿病内科所属が
担当）
3-3．研究内容と達成度
②の研究グループは，大学院生の伊藤大輔（テーマ；PEDF の脂肪細胞における発現調節）が研究成果に関する論
文をまとめ，現在，論文投稿中である．③に関しては，大学院生の住田

崇（テーマ：PTEN の脳視床下部における

摂食に対する影響）が小野講師の指導の下，3 年目で研究データの集積を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
新たに，小野講師が指導に加わり，大学院生 2 名を指導している．論文発表という意味での成果はまだ見られて
いないが，次年度には，発表予定である．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
2 名の大学院生と犬飼准教授，小野講師の 3 名で，糖尿病や，糖尿病合併症の発症原因をテーマに基礎研究に従事
している．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
該当なし
4-2．診療実績データ
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該当なし
4-3．診療内容，治療成績
該当なし
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
該当なし
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
該当なし

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
Endocrine J, Intern Med などの査読数件．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
・埼玉県立不動岡高等学校放射線実習セミナー（飯塚）
・社団法人日本アイソトープ協会放射線取扱主任者部会の事業所内教育訓練講習会講師
として上智大学，東邦大学，東京医科歯科大学，麻布大学，東京都健康長寿医療センター研究所にて講演（飯塚）
．
・社団法人日本アイソトープ協会にて第 1 種放射線取扱主任者講習の実習指導（飯塚）．
RI 研究施設の管理内容
平成 22 年度のアイソトープ（RI）利用状況は以下のとおりである．
1）利用登録講座：12 講座（基礎系 9，臨床系 3）
2）実験計画：25
3）実験者数：30 名（基礎系 21 名，臨床系 9 名）
4）延べ実験立ち入り者数：4313 名
5）放射線教育訓練：8 名 /3 回（再教育含まず）
6）RI 入庫量（MB ｑ）
：3H

（555.00）

32

P （9.25）

51

Cr （1110.00）

125

I （148.00）

35

S （157.25）

14

C （0.41）

7）RI 廃棄量（MB ｑ）
：可燃物 （32.2）
難燃物 （449.2）
不燃物 （103.0）
無機液体

（632.1）

有機廃液

（20.7）

6．業績
6-1．論文・学会発表
学会発表
①飯塚裕幸，宮下由美，犬飼浩一．非密封 RI 利用時の負担軽減のための 3 つの工夫．
平成 22 年度主任者部会年次大会（第 51 回放射線管理研修会）2010 年 11 月京都
② Comparison between eﬀects of long-term monotherapy with two diﬀerent Sulphonylureas on glycemic control
and HOMA-R/ β国際内分泌学会
など，学会発表 6 件
③ Watanabe M, Inukai K, Sumita T, Ikebukuro K, Ito D, Kurihara S, Ono H, Takuya Awata T, Katayama S, Eﬀects of
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Telmisartan on Insulin Resistance in Japanese Type 2 Diabetic Patients. Intern. Med. 49, 1843-1847, 2010
総数：論文 1

件，学会発表

6件

6-2．獲得研究費
該当せず．
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
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．
また文部科学省からの管理下にない放射性同位元素等に関する一斉点検及び報告依頼の業務にも大学の巡視に同行
し，管理下にない放射性同位元素がないか積極的に調査をした．また福島原子力発電所事故後には放射線の量の測定
を継続して行い，大学の放射線安全に貢献していると考えている．
現在抱える問題点としては，施設内の一部壁の塗り直しの作業は行えたが，その他の老朽化に伴う不具合箇所に対
しての修繕が必要である．安全に安心して放射性同位元素を利用できるよう研究環境のさらなる改善を目指す．
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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：運営責任者：施設長：機能生物化学：博士

廣澤成美（HIROSAWA, Narumi）
：助教：研究員：教育員：博士
鈴木悠子（SUZUKI, Yuko）
：実験助手

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．
基礎的な実験操作に用いられる器具，機器に関する正しい知識操作方法を身につける．環境問題をテーマに身近な環
境科学実験を行い，その測定結果を Excel でデータ処理し解析の基礎を学ぶ．
2-2．教育内容（担当者）
人体の構造と機能 II（2 年生）
，
血液ユニットの講義（坂本）ならびに機能系実習（2 年）
；消化器（坂本），内分泌（廣
澤）を分担した．選択必修ユニット；
（基礎医学実験）正しいピペットの扱い方〜分析データの解析の基礎（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）．
2-3．達成度
当該部門ホームページの一部を利用した講義資料（対策室 A）の公開による予習，復習は効果が大きく，資料の更
新が遅れると学生からの早く更新して欲しいとの催促もあった．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．選択必修ユニットにおいても，今年度からは，身近な環境問題を取
入れた実験（ザルツマン法による環境中の Nox 測定）を行い，測定値のデータ解析をするだけではなく環境問題に
ついて考えレポート作成までできる内容にした．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検討中．
2-4．自己評価と次年度計画
ホームページ上での資料公開は前年度の理解度を考慮し毎年更新している為，どうしても講義の進行とリアルタイ
ムでの更新は難しいが，今後はよりスピーディに対応したい．選択必修ユニットでは，これまでに Excel でのデータ
解析に重点をおいてきたが，次年度からは，Power point を使用したプレゼンテーションを追加し，さらなる内容の
充実をはかる．大学院教育においては，今年度より，歯科・口腔外科の大学院生 1 名が週 2 〜 3 日，プロテオーム
解析技術を学んでいる．次年度にかけて学位習得の為，指導を続ける．

3．研究
3-1．目的・目標
フェニトロチオンはホームセンター等で一般に購入可能な農薬として使用され，特にラジコンヘリによる空中散布
では通常より高濃度で空中に散布されている．散布された農薬は霧状となり数週間もの長期に渡りガスの塊となり辺
りに停滞するため，小中学校に近接した農地への空中散布による子供への曝露が問題となっている．また近年，抗ア
ンドロゲン作用が報告され問題となっている．このことから，有機リン系農薬の曝露による内分泌系への影響に関し
て調査することを目的として，最も一般的に使用されているフェニトロチオンをラットに長期曝露を行い，生殖機能
への影響について検討する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
有機リン系農薬のラット内分泌に対する影響を評価するため，フェニトロチオンを暴露した雄ラットの内分泌ホル
モンの定量を行う．また，内分泌系臓器である，下垂体，副腎のプロテオーム解析を行う．
3-3．研究内容と達成度
昨年度に引続き 3 週齢の雄ラットを用いた 5 週間のフェニトロチオン暴露実験を行った．今年度は，0.1，1，
10mg の濃度別投与群にさらにプロテオーム解析におけるフェニトロチオンの影響をより明確に検証するため，新た
に 30mg/kg 投与群を加え，コントロール群との比較実験を行った．投与期間終了後，全てのラットを解剖し採血を
行い，得られた血清から内分泌ホルモン定量を行った．下垂体と副腎の重量を測定した後，可溶性蛋白を抽出しプロ
テオーム解析を行った．
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3-4．自己評価と次年度計画
実験動物によるフェニトロチオンの生理的な影響の検討を行った．その結果，昨年度と同様に内分泌ホルモンの変
動が確認された．また，
下垂体と副腎重量から可溶性蛋白を抽出しプロテオーム解析を行った結果，複数の蛋白スポッ
トの変動が認められた．
次年度は同定された複数の蛋白スポットの機能解析を行い，フェニトロチオンが生体に与える影響評価を重点的に
行い，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．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）「該当なし」
4-2．診療実績データ 「該当なし」
4-3．診療内容，治療成績 「該当なし」
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 「該当なし」
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）「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
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 Guo H, Liu T, Uemura Y, Jiao S, Wang D, Lin Z, Narita Y, Suzuki M, Hirosawa N, Ichihara Y, Ishihara O, Kikuchi H,
Sakamoto Y, Senju S, Zhang Q, Ling F.
Bisphenol A in combination with TNF-alpha selectively induces Th2 cell-promoting dendritic cells in vitro with
an estrogen-like activity. Cell Mol Immunol. 2010 May;7(3):227-34. Epub 2010 Apr 12.
②成田弥生，鈴木元晴，劉天懿，村上真理，松岡由和，中塚隆介，長谷
坂本

真，河野比良夫，佐々木豊，廣澤成美，

安，植村靖史，薗田精昭

癌の免疫療法 - 基礎から臨床まで 「NKT 細胞のアジュバント効果と抗腫瘍免疫応答への応用」Cytometry
Research 総説．

20(1):19-25

2010 3 月

③フェニトロチオンとその代謝産物の生体への影響調査

◯坂本

安 1，廣澤成美 1，米谷

新 2，鈴木悠子 1（埼

玉医科大学・医・中研機能 1，
埼玉医科大学・医・眼科 2）2010 年 9 月 9 日（木）〜 10 日（金） 東京
ラム 2010

フォー

衛生薬学・環境トキシコロジー

④ Cytokine-dependent modification of IL-12p70 and IL-23 balance in dendritic cells by ligand activation of
V α 24 invariant natural killer T cells. ○ Yasushi Uemura, Tianyi Liu, Yayoi Narita-Nobori, Motoharu Suzuki,
Narumi Hirosawa, Yasuko Ichihara, Osamu Ishihara, Hirosato Kikuchi, Yasushi Sakamoto, Yoshiaki Sonoda, and
Satoru Senju. August 22-27, 2010. Kobe, Japan. 14th International Congress of Immunology (ICI2010)
⑤ Role of human non-invariant NKT lymphocytes in the maintenance of type 2 T helper environment during
pregnancy. ○ Motoharu Suzuki, Yasushi Uemura, Tianyi Liu, Yayoi Narita-Nobori, Narumi Hirosawa, Yasuko
Ichihara, Hirosato Kikuchi, Yasushi Sakamoto, Satoru Senju, Osamu Ishihara. August 22-27, 2010. Kobe, Japan.
14th International Congress of Immunology (ICI2010)
⑥ Distinct subsets of human invariant NKT cells differentially regulate T helper responses via dendritic cells.
○ Tianyi Liu, Motoharu Suzuki, Yayoi Narita-Nobori, Yajun Guo, Narumi Hirosawa, Yasuko Ichihara, Yasushi
Sakamoto, Osamu Ishihara, Hirosato Kikuchi, Satoru Senju, and Yasushi Uemura. August 22-27, 2010. Kobe,
Japan. 14th International Congress of Immunology (ICI2010)
⑦ Bisphenol A in combination with TNF-alpha selectively induces Th2 cell-promoting dendritic cells in vitro with
an estrogen-like activity. ○ Nobori N Y, Guo H, Liu T, Hirosawa N, Uemura Y, Jiao S, Wang D, Lin Z, Suzuki
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M, Ichihara Y, Ishihara O, Senju S, Kikuchi H, Sakamoto Y, Sonoda Y. August 22-27, 2010. Kobe, Japan. 14th
International Congress of Immunology (ICI2010)
総数：論文

2 件，学会発表

5件

6-2．獲得研究費
廣澤成美

若手研究（B） 課題番号「21710069」 22 年度直接経費：1,500,000 円

「有機リン系農薬の生殖毒性及び内分泌系臓器におけるターゲット分子の同定」
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中央研究施設 技術セミナー 「表面プラズモン共鳴（SPR）セミナー 今さら聞けない 相互作用検出の初歩」 平
成 23（2011）年 1 月 27 日（木）16：00 〜 専門課程棟 4 Ｆ カンファレンスルーム （株）オプトクエスト
②中央研究施設

技術セミナー 「表面プラズモン共鳴装置

平成 22(2010) 年 6 月 30 日（水）16：00 〜 17：30

Compact SPR Sensor SPR02 テクニカルセミナー」

専門課程棟 B2 Ｆ

カンファレンスルーム （株）オプ

トクエスト
③「小動物分子イメージングシステムのデモ及び性能検定」 第 4 回「VisEn FMT 2500LX（in vivo 蛍光・定量ト
モグラフィ装置）
」 平成 22(2010) 年 5 月 18 日（火）10：00 〜 17：00
門課程棟 B2 Ｆ

機能部門

19 日（水）10：00 〜 12：00

専

NMR 室 （株）プライムテック

④「小動物分子イメージングシステムのデモ及び性能検定」 第 3 回「Фフォトンイメージャー」 平成 22（2010）
年 5 月 12 日（火）14：00 〜

専門課程棟 B2 Ｆ

機能部門

NMR 室

桑和貿易株式会社

⑤「小動物分子イメージングシステムのデモ及び性能検定」 第 2 回「Lumazone」 平成 22(2010) 年 4 月 5 日（月）
16：00 〜

専門課程棟 B2 Ｆ

機能部門

NMR 室 （株）日本ローパー

7．自己点検・評価
機能部門が管理している中央研究施設の利用登録のデータベース登録方法は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，利用者の登録追加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っ
た．これにより，
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と思われる．機能部門の利用登録者数は，
平成 22 年度 176 人とやや減少したが，前年度同様に実質的な利用率は殆ど変化してはいない．
前年度に引続き，設置希望機器である「小動物分子イメージングシステム」のデモ及び性能検定を 3 社の装置に
ついて行った．この装置は，設置場所が第 3 研究棟の実験動物部門となるが，実験処理において，形態部門（ガン
細胞の培養）や機能部門（ICG ラベル抗体の反応処理）の設備を使用することがあるため，中央研究施設全体として
デモ及び性能検定を行った．デモにあたり，ヌードマウスにガン細胞の移植を行い実験検体としたが，ヌードマウ
スの飼育を実験動物部門が担当，GFP を発現しているガン細胞の作成を形態部門が担当，ICG ラベル抗体の反応処理
とマウスへの投与を機能部門が担当しデモ実験を行った．各部門の職員が共同で設置機器の性能検定を行うことで，
設置機器の選定の意見交換も活発に行われた．今後も，この様な設置希望機器が挙げられた場合に中央研究施設の 4
部門全体で選定し，意見交換を行う事がとても重要と思われた．
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5．研究部
1．構成員
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：研究部長（病理部教授兼務）：運営責任者：教育主任：病理学：博士
森

隆（MORI, Takashi）
：副研究部長：准教授：教育副主任：脳神経科学：博士

浅野孝雄（ASANO, Takao）
：客員教授：脳神経科学：博士
動物実験施設（第一研究棟 1-2F）
森

隆（MORI, Takashi）
：委員長：准教授（施設管理責任者：獣医師）：博士

小山直基（KOYAMA, Naoki）
：係長（一級実験動物技術者）
石川祥子（ISHIKAWA, Sachiko）
：実験動物飼育員（一級実験動物技術者）
龍前真也（RYUMAE, Shinya）
：実験動物飼育員（二級実験動物技術者）
西勝

唯（SAIKATSU, Yui）
：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）：博士
潮田陽一（USHIODA, Youichi）
：主任：放射線取扱主任者
電子顕微鏡施設（医療センター 5F）
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：委員長（病理部教授兼務）：博士
青木志津子（AOKI, Shizuko）
：助手
共同利用研究施設（第一研究棟 3F）
前田平生（MAEDA, Hirao）
：委員長（副院長：輸血・細胞治療部教授兼務）：博士
松岡菊美（MATSUOKA, Kikumi）
：助手
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．

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
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を開示している．
該当なし．

3-2．研究グループ

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 18 件，
マウス 4 科 8 件，ウサギ 2 科 2 件，ブタ 1 科 1 件，スナネズミ 1 科 1 件，ハムスター
1 科 1 件，モルモット 1 科 1 件，RI 研究施設：3 科 3 件，電子顕微鏡施設：4 科 4 件，共同利用研究施設：9 科 21
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 18,595 匹，ラット：月平均 9,519 匹，ウサギ：月平均 82 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（84.6％），ラット（60％），スナネズミ（50％），ハムスター
（50％）
，ウサギ（30％）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（520 回）
，
消化器・肝臓内科（415 回），腎・高血圧内科（331 回），歯科口腔外科（128 回）
，
病理部（96 回）
，胆肝膵外科・小児外科（39 回），消化管外科・一般外科（16 回），形成外科（11 回），呼吸器内科
（6 回）であった．研究部の研究支援も行なわれ，年間で（256 回）の利用頻度であった．利用時間は利用回数に準じ，
時間帯では 19 時以降の夜間そして日曜・祭日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（322 回）
，小児科（141 回），胆肝膵外科・小児外科（132 回），消化管外科・一般外科（11 回）
，
呼吸器内科（9 回）
，電子顕微鏡施設：病理部（192 回），腎・高血圧内科（31 回），皮膚科（11 回），形成外科（4 回）
，
共同利用研究施設：消化管・一般外科（50 回），胆肝膵外科・小児外科（48 回），小児科（35 回），病理部（32 回）
，
リウマチ・膠原病内科（25 回）
，産婦人科（23 回），呼吸器内科（17 回），消化器・肝臓内科（2 回），研究部（2 回）
の利用であった．
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．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約

該当なし．

4．診療 該当なし．
該当なし．

4-1．診療科の特色と診療目的

該当なし．

4-2．診療実績データ

4-3．診療内容，治療成績

該当なし．

4-4．先進医療の開発
4-5．実施治療内容

該当なし．

該当なし．

4-6．自己評価と次年度目標

該当なし．

4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約

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）
① Takashi Mori, Naoki Koyama, Gary W. Arendash, Yuko Horikoshi-Sakuraba, Jun Tan, Terrence Town.
Overexpression of human S100B exacerbates cerebral amyloidosis and gliosis in the Tg2576 mouse model of
Alzheimer's disease. Glia, 58 (3): 300-314, 2010.
② Gary W. Arendash, Juan Sanchez-Ramos, Takashi Mori, Malgorzata B. Mamcarz, Xiaoyang Lin, Melissa J.
Runfeldt, Li Wang, Guixin Zhang, Vasyl Sava, Jun Tan, Chuanhai Cao. Electromagnetic ﬁeld treatment protects
against and reverses cognitive impairment in Alzheimer's mice. J Alzheimer's Dis, 19 (1): 191-210, 2010.
③ Shequing Zhang, Jon Salemi, Huayan Hou, Yuyan Zhu, Takashi Mori, Brian Giunta, Demian F. Obregon, Jun Tan.
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Rapamycin promotes β -amyloid production via ADAM-10 inhibition. Biochem Biophys Res Commun, 398 (3):
337-341, 2010.
④ Timothy D. Boyd, Steven P. Bennett, Takashi Mori, Nickolas Governatori, Melissa J. Runfeldt, Michelle Norden,
Jaya Padmanabhan, Peter Neame, Inge Wefes, Juan Sanchez-Ramos, Gary W. Arendash, Huntington Potter. GMCSF upregulated in rheumatoid arthritis reverses cognitive impairment and amyloidosis in Alzheimer mice. J
Alzheimer's Dis, 21 (2): 507-518, 2010.
⑤ Takashi Mori, Takao Asano, Terrence Town. Targeting S100B in cerebral ischemia and in Alzheimer's disease.
Cardiovasc Psychiatry Neurol, vol. 2010, Article ID 687067, 14 pages, 2010.
⑥ Yuyan Zhu, Demian F. Obregon, Huayan Hou, Brian Giunta, Jared Erhart, Frank Fernandez, Takashi Mori, William
Nikolic, Yangbing Zhao, Dave Morgan, Terrence Town, Jun Tan. Mutant presenilin-1 deregulated peripheral
immunity exacerbates Alzheimer-like pathology. J Cell Mol Med, 15 (2), 327-338, 2011.
⑦ Shijie Song, Vasyl Sava, Amanda Rowe, Kunyu Lia, Chuanhai Cao, Takashi Mori, Juan Sanchez-Ramos.
Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) enhances recovery in mouse model of Parkinson's disease.
Neurosci Lett, 487 (2): 153-157, 2011.
⑧ Yuyan Zhu, Huayan Hou, Brian Giunta, Amanda Ruscin, Carmelina Gemma, JingJi Jin, Natasa Dragicevic, Patrick
Bradshaw, Suhail Rasool, Charles Glabe, Paula Bickford, Takashi Mori, Demian F. Obregon, Terrrence Town, Jun
Tan. CD45 deﬁciency drives A β oligomers and neuronal loss in Alzheimer's disease mice. J Neurosci, 31 (4):
1355-1365, 2011.
学会発表（国際学会）
（10 件）
学会発表（国内学会）
（6 件）
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（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
②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）「消化器疾患における S100B の関与の解明」

（2010-2011）
．
③㈱グロービア

科学研究費補助金

研究代表者（森

隆）「アルツハイマー病の病態進展に対するフェルラ酸の

効果 - 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検討 -」（2009-2010）．
④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）「アルツハイマー病治

療の開発：食物由来のβーアミロイド蛋白抑制物質と環境療法の探索」（2010-2013）．
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
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．医療政策学
1．構成員
宮山徳司（MIYAYAMA, Tokushi）
：特任教授：運営責任者：医療行政

2．教育
2-1．目的・目標
日本の医療の再生に向けて，医療を地域の生活の問題として捉え，医療のあるべき姿を一人称で考え，実践するこ
とができる医療人材の養成を図るとともに，医療法の成り立ちや身分法，医療資源の配置状況，医療保険者の役割な
どを検証し，地域医療の再生に向けた取り組みを進める．
2-2．教育内容（担当者：宮山特任教授）
医学部 4 年の「医学概論―医療制度改革と医療政策―」，保健医療学部看護学科及び医療生体・健康学科の「地域
福祉」
，大学院修士課程（保健師）
，短期大学看護学科の「関係法規」及び専攻科の「地域母子」を担当した．
2-3．達成度
「医学概論」では，制度改革と時代背景との関連や日本の医療の「不思議」を具体的に伝えたが，学生は，社会に
おける出来事と制度の関連に強い興味を持っており，関心をさらに高める上で，効果的であった．看護学科等の学生
に対する「関係法規」や「地域福祉」
，
「地域母子」の授業では，医療現場への行政支援や地域活動の実際を具体的に
示し，理解の促進が図られた．
2-4．自己評価と次年度計画
「医療制度改革」
，
「地域福祉の実態」など，実際に進められている事柄を，行政レベル，地域レベルごとに具体的
な事例を通して伝えることができ，理解の促進と関心の高まりに貢献できたと感じている．今後は，学生が受け身に
ならずに，医療のあり方について，自らが積極的に考え，発言できるように働きかけていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
「該当なし」
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
「該当なし」
3-4．自己評価と次年度計画
「該当なし」
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
「該当なし」

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
「該当なし」
4-2．診療実績データ
「該当なし」
4-3．診療内容，治療成績
「該当なし」
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
「該当なし」
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4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
「該当なし」

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
①「厚生労働省事業仕分け人」
（厚生労働省）
②「毛呂山町総合振興計画審議会委員」
（毛呂山町）
③「東松山市立市民病院改革プラン評価委員（委員長代行）」（東松山市）
④「さいたま市市民医療センター地域医療推進委員会委員」（さいたま市）
⑤「埼玉県地域医療奨学金運営委員会」
（埼玉県・埼玉医大）
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
①「埼玉県職員暮らし安心保障ワーキングチーム」に対し，無縁社会における「医療・福祉・介護を通じたケアシ
ステムのあり方」を講演し，問題提起した．（埼玉県）
②埼玉県看護協会所属の看護師に対し，ファーストレベル，セカンドレベル，管理者レベルごとに「保健・医療・
福祉サービスの提供の仕組み」や「保健医療福祉の現況と課題」を講演し，職務改善や医療改革の動機づけを行っ
た．
（埼玉県看護協会）
③本学教授が大会会長を務める「在宅血液透析研究会市民講座」において，行政経験者の立場から「在宅医療の現
状と課題」について問題提起．
（日本在宅透析支援会議）

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
教育に関しては，医学部，保健医療学部，短期大学並びに大学院において担当したが，政権交代や変革期にある医
療を踏まえ，既成概念にとらわれない柔軟な思考ができるように働き掛けた．自治体，政府関連委員については，厚
生労働省内事業仕分け人として省行政との緊密な関係を構築できた．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務に
ついては，幅広い医療者に医療改革の方向を具体的に提示できたが，患者および患者支援者，地域住民に「医療への
適切な参加」について働きかけていく場面を設定したい．
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7．寄附研究部門（黒田研究室）
1．構成員
黒田寛人（KURODA, Hiroto）
：教授：運営責任者：先端レーザー医学：博士
馬場基芳（BABA, Motoyoshi）
：特任研究員：研究及び教育担当者：先端レーザー医学：博士
三谷文野（MITANI, Fumino）
：事務及び研究補佐員：事務及び研究補佐

2．教育
2-1．先端レーザー医学の研究および教育者を育てる．
2-2．先端レーザー研究への参加を通して新しい医学研究者としての錬成をはかる．
2-3．概ね目的を達成している．
2-4．大変よく行われている．次年度もさらに一層の達成を図りたい．

3．研究
3-1．昨年，これまで培ってきたレーザー物理の原理・実験追求精神に基づき世界に発信する独創的な医療，レーザー
機器，分光法の開発をおこなうためのプロジェクトを立ち上げたが，この一年確固たる研究計画として，推進，発展
する．
3-2．先端レーザー医学新領域開拓プロジェクト
3-3．（1）レーザー分光による先端医療診断
（2）軟 X 線コヒーレントイメージングの開発
（3）蛋白蛍光共鳴エネルギー分光法の研究
（4）医学用新世代レーザー開発
（5）臨床医療のための計測・治療用システムの開発
（6）新型 PDT の研究（Photo Dynamic Terapy）
（7）レーザーによる新物質生成のナノ構造制御

を目標とする研究を開始する．

3-4．順調に伸展している．さらなる加速をする予定．
3-5．3-3 を目的として，センターを立ち上げた，プロジェクトの積極的な推進を行った．高強度軟Ｘ線レーザーに
よるコヒーレントＸ線イメージングを実証し，細胞の微細構造イメージングとシグナル伝達の関わりの解明を目指し
ている．先端医療として眼科（米谷

新教授）と密接な共同研究の下，診断治療が可能な新世代（Optical Coherent

omography）や新しい PDT 治療法の研究も鋭意進めている．

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．あり（多数）
5-3．該当なし

6．業績
6-1．
（1）Long- and short-period nanostructure formation on semiconductor surfaces at diﬀerent
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ambient conditions,
R. A Ganeev.; M.Baba; T.Ozaki; H.Kuroda, J. Opt. Soc. Am. B vol. 27,（2010）1077
（2）High-Order Harmonic Generation from Low-Density Plasma, in Advances in Solid State
Lasers Development and Applications,
Tsuneyuki Ozaki, Rashid Ganeev, Masayuki Suzuki and Hiroto Kuroda,
Edited by Mikhail Grishin, ISBN 978-953-7619-80-0,（2010）465-488
（3）High Harmonic Generation by using Laser-Ablation Two- Compounds Target Scheme,
M.Suzuki, M.Baba, R.A.Ganeev, and H.Kuroda
In tne proceedings of the 12th ICXRL2010, Gwangju Korea（Springer, edited by J.Lee
C.H.Nam, K.A.Jamulewicz）231-236
（4）Highly Directive High Harmonic Generation from Solid Target Plasma for Biomedical
and Medicine Applications,
H.Kuroda, M.Baba, R.A.Ganeev, M.Suzuki, and S.Yoneya
In tne proceedings of the 12th ICXRL2010, Gwangju Korea（Springer, edited by J.Lee
C.H.Nam, K.A.Jamulewicz）220-230
6-2．該当なし
6-2．該当なし
6-3．該当なし
6-4．特許（1）新型アダプティブオプティクス及び新型コヒーレント光源による高分解能
無収差レーザー顕微鏡（特願 2010-162031）
（2）円偏光変換装置

（特願 2010-002301）

6-5．該当なし

7．自己点検・評価
教育，研究双方いずれに於いてもおおむねの目標は達成され，昨年度無事開始された研究センターの活動が順調に
伸展している事は非情な喜びである．今後もなお一層の進展があるべく一同力を合わせていきたい．
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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：博士
岡部恵子（OKABE, Keiko）
：教授：基礎看護学：修士
石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
：教授：基礎看護学：修士
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
：教授：生理学：博士
加藤基子（KATOH, Motoko）
：教授：地域看護学：博士
古地順子（KOCHI, Junko）
：教授：成人看護学：修士
佐々木榮子（SASAKI, Eiko）
：教授：成人看護学：博士
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：教授：小児看護学：博士
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：教授：地域看護学：博士
松下年子（MATUSHITA, Toshiko）
：教授：精神看護学：博士
浅川典子（ASAKAWA, Noriko）
：准教授：老年看護学：修士
大森智美（OMORI, Tomomi）
：准教授：母性看護学：修士
菊池チトセ（KIKUCHI, Chitose）
：准教授：地域看護学：修士
久保恭子（KUBO, Kyoko）
：准教授：小児看護学，博士
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：准教授：外科学，医学教育学：博士

冨田幸江（TOMITA, Satie）
：准教授：基礎看護学：修士
原田真里子（HARATA, Mariko）
：准教授：成人看護学：修士（10 月より）
丸山昭子（MARUYAMA, Akiko）
：准教授：精神看護学：修士
本山仁美（MOTOYAMA, Hitomi）
：准教授：成人看護学：修士
山路真佐子（YAMAJI, Masako）
：准教授：地域看護学：博士
大堀

昇（OHORI, Noboru）
：講師：基礎看護学：修士

小倉邦子（OGURA, Kuniko）
：講師：基礎看護学：修士
安田裕子（YASUDA, Yuko）
：講師：老年看護学：修士（7 月より）
林

静子（HAYASHI, Shizuko）
：講師：基礎看護学：修士

平塚陽子（HIRATUKA, Yoko）
：講師：基礎看護学：修士
藤村朗子（FUJIMURA, Akiko）
：講師：成人看護学：修士
藤村博恵（FUJIMURA, Hiroe）
：講師：母性看護学：修士
本谷久美子（MOTOYA, Kumiko）
：講師：成人看護学：修士
浅霧博美（ASAGIRI, Hiromi）
：助教：基礎看護学：修士
荒川博美（ARAKAWA, Hiromi）
：助教：地域看護学：修士
安藤晴美（ANDO, Harumi）
：助教：小児看護学：修士
大澤優子（OSAWA, Yuko）
：助教：精神看護学：修士
坂口由紀子（SAKAGUCHI, Yukiko）
：助教：小児看護学：修士
宍戸路佳（SHISHIDO, Mika）
：助教：母性看護学：修士
田中

瞳（TANAKA, Hitomi）
：助教：成人看護学：修士

橋本志麻子（HASHIMOTO, Shimako）
：助教：老年看護学：修士
秦

朝子（HATA, Tomoko）
：助教：基礎看護学：修士

港

恵美（MINATO, Emi）
：助教：地域看護学（5 月まで）

宇賀神恵理（UGAJIN, Eri）
：助手：精神看護学
杉山智江（SUGIYAMA, Tomoe）
：助手：成人看護学
増田裕見子（MASUDA, Yumiko）
：助手：成人看護学
松岡由美子（MATSUOKA, Yumiko）
：助手：地域看護学
三浦真保（MIURA, Maho）
：助手：母性看護学
三好理恵（MIYOSHI, Rie）
：助手：老年看護学
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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，
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対象の生活行動がどのように変化するのか，
また，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する．
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，虚弱な高齢者への個別性をふまえた看護援助につい
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，必要な看護実践能
力を養う．
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は成人の看護に必要
とされる看護技術の知識と技術を，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，急激な健康破綻および周手術期にある成人の看護を通して，急性期に特有な看護
を学ぶ，ことを目的・目標とした．
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（新生児も含む）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する．
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，精神疾患を抱えている・いないに関わら
ず個人の精神機能が，その人の身体や生活，人生のそのものにどのような影響を及ぼすかを理解し，QOL 向上に連
動する「心の健康」向上に向けて，いかなる支援が可能であるかを学ぶことを目的とする．「精神看護学実習」では
精神疾患を抱えた人と信頼関係を構築し，相互作用を通じて互いに成長すること，つまり，精神看護の実際を学ぶこ
とを目指す．
在宅看護学・地域看護学領域：在宅看護概論学では，在宅看護の理念と意義，在宅ケアとケアマネジメント，在宅
看護の特徴について，在宅看護学活動論では在宅療養者と家族に対する生活支援技術，在宅に特有な状態別看護，医
療依存度が高い療養者の看護，訪問看護過程の展開技術を学修する．在宅看護学実習では在宅看護の実際を学ぶと共
に受け持ちケースの看護過程を通して，QOL の高い療養生活支援方法について学ぶ．地域看護学概論では地域看護
の理念，目的，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，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活動方法と地域ケアシステムづくりについて，地
域診断論では地域診断の方法と地域看護管理について学び，地域看護学実習で地域健康課題の解決のための実践を学
ぶ．
2-2．教育内容
【生活をしている人間理解】
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・人間工学：1 年生，1 単位 15 時間（林

静子）

【看護の対象としての人間理解】
・生活と健康：1 年生・3 年編入生，1 単位 15 時間（小倉邦子）
・看護におけるコミュニケーション：1 年生，1 単位 30 時間（岡部恵子）
・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（辻

美隆，大野良三ほか）

・人体の構造と機能Ⅰ：1 年生，1 単位 30 時間（江連和久ほか）
・人体の構造と機能Ⅱ：1 年生，2 単位 60 時間（江連和久ほか）
・人体の構造と機能Ⅲ：1 年生，2 単位 60 時間（江連和久ほか）
・看護倫理：2 年生，1 単位 30 時間（岡部恵子）
・病むことの心理：2 年生，1 単位 30 時間（松下年子）
・看護関係法規：2 年生，1 単位 15 時間（浅川典子）
・疾病の成り立ちⅠ：2 年生，2 単位 60 時間（大野良三，辻

美隆ほか）

・疾病の成り立ちⅡ：2 年生，1 単位 30 時間（大野良三，辻

美隆ほか）

・疾病の成り立ちⅢ：2 年生，2 単位 60 時間（大野良三，辻

美隆ほか）

・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（大野良三ほか）
・医療の基本Ⅲ（医学の歩み）
：4 年生，1 単位 30 時間（大野良三，辻

美隆ほか）

【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）
・看護技術論：1 年生，1 単位 15 時間（石津みゑ子，冨田幸江，林
・基礎看護技術Ⅰ：1 年生，1 単位 30 時間（林

静子，秦

朝子）

昇，平塚陽子，秦

朝子，浅霧博美）

昇，冨田幸江，林

静子，平塚陽子，秦

朝子，浅霧博美）

・基礎看護技術Ⅲ：1 年生，1 単位 30 時間（小倉邦子，冨田幸江，林

静子，平塚陽子，秦

朝子，浅霧博美）

・基礎看護技術Ⅱ：1 年生，1 単位 30 時間（大堀

静子，小倉邦子，大堀

・基礎看護技術Ⅳ：2 年生，1 単位 30 時間（平塚陽子，冨田幸江，小倉邦子，大堀

昇，秦

朝子，浅霧博美）

・基礎看護技術Ⅴ：2 年生，1 単位 30 時間（冨田幸江，林

昇，秦

朝子，浅霧博美）

静子，小倉邦子，大堀

・看護方法演習：2 年生，1 単位 30 時間（石津みゑ子，冨田幸江，大堀

昇，平塚陽子，浅霧博美）

・成人看護学概論：2 年生，2 単位 30 時間（佐々木榮子，古地順子）
・成人看護方法論Ⅰ（新カリ）
：2 年生，1 単位 30 時間（佐々木榮子，本谷久美子，田中

瞳）

・老年看護学概論：2 年生，2 単位 30 時間（浅川典子，安田裕子）
・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

2 単位 30 時間（大森智美）

・母性看護学活動論：2 年生

2 単位 60 時間（大森智美，藤村博恵，宍戸路佳，三浦真保）

・在宅看護学概論：2 年生，2 単位，30 時間（加藤基子）
・地域看護学概論：2 年生，2 単位，30 時間）（千田みゆき）
・精神看護学概論：2 年生，2 単位 30 時間（松下年子）
・成人看護方法論Ⅰ（旧カリ）
：3 年生，1 単位 30 時間（佐々木榮子，本谷久美子，田中

瞳）

・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，藤村朗子，杉山智江）
・成人看護方法論Ⅳ：3 年生，1 単位 30 時間（本山仁美，藤村朗子，本谷久美子，田中

瞳，杉山智江，増田裕見子）

・老年看護学活動論：3 年生，2 単位 60 時間（浅川典子，安田裕子，橋本志麻子，三好理恵）
・老年看護学実習Ⅱ：3 年生，3 単位 135 時間（浅川典子，安田裕子，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，安藤晴美，坂口由紀子）
・精神看護学活動論：3 年生，2 単位 60 時間（松下年子，丸山昭子，大澤優子）
・在宅看護学活動論：3 年生，2 単位 60 時間（加藤基子，千田みゆき，山路真佐子，菊池チトセ，荒川博美，港

恵美，

松岡由美子）
・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，加藤基子，荒川博美，港
恵美，松岡由美子）
・看護学概論Ⅱ：4 年生，1 単位 15 時間（石津みゑ子）
・看護技術論：4 年生 1 単位 15 時間（石津みゑ子，林

静子）

・地域診断論：4 年生，2 単位 60 時間（菊池チトセ，千田みゆき，加藤基子，山路真佐子，荒川博美，港

恵美，

松岡由美子）
・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，林

静子，小倉邦子，大堀

昇，平塚陽子，
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秦

朝子，浅霧博美）

・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，林
秦

静子，小倉邦子，大堀

昇，平塚陽子，

朝子，浅霧博美）

・老年看護学実習Ⅰ：2 年生，1 単位 45 時間（浅川典子，安田裕子，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，本谷久美子，田中

瞳，増田裕見子）

・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，杉山智江）
・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（大森智美，藤村博恵，宍戸路佳，三浦真保）
・精神看護学実習：3 年生，2 単位 90 時間（松下年子，丸山昭子，大澤優子，宇賀神恵理）
・成人看護学実習Ⅱ：4 年生，1 単位 45 時間（佐々木榮子，本谷久美子，田中

瞳，増田裕見子）

・成人看護学実習Ⅳ：4 年生，1 単位 45 時間（古地順子，本山仁美，藤村朗子，杉山智江）
・在宅看護学実習：4 年生，2 単位 90 時間（加藤基子，千田みゆき，菊池チトセ，山路真佐子，荒川博美，港

恵美，

松岡由美子）
・地域看護学実習：4 年生，3 単位 135 時間（千田みゆき，加藤基子，菊池チトセ，山路真佐子，荒川博美，松
岡由美子）
【ケアの質向上のための看護】
・家族看護学：2 年生，1 単位 30 時間（佐鹿孝子，山路真佐子）
・災害看護学：2 年生，1 単位 15 時間（久保恭子）
・看護過程論：2 年生，1 単位 30 時間（岡部恵子，冨田幸江他）
・生殖医療と看護：2 年生，1 単位 15 時間（岡部恵子，大森智美）
・パリアティブケア論：2 年生，1 単位 15 時間（原田真里子）
・リハビリテーション看護：2 年生 1 単位 15 時間（佐々木榮子，本山仁美，本谷久美子，藤村朗子）
・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）
・救急救命論：4 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（岡部恵子，加藤基子）
・看護過程論：3 年生，1 単位 15 時間（古地順子，本山仁美，田中

瞳，杉山智江，荒川博美，松岡由美子）

・看護管理学：4 年生，1 単位 15 時間（岡部恵子）
・看護研究セミナー：4 年生，2 単位 90 時間（全教員）
（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（辻

美隆

ほか）
・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（大野良三ほか）
・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，1 単位 30 時間（大野良三ほか）
・医療の基本Ⅳ（医学の歩み）
：健康医療科学科 4 年生，1 単位 30 時間（大野良三，辻

美隆ほか）

・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（辻

美隆

ほか）
・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（大野良三ほか）
・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（大野良三ほか）
・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（辻
大野良三）
・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）
・医療の基本Ⅲ（医療安全管理とチーム医療）：理学療法学科 3 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）
・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 A，1 単位 45 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 B，1 単位 45 時間）（江連和久ほか）
・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
・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
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・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
・ヒトの病気Ⅶ：理学療法学科 3 年生，2 単位 30 時間（大野良三，辻

美隆ほか）

美隆ほか）

・在宅看護論：健康医療科学科 4 年生，1 単位 15 時間（加藤基子）
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，少人数の参加型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．基礎看護技術科目の
技術到達度については，昨年度と同様に実技試験項目を多くし，空きゴマや時間外の自己学習を促し，個別指導やグ
ループへの指導を行った．このことから，学生は基礎看護技術が習得できた．基礎看護学実習Ⅰは，7 月末に実施し
たが，学生は看護師の行動をよく観察し，理解を深め後期からの学習への動機付けにつながった．また，基礎看護学
実習Ⅱでは，従来に比して，看護師から指導をより多く受けて行なう実習であったが，学生と看護師との関係性がよ
くとれており，実習目標は十分に達成できた．
成人看護学領域：概論でセルフマネジメントの概念は患者のケアを左右し自立への援助の基本であることを教授し，
実習との連携を強調した．また患者の健康レベルには特徴があり生活の仕方が異なることとその特徴に合わせた看護
が必要であることを教授した．方法論Ⅰは健康障害の特徴をふまえセルフマネジメント支援，方法論Ⅲは健康レベル
の急激な変化に応じた患者および家族の看護，方法論Ⅳは演習方法を見直し技術の意味を考察・実施することができ
た．方法論Ⅱは年度変更のため講義は実施しなかった．実習Ⅰは慢性的な健康障害をもつ患者・家族に看護過程を用
いてセルフマネジメント支援を，実習Ⅱは通院治療中の患者・家族へのセルフマネジメント促進にむけた継続看護を，
実習Ⅲは必要な看護を導く方法を教授し患者の健康レベルの変化に対応できる看護を，実習Ⅳは生命危機に直面して
いる患者およびその家族の看護についての考察を深めることができた．
老年看護学領域：老年看護学概論では資料を活用した授業を進め，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ための基本的な知識・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，老いを生きるということについて理解を深めることができ
た．老年看護学実習Ⅱでは，実習施設の変更があり，学生は認知症高齢者を受け持ち必要な看護援助についてより理
解を深めることができた．
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，日々の援助や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，女性のライフサイクル各期の健康と課題
など，母性看護学活動論では，母性看護の対象の妊娠・分娩・産褥期に焦点をあて，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，また援助技術について演習を行った．母性看護
学実習では，5 箇所の実習施設で実習を行い，母性看護の特性を理解できることを主たる目標とし，学生の実習が円
滑に行えるように実習施設との調整を行い，ほぼ全員が分娩に立ち会え目標の達成をすることができた．
精神看護学領域：
「精神看護学概論」では発達障害の実際を学ぶために，映画鑑賞を企画・実施した．「精神看護学
活動論」では平成 21 年度と同様に，当事者講師を招いて授業を行った．これら学内授業および「精神看護学実習」
，
いずれも予定通りの達成度であった．
在宅看護学・地域看護学領域：在宅看護学概論・活動論はシラバスに沿って実施し講義・実習ともに全員が単位修
得することができた．講義，
・レジュメ・視聴覚教材の組み合わせを工夫した．在宅看護学活動論では演習ノートを
作成し一定の学習効果を得た．地域看護学活動論および概論は演習型の授業を取り入れ，事例を用いた教材を工夫し
た．地域診断論は実習の配属市町村を対象に演習し，その学習成果を地域看護学実習で活用した．上半期は学内演習
や実習においても計画通りの内容が実施できたが下半期は教員が 1 名欠員となり，広範囲の地域に渡って多数の学
生に指導しなければならず，地域看護学実習は十分な教育体制であったとはいえなかった．学生からの授業評価は昨
年よりは良いがさらなる工夫が必要である．
2-4．自己評価と次年度計画
基礎看護学領域：基礎看護学実習Ⅱは，学事期間内に実習を実施することを目的に，埼玉医科大学総合医療センター
と国際医療センターにおいて，今年度からクラスの半数ずつの学生が同時に実習することに変更した．そのため，臨
地実習指導者連絡会議において，基礎看護学実習Ⅱに関する指導のねらい等について説明し，また，会議に参加して
いない看護師にも，後日読んで理解してもらえるよう文書を用いた説明を行なった．担当教員が複数グループを担当
することになるため，従来よりも指導者との連絡・調整を緊密に行なうよう努めた．学生は実習目標を十分に達成し
たことから，来年度もこの方向で推進していく．基礎看護技術の習得度を高めるために，実技試験項目を多くして 3
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年目となったが，学生の自己学習の機会が増え，技術習得につながっていることから，次年度以降もこの教育計画で
の技術教育を定着させてもよいと考えられる．
成人看護学領域：成人看護学概論は実習との連携を強調し授業への興味関心を引き出せた．しかし学生の能力には
大きな幅がありクラス全体の興味関心を引き出すことは依然として次年度の課題で，基礎看護学での学びに積み上げ
る形の教授内容を工夫する必要がある．方法論Ⅰは学習内容を精選し学生の思考を深めるために GW やビデオ視聴
等を取り入れ，方法論Ⅲは知識と実践をつなげるための思考を強化する授業方法に工夫していく必要がある．方法論
Ⅳは看護過程と技術演習を結びつけた教授方法を開発していく必要がある．実習Ⅰは社会資源の活用を視野に入れた
援助の実践について指導し実習Ⅱは継続看護の役割について考察できるよう学生の学習課題に沿った実習配置を工夫
する．実習Ⅲは患者視点の看護問題へと導く指導を強化し，実習Ⅳは学習テーマを日々深められるような指導が必要
である．
老年看護学領域：前年度に引き続いて，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学生の理解が進むように展開を工夫し，個別性をふまえた看護援助実践につなげられるよ
うに授業を進める．老年看護学実習Ⅰでは，
学生は虚弱な要介護高齢者について理解を深めることができているため，
次年度も同様に展開する．老年看護学実習Ⅱでは，実習記録用紙の修正を行い，より学生の認知症高齢者に対する理
解が深まるように実習を展開する．
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，実習計画は順調に進められ，学生は母性看護でしか学
べない生命誕生の場において，産むことの女性のつらさ，また女性の力強さを実感として学べていた．看護過程にお
いては，学生がより実感を持って考えることができるように個別指導をさらに充実していきたい．講義，演習に関し
ては，母性看護学概論の中の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をより実習に結び付けていくために内容の検討していく．
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」ともに，教員間の連携をもって成
果は高かった．次年度は，教員間のさらなる連携と教育・指導方法の工夫を心がけたい．
在宅看護学・地域看護学領域：在宅看護学概論は教授内容の精選，主体的参加を促すレジュメの工夫，意見発表等
を取り入れ，学習の参加度が高まった．在宅看護学活動論は既修得科目の知識や技術を想起し，それを活動論へ応用
する学習が主体的に取り組めるよう工夫した．次年度はさらに分析・解釈や援助方法の選択など思考力が育つ事例演
習の工夫を課題とする．地域看護学概論は広範囲に亘るので特に内容の精選は必須であり，講義科目ではあるが小演
習を授業に入れながら進める．地域看護学活動論および地域診断論は，演習が実習と直結するよう，特に地域診断論
は情報収集と分析が効率よくできるよう計画的に補助教材等を準備し，演習の進め方を工夫する．

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）
：①医学教育における PBL テュートリアルその他（大野良三ほか）②医療
人教育における倫理，医療安全教育（大野良三，辻

美隆，西岡亮治ほか）

3-3．研究内容と達成度：①医学教育における PBL テュートリアルの評価について発表した（大野良三ほか）
．②医
療人教育における医療安全教育について続報を発表した（大野良三，辻

美隆ほか）．

3-4．自己評価と次年度計画：次年度は経年的な変化も含めてさらに研究を進め，論文化することが課題である．
＜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・認知のメカニズムを明らかにすること．また，学生が看護実践
力を身につけるためには重要な学習となる臨地実習における指導看護師の実習への認識と意味解釈を明らかにするこ
と．新卒看護師の看護基礎教育における学びと実践の場における援助とのギャップを明らかにすることを昨年度に引
き続き継続し深めることを今年度の目標とした．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①臨地実習における看護学生への手指衛生に関する指導の実際（秦
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冨田幸江，大堀

昇，石津みゑ子：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）②要介護高齢血液透析患者の生活

状況と訪問看護介入実態に関する研究（若林和枝，清水順市，大堀

昇：在宅医療助成勇美記念財団助成研究）

3-3．研究内容と達成度：①調査用紙の内容および施設や対象への調査協力依頼方法について検討を重ね，保健医療
学部倫理委員会の承認を得た．達成度 50％②要介護状態にある後期高齢透析患者の在宅における生活状況，訪問介
護や訪問看護の利用状況を調査した．その結果，要介護 2 の者が 4.7 名 / 施設，透析歴 5 〜 10 年が 35％，独居に
よる訪問看護の導入が半数以上占めていた．達成度：100％
3-4．自己評価と次年度計画：過密な教育活動のなか，教員はそれぞれ文部科学研究費や，保健医療学部プロジェク
ト研究費など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する．次年度
は，データ収集・分析を終えている研究について学会発表および論文化し，業績数を増やしていきたい．また，継続
している研究については，研究をすすめ達成度を高めていきたい．
＜成人看護学領域＞
3-1．目的・目標：20 年度に引き続き，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）
3-3．研究内容と達成度：
＜老年看護学領域＞
3-1．目的・目標：埼玉県内のグループホームにおける医療連携と看取りの実態を明らかにし，医療連携を担う看護
師の立場における課題を検討する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：認知症高齢者を対象としたグループホームにおける医療連携（浅川典子，
安田裕子，橋本志麻子，三好理恵）
3-3．研究内容と達成度：埼玉県内の全グループホーム 322 ヵ所の管理者，看護師を対象に質問紙調査を実施した．
達成度 50％．
3-4．自己評価と次年度計画：データ分析を行い，県内のグループホームにおける医療連携の現状と課題，看取りの
現状と課題について学会発表および論文化する．
＜小児看護学領域＞
3-1．目的・目標：①障害のある人の日中活動に関わる専門職の連携が効果的に行われることを目的として取り組ん
だ②プレグランマ（中高年女性）の育児力を活用した子育て支援システムの構築について取り組んだ．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長期入院中の子どもの発達を促す遊びに対する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障害のある人の親のグリーフケアに関する研究（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プレグランマ（中高年女性）の育児力を
活用した子育て支援システムの構築−血縁から地縁へ−埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究（久保恭子）③
長期入院中の子どもの発達を促す遊びに関する研究（坂口由紀子，佐鹿孝子，久保恭子，安藤晴美他：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障害のある人のターミナル期に関わった看護師・福祉職に面接調査を行い，ターミナル
におけるグリーフケアについて検討している．日本看護科学学会で発表する準備を進めている．達成度 70％②面接
調査を進めている．達成度 70％③お母さんの集いに参加する子どもを対象に発達を促す遊びを実践している．達成
度 60％
3-4．自己評価と次年度計画：①面接調査結果より，日々，その人らしく生活できるように支援することがグリーフ
ケアに繋がっていた．次年度は面接結果を実践に活用し，発表を目指す．②研究の結果を学会誌に投稿していく．ま
た，さらに質問紙調査等で調査を継続し，子育て支援の活用を目指す．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．④次年度は長期入院中の子どもの発達を促す遊びについて，調査方法を再検
討し，小児病棟における発達を促す遊びの実態調査を行い，学会発表を目指す．
＜母性看護学領域＞
3-1．目的・目標：母性看護学領域における看護の質の向上や現状の分析，教育活動の向上を目指し研究を行っている．
今後は実践現場と連携し共同研究を行っていきたい．また現在行っている実習に関しての研究を論文化することを目
標としていきたい．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：
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①男子学生にとっての母性看護学実習の効果の実証（宍戸路佳，大森智美，藤村博恵，三浦真保，久保恭子，岡部
惠子：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
3-3．①男子看護学生 8 名に対し，半構成的面接を実施し分析を行った．達成度 70％
3-4．自己評価と次年度計画：
①学生の実習との兼ね合いもあり，面接のスケジュールがやや遅れ気味であった．来年度は研究の成果を学会およ
び論文にて発表していく予定である．
＜精神看護学領域＞
3-1．目的・目標：学内外のグラント獲得を通じて，積極的な研究活動を展開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，
他：平成 20 年度科学研究費補助金（基盤 C）
）②アルコール依存症回復者のその後 10 年間の回復過程に関する研究
-10 年間を隔てた再インタビュー調査より -（松下年子，宇賀神恵理：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
③長期入院ないし外来治療を要する子どもの親を対象とした，学内サポートグループの試みと，外来通院時フォロー
アップ（介入）の評価（継続）-「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」の第 3 弾（丸
山昭子，岡部惠子，松下年子，佐鹿孝子，柳澤隆昭，久保恭子，坂口由起子，関由美子：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：① 400 名以上の妊産婦を対象とした郵送式質問紙調査を実施した．妊娠出産から育児期に
至る女性の SOC（sense of coherence： 首尾一貫感覚）と QOL，気分感情状態等を縦断的に評価した．達成度 95％
②アルコール依存症回復者とその家族を対象に，依存症からの回復に関するインタビュー調査を実施し，その内実を
考察した．95％③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継続し，一方で，
全国の小児科病棟を対象に，スタッフによる家族サポートグループ体制等に関するアンケート調査を実施した．達成
度 90％．
3-4．自己評価と次年度計画：①，②，③のいずれも，研究は予定通りに進んだ．次年度は，これらの成果を論文と
してまとめる．
＜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継続し，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．②医療ニーズを抱えて在宅療養者と
介護家族を対象に効果的な支援方法について研究を進めている．これらは教育活動にいかされると共に訪問看護師に
還元でき，在宅医療福祉の施策検討に寄与することを通して在宅療養者と介護家族の福祉に貢献する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①保健師の現任教育に関する新人保健師のニーズと現任教育体制の現状に
関する研究（菊地チトセ，千田みゆき，山路真佐子：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト）②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，山路真佐子，荒川博美，松岡由美子：日高市受託研究）③東
名厚木病院摂食嚥下グループとの共同研究「脳卒中急性期から始める早期経口摂取獲得をめざした摂食・嚥下リハビ
リテーションプログラムの効果の検討」
（加藤基子）④脳血管疾患による後遺症がある高齢者に対する訪問看護プロ
グラムの開発（加藤基子，南区医師協会南区メディカルセンター訪問看護ステーション）⑤住民の生活習慣のための
保健指導に関する研究（山路真佐子，千田みゆき，菊池チトセ，荒川博美，松岡由美子：埼玉医科大学保健医療学部
プロジェクト）
3-3．研究内容と達成度：①これまで取り組んできた市町村保健師のキャリアデベロップメントのためのプログラム
開発に関する研究を発展させた研究とした．調査協力依頼を行い現在調査票作成中のため，達成度は 10％である．
②平成 18 年度から毎年度委託されている調査である．前年度調査の結果を基に立案した保健事業の成果を評価す
る研究である．現在分析中につき，達成度は 60％である．③平成 19 年度に開発実施してきたプログラムの影響を，
平成 18 〜 20 年度の脳卒中急性期患者の内摂食機能療法の介入をした 367 名を対象に分析し，投稿論文を作成した．
達成度 90％④脳血管疾患による後遺症がある高齢者に対する訪問看護プログラムを検討してきた．5 名の対象者に
訪問看護プログラムを実施し，在宅療養開始から 1 年，1 年 6 か月目のデータを収集した．達成度 80％⑤平成 21
年度に引き続き，来年度の発表に向けて分析を行った．達成度 60％
3-4．自己評価と次年度計画：
①今年度は研究計画を立案し研究費を獲得できた．次年度は調査を実施し分析を進める予定である．②分析終了後，
報告書を作成し学会発表をめざす．③
「脳卒中急性期から始める早期経口摂取獲得をめざした摂食・嚥下リハビリテー
ションプログラムの効果」の題目で摂食・嚥下リハビリテーション学会に原著論文として投稿した．④科学研究助成
費萌芽研究に「中程度の在宅脳血管障害者に対する訪問看護ステーションケアモデルの開発」として申請した．デー
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タの一部を第 16 回老年看護学会に演題登録をした．⑤次年度は，学会発表を行う予定である．

4．診療：該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員
文部科学省プロジェクトチーム：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，
茨木大学）連携がんプロジェクト委員会埼玉医科大学看護系代表委員（佐々
木榮子）
，厚労省委託事業「がんのリハビリテーション」研修会合同委員会委員（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
日本看護医療学会査読委員（石津みゑ子）
，日本看護医療学会評議員（石津みゑ子），日本看護学教育学会学術集会
企画委員（石津みゑ子）
，
日本看護医療学会査読委員（加藤基子），日本赤十字看護学会論文専任査読委員（古地順子）
，
日本看護倫理学会論文査読委員（古地順子）
，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）
，
日本ケアマネージメント学会学術誌査読委員
（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
クション看護学会査読
（松下年子）
，
日本高齢者虐待防止学会査読委員（松下年子），日本サイコオンコロジー学会ニュー
ズレター編集委員（松下年子）
，日本在宅ケア学会誌編集委員（浅川典子），日本循環器病予防学会査読委員（菊池チ
トセ）
，日本リハビリテーション看護学会・学術誌査読委員（丸山昭子），日本看護学会論文集看護教育論文選考委員
（小倉邦子）
，
日本アディクション看護学会理事（小倉邦子），第 9 回日本アディクション看護学会学術大会実行委員（小
倉邦子）
，日本生理人類学会評議員（林

静子）

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）
，富士宮市立病院看護部研修会講師（石津みゑ子），社団法人埼玉県看護
協会 看護研究研修会「研究の実際（12 回）
」講師（佐鹿孝子），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）
，西武文理学園大学非常勤講師（千田みゆき），国際医療福祉大学大学院非常勤講師（加藤基子），神奈川県
立保健福祉大学実践センター講師（加藤基子）
，新潟医療福祉大学医療技術学部看護学研究科第一回研究会講師（佐々
木榮子）
，
国際医療福祉大学大学院非常勤講師
（松下年子），東京医科歯科大学大学院非常勤講師（がんプロ）
（松下年子）
，
獨協医科大学看護学部非常勤講師（松下年子）
，放送大学客員教授（松下年子），東部地域病院看護研究講師（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），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）
，茨城県立医療大学認定看護師教育課程「教育と指導」講師（冨田幸江），埼玉県実習指導者講習会
実習指導案演習講師（冨田幸江）
，中野総合病院看護部看護研究指導（小倉邦子），精神神看護技術協会埼玉県支部非
常勤講師（大澤優子）
【学会役員・その他の学会関連】
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）
，
日本看護医療学会評議員（石津みゑ子）
，
日本看護学教育学会学術集会企画委員（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）
，日本老年泌尿器科学会評議委員（加藤基子），日本認知症ケア学会評議
委員（加藤基子）
，日本ケアマネージメント学会広報担当理事（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）
，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・事務局長（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）
，第 4 回日本ハンガリー外科学会組織委員（辻
advisory board（辻

美隆），第 22 回アジア太平洋内分泌会議

美隆）
，日本アディクション看護学会理事・事務局長（丸山昭子），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），日本生理人類学会評議員（林

静子），日本高齢者虐待

防止学会事務局（大澤優子）
，東京女子医科大学看護学会第 6 回学術集会企画委員（田中

瞳），日本アディクショ

ン看護学会事務局（宇賀神恵理）
【その他】
慶應義塾大学医学部客員教授（大野良三）
，横浜市南区医師協会南区メディカルセンター訪問看護ステーショ
ン顧問（加藤基子）
，埼玉県看護協会認定看護管理者教育セカンドレベル委員（古地順子），日本ケアマネージメ
ント学会第 9 回大会座長，理事会社団法人ティール＆ホワイトリボンプロジェクト（Teal&White Ribbon Project
Association）
：アドバイザリーボード（佐々木榮子），職種交流オフイスクラブ・ボランティア担当理事（佐々木榮子）
，
埼玉医科大学がんプロフェッショナル養成プラン市民公開セミナー企画と講演（佐々木榮子），日本子ども総合研究
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所嘱託研究員（佐鹿孝子）
，埼玉県浦和区中部圏域地域包括支援センター事例検討会アドバイザー（浅川典子）
，埼玉
県認知症懇話会幹事（浅川典子）
，小規模多機能型居宅介護良さんの家運営推進会議委員（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）
，埼玉医科大学短期大学 20 周年記念誌編集委員（菊池チトセ），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（財団法人医療系大学間共用試験実施評価機構）（辻
隆）
，共用試験 OSCE 認定評価者（財団法人医療系大学間共用試験実施評価機構）（辻

美

美隆），埼玉県立がんセンター

研究指導・研究講評（冨田幸江）
，埼玉県看護協会第 2 支部第 26 回看護研究発表会講評（本山仁美，林

静子）
，埼

玉県看護協会第 2 支部役員（山路真佐子）
，埼玉医科大学国際医療センター看護研究指導・講評（久保恭子，本山仁
美，山路真佐子，本谷久美子，林

静子）
，独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業依存症者就労支援センター

モデル事業検討委員（小倉邦子）
，国際医療福祉大学看護生涯学習センター 認定看護管理者セカンドレベル研修会講
師（大堀

昇）
，認定特定非営利法人世界の医療団日本東京プロジェクト保健師・看護師（宇賀神恵理）

6．業績
＜専門基礎領域＞
6-1．論文・学会発表
①江連和久，村田栄子：看護学生のための解剖生理 よくわかる BOOK，Clinical Study, 5 月臨時増刊．31(6),
2010, メヂカルフレンド社
②辻

美隆，有田和恵，西岡亮治，大野良三：医療人養成学部における医療安全教育―学生によるカリキュラム評

価の検討― 第 2 報，第 42 回日本医学教育学会大会，2010.7, 東京．
③有田和恵，有田

彰，大野良三ほか：問題基盤型学習（PBL）におけるグループ学習と個別学習の自己評価と学

識点との関係，第 42 回日本医学教育学会大会，2010.7, 東京．
④ Y. Tsuji, 1．T. Matsushita, A. Kawaguchi, T. Kamisaka, K. Kobayashi, K. Ogura, K. Motoya, Y. Tsuji, T. Ishino,
K. Tsujiwaki. Occupational stress among nurses working in Japanese leprosaria: Results of self-reported
questionnaire investigation including the NIOSH job stressor scale and job satisfaction scale. 3rd Annual
Psychopharmacology and ISPN 12th Annual Conference. 2010.04. St. Louis, USA.
総数：論文

1 件，学会発表

3件

6-2．獲得研究費：
①江連和久：汎用デモ機器を用いる看護授業「人体の構造と機能」の構築（平成 22 年度文部科学省，科学研究費
補助金，基盤研究（C）
）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：なし
＜基礎看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①平塚陽子，永田暢子：ストーマ保有者の支えの体験，北日本看護学会誌，13(2),13-20, 2010.
②永田暢子，平塚陽子，石津みゑ子，中島春香：入職直後の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，第 30 回日本看護科学学会学術集会，2010.12, 札幌市．
③大熊恭子，松田玲子，冨田幸江：がん連携拠点病院で働く看護師のやりがいの捉え方，第 41 回日本看護学会−
看護管理−，2010.10, 新潟．
④内田光美，伊藤幸子，冨田幸江：看護研究の成功体験の有無からみた看護研究の受け止め方，第 41 回日本看護
学会−看護管理−，2010. 10, 新潟．
⑤冨田幸江，天野雅美，大堀

昇，石津みゑ子：臨地実習指導者の実習指導に対する態度−臨床・指導経験年数，

実習指導者講習会の受講の有無からみた比較―，第 30 回日本看護科学学会学術集会，2010.12, 札幌市．
⑥坂本祐希，若山俊隆，秦

朝子，林

静子，吉澤

徹：シルエット法による人体形状測定

メディカル・コメディ

カルにおける人体形状測定の要求とその対策，精密工学会春季大会，2011, 東京．
⑦小倉邦子，西川京子，武澤次郎，岡崎直人，山本由紀，橋本直子，谷部陽子，井上綾子：依存症者家族支援プロ
グラムの現状と今後の課題，第 32 回日本アルコール関連問題学会神戸大会，2010.7, 神戸市．
⑧小倉邦子，谷部陽子：医療機関の依存症者家族支援プログラム担当者が考える家族の回復過程，第 17 回日本家
族看護学会学術集会，2010.9, 名古屋市．
⑨小倉邦子：医療機関における依存症者家族支援プログラム担当者の運営上の課題，第 9 回日本アディクション
看護学会学術大会，2010.11, 恵庭市．
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⑩小倉邦子：精神科病院・クリニックにおける依存症者家族への支援プログラムの実態，第 30 回日本看護科学学
会学術集会，2010.12, 札幌市．
総数：論文

1 件，学会発表

9件

6-2．獲得研究費
①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 13 万円）

②秦

朝子，冨田幸江，大堀

昇，石津みゑ子：「臨地実習における看護学生への手指衛生に関する指導の実態」
（埼

玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 28.5 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・著書・報告書
①藤村朗子，本谷久美子，他 4 名：時期別にみた新人看護師のストレス調査

−入職 7 ヵ月と 1 年後に焦点を当

てて−，日本看護学会，論文集 看護管理，40，303-305,2010.4.
②本谷久美子，藤村朗子，他 4 名：新人看護師の看護実践能力習得に関する縦断的調査− 2 年にわたる新人看護
師の自己評価の分析より−，日本看護学会論文集 看護管理，40，288-290, 2010.4.
③田中

瞳，山元由美子：看護師が実施する「食への援助」を測定する尺度の開発（第 1 報）−調査用紙の開発

にむけた調査−，東京女子医科大学看護学会誌，6（1）,39-47,2011 .
④藤村朗子，本谷久美子，他 3 名：入職後 6 ヶ月における新人看護師の特徴と支援のあり方．日本看護学会，看
護管理，2010.10, 新潟市．
⑤本谷久美子，田中

瞳，武田洋子，佐々木榮子：成人看護学実習（慢性期）における対象患者の特性と学生の学

びの分析，第 41 回日本看護学会学術集会，看護教育，2010．8, 長崎佐世保市．
⑥本谷久美子，増田裕見子，田中

瞳：放射線科外来実習における学生が捉えた看護師の役割，第 25 回日本がん

看護学会学術集会，2011.02, 神戸市．
⑦佐々木榮子：がんリハビリテーションチーム医療における看護師の役割の傾向とその課題− 27 年間の文献を通
して考える−，第 4 回看護実践学会学術集会講演集，34 〜 35,2010.9, 石川県．
⑧佐々木榮子，本谷久美子：がんのリハビリテーション分野における看護師の役割と課題，第 25 回日本がん看護
学会学術集会，2011.02, 神戸市．
⑨本山仁美，久間朝子：自己概念とボティイメージ，救急・重症患者と家族のための心のケア，医学書院，
62-65,2010.06.
⑩原田真里子：
「研究課題の明確化

3．文献の入手から整理，検討まで」．看護実践の科学，35(4),53-57,2010.4．

総数：論文 4 件，学会発表 17 件
6-2．獲得研究費：なし
6-3．受賞：原田真里子：山梨大学看護学会研究奨励賞

2010.11

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＞
6-1．学会発表・論文発表・著書・報告書
①浅川典子，橋本志麻子，三好理恵：一人暮らし高齢者に関する研究の動向，埼玉医科大学看護学科紀要，4(1)，
33-40,2011.
②橋本志麻子，岡部惠子，森

淑江：パキスタン人女性の不妊手術の意思決定過程に関する研究，埼玉医科大学看

護学科紀要，4(1),1-8，2011.
③ 浅 川 典 子： 急 性 期 に お け る 本 人 の も っ て い る 力 を 引 き 出 す 援 助

食 事・ 摂 食 嚥 下 へ の 看 護， 臨 床 看 護，

36(10),1270-1277,2010.
④ Takiko Hosoya, Ikuko Suzuki, Atsuko Kobayashi, Yuka Kanoya, Mariko,Ohtake, Yuko Morikagi, Noriko Asakawa:
Evaluation of Communication-Focused Education Program for Caregivers of Demented Elderly in Daycare
Facilities. American Public Health Association 138 ▲ th ▲ Annual Meeting, Denver, Colorado, November, 2010.
⑤浅川典子，橋本志麻子，三好理恵：一人暮らし高齢者に関する研究の動向，第 69 回日本公衆衛生学会総会抄録集，
57(10),363,2010.
⑥安田裕子：日本ホスピス在宅ケア研究会全国大会シンポジウム

スピリチュアルケアって一体なんだろう，ホス
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ピスと在宅ケア，18(2), 92, 2010.
⑦内野聖子，浅川典子，橋本志麻子，三好理恵：グループ回想法において発揮されている力

−回想法実施者への

グルプインタビュー調査から−，第 11 回日本認知症ケア学会抄録集，396,2010.
⑧内野聖子，浅川典子，橋本志麻子，三好理恵：4 回以上の実施者へのインタビューから得られたグループ回想法
の継続的実施の促進・困難条件，第 30 回日本看護科学学会学術集会講演集，488，2010.
⑨坂井志麻，千葉由美，浅川典子：摂食・嚥下障害チェックシートによる知識・実践力の評価−療養型病床群・老
人保健施設の調査から−，第 16 回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会，385,2010.
⑩細谷たき子，鈴木育子，小林淳子，叶谷由佳，大竹まり子，森鍵祐子，浅川典子，佐藤和佳子：認知症通所介護
施設の入浴・排泄介護困難の問
総数：論文

題解決にむけて，日本老年看護学会第 15 回学術集会抄録集，170,2010.

5 件，学会発表 8 件

6-2．獲得研究費
①浅川典子，安田裕子，橋本志麻子，三好理恵：認知症高齢者を対象としたグループホームにおける医療連携（埼
玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 23 万円）
②浅川典子（分担）
：通所介護施設における認知症高齢者困難ケースへの介護とスタッフ職場研修に関する研究（日
本学術振興会・科学研究費補助金 基盤研究（C）10 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
＜小児看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①佐鹿孝子，久保恭子，安藤晴美，坂口由紀子他：障がいのある児童生徒の療育に関わる専門職の協働に関わる研
究―特別支援学校の教育専門職に対する調査―，小児保健研究，69(3)，447-456，2010,5.
②久保恭子：祖母性の因子構造

日本母性衛生学会誌，51（4）,601 − 608,2011,1.

③久保恭子他：医療系女子大学生のジェンダー・アイデンティティ獲得状況と親から受けた養育体験・子育て観と
の関連

第 41 回日本看護学会論文集（母性看護），50-53,2011. 1.

④久保恭子他：祖母力を活用した育児支援のあり方の検討，東京学芸大学紀要，62,257 − 261,2011.2.
⑤久保恭子，大森智美，岡部惠子：医療系女子大学生のジェンダー・アイデンティティ獲得状況と親から受けた養
育体験・子育て観との関連，第 41 回日本看護学会論文集（母性看護），50-53,2011.1.
⑥久保恭子，及川裕子，刀根洋子：祖母性の因子構造
⑦久保恭子，田村

日本母性衛生学会誌，51(4),601 − 68,2011.1.

毅：祖母力を活用した育児支援のあり方の検討

東京学芸大学紀要

第 6 部門

技術・家庭・

環境教育，第 62 集，77 − 83.
⑧坂口由紀子，佐鹿孝子，久保恭子，安藤晴美他：障害のある人の日中活動に関わる保健福祉専門職の協働に関す
る研究―地域作業所および地域活動ホームの職員への質問紙調査から―埼玉医科大学看護学科紀要，4(1),17-24,
2011.3.
⑨佐鹿孝子，久保恭子，安藤晴美，坂口由紀子他：障がいのある児童生徒の療育に関わる専門職の協働に関わる研
究（第 2 報）―特別支援学校の教諭に対する調査―，第 57 回日本小児保健学会，2010.9, 新潟．
⑩久保恭子他：Features of Mental Health Condition in Mothers who have Children with Hereditary Diseases 第 2
回日中韓看護学会
総数：論文

2010.11.

9 件，学会発表 24 件

6-2．獲得研究費
①佐鹿孝子，久保恭子，安藤晴美，坂口由紀子他：障害のある人の親へのグリーフケアに関する研究―（平成 22
年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 22.5 万円）
②久保恭子：プレグランマの育児力を活用した子育て支援システムの構築−血縁から地縁へ− （平成 22 年度プ
ロジェクト研究費 15 万円）
③坂口由紀子，佐鹿孝子，久保恭子，安藤晴美他：長期入院中の子どもの発達を促す遊びに関する研究（平成 22
年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 16.5 万円）
④久保恭子（代表）他：被災家族の家族システムの再構築とシームレスな家族再構築支援プログラムの検討（文部
科学省科学研究費補助金基盤研究Ｂ「課題番号 22390414」182 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：
①第 4 回子育ておしゃべり広場 2010 年 8 月（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，
菊池チトセ，丸山昭子，藤村博恵，安藤晴美，坂口由紀子，宍戸路佳，荒川博美，松岡由美子，三浦真保）
＜母性看護学領域＞
6-1．学会，研究会，セミナー等の開催実績：学会発表・論文発表・著書・報告書
①久保恭子，大森智美，岡部惠子：医療系大学生のジェンダー観および自己受容度の男女差，第 2 回

日本「性

とこころ」関連問題学会，2010.5, 東京．
②久保恭子，岡部惠子，大森智美：医療系女子大学生のジェンダーアイデンティティ獲得状況と親から受けた養育
体験・子育て観との関連，第 41 回

日本母性衛生学会，2010.7, つくば市．

③三浦真保，宍戸路佳，大森智美，岡部惠子：母性看護学実習が看護学生の対児感情に与える影響，第 51 回日本
母性衛生学会，2010.11, 金沢市
④大森智美，久保恭子，岡部惠子：高校生が親から受けた養育態度，第 51 回日本母性衛生学会，2010.11, 金沢市．
⑤久保恭子，大森智美，岡部惠子：医療系大学生のジェンダー観および自己受容度の男女差，日本「性とこころ」
関連問題学会学会誌，2(1)，66-68．
⑥久保恭子，岡部惠子，大森智美：医療系女子大学生のジェンダーアイデンティティ獲得状況と親から受けた養育
体験・子育て観との関連，第 41 回日本看護学会論文集 母性看護，50-53, 2010.
総数：論文 2 件，学会発表 4 件
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第 4 回子育ておしゃべり広場 2010 年 8 月（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，
菊池チトセ，丸山昭子，藤村博恵，安藤晴美，坂口由紀子，宍戸路佳，荒川博美，松岡由美子，三浦真保）
＜精神看護学領域＞
6-1．論文・学会発表 （著書計 5 件，論文計 6 件，学会発表計 48 件）
①松下年子，野口

海，小林未果，松田彩子，松島英介：がん患者が受けた心のケア・サポート：インターネット

による実態調査．日本総合病院精神医学会，22 (2), 142-152, 2010.
②神坂登世子，松下年子，大浦ゆう子：認定看護師の活動と活用に対する意識 - 看護管理者・認定看護師・看護師
の比較 -．日本看護研究学会雑誌，33(4), 73-84, 2010.
③松下年子：精神科急性期病棟入院患者の抗精神病薬換算量と首尾一貫感覚．埼玉医科大学看護学科紀要，4(1)
41-46, 2011.
④松下年子：
【大会長講演】
アディクション看護の課題．日本アディクション看護学会学会誌（アディクション看護）
7(1): 10-28, 2010.
⑤松下年子：がん経験者（サバイバー）の生き方．松島英介編集：がん患者のこころ，現代のエスプリ 517, 至文堂，
65-76, 2010.
⑥大高のぶえ，松下年子： 精神疾患を併せもつ高齢者の事例：実践から学ぶ高齢者虐待の対応と予防．実践から学
ぶ高齢者虐待の対応と予防，日本看護協会出版会，82-86, 2010.
⑦丸山昭子：障害児保育の理論と実際−インクルーシブ保育の実現に向けて−．ミネルヴァ書房，32‐50, 2010.
⑧大澤優子，松下年子：新卒看護師の入職前後の精神的健康状態と心理・行動特性．埼玉医科大学看護学科紀要，
4(1),9-15, 2011.
⑨宇賀神恵理：ホームレス支援研究会 ぼとむあっぷ：いのちをみつめる②路上生活を余儀なくされている障がい
者たち．NHK テキスト社会福祉セミナー，日本放送出版協会，23(78), 13-17, 2010.
⑩森川すいめい，池田亜衣，宇賀神恵理：うその心理学 ホームレス者のうそ―生きる権利という私たちの課題．
こころの科学，日本評論社，156, 61-65, 2011.
総数：論文

11 件，学会発表

48 件

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 80 万円）
②松下年子：アルコール依存症回復者のその後 10 年間の回復過程に関する研究 -10 年間を隔てた再インタビュー
調査より -（平成 22 年度埼玉医科大学学部プロジェクト研究費 50 万円）
③丸山昭子：長期入院ないし外来治療を要する子どもの親を対象とした，学内サポートグループの試みと，外来通
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院時フォローアップ（介入）の評価（継続）「
- 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」
の第 3 弾（平成 22 年度埼玉医科大学学部プロジェクト研究費 39.2 万円）
6-3．受賞：ISPN
（International Society of Psychiatric - Mental Health Nurses）12th Annual Conference（2010.4.14.-17.
セントルイスで開催）のポスター発表で受賞（First Place）: Occupational stress among nurses working in Japanese
leprosaria: Results of a self-reported questionnaire investigation including the NIOSH job stressor scale and job
satisfaction scale.（松下年子，他）
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第 2 回日本「性とこころ」関連問題学会学術研究大会 (2010.5.8.) 実行委員（松下年子）
②第 10 回日本アディクション看護学会学術集会（2011.10.1-2. 開催予定）実行委員（丸山昭子，宇賀神恵理）
＜在宅看護学・地域看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①菊池チトセ：
「保健・医療・福祉のための栄養学

第 3 版」渡邉早苗，他編，114-124,162-166, 医歯薬出版，

2011.3（補訂）
②千田みゆき，荒川博美，松岡由美子，菊地チトセ，山路真佐子，加藤基子：家庭訪問のロールプレイング
演習の効果と課題−母親の不安解消につながる関わりとその難しさの分析−埼玉医科大学看護学科紀要，
4(1),25-31,2011.3.
③山本真実，門間晶子，加藤基子：自閉症を主とする広汎性発達障害の子どもをもつ母親の子育てのプロセス，日
本看護研究学会雑誌，33(4),21-30,2010.9.
④森實詩乃，加藤基子：介護老人福祉施設に入所した高齢者が施設の生活に適応していくプロセス，日本看護研究
学会雑誌，33(3),189,2010.7.
⑤山路真佐子，千田みゆき，菊地チトセ，荒川博美，松岡由美子：市町村保健師を対象とした地域アセスメントと
事業計画に関する研修会の評価，埼玉医科大学看護学科紀要，4(1),47-52,2011.3.
⑥山路真佐子，千田みゆき，菊地チトセ，荒川博美，松岡由美子：市町村保健師を対象とした研修会の評価，日本
地域看護学会，2010.7, 札幌．
⑦山路真佐子：心の健康づくりに関する健康教育後の自己効力感とソーシャルキャピタルの検討，第 69 回日本公
衆衛生学会総会，2010.10, 東京．
⑧荒川博美，千田みゆき，菊地チトセ，山路真佐子，松岡由美子：Ａ市の運動習慣に関する実態：第 69 回日本公
衆衛生学会総会，57(10),221,2011.10, 東京．
⑨松岡由美子，千田みゆき，菊地チトセ，山路真佐子，荒川博美：Ａ市の食，健康管理，歯科保健に関する実態：
第 69 回日本公衆衛生学会総会，57(10),221,2011.10, 東京．
総数：論文 4 件，学会発表 4 件
6-2．獲得研究費
①菊池チトセ，千田みゆき，山路真佐子：保健師の現任教育に関する新人保健師のニーズと現任教育体制の現状に
関する研究（平成 22 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 30 万円）
②千田みゆき，菊池チトセ，山路真佐子，荒川博美，松岡由美子：平成 22 年度日高市健康づくり応援隊事業地域
づくり調査（平成 22 年度日高市受託研究費 10 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第 4 回子育ておしゃべり広場 2010 年 8 月（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，
菊池チトセ，丸山昭子，藤村博恵，安藤晴美，坂口由紀子，宍戸路佳，荒川博美，松岡由美子，三浦真保）
②第 2 回保健師活動研究会「自主グループの継続のための支援」2011 年 3 月（千田みゆき，山路真佐子，菊池チ
トセ，荒川博美，松岡由美子）
③日高市「こころも身体もリラックス」教室（心の健康づくり事業）2010 年 9 月，2011 年 2 月（計 2 回）
（千
田みゆき，山路真佐子，菊池チトセ，渡辺浩美，荒川博美，松岡由美子）

7．自己点検・評価
平成 22 年度は 2 回生を送りだす年であり，第 2 回目の国家試験は看護師，保健師ともに合格率 100％をめざした．
国家試験の結果は，看護師は残念ながら 1 名不合格となり合格率が 98.9％であったが，昨年度の 97.8％を上回るこ
728

看護学科

とはできた．
本年度最大の課題は，平成 21 年 7 月 9 日，「保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法
律の一部を改正する法律」が衆議院で可決，成立し，平成 22 年 4 月に施行したことによるカリキュラムの再検討で
ある．この法改正は，看護師の国家試験受験資格を，「4 年制大学を卒業した者」であることを 1 番に明記し，4 年
制大学卒業を看護師教育の基本とすることが明確に打ち出されたが，改正の第一の論点は，看護師教育の充実，質の
保証であり，現行カリキュラムを見直し，4 年間の修業年限にふさわしい新たな看護師の学士教育の内容を検討して
いくことにある．このことから，平成 24 年度の実施に向けて，各大学ではその理念や教育方法は尊重しながら，看
護系大学が共通して備えるべき要件を検討し，現実に向けての方略を検討することである．そこで，本学科において
は「学士課程におけるカリキュラム検討プロジェクト」を編成し，それをもとに教員全体会議で討議し，その準備
をすすめた．この際，もうひとつの検討すべき課題は，統合カリキュラムにおいては，必修科目であった保健師教育
が実習施設の状況により選択制にせざるを得ない状況にあったことである．これらの課題も看護学科全教員の協議に
より合意を得て文部科学省への提出案を作成することができた．委員会活動，プロジェクト活動とも自主性をもって
活動し得たことがこうした課題解決の大きく貢献し得たと評価している．カリキュラム改正のプロセスにおいて教員
個々人の教育力を高めるためのピアレビューの必要性を認め，次年度は各看護領域以外の看護教員担当科目を複数の
教員担当とし協議しつつ授業をすすめていくことを課題とした．
看護学科担当の公開講座も本年度は 150 名余の参加者を得て，教員によるシンポジウムも組み入れた企画は好評
を得ることができた．また，看護学科ＦＤも教育評価をテーマとして開催し，自己評価，他者評価を確実にし，教育
力向上にむけて努力していくことを確認しあった．次年度は，ＦＤの充実と昨年に引き続き研究推進への努力をして
いくための委員会活動のあり方の計画も具体的にした．
この 5 年間に 2 度のカリキュラムの改正という課題があったが，こうした機会を大きな発展のチャンスとし得た
のは，全教員の協力体制の結果と評価している．
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2．健康医療科学科
1．構成員
和合治久（WAGO, Haruhisa）
：教授：運営責任者：学科長：臨床免疫学：博士
間瀬年康（MASE, Toshiyasu）
：教授：化学，有機化学：博士
奥崎政美（OKUZAKI, Masami）
：教授：食品学，食品分析学：博士
有田

彰（ARITA, Akira）
：教授：医用工学概論，情報科学：博士

北村邦男（KITAMURA, Kunio）
：教授：人体の構造と機能Ⅰ（生理学）：博士
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）
：修士
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：教授：薬理学，医薬品安全性学，薬事関係法規：博士
村田栄子（MURATA, Eiko）
：教授：人体の構造と機能Ⅰ（解剖学）：博士
長谷川正博（HASEGAWA, Masahiro）
：准教授：人体の構造と機能Ⅱ（生化学），検査機器総論：博士
渡辺宏志（WATANABE, Hiroshi）
：准教授：病理学，臨床病理学：博士
野寺

誠（NODERA, Makoto）
：准教授：公衆衛生学，産業保健学：博士

佐藤正夫（SATOH, Masao）
：准教授：微生物学，医動物学：博士
小峰伸一（KOMINE, Shinichi）
：講師：臨床検査学，検査管理学：修士
間山

伸（MAYAMA, Shin）
：講師：イギリス文学：修士

伴塲裕巳（BAMBA, Hiromi）
：講師：基礎臨床化学，臨床化学，栄養学：博士
内田康子（UCHIDA, Yasuko）
：助教：修士
木村美智代（KIMURA, Michiyo）
：助教：修士
周東真代（SHUTO, Masayo）
：助教：修士
高橋里河（TAKAHASHI, Satoka）
：助教：修士
宮嶋‐永木由佳（MIYAJIMA-EIKI, Yuka）
：助教：修士
水野‐山田久美子（MIZUNO-YAMADA, Kumiko）：助教：修士
高橋

俊（TAKAHASHI, Shun）
：助教：修士

小糸寿美（KOITO, Hisami）
：助教：博士

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 22 年度は当学科設立 5 年目に当たり，そうした使命を達成するために，前年度の開講科目のさらなる充実化
を図ると同時に，
臨床検査技師の国試合格率向上を目指した．第 1 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
学総論，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医学教育を行うことを目標にした．加えて，
臨地実習，国家試験科目としての検査学特論，公衆衛生学，保健医療福祉総論などを開講して，臨床検査技師国家試
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験に備える内容を充実化させた．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，産業保健学）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，衛生保
健学，環境衛生工学，救急救命論，企業実習など）を開講した．一方，診療情報系科目（医療管理論，診療情報管理
論，医療情報学，疾病分類法）や健康食品管理士系科目（健康食品総論，薬事関係法規など）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．さらに，リサーチマインドを身に
つけ，研究意欲を高める目的で卒業研究を開講するとともに，総合科目として医薬品化学や医薬品安全性学，看護学
概論，在宅看護学，画像診断学，病理細胞検査診断学なども開講し幅の広い医学的知識を習得してもらった．
2-2．教育内容（担当者）
【当学科講義】
免疫学・28 時間（和合）
，原書講読Ⅰ・58 時間（和合），臨床免疫学・18 時間（和合），輸血
移植学・12 時間（和合）
，環境生物学・28 時間（和合），化学・28 時間（間瀬），有機化学・28 時間（間瀬），高分子化学・
28 時間（間瀬）
，医薬品化学・4 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（奥崎）
，情報科学・30 時間（有田）
，医用工学概論・28 時間（有田），検査情報処理科学・30 時間（有田）
，
臨床生理学Ⅱ・Ⅲ・18 時間（有田，内田）
，人体の構造と機能Ⅰ・22 時間（北村），ドイツ語・30 時間（市岡），薬理学・
30 時間（鈴木）
，
医薬品安全性学・16 時間（鈴木），薬事関係法規・16 時間（鈴木），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・48 時間（長谷川），病理学・28 時間（渡辺），臨床病理学
総論・28 時間（渡辺）
，病理組織細胞検査学・28 時間（渡辺），環境保健学・28 時間（野寺，宮嶋‐永木），保健社
会学・14 時間（野寺，宮嶋‐永木）
，公衆衛生学・28 時間（野寺，宮嶋‐永木），衛生管理学・12 時間（野寺）
，産
業保健学・28 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），基礎臨床化学・14 時間（小峰），臨床化学・18 時間（小峰）
，
検査管理学・28 時間（小峰）
，検体採取処理技術・22 時間（小峰），英語Ⅰ・30 時間（間山），英語Ⅱ・28 時間（間
山）
，医学英語・28 時間（間山）
，英会話・28 時間（間山），基礎臨床化学・4 時間（伴塲），臨床化学・2 時間（伴塲）
，
栄養学・28 時間（伴塲）
，臨床免疫学・12 時間（木村），輸血移植学・18 時間（木村），検体採取処理技術・8 時間（木
村）
，検査機器総論・8 時間（木村）
，検体採取処理技術・2 時間（周東），基礎臨床化学・10 時間（高橋里），臨床化学・
，検査機器総論・2 時間（高橋里），検査学特論Ⅰ - Ⅴ・75 時間（和合，有田，長谷川，渡辺，野寺，
8 時間（高橋里）
佐藤，小峰，内田，木村，周東，高橋里，宮嶋‐永木，高橋俊）
【当学科実習等】
臨床免疫学実習・86 時間（和合，木村）
，輸血移植学実習・84 時間（和合，木村），卒業研究・180 時間（和合，木村）
，
化学実験・86 時間（間瀬，水野‐山田）
，有機化学実習・38 時間（間瀬，水野‐山田），食品分析学実習・42 時間（奥
崎，水野‐山田）
，卒業研究・180 時間（奥崎），情報科学実習・44 時間（有田，高橋俊，内田），医用工学実習・84
，臨床生理学Ⅰ実習・84 時間（有田，内田），臨床生理学Ⅱ実習・88 時間（有田，内田）
，臨床
時間（有田，高橋俊）
生理学Ⅲ実習・84 時間（有田，内田）
，卒業研究・20 時間（有田，内田），人体の構造と機能Ⅰ（機能系実習）
・84
時間（北村，鈴木，内田，小糸）
，卒業研究・180 時間（北村，間瀬），卒業研究・180 時間（鈴木），人体の構造と
機能Ⅰ（構造系実習）
・84 時間（村田，宮嶋‐永木），卒業研究・50 時間（村田），人体の構造と機能Ⅱ（生化学実
，病理組織細胞検査学実習・84 時間（渡辺，周東），病理細胞検査診断学・56 時間
習）
・84 時間（長谷川，高橋里）
（渡辺，周東）
，環境化学実習・42 時間（野寺，宮嶋‐永木），公衆衛生学実習・42 時間（野寺，宮嶋‐永木）
，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，小糸，高橋俊），卒業研究・50 時間（佐藤）
臨床検査総論実習・90 時間（小峰，宮嶋‐永木），臨床化学実習・84 時間（小峰，高橋里，伴塲），栄養学実習・42
時間（伴塲）
，生物学実験・84 時間（木村）
，臨床血液学実習・84 時間（周東），基礎臨床化学実習・90 時間（高橋，
伴塲，小峰）
，無機化学実習・38 時間（水野‐山田），分析化学実習・42 時間（水野‐山田），物理学実験・78 時間
（高橋俊）
，企業実習・40 時間（間瀬，和合，奥崎，野寺，水野‐山田）
【他学科講義・実習等】
免疫学（看護学科）
・14 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，高橋俊），情報科学演習（理学療法学科）・28 時間（有田，高橋
）
，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）
・

俊

16 時間（北村）
，
人体の構造と機能Ⅱ（看護学科）
・24 時間（北村），人体の構造と機能Ⅲ（看護学科）
・36 時間（北村）
，
看護研究セミナー（看護学科）
・30 時間（北村），ドイツ語（看護学科）・30 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
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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（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，宮
嶋‐永木）
，公衆衛生学（医用生体工学科）
・30 時間（野寺，宮嶋‐永木），公衆衛生学（理学療法学科）
・30 時間（野寺，
宮嶋‐永木）
，微生物学概論・30 時間（医用生体工学科）（佐藤），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）
・30 時間（間山），英語Ⅰ（医用生体工学科）
・28 時間（間山）
，
英語Ⅱ（看護学科）
・28 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）
・28 時間（間山），英会話（医用生体工学科）・28 時間（間山）
【本学医学部および法人関連学校の講義・実習等】
，
生体機能科学特論（埼玉医科大学大学院）
・16 時間（和合），情報科学（本学短期大学）
・56 時間（有田，高橋俊）
生体機能科学特論（埼玉医科大学大学院・14 時間（鈴木），人体統合機能論（埼玉医科大学大学院）
・4 時間（鈴木）
，
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）
，生体機能形態学概論（埼玉医科大学大学院）・14 時間（村田），ヒトの病気 1：循環器（医学部）
・2
時間（渡辺）
，環境衛生科学特論（埼玉医科大学大学院）・30 時間（野寺），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）
，環境微生物学特論・30 時間（埼玉医科大学大学院）（佐藤），良医への道 2・
栄養学（医学部）
・16 時間（伴塲）
，生理学（本学短期大学）・10 時間（内田），生化学（毛呂病院看護専門学校）
・
，公衆衛生学（総合医療センター看護専門学校）・30 時間（宮嶋‐永木）
28 時間（高橋里）
【他大学等の講義・実習】
免疫生物学（首都大学東京大学院）
（和合）
，応用昆虫学特論（東京農工大学大学院）（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），健康食品学（帝京大学）（奥崎），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），薬理学（埼玉県立高等看護学院）（鈴木）
，
解剖学 60 時間（日本医療科学大学）
（村田）
，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）
，統計学（上福岡高等看護学院）
（野寺），公衆衛生学（新渡戸文化短期大学）（野寺），公衆衛生学（埼玉県
立高等看護学院）
（野寺）
，感染症（放送大学講義）（佐藤），TOEIC 演習（日本大学）（間山），人体の構造と機能Ⅱ・
生理学（所沢看護専門学校）
（伴塲）
，解剖生理学Ⅱ（秩父看護専門学校）（内田），ハーバルセラピスト養成講座（木
村）
，公衆衛生学（上福岡高等看護学院）
（宮嶋‐永木）
2-3．達成度
教員が予め学生に提示したシラバスの内容に沿って講義と実習は遂行された．学生による授業評価においても一部
の科目評価を除き，概ね理解を得られる結果になった．今年度から授業評価の高い教員を表彰する制度が導入され，
当学科では若手の教員の評価が高く，教員としての資質の向上が図られた．また，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，また臨床検査技師に関連する各実習におい
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ことにより，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）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 2 〜 4 名であったが，入学当初から食品分野を希望していた学生であったので，積極的に取
り組んでくれた．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 装置等の機器
を使用しての実習であり，他の教科では体験できない内容で良かったという評価であった．
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 は教師としても使い勝手がよく，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 を中心として，更にブラッシュアップした学習環境を
提供する予定である．
d）本年度，4 学科での薬理学（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）
）
，
健康医療科学科での薬品安全性学および薬事関係法規に加えて，大学院の講義（生体機能科学特論（医学研究科）
，
人体統合機能論
（看護学研究科）
）
も加わった．大学院の講義はじめてあり，院生にとってわかりづらい部分もあっ
たが次年度は改善したい．
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
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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）多岐に亘る教育内容を受け持ち，すべてを明快に解説し教育しようとするには困難を覚えた．次年度は，教育
内容を代表的で主要な事項に圧縮して，教える側も学生も負担が少なくなるよう努めたい．ただし臨床検査技師
国家試験出題基準の範囲は尊守したい．
g）学生が受講し得た知識をパラレルな知識ではなく結びつけて理解するように努力した．しかし，基礎に時間を
掛けすぎ，次に発展させて教えるべき内容が駆け足になってしまった感がある．次年度は，基礎部分はポイント
のみにし，発展させて教えるべき内容に時間を掛け，学生が考え理解し，整理する力を養えるようにしたい．
h）臨床生理学実習では実習において得られた波形や写真を整理して計測し，そこから出たデータより考察をする
為レポート提出までに時間が掛かる．その為学生から「実習は楽しいがレポートの負担が大きい」との評価を受
けた．次年度は少しでも学生の負担を軽減できるような工夫を心掛けたい．昨年度の国家試験の結果を踏まえて，
国家試験対策に力を注いだ．次年度は更に効率を上げて継続していきたい．
i）今年度より臨床免疫学実習の日程が 2 日間連続から 1 日間に変更になったため，実習項目・内容の再検討を行っ
た．また，臨床免疫学実習と輸血移植学実習の実習が 2 クール制になったため，学生の実習環境が良くなり，
教員の指導も行き届くように改善された．今後は実習内容の充実をはかるだけでなく，学生自身が興味をもてる
よう指導をしていきたいと考えている．
j）基本的事項の理解が不充分であるが自己学習の必要性を感じていない学生が多かった．また学生同士でのコミュ
ニケーション能力も低下している．実習指導において学生同士の協調性の大切さや基本的な器具の扱い方，組織
解剖学などの基本的事項を中心に教育を行った．専門基礎科目と専門科目との連携も視野に入れて行きたいと考
えている．
【学科全体としての自己評価と次年度計画について】
平成 22 年度は当学科設立 5 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．臨床検査技師
国試合格率については，前年度の結果を深く反省し，国試コア科目への重点授業を国試直前実力向上対策として新た
に展開したことが，大きな学力向上へと波及し，大幅に合格率を高めることができた．次年度も，継続して国試合格
率を向上させる対策を積極的に講じるとともに，学生への個別指導を重視しながら，入学時の医療人になりたいとい
う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，学部生と大学院生の授業・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
り高度なマルチメディア化を図る研究や国試合格を高める教育方法の探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）
【基礎医学系・臨床検査医学系・環境食品科学系】
（1）有機アルミニウム−アミン複合体を用いたカルボン酸から酸アミドの合成（間瀬）
（2）末梢神経再生過程における糖蛋白質糖鎖の変動解析（北村）
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（3）血漿蛋白質糖鎖の自動分析装置の開発（北村）
（4）硫酸化グルクロン酸含有糖蛋白質糖鎖の機能解析（北村，小糸：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
（5）慢性性間欠的低酸素暴露の化学受容器反射経路のベンゾジアゼピン感受性 GABA 作動性伝達に対する影響（鈴
木：埼玉医大・医学部研究センターとの共同研究）
（6）軽度炭酸ガス蓄積状態のジアゼパムによる吸息性舌下神経活動の抑制に対する影響（鈴木：JA 熊谷総合病院
麻酔科との共同研究）
（7）ラット小腸パネート細胞への亜鉛の影響（村田，山田）
（8）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）
（9）炎症性腸疾患におけるプロスタサイクリンの役割（伴塲，高橋里，小峰，長谷川，鈴木：埼玉医科大学保健医
療学部プロジェクト研究）
（10）ストレス反応と F 波の変化（内田：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
（11）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）
（12）尿路上皮癌における癌幹細胞形質をもつ腫瘍細胞の解析（周東，渡辺：埼玉医科大学保健医療学部プロジェ
クト研究）
（13）SLE における BAFF 産生亢進のメカニズム（高橋里，小峰，伴塲，長谷川，間瀬：埼玉医科大学保健医療学部
プロジェクト研究）
（14）低亜鉛により大腸パネート細胞化生はおこるか？（水野‐山田，村田：埼玉医科大学保健医療学部プロジェ
クト研究）
【基礎教育・外国語系】
（1）シェイクスピア研究書の翻訳作業（間山）
3-3．研究内容と達成度（番号は 3-2 に対応）
【基礎医学系・臨床検査医学系・環境食品科学系】
（1）ジイソブチルアルミニウムとアミンの複合体を用いてカルボン酸のアミド化を行った．2 倍モルで反応が進行
し，高収率で酸アミドを与えることがわかった．達成度：50％
（2）神経挫滅損傷後の神経再生過程において特異的に発現する糖蛋白質糖鎖がシアル酸含有糖鎖であることを明
らかした．達成度：20％
（3）微量の血液試料（数μ l）からの糖蛋白質糖鎖の切り出し法と迅速な糖鎖蛍光標識法を開発した．達成度：
10％
（4）硫酸化グルクロン酸含有糖鎖の neoglycolipids のリポソーム膜上へ組み込み条件を検討した．達成度：60％
（5）ラットに 1 日 8 時間の間欠的低酸素を 8 日間慢性的に負荷すると，負荷期間が増加するにつれ化学受容器反
射応答が増加し，ベンゾジアゼピン感受性 GABA 作動性機構の同反射応答減弱抑制効果が減弱することを明らか
にした．今後の課題は関与する中枢部位を特定することである．達成度：70％
（6）軽度炭酸ガス蓄積状態により，ジアゼパムによる吸息性舌下神経活動世抑制作用が軽減されることが明らか
になった．このことはジアゼパム使用時の上気道閉塞の対策としての応用が期待できる．達成度：80％
（7）ラット小腸に Dithzone を作用させパネート細胞と CBC 細胞に対する影響を観察した．達成度：40％
（8）長寿関連遺伝子が LDL コレステロール値に及ぼす影響を解析し，検討中である．達成度：30％
（9）上皮細胞のモデルとマクロファージのモデルを用いて各種 PG と炎症性腸疾患の治療に有効とされる
hydrocortisone，5-ASA，サリドマイド，および NSAIDs（インドメタシン）の炎症性サイトカインに与える影響
と比較検討を行なった．ある種の PG は TNF‐αを抑制した．達成度：40％
（10）ストレスによる生体反応の指標として F 波を検討する為，実験における呼吸方法，刺激頻度，ストレスの種
類を検討中である．達成度：25％
（11）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，基本的な性状の確認を行うとともに実験方
法の検討を行った．達成度：35％
（12）蛍光多重染色法をもちいた研究を進めるための基礎的研究を行った．組織および細胞診材料に蛍光多重染色
が応用できることがわかった．今後はその手法を使って研究課題に取り組みたい．達成度：60％
（13）SLE では抗 DNA 抗体が患者血清に高頻度で検出される．作成された抗 DNA モノクローナル抗体でマウスマ
クロファージ様細胞を刺激すると B 細胞の分化，生存，増殖に重要な役割を果たしているサイトカインである
BAFF の発現が亢進する可能性がある．達成度：30％
（14）低亜鉛ラットの大腸について化生性パネート細胞の出現を確認するとともに，小腸パネート細胞および周辺
組織の形態変化についても引き続き観察していく．達成度：45％
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【基礎教育・外国語系】
（1）昨年度の紀要掲載以降，作業が進まず足踏み状態である．達成度：10％
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，大学および学部の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，達成度が低い内容もあっ
たので，次年度以降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くとともに，当学科内の教員同士が連携を取り，要領よく実験を行えるシステムを
構築しながら，学科内の研究を盛り上げていきたい．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
「該当なし」
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
奥崎政美：日本食生活学会誌，企画・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，国際中医薬学会常任理事，日本比較免疫学会監査役，日本生体防御学会運営委員，
日本臨床音楽研究会理事，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，一般社団法人・日本作家クラブ評議員，社会法人・虹の会理
事，本学保健医療学部入学試験委員会委員，本学保健医療学部倫理委員会委員
間瀬年康：本学図書館・日高分館長，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・総務委員，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会委員
有田

彰：日本生理学会評議員，本学保健医療学部学務委員会委員，本学保健医療学部情報機器運営会議委員長，

本学情報技術支援推進センター運営委員会委員
北村邦男：日本生理学会評議員，日本神経化学会評議員，本学保健医療学部入学試験委員会委員，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，本学医学研究セ
ンター安全管理部門 DNA 分野部門員
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学試験委員会副委員長，本学保健医療学部広
報委員会委員長，本学法人広報委員会委員，本学保健医療学部学務委員会委員
鈴木正彦：日本薬理学会学術評議員，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，
本学大学院医学研究科医科学専攻（修士課程）生体機能科学分野科目責任者・指導教員，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，本学動物実験委員会委員，本学医学研究センター安全管理部門動物分野部門員，本学医学研究センター安全
管理部門薬物分野部門員
村田栄子：本学倫理委員会委員，本学ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会委員，日本解剖学会評議員
長谷川正博：本学保健医療学部広報委員会委員
渡辺宏志：本学保健医療学部学務委員会委員
野寺

誠：埼玉県調理師・製菓衛生師試験委員，日本産業衛生学会関東地方会幹事，日本衛生学会評議員，日本微

量元素学会評議員，日本微量栄養素学会評議員，日本臨床検査学教育協議会評議員，本学医学研究センター安全
管理部門廃液等環境分野部門員
佐藤正夫：日本寄生虫学会評議員，本学医学研究センター安全管理部門感染分野部門員，本学保健医療学部自己点
検・評価委員会委員
間山

伸：日本大学英文学会運営委員，本学保健医療学部学務委員会委員，本学保健医療学部学生部委員会委員

伴塲裕巳：日本臨床栄養学会医科における栄養学教育推進委員会委員，本学ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会
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委員，本学組換え DNA 実験安全委員会委員，本学医学研究センター安全管理部門 DNA 分野部門員
水野‐山田久美子：本学保健医療学部オリエンテーション実施小委員会委員
宮嶋‐永木由佳：本学保健医療学部健康食品管理士責任者
高橋

俊：本学保健医療学部情報機器運営会議委員

6．業績
6-1．論文・学会発表
基礎医学系
①江連和久，村田栄子：
「看護学生のための解剖生理 BOOK」，クリニカルスタデイ 5 月臨時増刊号 Vol.31No.6，
メジカルフレンド社，東京，2010
②穐田真澄編，村田栄子他：
「組織学総論−細胞・組織の基礎から病態の理解へ」，東京農工大学出版会，東京，
2010
③ Kokabu S, Ohte S, Sasanuma H, Shin M, Yoneyama K, Murata E, Kanomata K, Nojima J, Ono Y, Yoda T, Fukuda
T, Katagiri T: Suppression of BMP-Smad signaling axis-induced osteoblastic diﬀerentiation by small C-terminal
domain phosphatase 1, a Smad phosphatase. Mol Endocrinol., 25(3):474-81, 2011
④窪田哲朗，高橋里河：SLE における BAFF 産生亢進のメカニズム，臨床免疫・アレルギー科，54(5):577-582,
2010
⑤渡辺典之，高橋

俊，橋北義一，阿部良伸，樽本憲人，山口敏之，前崎繁文：気道由来検体からアスペルギルス

属が分離された症例の臨床的意義，日本臨床微生物学雑誌，20(2):113-117, 2010
⑥ Kim S, Steelman AJ, Koito H, Li J Astrocytes Promote TNF-Mediated Toxicity to Oligodendrocyte Precursors.
Jounal of Neurochemistry., 116(1):53-66, 2011
⑦ Suzuki M., Nishina M., Nakamura S., Yoshimura K.: Eﬀects of chronic intermittent hypoxia on benzodiazepinesensitive GABAergic modulation of the chemoreceptor reflex in rats. Neuroscience 2010, the 40th annual
meeting of the Society for Neuroscience, San Diego, CA, U.S.A., 2010/11
⑧ Nishina M., Suzuki M., Matsushita K., Yoshimura K., Matsushita S.: Cerebral lactate synthesis in chronic
intermittent hypoxia: A nuclear magnetic resonance spectroscopy study. Neuroscience 2010, the 40th annual
meeting of the Society for Neuroscience, San Diego, CA, U.S.A., 2010/11
⑨ Yoshimura K., Kametani F., Miyazaki T., Suzuki H., Sakamoto Y., Kato M., Nishina M., Suzuki M., Kitamura K.,
Kadoya T.: Proteomics for macrophages stimulated by oxidized or reduced galectin-1, or bovine serum albumin.
Neuroscience 2010, the 40th annual meeting of the Society for Neuroscience, San Diego, CA, U.S.A., 2010/11
⑩ Nakamura S., Suzuki M., Nagasaka H., Kitamura A., Kikuchi H.,: A Benzodiazepine Site Agonist, JM-1232(-)
Retains Carotid Chemoreceptor Respiratory Reﬂex in Rabbit. American Society of Anesthesiologists 2010 Annual
Meeting, San Diego, CA, U.S.A., 2010/10
総数：論文

6 件，学会発表

4件

臨床検査医学系
①周東真代，村田晋一，瀬山

敦，後藤義也，中村

勝，鎌倉靖夫，鎌田孝一，清水道生，渡辺宏志，福田利夫：

Zenon 法の尿細胞診検体への応用，第 49 回日本臨床細胞学会秋期大会，神戸，2010 年 11 月
② Yamada K., Murata E., Fujita K., Akita M.: Eﬀects of Zinc Deﬁciency on the Activation of Defensin and MMP-7, 第
88 回日本生理学会大会 第 116 回日本解剖学会総会・全国学術集会
総数：論文

0 件，学会発表

合同大会，横浜，2011 年 3 月

2件

環境食品科学系
①和合治久：
「未病改善における音楽療法−豊かな食生活を求めて−」，日本食生活学会誌，21(4):265-269，2010
② Wago H.: Music and Food Therapy in improving Mibyou from Viewpoints of LOHAS, 21th Century Health
Forum, Changchung, China, 2010/4
③宮崎

孝，佐藤真喜子，永木由佳，野寺

誠，他：摂取カロリー制限ラット腎臓における老化関連分子クロトー

の発現について，第 83 回日本産業衛生学会，福井，2010 年 5 月
④宮崎

孝，野寺

誠，永木由佳，他：Klotho 遺伝子の発現からみた健康の保持・増進に関する検討，第 27 回日

本微量栄養素学会，京都，2010 年 6 月
⑤永木由佳，野寺

誠，河西美代子，他：臨床検査技師養成校における産業保健教育，第 5 回日本臨床検査学教

育学会学術大会，弘前，2010 年 8 月
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⑥仁科正実，鈴木正彦，白根信彦：卵白アレルギーモデルマウスの IgE およびヒスタミン測定，第 20 回体力・栄養・
免疫学会，弘前，2010 年 8 月
⑦鈴木正彦，中村信一，仁科正実，吉村和法，川村勇樹：慢性間欠的低酸素暴露は化学受容器反射経路における
benzodiazepine 感受性 GABA 作動性伝達を減弱させる，第 84 回日本薬理学会年会，横浜，2011 年 3 月
⑧中村信一，鈴木正彦，松本延幸，菊地博達，丸山

敬：軽度の炭酸ガスの蓄積状態はジアゼパムによる吸息性舌

下神経活動の抑制を有意に軽減する；ウサギの舌下神経と横隔神経活動を指標とした実験，第 84 回日本薬理学
会年会，横浜，2011 年 3 月
総数：論文

1 件，学会発表

7件

基礎教育・外国語系
①和合治久：
「21 世紀の音楽療法を考える−音楽療法士への期待−」，くおん出版，大阪，2010
②鈴木正彦：
「パワ - アップ問題演習：薬理学

改訂 2 版」，医学芸術社，東京，2010

③鈴木正彦：平成 22 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，51(7):43-48，2010
④鈴木正彦：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，51(8)

薬物と看護

第 2 回准看護師資格試験，51(9)

:44-47，2010
⑤鈴木正彦：資格試験合格ゼミナール
:34-47，2010
⑥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，51 (13):41-55，2010
⑦内田康子，木村美智代，小峰伸一，和合治久：臨床検査技師国家試験の合否と学内模擬試験の得点推移パターン，
第 5 回日本臨床検査学教育学会学術大会，弘前，2010 年 8 月
⑧木村美智代，和合治久：本学における各種感染症の予防とその取り組み，第 5 回日本臨床検査学教育学会学術
大会，弘前，2010 年 8 月
⑨伊藤昭三，野寺

誠，永木由佳，他：臨床検査技師国試対策の検証−国試直前補講について−，第 5 回日本臨

床検査学教育学会学術大会，弘前，2010 年 8 月
⑩有田和恵，有田

彰，森

孝夫，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を行っ

た学生の上級学年と卒業時における試験成績の追跡調査，第 42 回日本医学教育学会，東京，2010 年 8 月
総数：論文

6 件，学会発表

4件

6-2．獲得研究費
1．北村邦男，小糸寿美：埼玉医科大学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」
（36 万円）
2．鈴木正彦，北村邦男，小峰伸一，伴場裕巳：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究，「間欠的低酸素負
荷後の呼吸調節異常の回復と中枢 GABA 作動系機能変化の関連の解析」（70 万円）
3．伴塲裕巳，高橋里河，小峰伸一，長谷川正博，鈴木正彦：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究，
「炎
症性腸疾患におけるプロスタサイクリンの役割」（64.5 万）
4．内田康子：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究，「ストレス反応と F 波の変化」（5 万）
5．周東真代，渡辺宏志：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究，「尿路上皮癌における癌幹細胞形質をも
つ腫瘍細胞の解析」
（40 万）
6．高橋里河，小峰伸一，伴塲裕巳，長谷川正博，間瀬年康：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究，
「SLE
における BAFF 産生亢進のメカニズム」
（60 万）
7．山田久美子，村田栄子：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究，「低亜鉛により大腸パネート細胞化生
はおこるか ?」
（50 万）
6-3．受賞
周東真代：第 49 回日本臨床細胞学会秋期大会ポスター賞，神戸，2010 年 11 月
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：
「未病改善と音楽療法」
，第 9 回未病フォーラム広島，2010 年 11 月，広島
和合治久：
「統合医学と音楽療法」
，第 2 回統合医学大使研修会，2010 年 11 月，東京
和合治久：
「生活習慣病の改善と音楽療法」
，毛呂山町図書館講演会，2011 年 1 月，埼玉
和合治久：
「未病対策と音楽療法」
，愛知県岡崎市葵丘倶楽部市民公開講座講演会，2011 年 3 月，愛知
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7．自己点検・評価（総括）
平成 22 年度は，本学科が設立されて 5 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十分整ってい
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総じて意欲的に取り組
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．特に，臨床検査技師の国家
試験に対応できる教員が少ない状況にあるので，国試コア科目担当教員を増員させていくことが学生の教育満足度を
高める上でもっとも重要と考えている．なお，今年度は臨床検査技師国家試験の合格率を向上させるべく，国試対策
の一環として，他大学で国試対策の実績をもつ非常勤講師をお招きし，実力アップの講義をして頂いた．高等学校の
ゆとり教育の中で育った基礎学力の低下した学年ではあったが，その方法が学生のコア科目の理解度の向上につなが
り，合格率を約 24％向上させ雪辱を遂げることができたことは，大きな収穫であった．今後，こうした教育研究の
環境を改善させ国試合格率を高めていくと同時に，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．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，教員が平等に学問に専念できるように配慮す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）を次年度以降もより充実化させていく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さらに継続させつつ，新たに卒業研究に関する作業部会も開催し，
その効果的あり方等を検討したことは大きな意義があった．
一方，学生の就職活動については，その指導と相談に時間を取られ教員の負担が増大したのも事実である．この努
力が実って就職率がいっそう向上できたのは大きな収穫であった．次年度からはさらに就職活動に力を注ぎ，全教員
で対応していきたい．また，各学内実習においては，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，本年度も，当学科の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 22 年 2 月にはこの認定試験が行われたが，昨年同様に
本学科からの合格者は，前年度より多くはなったが，依然として低迷していた．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自然科学あるいは臨床検査医学などの分
野の研究を遂行でき，加えて研究成果を学会発表を通じて，また学術論文として公表できたことは，当学科の研究活
動が機能していたと判断される．なお，2 期生の卒業研究成果を「平成 22 年度生卒業研究論文集，Vol.2:2010」と
して公表できたことも収穫であった．また，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
究や大学院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．
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3．医用生体工学科
1．構成員
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：学科長：教授：電気・電子工学，情報工学：博士
加納

隆（KANO, Takashi）
：教授：医用機器安全管理学：博士

見目恭一（KENMOKU, Kyouichi）
：教授：人工心肺，補助循環
小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：副学科長：教授：生体信号処理，情報通信工学：博士
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：副学科長：教授：生体工学：博士
戸井田昌宏（TOIDA, Masahiro）
：教授：医用工学，生体計測：博士
田邊一郎（TANABE, Ichiro）
：准教授：内科学，消化器内科学：博士
宮本裕一（MIYAMOTO, Yuichi）
：准教授：医用工学，医用光学：博士
加藤綾子（KATOU, Ayako）
：講師：医用工学，生体情報工学：博士
中島孔志（NAKASHIMA, Koushi）
：講師：脳情報学，情報システム学：博士
山下芳久（YAMASHITA, Yoshihisa）
：講師：血液浄化，呼吸療法
若山俊隆（WAKAYAMA, Toshitaka）
：講師：オプトメカトロニクス，応用光学：博士
脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi）
：講師：生化学，生物物理：博士
駒形英樹（KOMAGATA, Hideki）
：助教：博士
奥村高広（OKUMURA, Takahiro）
：助教：修士
三輪泰之（MIWA, Yasuyuki）
：助教
川邉

学（KAWABE, Manabu）
：助教：修士

2．教育
2-1．目的・目標
医用生体工学は医学と工学の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．今年度は，定年で退任した教員と新任教員の入れ代わりがあり，カリキュラムのスムー
ズな進行が大きな目標の一つとなった．
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．
例年通り，高等学校において数学，物理等の履修を満足に行なっていない学生も相当数存在する．十分に演習時間を
とった講義を行って，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，医用機器類の機能を原理から理解する素
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，工学系基礎科目の臨床工学の関与とその最先
端の現状についての認識を深め，さらに将来の実務のための基礎知識の定着を目標とした．臨床工学系の実習は，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であるが，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．
3 年次開講の生体工学演習は，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
しとて，問題発見能力，解決能力，知識の収集・適用に関する能力を育成するとともに国家試験を視野に入れて知識
の総整理を目的とした指導を行なった．
4 年次には，臨床実習，卒業研究，および国家試験対策演習が実施された．臨床実習ではこれまで習得した知識と
技術のありようを臨床の現場で確認するとともに，就職した最初の段階でスムーズに業務に馴染めるよう「職場の雰
囲気」を十分に経験することを目的とした．卒業研究は，前年度の生体工学演習から引き続き，問題発見能力，解決
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能力，知識の収集・適用，さらに質疑応答・プレゼンテーションを含めたコミュニケーション能力の育成を加え，総
合的な業務完遂能力の養成を目的とした．国家試験対策は文字通り国家試験の合格を目的としている．今年度は臨床
実習の実施時期を前期に変更し，臨床実習，卒業研究，国家試験対策それぞれに専念しやすいスケジュールとして各
科目の教育効果増強を目指した．
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．4 年生に対しては，上述の国家試験対策講義とは別に模擬試験を 7 回実施して実力を自己認識させ，試験
勉強へのモチベーションの維持を試みた．
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・56 時間（若山，下岡，戸井田）
，数学Ⅱ・56 時間（下岡，若山，宮本），力学・60 時間（吉澤，戸井田，
若山，脇田）
，電磁気学・56 時間（石井，戸井田，駒形），電気回路・56 時間（石井，駒形，宮本，加藤）
，電子
回路・56 時間（石井，加藤，駒形）
，基礎統計学・28 時間（脇田），機械工学・58 時間（若山，下岡），情報と計
算機・26 時間（中島）
，データとアルゴリズム・28 時間（加藤），通信工学・28 時間（小林），応用数学・56 時
間（下岡，若山）
，デジタル回路・28 時間（中島），計算機アーキテクチャ・28 時間（小林），医用材料学・30 時
間（脇田）
工学系専門講義科目：
ネットワーク技術論・30 時間（小林）
，システム制御論・28 時間（下岡），応用光学・30 時間（吉澤，若山）
，医
学・生物統計学・28 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・26 時間（小林）
，
知識システム論・28 時間（中島）
，医用テレメタリング・28 時間（加納），情報セキュリティ・28 時間（加藤）
，
工学系実習，実験科目：
情報リテラシー実習・28 時間（中島，加藤，駒形），電気・電子実験・104 時間（石井，宮本，加藤，若山，駒形，
安達）
，応用エレクトロニクス実験・100 時間（小林，下岡，戸井田，若山，西坂，安達），プログラミング実習・
56 時間（小林，中島，駒形）
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・28 時間（脇田），ヒトの病気Ⅰ・30 時間（大
野，田邊，辻，菊池）
，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（加納，見目，山下，奥村，三輪），機能代行機器概論・30 時間（見目），呼吸機能代行機
器・28 時間（山下，三輪）
，代謝機能代行機器・28 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・30 時間（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（戸井田，宮本）
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），臨床実習・10 週（加納，見
目，山下，奥村，三輪）
総合演習・実習科目：
医用生体工学演習・26 時間（池田，小林，中島，駒形，若山，奥村，三輪），医用機器学演習・26 時間（小林，下岡，
加納，脇田，奥村）
，生体機能代行技術学演習・26 時間（加納，見目，山下，奥村，三輪），関連臨床医学演習・
26 時間（田邊）
，生体工学演習・94 時間（所属全教員），卒業論文・270 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，演習，実験・実習が計画通りに遂行された．1 年次で
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の工学系基礎科目について，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は例年通り続
いている．進級していてはいるものの前年度までに学習したはずの内容を早々に忘却し，それらを基礎とする科目の
学習に支障をきたす者が相当数いることも例年通りであった．教員の入れ替わりにより，福祉機器工学は準備が間に
合わずに開講できなかったが，その他には支障も無く，各年次において，ほぼ例年通りの達成度が得られている．
臨床実習は，全体を半分に分け，2 倍の期間を確保して実施することにより，一グループの人数を抑え，密度の高
い実習を実現できた．臨床実習を前期で終えることによって就職活動においては随所に意識向上もみられた．
卒業論文に関しては，締め切りが昨年度よりも 1 ヶ月以上繰り上がったが，全員が期限に合わせて発表および論
文の提出を済ませた．内容的にもレベルの低下は見られなかった．
2-4．自己評価と次年度計画
国家試験の結果，今年度も合格率は 94％と全国平均を大きく上回ることができた．前年度の数値は若干下回った
ものの全体の合格率そのものが低下しているので同程度成績を維持できたといえる．今年度は，昨年度の 3 年次留
年者と国家試験の不合格者が受験したため，かなり厳しい数値が出る可能性が十分にあった．臨床実習，卒業研究の
スケジュール変更により，受験勉強に専念する期間を増やしたことが功を奏したものと考えられる．なお，今年度も
3 年次から 4 年次に進級できなかったものが相当数でている．次年度の 3, 4 年次の生体工学演習および国家試験に
対する受験指導にも相当の負荷を覚悟しなければならない．低学年に対する学力底上げの手段について検討したい．
昨年度から検討していたカリキュラム改編案がまとまり，各機関での承認を得て次年度から実施する運びとなった．
新カリキュラムのポイントは，まず臨床実習を 4 年次から 3 年次に変更したことが挙げられる．臨床実習の実施は
学生の意識改革には相当の効果が期待できる．その後，4 年次において総合力の底上げをはかる卒業論文および国家
試験の受験対策において単なる時間の確保に留まらず，取り組む姿勢・意識の向上によって成果を目指す．また，低
学年では演習・実習時間を増強して基礎学力の定着を目指す．特に各学年に単一の科目とは切り離した総合演習の単
位を設け，国家試験受験の意識を低学年から持続的に持ち続けさせることを考えた．また，臨床工学系の科目群と基
礎工学系の科目群をできうる限り並列に行なうよう開講年次の割り振りを行い，基礎と応用のつながりをより意識し
やすくすることを目指している．次年度は 1 年次のみが対象となるが，新カリキュラムの影響についてはできる限
り分析を行なっていく．なお，次年度以降，新旧カリキュラムの混在により，時間割の構成や留年者の科目履修等々，
様々なトラブルが起こりうる．カリキュラムの関係する諸事案については慎重に対処したい．

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することを目的・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）医療用高精度 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）医療施設における携帯電話利用に関する電波環境研究（加納，平成 22 年度

大成建設株式会社との委託研究）

（3）医療施設における ME 機器の所在把握方法に関する研究（加納，平成 22 年度

大成建設株式会社との委託研究）

（4）我が国における Evidence Based Perfusion の確立と国際協働に向けた戦略的基盤整備のための調査研究（見目，
文部科学省科学研究費補助金

挑戦的萌芽研究）

（5）ローラーポンプ，遠心ポンプでの混入気泡粉砕状況の比較検討（見目，奥村，三輪，平成 22 年度保健医療学
部プロジェクト研究）
（6）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）
（7）定量的病理診断を可能とする病理画像認識技術に関する研究（小林，加藤，NEDO 委託研究「がん超早期診断・
治療機器の総合開発研究」
）
（8）CARS による非侵襲血糖計測技術の研究（戸井田，文部科学省科学研究費補助金

研究活動スタート支援）

（9）Coherent Anti-stokes Raman Scattering による無侵襲血糖値モニターの研究（戸井田，H22 年度学内グラント
研究）
（10）分光画像計測における血管画像の工学的エビデンス取得（戸井田，H22 年度

富士フイルム株式会社との共

同研究）
（11）光線力学的細胞膜微小酸化による細胞内物質導入技術の開発（宮本，文部科学省科学研究費補助金：研究活
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動スタート支援）
（12）パルス波レーザ光励起 Photodynamic therapy における過酸化脂質の蛍光イメージングと細胞傷害機構の解析
（宮本，戸井田，田邊，脇田，平成 22 年度保健医療学部プロジェクト研究）
（13）医療機器薬事規制における QMS 適合性調査の現況について（宮本）
（14）伸展刺激が筋芽細胞の増殖および分化に与える影響（脇田，田邊，宮本

平成 22 年度保健医療学部プロジェ

クト研究）
（15）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 (C))
（16）超精密加工によるナノ構造を有した光学素子の作製法の開発（若山，奥村，吉澤，平成 22 年度保健医療学部
プロジェクト研究）
（17）平成 22 年度戦略的基盤技術高度化支援事業（高張力鋼板の高精度ラウンド曲げ評価と金属プレス加工の自動
化に資する組込み型レーザー三次元測定機の開発（研究代表者：若山，吉澤，平成 22 年度 四国 TLO 式会社と
の再委託研究）
（18）アーチファクトに強い IABP トリガシステムについての検討（川邉，加納，平成 22 年度保健医療学部プロジェ
クト研究）
（19）身体行動制限最小化のための行動解析システムおよび指標の開発（加藤，文部科学省科学研究補助金若手研
究（B）
）
（20）ナノ振動細胞刺激装置の開発とナノ振動が細胞の接着能に与える影響についての検討（加藤，石井，駒形，
平成 22 年度保健医療学部プロジェクト研究）
3-3．研究内容と達成度 （番号は 3-2 に対応）
（1）科研費 3 年目に当たり，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．
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 次元形状計測法を開発した．ステレオ対となるプロジェクタとカメラの位置関係を
輝度比法により高精度に求める方法を考案し，計測精度を検証した．（達成度 90％）
（2）昨年度からの継続研究であるが，本年度は国際医療センターの建築構造体情報をもとに，国際医療センター
内に屋内基地局を配置した場合に，センター内の電磁界がどのようになるかを電磁界解析シミュレーションによ
り行った．
（達成度 90％）
（3）RFID を利用した「医療機器ロケーションシステム」
（電波による医療機器の所在認識システム）を目的として，
実際に国際医療センター内の機器管理室ならびに病棟に本システムを仮設し，また医療機器（人工呼吸器 10 台）
にアクティブタグを取り付けて，所在認識ならびに移動経路認識の精度の検証を行った．（達成度 90％）
（4）本研究は，患者 beneﬁt 向上のために，体外循環の安全の追及と，技術水準の向上を目標に，全国の心臓血管
外科手術が実施されている施設での体外循環の記録を長期間にわたり電子的に保存し，学術的に比較調査可能な
体制を構築する為の基盤整備を戦略的に進める為の方法論と枠組みの調査，研究が目的である．本年は国内の関
連学会として既に学会としてデータベースを構築し運用を開始している日本心臓血管外科学会学術大会（神戸
市）
，日本心臓血管麻酔学会に参加し関連領域の発表を視聴し情報集を行い，担当部門の責任者と意見交換機会
を持った．
（達成度 85％）
（5）混入気泡が遠心ポンプとローラーポンプを通過の際気泡の粉砕現象により微小気泡に変化する事が予想され
る．今回これらの 2 つの送血ポンプでの気泡粉砕現象発生の有無の確認と，微小気泡が捕捉器である動脈フィ
ルターでの捕捉状況の確認実験を行った．遠心ポンプの場合微小気泡に砕かれるがローラーポンプはその傾向が
無かった．動脈フィルターでの気泡捕捉状況の実験を継続中である．（達成度 70％）
（6）昨年度より検討してきた，インタラクティブ映像による映像酔いを心電図など時系列生体信号により定量的
に評価法について検証結果を論文発表した．また，3 Ｄ映像における生体影響の評価および映像を用いた心理的
付加を定量的に検証するシステム開発に関しては昨年に引き続き検証実験を行い報告書として発表した．一方，
この技術をメガネ歪による不快感の評価としての利用可能性についての研究も企業と共同で開始し，映像歪と生
体信号との関係を求める実験を行い，一定の成果が得られた．（達成度 100％）
（7）早期がん発見に向けた病理画像等認識技術の研究開発（定量的病理診断を可能とする病理画像認識技術）に
関して，複数の機関とともにプロジェクトを立ち上げ，ＮＥＤＯからの受託のもと研究を開始した．今年度は，
病理画像の基本技術として認識系技術および画像圧縮系の基本技術および研究環境および評価プログラムを整備
し，サンプル画像を用いて検証実験を行った．（達成度 60％）
（8）1 μｍ近赤外光励起によるグルコース水溶液からのストークスラマン信号およびアンチストークスラマン信号
を検出するための，
励起光学系および回転楕円体集光光学系から構成されるラマン励起測定部を設計・試作した．
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また集光した信号光を既存分光器へ導入する導光部を設計・試作した．（達成度 80％）
（9）低雑音 InGaAs 検出器を導入し既存ロックインアンプによる高感度検出部を設計試作した．ラマン分光計測を
自動化するために分光器駆動系およびロックインアンプ検出系をＰＣ制御するためのインターフェースおよび制
御プログラムを設計・試作した．
（達成度 80％）
（10）in vivo 血管イメージング法として，Q-dot を用いた共焦点レーザー蛍光顕微鏡を選定し，その可能性評価に着
手した．Q-dot をマウスに静注し血液採取し，Q-dot 濃度，励起波長をパラメーターとし，蛍光強度を評価した．
（達成度 70％）
（11）本年度は適切な光線力学的処置（PDT）条件を決定するため，光感受性色素の濃度およびレーザ励起光源の（1）
照射モード，
（2）照射パワー密度，
（3）総照射量を変化させ，これらパラメータの変化が HeLa 細胞の増殖活
性に与える影響を評価した．その結果，光感受性色素 Photofrin の接触濃度 10?g/ml，照射パワー密度 50mW/
cm2，総照射量 1 〜 5J/cm2 の範囲の検証において，細胞生存力が 80％を下回らない条件を見出すとともに，
励起レーザ光として採用した赤色 630nm の影響を考察し，Low-Power Laser Therapy(LLLT) 様の細胞活性効果
の存在を実証した．
（達成度 40％）
（12）細胞内における過酸化脂質の生成部位を特定するためには，光線力学的処置後の細胞形態が十分に維持され
ていることが望ましい．本年度は光線力学的処置 (PDT) を細胞のネクローシスを生じさせないレベルにするため，
PDT の諸条件の検索を主として細胞内酵素活性を指標に実施した．また過酸化脂質感受性色素の濃度やその添
加のタイミング，および過酸化脂質の顕微鏡学的な可視化の検討も行った．（達成度 70％）
（13）我が国の薬事法では医療機器における製造管理・品質管理の基準として，厚生労働省令 169 号（QMS 省令）
を設けており，これに対する適合性調査が医療機器の承認要件となっている．本年度は医療機器の承認審査等に
係る現行法の整理，
（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）が実施してきた QMS 適合性調査において，実際に
不適合とされたいくつかの事例を取り上げることで，QMS 適合性調査のあり方を検討した．（達成度 100％）
（14）様々な頻度の伸展刺激を筋芽細胞に加え，これらの伸展刺激が細胞増殖におよぼす影響について検討した．
その結果，刺激頻度が高くなるに従い細胞の増殖活性は高まるものの，ある値以上の頻度になると，逆に増殖活
性が低下する結果が得られた．また，筋芽細胞から筋管細胞へと分化させることに成功した．（達成度 75％）
（15）三次元内視鏡によって解析結果の表示方法に関するソフトウエアの開発を行っている．3D 表示とともに展開
図表示できるようにした．このとき，三次元の点群座標だけでなく，レーザー光のコントラスト分布を同時に表
示することによって傷検査を達成した．さらにハードウエアでは回転機構を導入し，S/N の感度の向上を実現し
た．これらを原子炉の燃料棒配管の検査に適応する試みを行い，基礎実験の段階では十分な検査が行えることを
明らかにした．
（達成度 95％）
（16）光の偏光とコヒーレンスの制御は，計測器の精度と性能を向上させるためには必要不可欠である．これらを
達成するためには微細周期構造を用いた光学デバイスの開発を行っている．現在，数値シミュレーションから微
細周期構造の計算を行っている．
（達成度 35％）
（17）建築用大型クレーンのアーム部分（ブーム）は高張力鋼板で製造されている．その製造過程は職人の経験が
多く取り入れられており，近年，日本独自の技術をデジタル化する要求は極めて高くなっている．製造過程をデ
ジタル化するために，クレーンのブームの内面形状をリアルタイムかつ高速高精度に測定する手法の開発を行っ
ている．
（達成度

H23 年度 12 月まで継続中）

（18）リードレスのシート電極と無線式のワイヤレス心電計（現システム）を利用して適切な IABP 心電図トリガを
実現する新システムを開発するための基礎実験を行った．通常の電極コードによる心電図波形と比較しリードレ
スワイヤレス心電計は体動によるアーチファクトに強くかつ，R 波が観測できる場所であれば身体のどこにでも
容易に取り付けすることができる利点があることを確認した．（達成度 50％）
（19）精神科隔離室における患者の行動解析を行うための撮影方法（設置場所）の検討，基礎的な画像処理システ
ムの開発を行った．カメラの設置形態は天井設置とし，可視光カメラ，近赤外光カメラ，サーモグラフィについ
てそれぞれの利点，欠点を確認した．基礎的な画像処理システムに関しては，差分画像を用いた人物領域の取得，
画像上における移動軌跡の算出アルゴリズムを開発した．検出精度の向上，3 次元空間における移動奇跡の特徴
抽出などが今後の課題である．また，本研究の目的や方法について，医療現場でのヒアリングを実施した．
（達
成度 80％）
（20）本研究では，細胞培養ディッシュに対して安定してナノ振動を与える事が可能な，ナノ振動刺激装置の開発
を行っている．今年度は，昨年度設計したナノ振動刺激装置の振動特性を計測した．その結果，それ以前の刺激
装置と比較して，一方向に振動を制限できていることがわかった．しかし振動振幅が十分でないため，今度改良
を進める．
（達成度 80％）
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3-4．自己評価と次年度計画
学生，特に成績下位の者たちへの教育・指導に時間を費やし，研究には十分な時間を充てることができないという
状況は定着してしまいつつあり，非常に厳しい．その中で各教員が力を注ぎ，多様な分野で上記のような成果を収め
た．概ね満足すべき成果であると考えられる．特に新たに加わった教員諸氏が，研究環境の変化にもかかわらず，外
部資金の獲得も含めて成果を出していることは大いに評価されるべきである．
次年度から，新カリキュラムがスタートする．研究時間の確保，並びに卒業論文のレベル向上のためには，一見回
り道であるが，学生の学力の向上を避けてはとおれない．高学年についてはこれまでの状況と変わらないが，将来の
研究環境の好転を目指して，まず低学年から確実に実力つけさせることから開始したい．2 回生を卒業させ，卒業論
文の進行に対しても経験を積みつつある．卒業論文を含めて学内での研究レベル向上を目指して活動したい．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約 該当なし

4．診療

以下 4-7 まで該当なし

4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
4-2．診療実績データ
4-3．診療内容，治療成績
4-4．先進医療の開発
4-5．実施治験内容
4-6．自己評価と次年度目標
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）

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）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
1．加納

隆，医科器械学（編集委員，査読委員）

2．加納

隆，病院設備（編集委員）

3．見目恭一，日本集中治療医学会（論文査読委員）
4．下岡聡行，電気学会 E 部門（論文査読委員）
5．M.Wakita，Photodiagnosis and Photodynamic Therapy，Reviewer
6．山下芳久

日本医工学治療学会（編集委員）

7．山下芳久

臨床透析（日本メディカルセンター）（編集委員）

8．山下芳久

日本透析医学会（論文査読委員）

9．山下芳久
10．山下芳久

日本集中治療医学会（論文査読委員）
日本急性血液浄化学会（論文査読委員）

11．加藤綾子，ライフサポート（編集委員，論文査読委員）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
1．加納

隆，東京都臨床工学技士会（会長）

2．加納

隆，日本生体医工学会（代議員）

3．加納

隆，日本医療機器学会（評議員）

4．加納

隆，日本医療福祉設備学会（理事）

5．加納

隆，日本不整脈学会（評議員）

6．加納

隆，日本臨床モニター学会（評議員）

7．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）
8．小林直樹，画像電子学会（企画委員会委員）
9．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）
10．小林直樹，快適 3 Ｄ基盤研究推進委員会（委員）
11．見目恭一，日本心臓血管麻酔学会（体外循環委員会委員）
12．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）
13．見目恭一，日本体外循環技術医学会（監事）
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14．見目恭一，社団法人埼玉県臨床工学技士会（監事）
15．下岡聡行，ライフサポート学会（評議員）
16．戸井田昌宏，レーザ協会（理事）
17．宮本裕一，レーザ協会（運営委員）
18．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）
19．山下芳久，社団法人埼玉県臨床工学技士会（副会長，他）
20．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）
21．山下芳久，日本医工学治療学会（評議員）
22．山下芳久，日本血液浄化技術学会（幹事，学術委員他）
23．若山俊隆，精密工学会（アフィリエイト委員）
24．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）
25．加藤綾子，日本生体医工学会（精神医療と ME 研究会幹事）
26．加藤綾子，ライフサポート学会（総務部委員）
27．加藤綾子，ライフサポート学会（細胞機能制御研究会委員）

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
①駒形英樹，石井郁夫，牧野秀夫，高橋

章，若月大輔，" 輝度傾斜パターンを用いた魚眼カメラ内部パラメータ

の校正 "，電子情報通信学会論文誌，vol.J93-D, no.5，pp.621-631 (2010)．
② N. Kobayashi, M. Hamada, S. Ochiai, D. Nagamine, "Evaluation Method of Visual Induced Motion Sickness by
Interactive Video Using Time-variant Biosignals", J. IIEEJ, Vol. 40, No. 1, pp. 159-167, (2011.01)
③千葉

茂，天野雄平，塩入俊樹，坂東武彦，山家智之，杉田典大，古澤敏文，飯島敦彦，小林直樹，田中

明，

吉澤

誠 " 映像刺激を用いた心理的負荷測定システムの開発に関するフィージビリティスタディ報告書 "．財団

法人

機械システム振興協会．2011.03.

④ Y. Miyamoto, D. Nishikiori, F. Hagino, M. Wakita, I. Tanabe, M. Toida, Eﬀect of 630-nm Pulsed Laser Irradiation
on the Proliferation of HeLa Cells in PhotofrinR-mediated Photodynamic Therapy, Laser Therapy in press.
⑤坂口昌吉，宮本裕一，最近の医療機器 QMS 調査の現況について，医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス，
41 巻，4 号，301-310 (2010)
⑥ T.Wakayama, Y.Otani, T.Yoshizawa“Topological Spectroscopic Stokes polarimeter，”Proc. SPIE7855,785504-1~
785504-7 (2010).
⑦ T.Yoshizawa and T.Wakayama,“Palm-top camera for 3D profilometry incorporating MEMS scanner，”Proc.
SPIE7855, (2010)（in printing）
⑧ T. Yoshizawa and T.Wakayama “Development of an inner proﬁle measurement instrument using a ring beam
device,” Proc. SPIE 7855, 78550B-1 〜 78550B-8 (2010).
⑨ T. Yoshizawa and T.Wakayama "Development of A Probe Camera for Inner Profile Measurement and Flaw
Detection," Proc. ICOPEN 2011. (In press)
⑩ Yukiko Ito, Tsuyoshi Kimura, Kwangwoo Nam, Ayako Katoh, Toru Masuzawa, Akio Kishida, Eﬀects of vibration
on differentiation of cultured PC12 cells, Biotechnology and Bioengineering, Volume 108, Issue 3, pages
592-599, March 2011, Article ﬁrst published online: 26 OCT 2010
総数：論文

24

件，学会発表

37

件

クリニカルエンジニアリング系
①加納

隆，医療現場で求められる EMC 対策事例と在宅医療における諸問題 電磁環境工学情報 EMC

pp.13 − 25

No.268

平成 22 年 8 月

② Yoshihisa Yamashita, Isao Tsukamoto, Yoshihiko Kanno, Hiromichi Suzuki：Equipment and Monitoring in
Continuous Renal Replacement Therapy, acute blood puriﬁcation (karger), Vol.166, 126-133, 2010
③山下芳久，透析医療に関する診療報酬改定は，どのようなインパクトを与えたか，臨床透析，Vol.26, No.5,
101-103, 2010
④山下芳久，循環動態の安定しない患者への血液透析療法，臨床透析，Vol.26, No.5, 95-100, 2010
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⑤山下芳久，米川元樹，
「血液凝固から血液浄化の回路，ヘモフィルタ寿命を延ばす工夫」を総括して，日本急性
血液浄化学会雑誌，第 1 巻，第 1 号，39-46, 2010
⑥山下芳久，穿刺法のコツとスタッフへの指導法，『アクセス 2010』（東京医学者），腎と透析 69 巻別冊，13-15,
2010
⑦山下芳久，急性血液浄化療法の定義・原理・種類と用語解説，臨床透析，Vol.26, No.10, 7-13, 2010
⑧ T.Shimizu, S.Kyo, K.Imanaka, K.Nakaoka, E.Nishimura, T.Okumura, M.Ishii, M.Hishi, T.Nishimura, N.Motomura,
M.Ono, S.Takamoto：A novel external counterpulsation system for coronary artery disease and heart failure:pilot
studies and initial clinical experiences．Journal of Artiﬁcial Organs 13(3)：161-169,2010
⑨坂下浩太，奥村高広，見目恭一：遠心ポンプ出口圧による空気吐出特性の評価法に関する研究．体外循環技術
37(2)：124-128,2010
⑩三輪泰之，奥村高広，医療機器の電気的・機械的モデル
エンジニアリング，21 巻 12 号
総数：論文

12

件，学会発表

実習実験用血液循環シミュレータの作成，クリニカル

1231-1236（2011.11）
34

件

6-2．獲得研究費
1．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 22 年度直接経費：50 万円．
2．見目恭一（分担）
，文部科学省科学研究費補助金

挑戦的萌芽研究 「我が国における Evidence Based Perfusion

の確立と国際協働に向けた戦略的基盤整備のための調査研究」：平成 21 年度〜 23 年度，研究代表者 藤田保健
衛生大学短期大学・日比谷誠

10 万

3．小林直樹，
（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）受託研究 1300 万円
4．小林直樹，ＮＰＯ

映像評価機構

受託研究：80 万円

5．小林直樹，
（株）ＨＯＹＡビジョンケアカンパニー

受託研究：30 万円

6．戸井田昌宏（研究代表）
，文部科学省科学研究費補助金

研究活動スタート支援「CARS による非侵襲血糖計測

技術の研究」
，研究期間：H22 年度〜 H23 年度，H22 年度直接経費：126 万円．
7．戸井田昌宏，
「分光画像計測における血管画像の工学的エビデンス取得」（富士フイルム株式会社
2011.9

2010.12 〜

150 万円）

8．宮本裕一（研究代表）
，文部科学省科学研究費補助金

研究活動スタート支援「光線力学的細胞膜微小酸化に

よる細胞内物質導入技術の開発」
，研究期間：平成 22 年度〜 23 年度，平成 22 年度直接経費：102 万円．
9．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 (C)) 平成 22 年度：
70 万円
10．高張力鋼板の高精度ラウンド曲げ評価と金属プレス加工の自動化に資する組込み型レーザー三次元測定機の開
発（若山，吉澤，平成 22 年度戦略的基盤技術高度化支援事業）平成 22-23 年度：327 万円
11．加藤綾子（研究代表）
，
「身体行動制限最小化のための行動解析システムおよび指標の開発」平成 22 年度科学
研究費補助金 若手 (B)
12．加藤綾子（分担）
「定量的病理診断を可能とする病理画像認識技術の研究開発」平成 22 年度 NEDO 委託研究「が
，
ん超早期診断・治療機器の総合開発研究」研究代表者 山口雅浩
6-3．受賞
1．若山俊隆，感謝状（日本光学測定機工業会）2011.4
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
平成 22 年度は，第 2 期生が国家試験受験，卒業を迎えた．上述したが，国家試験の合格率は 94％という結果と
なった．前年度は 1 期生の留年経験の無いものだけが受験したわけだが，今年度は 2 期生の他，1 期生の留年経験
者および前年度の不合格者が受験しており，合格率の低下が懸念されていた．全体として前年度とほぼ同様の合格
率を維持できたことに対して，カリキュラム内外での教員の努力が評価されるべきである．不合格となったものは 1
期生であり，入学時の低学力が最終段階まで尾を引いてしまった点は遺憾である．1 〜 3 学生にも留年者や成績が思
わしくないものは相当数存在する．早急な学力の補強を目指しているが思うに任せないのが現状である．また，次年
度の入学者も例年よりも学力の低いものが合格となっている実情がある．今年度の 1 年次学生では退学者も若干多く，
新カリキュラムが適用されることもあるので，特に次年度の 1 年次学生の動向には注意を払うべきであろう．
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研究に関しては，新たに加わった教員が，科学研究費「研究活動スタート支援」や学内グラントを獲得できたこと
が今後の研究活動を支える上で大きい意味を持つ．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は続いていると考えられる．今後の研究活動を担う助教・助手は特に
低成績層の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状態も改善の見込みが薄い．卒
業論文も研究成果に直結するとはいえない状態で，時間対効果はあまり良くないといわざるをえない．設備面におい
ても学科内の研究用の設備は限られており，今後の研究活動の進展には不安が残るが，概ね，基礎から応用まで各研
究室において，一応の成果を挙げていると判断できる．
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4．理学療法学科
1．構成員
黒川幸雄（KUROKAWA, Yukio）
：教授：学科長：理学療法教育学，地域理学療法学：博士
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：博士
小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）
：教授：解剖学，自然人類学：博士
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：博士
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）
：教授：筋骨格理学療法学，徒手理学療法学，応用運動学：博士
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）
：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：博士
福田敏幸（FUKUDA, Toshiyuki）
：准教授：理学療法評価学，社会理学療法学，筋電図学：修士
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
時田幸之輔（TOKITA, Konosuke）
：講師：肉眼解剖学，物理療法学：博士
神子嶋誠（KAMIKOJIMA, Makoto）
：講師：小児理学療法学，人間発達学：修士
乙戸崇寛（OTSUDO, Takahiro）
：講師：筋骨格理学療法学，徒手理学療法学，応用運動学：修士
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：修士

國澤佳恵（KUNISAWA, Yoshie）
：講師：神経理学療法学
細井俊希（HOSOI, Toshiki）
：助教：行動科学，地域理学療法学，高齢者理学療法学，理学療法教育学：修士
泉美帆子（IZUMI, Mihoko）
：助教：脊髄損傷理学療法学，義肢装具学：修士
加藤剛平（KATO, Gohei）
：助教：日常生活活動学，地域理学療法学，高齢者理学療法学：博士
新井智之（ARAI, Tomoyuki）
：助教：高齢者理学療法学，地域理学療法学，循環器理学療法学，運動学：博士

2．教育
2-1．目的・目標
理学療法学科は，学部に昇格し初めての卒業生を輩出する 4 年目を迎えた．最終学年は前期 4 月から 8 週間を 2
回おこなう総合臨床実習，後期は地域理学療法学など幾つかの科目を行いながら卒業研究を年内を目途に仕上げ，発
表を行った．そして最大の課題は平成 23 年 2 月 27 日（日）に実施される国家試験受験に向けた知識・技術の整理
による受験対策で 100％合格を目標とすることにあった．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基礎的な知識と技術を備えることが
まず求められた．国家試験の合格を目指した寝食を忘れた学習が 1，2 月と行われ，担任・副担任を中心とし，多く
の関連教員が補講なども含め，支援を行なった．3 月 31 日発表の国家試験合格発表では当学科は 44 名受験し 42 名
の合格となった．更に本学 1 期生 44 名の就職については，これも社会的に厳しい就職難の時代の中で 44 名全員の
就職を目指していたが，国家試験不合格 2 名を除き 42 名全員が就職したことを確認した．不合格のもの 1 名につい
ても助手として就職し，もう 1 名についても引続きフォローしていくことを確認した．当学科は不合格者のフォロー
も教育的機会を作り，次年度も引続き行っていくことを確認した．
以下 3 年次生，2 年次生，1 年次生についての教育は，平成 19 年度，20 年度，21 年度と行ってきた教育目的，
目標を引続き充実・発展させていくことであった．
2-2．教育内容（担当者）
1 年次履修科目として以下の科目を開講した：
【基礎分野】物理学（赤羽），物理学実験（赤羽，勝浦，向田），化学（鈴木）
，
細胞生物学（川村）
，統計学演習（高倉，神子嶋，新井，酒井），情報科学演習（有田，本多），心理学（佐藤）
，英語
Ⅰ（川島）
，英語Ⅱ（川島）
，ドイツ語（市岡）
，社会学（川田），哲学（佐古），スポーツ科学（永沼），
【専門基礎分野】
人体の構造と機能Ⅰ演習（小島，時田，有田，鈴木），人体の構造と機能Ⅱ演習（小島，穐田，鈴木，有田），基礎運
動学（福田，細井）
，人間発達学（神子嶋，泉，佐藤），栄養学（奥崎），医療の基本Ⅰ（辻，大野），リハビリテーショ
ン医学（高橋）
，
【専門分野】理学療法学概論（黒川，高倉，小島，加藤），理学療法体験実習（高橋

他），理学療法

学基礎実習（福田，藤田，新井，加藤）
．
2 年次履修科目として以下の科目を開講した：【専門基礎分野】人体の構造と機能（構造系実習）（小島，時田，穐
田

矢部，藤田，深澤）
，人体の構造と機能（機能系実習）（鈴木，有田，有田，内田），応用運動学（赤坂，乙戸，加藤，泉）
，

病理・微生物学演習（佐藤）
，ヒトの病気Ⅰ・Ⅱ（臨床医学総論，神経・筋疾患Ⅰ）（大野，田邊，辻，西岡，渡辺）
，
ヒトの病気Ⅲ（消化器，内分泌・代謝疾患）
（大野，田邊，辻，西岡），ヒトの病気Ⅳ・Ⅴ（神経・筋疾患Ⅱ，治療，
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循環器疾患）
（大野，田邊，辻，西岡，鈴木）
，ヒトの病気Ⅵ（血液，腎・尿路，呼吸器疾患）（大野，田邊，辻，菊田）
，
骨・関節疾患総論（高橋）
，骨・関節疾患各論（高橋），精神疾患（松岡，鈴木，渡邊），医療の基本Ⅱ（西岡，有田，
大野）
，臨床心理学演習（庄野）
，公衆衛生学（野寺，永木，冨永），【専門分野】基礎理学療法学演習（小島，時田，
澤田，細井，黒川）
，機能・能力診断学基礎演習（高橋，福田，神子嶋，細井，加藤），機能・能力診断学応用演習（赤
坂，藤田，西岡，神子嶋，乙戸，國澤，泉，新井），日常生活活動学演習（國澤，高倉，黒川，泉，加藤，細井）
3 年次履修科目として以下の科目を開講した：
【専門基礎分野】運動学実習（小島，福田，藤田，澤田，加藤，新井）
，
ヒトの病気Ⅶ（感覚器，膠原病，救急，感染症）（大野，辻，西岡），医療の基本Ⅲ（大野，西岡），チーム医療学（高
橋，細井，雨宮，小林，杉浦，森田，山本，渡辺），【専門分野】理学療法研究法（黒川，赤坂，藤田，小島，高倉）
，
臨床運動学（藤田，澤田）
，筋・骨格系理学療法学演習（赤坂，澤田，乙戸），神経・筋系理学療法学演習（福田，國澤，
小山）
，中枢神経系理学療法学演習（高倉，國澤，細井），心肺系理学療法学演習（藤田，新井，花房，山崎，高木）
，
物理療法学演習（時田，加藤，泉）
，理学療法学総合演習（赤坂，高倉，藤田，神子嶋，乙戸，泉），義肢装具学演習
（高倉，神子嶋，泉，中野）
，筋・骨格系徒手技術学演習（赤坂，澤田，乙戸），中枢神経系徒手技術学演習（藤田，泉，
小峰，國澤）
，小児理学療法学（神子嶋，泉，松山，赤羽，長島），機能・能力診断学臨床実習（高倉

他）

4 年次履修科目として以下の科目を開講した：【専門基礎分野】精神保健学（松岡，井上，渡邊），【専門分野】職
業倫理職場管理学（黒川，高橋，高倉，國澤）
，理学療法機器技術学（時田，細井），リハビリテーション工学（福田，
鳥居）
，運動療法学（高倉，石倉，濱田，伊藤），代謝系理学療法学（藤田，乙戸），スポーツ系理学療法学（赤坂，
板倉，乙戸，澤田）
，保健科学統計学演習（高倉，神子嶋，新井，酒井），地域理学療法学（藤田，細井，神子嶋，加
藤，小橋）
，地域理学療法学実習（黒川，藤田，細井，加藤），高齢者理学療法学（藤田，高倉，國澤，新井，細井）
，
生活環境学（國澤，黒川，細井）
，総合臨床実習Ⅰ（赤坂

他），総合臨床実習Ⅱ（赤坂

他），卒業研究（赤坂

他）

2-3．達成度
平成 22 年度は総ての学年が揃い全部のシラバスが提示され全容が明らかとなり講議，演習，実習などが行われた．
同時に相互の関係なども明らかになってきて次年度からの第 2 サイクルへの教育課程の改善に向けた検討事項など
も明らかになった．
学生による授業評価おいてもさらに理解を得られ，教育の充実が図られた．また 4 年生の総合臨床実習が年度始
めから開始され，多くの学外の臨床実習指導者のご協力ご指導のもとで有意義な現場教育が開始され，学生にとって
ますます社会との距離が近接してきた実感を覚えずにはいられない状況となってきたことは学生の学習姿勢の変化と
なって現われた．当学科の節目節目に臨床実習を配置した教育システムの成熟化に向けた取組み目標が第一サイクル
として達成されることになった．
2-4．自己評価と次年度計画
特に専門基礎，専門科目については，4 年次になると 4 月から総合臨床実習，卒業研究，国家試験，そして就職と
光矢のごとく過ぎ去る時期を経験し，仕上げの 1 年間となるよう配慮された教育過程でもあった．大変重要な目の
離せない集中の連続が必要な時期であった．それぞれの科目の担当教員においても科目の位置づけを全体のカリキュ
ラムの流れの中で認識を深めることになった四年目の年であった．次年度に向けさらにより良い教育を目指し調整も
必要で，柔軟な対応で今後に備えなければ課題遂行が円滑に進められないことも認識された．学生の学習能力の向上
には現実的な課題が含まれ，それを克服していく方法が問われた．教育上重要でもあまりにもハードルが厳しすぎた
り，窮屈ものであったりすることは学生の柔軟で創造的な潜在的な資質を引き出していく上で，必要以上に困難性を
招来することにもつながり，なお一層の検討と配慮が必要であった．
4 年次学生の授業評価は 3 年次に比べ，少しづつ自覚的なものとなって，より客観的な判断も加わった内容のもので
あると理解できた．すべての科目が次年度授業計画を立てるにあたって学生による授業評価や教員自身の改善努力が
動機づけられる点が，
必要であった．この観点で継続的に行われてきている学部内ＦＤ活動が，今後も一層重要となっ
ていると認識された．

3．研究
3-1．目的・目標：
理学療法が関わる学問領域は広くリハビリテーション・医学・自然科学分野だけではなく社会科学分野も含め多岐
にわたっている．その中で個々の教員の専門を生かした研究を推進することが重要と考える．結果として学術的な探
索の中から新たな知見を得ること，またそれらを通して障害を持った者だけではなく，広く人の健康増進や社会の発
展に寄与できることを目標としていることが認識された．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：
①小島龍平：平成 22 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究
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②高倉保幸：平成 22 年度日高市健康体操研究プロジェクト
③赤坂清和，澤田 豊：平成 22 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究
④藤田博暁：平成 22 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究
⑤時田幸之輔：京都大学霊長類研究所共同利用研究，平成 22 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究
⑥細井俊希，黒川幸雄，藤田博曉，澤田 豊，新井智之：平成 22 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究
⑦泉美帆子，神子嶋誠，黒川幸雄，高倉保幸，高橋邦泰：平成 22 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究
⑧新井智之，藤田博曉，細井俊希：平成 22 年度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免疫組織化学的手法を用いたニホンザル腹壁筋の筋線維タイプ構成の研究（小島龍平）：学会報告
③ロコモティブシンドロームのトレーニング効果に関する研究について（藤田博暁）
：学会報告，出版，テレビ放映
④チンパンジー腰神経叢の観察（時田幸之輔），体幹と下肢帯の移行領域における脊髄神経の態度

―ブタ胎仔液

浸標本を用いた検討：学会報告
⑤運動を継続している高齢者の運動に対するイメージについての調査
- 非継続群との比較 -（細井，他）
⑥ポリオ罹患者の等尺性収縮に対する主観的運動強度尺度の妥当性と信頼性（泉，他）：学会発表
⑦足趾把持力の有効性の検討（新井，他）
各プロジェクトそれぞれに報告や研究内容の蓄積を含め着実に成果を示している
3-4．自己評価と次年度計画：
学科開設完成年度を迎え，最終学年臨床実習や卒論指導等の新たな取り組みが成された年であった．その中でも個
人および組織的な研究プロジェクトが多く取組まれたことは特に評価できることであった．同時に各専門別の研究グ
ループの組織化の推進が図られ，理学療法領域に直接関連する研究テーマが増加したことは重要な事項と評価づけら
れた．また学生との共同研究や卒業研究指導も実施され，学生の学術的指向に対する刺激となったことも事実であり，
今後も継続していく意義を見いだせた．今後は個人およびグループの研究結果を適切に蓄積すると共に，テーマを発
展させ新たな可能性を模索することが目標となってきた．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
：該当なし
4-2．診療実績データ：該当なし
4-3．診療内容，治療成績：該当なし
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：該当なし
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
：該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
高橋邦泰：毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会委員
福田敏幸：比企広域介護認定審査委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
黒川幸雄：
「理学療法科学」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
小島龍平：
「Journal of Human Ergology」編集委員，「Journal of Human Ergology」査読
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，「臨床理学療法研究」編集委員
赤坂清和：
「Journal of Physical Therapy Science」editor，「理学療法科学」編集委員，「理学療法 - 臨床，研究，教
育 -」編集委員，
「運動療法と物理療法」査読委員，「World Physical Therapy 2011」peer reviewer
藤田博暁：
「理学療法科学」編集委員
福田敏幸：
「理学療法科学」査読委員
時田幸之輔：
「理学療法学」査読委員
750

理学療法学科

澤田

豊：理学療法 - 臨床，研究，教育 - 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
【大学，大学院，その他の非常勤講師】
黒川幸雄：新潟医療福祉大学非常勤講師（ＩＣＦ入門）
小島龍平：東京工科大学非常勤講師
高倉保幸：首都大学東京非常勤講師，首都大学東京大学院非常勤講師
赤坂清和：首都大学東京非常勤講師（臨床運動学），国立障害者リハビリテーション学院非常勤講師（運動学実習）
西岡亮治：埼玉医科大学医学部内科（神経内科・脳卒中内科）非常勤講師
保健医療学部看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科の非常勤講師
時田幸之輔：埼玉医療福祉専門学校非常勤講師（義肢装具学）
【学会役員，その他の学会関連】
黒川幸雄：日本理学療法士協会学術教育評議会委員，理学療法科学学会監事，理学療法共用試験機構監事，私立大
学病院理学療法研究会理事
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，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，評議員，日本徒手的理学療法研究会監事
藤田博暁：理学療法科学学会理事，評議員
福田敏幸：理学療法科学学会評議委員
神子嶋誠：埼玉県理学療法士会小児福祉部部員
乙戸崇寛：埼玉県理学療法学会

評議員

【その他】
高倉保幸：埼玉県理学療法士会公益社団法人検討委員，がんのリハビリテーション研修会合同委員会委員，厚生労
働省委託事業がんのリハビリテーション研修ワークショップ講師，第 3 次対がん総合戦略研究事業がんのリハビ
リテーショングランドビジョン作成ワーキンググループ委員，第 3 次対がん総合戦略研究事業リンパ浮腫研修体制・
資格制度検討ワーキンググループ委員
赤坂清和：International Society of Physiotherapy Journal Editors, member (World Congress of Physical Therapy)
藤田博暁：日本理学療法士協会内部障害専門領域研究部会委員
細井俊希：埼玉県理学療法士会北部ブロック運営委員，日本理学療法士協会臨床実習教育部部員

6．業績
6-1．論文・学会発表
〈理学療法科学領域〉
代表的な業績
①細井俊希，加藤剛平，藤田博曉，黒川幸雄，回復期リハビリテーション病棟入院患者の活動量の変化

- 退院前

後での比較 -．理学療法科学，26：111-115，2011．
②新井智之，柴

喜崇，角田賢史，渡辺修一郎，柴田

博，虚弱高齢者の運動機能との関係．老年学雑誌，1：

1-14，2011．
③加藤剛平，柏木聖代，田宮菜奈子，ヘルスサービスリサーチ (7)：ヘルスサービスリサーチと介護保険．日本公
衆衛生雑誌，58：133-137，2011．
④加藤剛平，田宮菜奈子，柏木聖代，赤坂清和，地域在住要介護者らの外出頻度に関連する環境因子．理学療法学，
38：17-26，2011．
⑤加藤剛平，田宮菜奈子，柏木聖代，赤坂清和，Home And Community Environment (HACE) 日本語版の妥当性と
信頼性の検討．総合リハビリテーション，38：475-481，2010．
⑥小島龍平，
長期ホルマリン保存標本骨格筋試料における免疫組織化学による筋線維タイプ構成の検索．コ・メディ
カル形態機能学会第 9 回学術集会，2010 年 9 月，新潟大．
⑦ Kojima R, Muscle ﬁber type distribution of neck muscles of Japanese macaques. 第 116 回日本解剖学会全国学
術集会，2011 年 3 月，順天堂大．
⑧ Banneheka S, Chiba S, Fukazawa F, Tokita T, Arakawa T, Suzuki R, Miyawaki M, Kumaki K, Middle thymothyroid
artery arising from the common carotid artery: case report of a rare variation. Anatomical Science International,
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85:241-244, 2010.
⑨時田幸之輔，
ニホンザル腰仙骨神経幹の解析．コ・メディカル形態機能学会第 9 回学術集会，2010 年 9 月，
新潟大．
⑩ Tokita T, Kumaki K, Kageyama I, Sato N, Studying atypical lumbar plexus in which the obturator nerve receives
ﬁber from L5. 第 116 回日本解剖学会全国学術集会，2011 年 3 月，順天堂大．
総数：論文 6 件，学会発表 10 件
〈筋骨格理学療法領域〉
代表的な業績
①赤坂清和，乙戸崇寛，移動動作における動作支援のバイオメカニクス．理学療法，27：50-55，2010．
②赤坂清和，メイトランド四肢関節マニピュレーション．医学映像教育センター（編者，翻訳）
③赤坂清和，オステオパシーアトラス．医道の日本社（編者，翻訳）
④ Otsudo T, Takei H, Senoo A, Eﬀects of Position and force of calf compression with graded ankle plantar ﬂexion
on central aponeurosis displacement. J Phys Ther Sci, 22:35-41, 2010.
⑤乙戸崇寛，澤田

豊，竹井

仁，妹尾淳史，超音波診断用プローブの手把持固定法及び器具固定法による検者間

測定信頼性の相違−腓腹筋中心腱膜移動距離の測定−．日本保健科学学会誌，13：193-200，2010．
⑥宇佐英幸，竹井

仁，妹尾淳史，乙戸崇寛，神谷晃央，渡邉

修，MRI による背臥位での一側および両側股関

節屈曲運動の解析−股関節最大屈曲位での屈曲方向への加重の影響−．理学療法学，37：1-8，2010．
⑦五嶋裕子，高倉保幸，加藤剛平・他，大腿骨頸部骨折例の短期的歩行能力を予測する知的精神機能評価法の検討
−日本脳卒中学会・脳卒中高次脳機能スケールの有効性について−．理学療法科学，25：717-720，2010．
⑧中村耕三，藤田博曉，NHK きょうの健康「寝たきりを防ぐ！

ロコも体操」．NHK 出版．

⑨藤田博曉，石橋英明，高齢者における運動機能評価 スクリーニングとしての ロコモーションチェックの有用性．
第 52 回日本老年医学会学術総会，2010 年 6 月，大阪．
⑩藤田博曉，高倉保幸，石橋英明，地域在住高齢者におけるロコチェック項目の効果―ロジスティック回帰分析に
よる検討―．第 45 回日本理学療法学術大会，2010 年 5 月，岐阜．
総数：論文 6 件，著書 5 件，学会発表 2 件
〈神経理学療法領域〉
代表的な業績
①高倉保幸，高橋輝雄，末梢神経障害に対する理学療法．理学療法ハンドブック第 3 巻，189-210，2010，共同医書，
東京．
②高倉保幸，國澤洋介，末梢神経障害に対する理学療法の実際．理学療法ハンドブック第 4 巻，111-114，2010，
共同医書，東京．
③國澤洋介，高倉保幸，小関要作・他，頸椎・頸髄疾患による四肢不全麻痺患者の歩行練習実施 1 ヶ月における
歩行予後予測に有用な評価指標．臨床理学療法研究，27：1-4，2010．
④武井圭一，高倉保幸，國澤洋介・他，脳卒中片麻痺者への発症後早期の部分免荷トレッドミル歩行練習の短期介
入適応の検討．理学療法科学，25：349-355，2010．
⑤武井圭一，國澤佳恵，高倉保幸・他，回復過程の脳卒中片麻痺者への部分免荷トレッドミル歩行練習の特徴−異
なる歩行練習の歩行速度変化，歩行距離，歩容の比較−．理学療法学，37：139-145，2010．
⑥細井俊希，藤田博曉，黒川幸雄，理学療法が維持期脳血管障害者の ADL と QOL に与える影響

整形外科疾患者

および内部障害者軍との比較．第 46 回日本理学療法学術大会，2010 年 5 月，岐阜．
⑦泉美帆子，川間健之介，神子嶋誠，黒川幸雄，高倉保幸，高橋邦泰，ポリオ罹患者の等尺性収縮運動に対する
Borg CR-10(category ratio scale) の信頼性と妥当性．第 46 回日本理学療法学学術大会，2010 年 5 月，岐阜．
⑧西岡亮治，伊藤康男，浅野賀雄，服部公彦，山里将瑞，荒木信夫：脳虚血・再灌流負荷時の NO と OH- 代謝
に対する irbesartan の関与．第 35 回日本脳卒中学会総会，2010 年 4 月 16 日，盛岡．
⑨ R.Nishioka, Y.Ito, M.Yamazato, K.Hattori, Y.Kato, Y.Asano, N.Araki: Effects of Irbesartan on Nitric Oxide
Production and Hydroxyl Radical Metabolism during Cerebral Ischemia and Reperfusion. 7th World Stroke
Congress，2010 年 11 月 27 日，ソウル．
⑩西岡亮治，山里将瑞，浅野賀雄，服部公彦，伊藤康男，荒木信夫：脳虚血・再灌流負荷時の NO と OH- 代謝お
よび虚血性病理変化に対する irbesartan の関与．第 22 回日本脳循環代謝学会総会，2010 年 11 月 27 日，大阪
総数：論文 3 件，著書 2，学会発表 5 件
6-2．獲得研究費
小島龍平：免疫組織化学的手法を用いたニホンザル腹壁筋の筋線維タイプ構成の研究（平成 22 年度埼玉医科大学
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保健医療学部プロジェクト研究）
（18.1 万）
赤坂清和，澤田

豊：通所リハビリテーションサービスに対する包括的評価（平成 22 年度埼玉医科大学保健医療

学部プロジェクト研究）
（19.5 万）
時田幸之輔：体幹と下肢帯の移行領域における脊髄神経の態度

―ブタ胎仔液浸標本を用いた検討―（平成 22 年

度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）（19.9 万）
時田幸之輔：広鼻猿類腰神経叢の観察（京都大学霊長類研究所共同利用研究）（9 万）
加藤剛平：福祉・介護サービスの質向上のためのアウトカム評価拠点（平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金・
分担研究）
（10 万）
6-3．受賞
藤田博暁：第 45 回日本理学療法学術大会学術大会長賞 ̀
加藤剛平：筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻研究成果発表賞
新井智之：第 44 回日本理学療法学術大会学会奨励賞
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
高倉保幸：第 10102 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」
神子嶋誠：第 51 回理学療法科学学会
細井俊希：平成 22 年度埼玉県毛呂山町山根荘定例会「運動

なぜ続かないの？どうすれば続くの？」

加藤剛平：平成 22 年度埼玉県毛呂山町山根荘定例会
新井智之：平成 22 年度埼玉県毛呂山町山根荘定例会

7．自己点検・評価
平成 22 年度保健医療学部理学療法学科は 4 年目を迎え，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．学生も 4 学年まで揃ったところで，最終学年である 4 年生を社会に輩出するための最
終段階の重要な課題を遂行することが，自己点検・評価にとって最大の要点となる．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継続的で大変有意義であった．最終学年のシラバ
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
で十分考慮を重ねてきたことは 2 サイクル目の開始にあっても今後の教育システムの構築上も大変有意義な経験で
あった．特に最終学年の総合臨床実習 8 週間を 2 回，卒業研究とそのまとめの発表や論文集発刊は大学の使命であ
る学問の探究という課題を遂行する上で意義深いものがあった．
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．教育環境としては学バス時間の延長，図書館開館時間の延長，図書館内ゼミ室の設置準備など，
改善の諸についたばかりであるが，引続き課題遂行に努力していくことが確認された．
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活動に加え学部プロジェクト研究への積極的な応募と
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った．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使命を堅持して持続していく意識的な活動を支えるシステムが重要である．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，H21 年度を越えることができたことは喜ばしいことであった．
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，毛呂山町，日高市などで積極的に行われてきた．その経
験を学生が共有することで，地域における理学療法士の目的と役割は，そして方法などを教育する絶好の場を与える
ことになった．地域社会で生きている患者・障害者・高齢者などへ何をサービス提供し，どのような介入を行ってい
くのか，どう寄り添えばいいのかを学生が学習する上で，貴重な経験であると理解できた．
4 年目を向かえた本学科が川角キャンパスを中心に，学部の日高キャンパスとは素より本部毛呂山キャンパスとも
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，現実的な諸課題を解決してきたことが平成 22 年
度の特徴であった．
昭和 58 年（1983 年）に毛呂山に最初の埼玉リハビリテーション専門学校が開設され，次に埼玉医科大学短期大
学として平成元年（1989 年）へ改組され平成 21 年 3 月閉校になり，平成 19 年 4 月保健医療学部理学療法学科に
昇格し，そして平成 22 年度最初の大学卒業生（一期生）を新たに 44 名輩出することになり，これまでの卒業者を
含めると 1000 名に近いものとなった．この 27 年間の教育研究活動及び社会貢献活動などの蓄積を生かして，さら
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に将来の発展につなげていくことが次年度に向けての新たな目的・目標であった．
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1．遺伝子構造機能部門
1．構成員
部門長

黒川理樹（KUROKAWA, Riki）
：教授：教育員：研究副主任：分子生物学，内分泌学：博士

松下明生（MATSUSITA, Akio）
：客員講師：分子生物学，内分泌学，内科学：博士
荒井重紀（ARAI, Shigeki）
：助教：博士
徐

聖輝（JYO, Seiki）
：ポストドクトラルフェロー：博士

杜

昆（TO, Kon）
：大学院生：修士

平松真希子（HIRAMATSU, Makiko）
：実験助手
丹治律子（TANJI, Ritsuko）
：特任研究補助員

2．教育
2-1．目的・目標
埼玉医科大学医学部 1 年生の細胞生物学コースにおいて「ゲノム医学入門 1」を担当した．細胞生物学コースは，
基礎医学の基本を学習させることを目的としている．医学生として必須の生物学的基礎知識の確認と生命現象への興
味喚起と臨床医学への興味の橋渡しを目標にしている．
2-2．教育内容（担当者）
講義タイトルは「遺伝子発現制御研究の進歩 - 核内受容体から非コード RNA」として，教科書の第 7 章 DNA から
タンパク質および第 8 章染色体と遺伝子調節の内容に関連する内容を講義した．これにより，生命現象の基本とな
る遺伝子の発現制御の基礎を学習し，それを元に，現在，遺伝子発現研究の最先端の項目である非コード RNA の存
在を紹介した．
2-3．達成度
ほとんどすべての学生に遺伝子と DNA の関係を理解させることに成功した．その遺伝子が mRNA を経てタンパク
質として「発現」する過程も，把握した学生が大半であった．非コード RNA 等相当高度な内容も含んでいるが，多
くの学生が強い興味を示してくれたのは嬉しい限りである．次年度は，より具体的な説明で理解を深めさせたいと考
えている．
2-4．自己評価と次年度計画
すべての学生は遺伝子と DNA に興味を喚起されたと自負している．今後の課題は，遺伝子発現制御の異常と疾患
との関係を興味深く説明して，臨床医学との関連を明確にしたいと考えている．さらに，非コード RNA についても
疾患との関連で平易な説明を考案したい．
2-5．PBL など
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された．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，大きな目標として研究を進めている．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，今後の主要な
研究課題と考え，鋭意研究を進めている．
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3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
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，杜昆，平松）
2）脂肪肉腫融合遺伝子産物 TLS-CHOP の惹起する転写異常（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）
5）cyclin D1 プロモーター非コード RNA の転写機構（徐，黒川）
3-3．研究内容と達成度
研究部門開設 7 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，数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 3 件の総説
執筆依頼を受けた．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 7 年目を迎え，Nature 誌に発表した研究の発展の基礎を構築した．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．また，筋萎縮性側索硬化症に関して名古屋
大学医学部神経内科の祖父江教授との共同研究も開始した．このように，臨床応用方面も着実に進んでいる．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
当部門は真核生物ゲノムの転写制御研究に取り組み，現在注目の非コード RNA 研究に新境地を開拓しつつある．
その成果を臨床応用に活用すべく，学内外の臨床部門との共同研究も活発に推進している．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
該当なし
4-2．診療実績データ
該当なし
4-3．診療内容，治療成績
該当なし
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
該当なし
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
文部科学省科学研究費の審査委員を拝命する．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
黒川理樹：Biochemical and Biophysical Research Communications, GENOMICS 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
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．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
［論文］
①黒川理樹：転写を制御する長鎖 noncoding RNA

実験医学 28：43-48(2010)

② Tokuzawa, Y., Yagi, K., Yamashita, Y., Nakachi, Y., Nikaido, I., Bono, H., Ninomiya, Y., Kanesaki-Yatsuka, Y., Akita, M.,
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Motegi, H., Wakana, S., Noda, T., Sablitzky, F., Arai, S., Kurokawa, R., Fukuda, T., Katagiri, T., Schonbach, C., Suda, T.,
Mizuno, Y., Okazaki, Y. Id4, a new candidate gene for senile osteoporosis, acts as a molecular switch promoting
osteoblast diﬀerentiation. PLoS Genet 6: e1001019(2010)
③黒川理樹：ヌクレオソームの配置が DNA メチル化を決めていた
④黒川理樹：クロマチンは 5 色に色分けされる

実験医学 28：2238-2239(2010)

実験医学 29：56-57(2011)

⑤ Kurokawa, R. Long Noncoding RNA as a Regulator for Transcription. In: Ugarković, Đ.(ed) Progress in Molecular
and Subcellular Biology 51: 29-41 (2011)
⑥ Du, K., Arai, S., Kawamura, T., Matsushita, A., Kurokawa, R. TLS and PRMT1 synergistically coactivate
transcription at the survivin promoter through TLS arginine methylation. BBRC 404: 991-996(2011)
⑦ Takahama, K., Kino, K., Arai, S., Kurokawa, R. and Oyoshi, T. Identification of Ewing's sarcoma protein as a
G-quadruplex DNA-and RNA-binding protein. FEBS Journal 278: 988-998(2011)
⑧ Kurokawa, R. Promoter-Associated Long Noncoding RNAs Repress Transcription Through an Rna Binding
Protein TLS. In: Collins, LJ.(ed) RNA Infrastructure and Networks. Landes Biosciences, USA (2011) in press
［学会発表］
⑨ Kurokawa, R. Noncoding RNA from cyclin D1 promoter regulates transcription via its binding to TLS, a novel
causative gene for ALS. 独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター
⑩黒川理樹：shRNA とエネルギーエロクアンス
総数：論文

9 件，学会発表

第 31 回日本肥満学会

埼玉県和光市 (2010/04/15)

群馬県前橋市 (2010/10/01)

6件

6-2．獲得研究費
黒川理樹（分担）
（代表：岡崎康司）
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」
，分担課題名：「non-coding RNA による疾患治療標的開発」
配分額：700 万円
黒川理樹（代表）
文部科学省 科学研究費 基盤研究 (B)
「非コードＲＮＡの転写機構の解明」
配分額：949 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
ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会（2010/9/10）
慢性炎症疾患の運命を決定する核内エピゲノム制御メカニズムの解析
北川浩史（群馬大学生体調節研究所

核内情報制御分野）

ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会（2010/11/12）
タンパク質をコードしない RNA 群の機能解明への挑戦
廣瀬哲郎（産業技術総合研究所・バイオメディシナル情報研究センター機能性 RNA 工学チーム）
ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会（2011/1/28）
再生医療ビジネスと知的財産権 -iPS 細胞に関わる特許 田中秀穂（芝浦工業大学大学院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 7 年を迎えた．これまでに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ができた．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．ホームページを頻繁に更新し，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 の生物学・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
部門長

井上

聡（INOUE, Satoshi）
：客員教授：内分泌代謝学，老年病学，ゲノム医学：博士

堀江（井上）公仁子（HORIE-INOUE, Kuniko）：准教授：研究副主任：分子薬理，腫瘍学：博士
池田和博（IKEDA, Kazuhiro）
：講師：教育副主任：分子生物学，腫瘍学：博士
浦野友彦（URANO, Tomohiko）
：非常勤講師：老年病学：博士
佐藤

航（SATO, Wataru）
：助手

伊地知暢広（IJICHI, Nobuhiro）
：特任研究員：博士
遠藤弘史（ENDO, Hiroshi）
；リサーチフェロー：博士
宮﨑利明（MIYAZAKI, Toshiaki）
：リサーチフェロー：博士
山賀亮之介（YAMAGA, Ryounosuke）
：特別研究学生
阿部弥生（ABE, Yayoi）
：特別研究学生
重川
柴

崇（SHIGEKAWA, Takashi）
：特別研究学生
祥子（SHIBA, Sachiko）
：特任技術員：修士

田中大輔（TANAKA, Daisuke）
：特任研究補助員：博士
藤谷美和（FUJITANI, Miwa）
：特任研究補助員：修士
中西教子（NAKANISHI, Noriko）
：特任研究補助員：修士
兒玉啓輔（KODAMA, Keisuke）
：特任研究補助員：修士
谷口靖子（TANIGUCHI, Yasuko）
：特任研究補助員
和藤由香子（WATOU, Yukako）
：特任研究補助員
渡辺美奈子（WATANABE, Minako）
：特任研究補助員
鈴木友子（SUZUKI, Tomoko）
：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．大学院生を積極的に受け入れ，日本の医学・科学の発展に貢献できる内容の研究を目指すと
ともに，世界的な研究レベルに到達できる人材の育成を目標としたい．
2-2．教育内容
医学部生への講義については，池田が 1 年生の臨床推論を担当し，小グループで事例を通して問題解決能力に必
要な推論を学習する場において，学生による問題点の提起，情報の収集，討論の進行を補佐し，結論を導き出すよう
指導を行った．グループ討議を通じて，問題解決の筋道を考え，臨床推論能力の基礎を学習させることができた．堀
江は，4 年生の眼科臨床講義（眼内腫瘍・分子生物学）を担当した．保健医療学部学生の研究体験および卒業研究の
個別指導をスタッフが行い，助手および特任研究員が指導のサポートを行った．
2-3．達成度
医学部学生のグループ別指導，講義を通して，臨床医学における推論の手法や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．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．今後も研究体験・卒業研究の学生を積極的に受入れ，さらに修士を目指す学生の育成を
していきたい．また，複数の特別研究学生が当部門で研究教育を受けており，スタッフが man to man での直接指導
に精力を注いでおり，学位取得を目標とし，さらに，学会・科学雑誌での発表を目指すレベルの教育を行っている．
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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
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，池田，佐藤，伊地知，重川，阿部，山賀，中西，宮崎，井上）
2）骨粗鬆症，生殖系におけるビタミン K 作用機構の解明（堀江，池田，柴，井上）
3）リングフィンガー蛋白質の癌およびウイルス感染防御における役割の解析（池田，佐藤，浦野，遠藤，井上）
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（池田，宮崎，田中，藤谷，井上）
5）ゲノム解析による加齢性疾患関連遺伝子の探索（堀江，井上）
6）幹細胞・間葉系分化における核内受容体・転写因子の機能の解明（池田，伊地知，井上）
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．
22 年度は引き続き，1）医薬基盤研究所の「保健医療分野における基礎研究推進事業」，ならび 2）文部科学省セル
イノベーション事業において，分担機関として 2 年目の研究業務を遂行した．
1）については，各種のがん治療に有効な核酸創薬の開発を目指し，その成果の一部は，学会発表および論文発表
を行った．特に，エストロゲン標的リングフィンガー蛋白 Efp に対するキメラ siRNA の核酸製剤のがん治療に
対する効果をまとめた論文を発表し，当部門でトレーニングを受けた特別研究学生の学位論文の内容となった．
2）については，解析拠点である理化学研究所の次世代シーケンサーを活用して，転写因子制御ネットワークおよ
び遺伝子発現プロファイルの解析を行い，ホルモン治療抵抗性を主眼とした乳がんにおけるエストロゲンおよび
前立腺がんにおけるアンドロゲンの詳細な分子作用メカニズムを詳細に解析し，アンドロゲン受容体シグナル
ネットワークの特性，新規アンドロゲン標的因子としてマイクロ RNA: miR-148a の作用などについて明らかに
した．国際医療センター・乳腺腫瘍科との共同研究においては，エストロゲン関連受容体 ERR( の乳がん予後と
の関連について論文発表を行った．
遺伝子改変マウスを用いた遺伝子機能解析については，エストロゲン受容体，エストロゲン受容体の標的因子，ビ
タミン K 作用にかかわる分子の機能解析を行っており，神経系，骨・関節，卵巣におけるこれら遺伝子の機能を解
析した．ステロイド X 受容体のマウスホモログである PXR 受容体のノックアウトマウスにおいては，著しい骨減少
症を起こし，骨形成の減少と骨吸収の上昇のメカニズムを明らかにして，論文発表を行った．
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，日本人における CFH 遺伝子および HTRA1 遺伝子多型から予測される罹患リスクと治療効果について，学会の
指標ともなる論文および発表を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
エストロゲン受容体およびアンドロゲン受容体をはじめとして，各種の核内受容体と受容体に関連する転写因子の
転写制御ネットワークの解析，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いる．培養細胞モデル，遺伝
子改変動物を用いた疾患モデルの両方面から，加齢疾患・癌を主体としたステロイドシグナルネットワークの役割を
明らかにする研究を多角的に展開しており，この分野における国内外の高い評価を得ている．本研究により，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
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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進めている．
23 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
究を一層発展させる．特に，保健医療分野における基礎研究推進事業においては，分解されにくく治療有効性が認め
られる核酸創薬の開発および核酸製剤の効果的デリバリーシステムの開発を目指す．文部科学省セルイノベーション
事業においては，次世代シーケンサーを活用したホルモン依存性がんの薬剤耐性化・治療抵抗性にかかわる全ゲノム
情報の詳細な解析を進めていき，
遺伝子情報制御のネットワークの解明とがん治療への臨床応用を目指す．各プロジェ
クトにおいて，知的財産の確保を目指す．

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．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
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, World Journal of Biological Chemistry, World Journal of Diabetes: Editorial
Board
Open Bone Journal: Regional Editor
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
井上

聡：日本骨代謝学会評議員，日本老年医学会評議員，日本骨粗鬆症学会評議員，日本ステロイドホルモン学

会評議員，日本老年医学会代議員，日本未病システム学会評議員，性差医療・医学研究会（現在：日本性差医学・医
療学会）評議員，日本内分泌学会代議員，日本抗加齢医学会評議員，日本生殖内分泌学会評議員，脳心血管抗加齢研
究会評議員
日本老年医学会学術プログラム委員，日本老年医学会ノバルティス老化および老年医学研究基金幹事

6．業績
6-1．論文・学会発表
1．Fujita M, Sugama S, Sekiyama K, Sekigawa S, Tsukui T, Nakai M, Waragai M, Takenouchi T, Takamatsu Y, Wei
J, Rockenstein E, LaSpada AR, Masliah E, Inoue S, Hashimoto M: Α β -synuclein mutation linked to dementia
produces neurodegeneration when expressed in mouse brain. Nat Commun 1, 110, 2010.
2．
Mori K, Horie-Inoue K, Gehlbach PL, Takita H, Kabasawa S, Kawasaki I, Ohkubo T, Kurihara S, Iizuka H, Miyashita Y,
Katayama S, Awata T, Yoneya S, Inoue S: Phenotype and Genotype Characteristics of Age-related Macular
Degeneration in a Japanese Population. Ophthalmol 117, 928-938, 2010.
3．Ueyama K, Ikeda K, Sato W, Nakasato N, Horie-Inoue K, Takeda S, Inoue S: Knock-down of Efp by DNA-modiﬁed
small interfering RNA inhibitsbreast cancer cell proliferation and in vivo tumor growth. Cancer Gene Ther 17,
624-632, 2010.
4．
Murata T, Takayama K, Katayama S, Urano T, Horie-Inoue K, Ikeda K, Takahashi S, Kawazu C, Hasegawa A, Ouchi Y,
Homma Y, Hayashizaki Y, Inoue S: miR-148a is an androgen-responsive microRNA that promotes LNCaP prostate
cell growth by repressing its target CAND1 expression. Prostate Cancer Prostatic Dis 13, 356-361, 2010.
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5．Azuma K, Casey SC, Ito M, Urano T, Horie K, Ouchi Y, Kirchner S, Blumberg B, Inoue S: Pregnane X receptor
knockout mice display osteopenia with reduced bone formation and enhanced bone resorption. J Endocrinol
207, 257-263, 2010.
6．Ijichi N, Shigekawa T, Ikeda K, Horie-Inoue K, Fujimura T, Tsuda H, Osaki A, Saeki T, Inoue S: Estrogen-related
receptor γ modulates cell proliferation and estrogen signaling in breast cancer. J Steroid Biochem Mol Biol 123,
1-7, 2011.
7．Takayama K, Tsutsumi S, Katayama S, Okayama T, Horie-Inoue K, Ikeda K, Urano T, Kawazu C, Hasegawa A, Ikeo
K, Gojyobori T, Ouchi Y, Hayashizaki Y, Aburatani H, Inoue S: Integration of cap analysis of gene expression and
chromatin immunoprecipitation analysis on array reveals genome-wide androgen receptor signaling in prostate
cancer cells. Oncogene 30, 619-630, 2011.
8．堀江公仁子，森

圭介，米谷

新，井上

聡：[ 最優秀演題賞受賞講演 ] 日本人加齢黄斑変性の罹患リスク予測

の検討 (2010.6.11-13) 第 10 回日本抗加齢医学会総会（京都）
9．高山賢一，片山慎太郎，堀江公仁子，池田和博，浦野友彦，大内尉義，林崎良英，井上

聡：[ 学会賞（基礎部門）

受賞 ] 次世代シーケンサーを活用したアンドロゲン依存性転写開始点の包括的同定による前立腺癌におけるアン
ドロゲン標的シグナルの解析 (2010.7.30-31) 第 29 回日本アンドロロジー学会学術大会（東京）
10．Inoue S: [International Session] CAGE and ChIP-chip/ChIP-seq analyses reveal genome-wide androgen receptor
signaling in prostate cancer cells.（CAGE 法と ChIP-chip/ChIP-seq 法による前立腺がん細胞におけるゲノムワイ
ドでのアンドロゲンシグナルの解析）(2010.9.22-24) 第 69 回日本癌学会学術総会（大阪）
7．[ 論文 ] 23

編（英文 15 編，邦文 8 編） [ 学会発表 ]

49

題（国外 8 題，国内 41 題）

6-2．獲得研究費
井上

聡（分担）
（代表：岡﨑康司）

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：900 万円（プロジェクト 4）＋ 300 万円（プロジェクト 1）
井上

聡（代表：東京大学）
・池田和博（分担）

独立行政法人 医薬基盤研究所

保健医療分野における基礎研究推進事業「性ホルモン応答遺伝子を標的とした抑

制剤，特に二本鎖キメラ核酸分子による創薬の研究」
配分額：4,750 万円（内，間接経費 4,318,181 円）
井上

聡（代表：東京大学）
・堀江公仁子（分担）

文部科学省セルイノベーション事業「次世代シーケンサーを活用した前立腺がんと乳がんの細胞制御システム機構
の解明」分担課題名（ホルモン治療抵抗性モデルがん細胞の作製と乳がん臨床検体におけるホルモン受容体標的因
子群の発現機能解析）
配分額：600 万円（うち，間接経費 1,384.615 円）
池田和博（代表）
科学研究費補助金

基盤研究（C）
「脳とがんを標的とするエストロゲンシグナルの共通性と特異性の解明ならび

に臨床応用」
配分額：169 万円（内，間接経費 39 万円）
池田和博（代表）
武田科学振興財団

医学系研究奨励金「ビタミン K 依存性 GGCX の膵臓における糖代謝制御機構の解明とタンパ

ク修飾を介する糖代謝制御因子の検索」
配分額：300 万円（内，間接経費 30 万円）
池田和博（分担）
成育医療研究委託事業

分担研究課題名「外来種由来因子を排除し品質保証されたヒト間葉系細胞の樹立，培養，

至適条件の確立に関する研究」
配分額：100 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
伊地知暢広（代表）
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科学研究費補助金

若手研究（B）
「ｉＰＳ細胞を活用した間葉系細胞分化におけるエストロゲン関連受容体の役

割の解明」
配分額：221 万円（内，間接経費 51 万円）
6-3．受賞
堀江公仁子：日本人加齢黄斑変性の罹患リスク予測の検討

第 10 回日本抗加齢医学会総会

最優秀演題賞

2010 年 6 月 11 日
6-4．特許，実用新案
1．発明の名称：
「加齢黄斑変性症易罹患性の判定マーカー並びに判定方法及び判定キット」，出願日：2010 年 12
月 27 日，発明者：井上

聡・井上公仁子・森

圭介・米谷

新，出願人：学校法人埼玉医科大学，参天製薬株

式会社，出願番号：PCT ／ JP2010/072810
2．Double-stranded Nucleic Acid Molecule, Cancer Cell Proliferation Inhibitor and Pharmaceutical Agent Suitable
for Prevention or Treatment of Cancer

出願日：2010 年 9 月 10 日，発明者：井上

聡・池田和博，出願人：

学校法人埼玉医科大学，RNAi 社，出願番号：12/879.305
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
井上

聡：第 6 回

Bone Forum in Hanno（平成 23 年

1 月 13 日） へリテージ飯能

7．自己点検・評価
研究面では，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，ゲノム全体における転
写調節ネットワークの解明，核内受容体の新たな下流遺伝子の発見とその機能について解析を進めており，本年度か
らは，特にホルモン治療抵抗性のメカニズムについての解析を開始し，様々な新しい知見を得ており，国内外におけ
る学会・論文発表を行うとともに，新しい発表のための準備を進めている．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．
教育面では，医学部学生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．
生ならびに大学院生に対して，自主的学習，教育，研究の場を積極的に提供していきたい．
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今後も，学部学

ゲノム医学研究センター

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：教育主任：幹細胞：博士
加藤英政（KATO, Hidemasa）
：講師：研究員：教育副主任：幹細胞：博士
片野

幸（KATANO, Miyuki）
：助手：修士

菱田友昭（HISHIDA, Tomoaki）
：特任研究員：博士
加門正義（KAMON, Masayoshi）
：ポストドクトラルフェロー：博士
平木啓子（HIRAKI, Keiko）
：特任技術員
奥田知子（OKUDA, Tomoko）
：研究補助員
伊藤美紀江（ITO, Mikie）
：研究補助員
宮崎綾香（MIYAZAKI, Ayaka）
：修士課程大学院生
袴塚雄一郎（HAKAMAZUKA, Yuichiro）
：修士課程大学院生

2．教育
2-1．目的・目標
近年，系統講義として，最新の医学の動向を学生に紹介するといった内容の講義を依頼されることが多くなってい
るが，私たちも，日頃から，学生の頃から，研究マインドを持って勉学に励んでほしいと考えているので，そのよう
な依頼は積極的に受け入れ，できるだけ，わかりやすく，学生に研究の醍醐味を伝えて行きたいと考えている．大学
院生の講義では，発想の素晴らしさゆえに，自分たち自身が感銘を受けた研究を紹介し，その講義を聴講したことで，
大学院生らが，自分たちの研究の方針を決める上で役に立ったと実感が持てるような講義にしたいと考えている．ま
た，
今年度から，
修士課程の授業「ゲノム医学特論」を 5 コマ担当すると同時に，修士課程の学生を指導することになっ
たが，講義では，学部学生に対する講義以上に，知識よりも，科学的な考えを発想する能力を身に着けさせることに
重きを置いた講義にしたいと考えており，また，修士の学生には，小さな研究を完成させることを目標にするのでは
なくて，たとえ，修士の期間内に完了することができないとしも，意義のあり，それ故，やりがいを感じることがで
きる研究に従事させ，研究の面白さを肌で感じさせてあげたいと考えている．
2-2．教育内容（担当者）
系統講義としては，
医学部 1 年生の細胞生物学コースの中の特別な講義である「ゲノム医学入門」を一コマ担当した．
その他，医学部 3 年生の良医への道を一コマ担当した．いずれも，自分たちが関わっている分野における研究の最
前線について紹介することが求められている講義であるので，iPS 細胞について紹介させていただいた．また，加藤
講師は，本人の専門分野との関連から，医学部 2 年生の神経ユニットの講義を 1 コマ担当した．その他，夏期プロ
として，医学部 1 年生が 2 名，博士課程の大学院生が 1 名参加してくれたので，例年のごとく，iPS 細胞研究について，
現在の世界の動向を紹介するとともに，一部，実験を見学してもらった．大学院博士課程の講義に関しては，iPS 細
胞を用いた再生医療の実現に対して，現在，どのような点が問題になっているかを紹介した．
2-3．達成度
医学部学生に対する系統講義に関しては，
学生の興味を引き付ける内容の講義ができたと考えている．そのことは，
学生が付けてくれた点数からも裏付けられている．夏期プロの学生に関して，今年度も大変熱心な学生に来て持った
ため，こちらが予定していた以上の内容を講義し，かつ，実験に関しても，予定していた以上のものを体験してもらっ
た．博士課程大学院生の講義に関しては，最近の世界の動向をできるだけ網羅した講義にしようと考えたため，複数
の学生から，
「あまりに，内容が盛りだくさん過ぎて，途中から話に着いていけなかった」というコメントをもらっ
てしまった．修士課程の講義に関しては，ゲノム医学研究センターの岡﨑教授と片桐教授と私の 3 人で手分けして，
メディカルサイエンス・インターナショナル社からの「ヒトの分子遺伝学」をベースに講義を行った．修士の学生の
研究指導に関しては，ヒト iPS 細胞のナイーブ化という，極めて困難な，しかしながら，成功した場合のインパクト
は計り知れないほど大きいテーマを与えて研究を行ってもらった．初年度は，分子生物学的な手技を覚えることで精
いっぱいといった感じであったが，現在では，技術面だけでいえば，一流の研究者と遜色ないレベルに達することが
できており，次年度の研究の進展が楽しみな状況にある．今年度は，保健医療学部からの新規の卒業研究生はなかっ
たが，平成 21 年度からの 2 名は，引き続き研究を継続してくれ，研究を発展させてくれた．特に，1 名が行った実
験は，もう少し手を加えれば，原著論文にまとめることができるほどまで完成度を高めることができた．本研究に携
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わった学生は，卒業の為，平成 23 年度以降，研究を継続することはなくなったが，当研究室では，原著論文として
発表できるまで研究を継続していく意向である．
2-4．自己評価と次年度計画
医学部 1 年生の細胞生物学コースに関しては，授業の形態が変わったことに伴い，当部門としては，本コースの
中の特別な講義である「ゲノム医学特論」に参加するのみとなったが，講義内容に関してほとんど制約がないので，
研究の面白さ・醍醐味を学生に伝える絶好の機会であると考えており，次年度以降に関しても積極的に参加させてい
ただこうと考えているのと同時に，授業を，よりソフィスティケートしたものにしたいと考えている．修士課程の学
生の研究指導に関しては，次年度が最終学年であるので，できる限り早い時期に研究をまとめ，また，研究発表能力
等に関しても身に着けさせるように教育していくつもりである．

3．研究
3-1．目的・目標
本部門は，ES 細胞と iPS 細胞研究の両方を行っている．現時点では，政府から多額の研究費が授与されていると
いうことに対する責任もあって，研究室の勢力の配分が，iPS 細胞研究に偏った形になっているが，決して，現在の
異常なまでの iPS 細胞研究のブームに踊らされることなく，自分たちが iPS 細胞のオールジャパンのメンバーに入
れていただいたという理由が，自分たちの長年の ES 細胞研究が評価されて選ばれたということを忘れずに，iPS 細
胞研究を，ES 細胞研究の延長線上にあるものとした捉え方で研究を進めて行くことにより，自分たちのオリジナリ
ティーを発揮していきたいと考えている．
3-2．研究グループ（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．ES 細胞における Nucleostemin タンパク質の役割
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．c-Myc 遺伝子が持つ iPS 細胞誘導促進活性の分子メカニズムの解明
5．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
c-Myc タンパク質の ES 細胞における役割に関する研究に関しては，c-Myc タンパク質が機能する上で必須なタン
パク質である Max タンパク質をコードしている遺伝子のホモ欠失 ES 細胞を用いた解析を長年継続して行ってきたが，
昨年の c-Myc/Max タンパク質の変異体を用いた実験によるブレークスルーのお陰で，今年度，一気に研究を進展さ
せることができた．最も大きな発見は，c-Myc が，Oct-3/4 タンパク質等と同様に，ES 細胞の未分化維持において必
須であるという現在の概念は，必ずしも正しくなく，ES 細胞の培養条件を工夫することにより c-Myc タンパク質が
なくても，ES 細胞としての特筆すべき性質は全て維持可能であることを示したことである．その他，Max ホモ欠失
ES 細胞の細胞分化と細胞死とは，決してランダムに起こることはなくて，細胞死に先立って ES 細胞は必ず分化する
ことを見出した．これらのデータをまとめて，平成 22 年 11 月に，Cell 誌の姉妹誌である Cell Stem Cell に投稿し，
現在，3 回の revise を経て最終判断を待っているところであり，いずれにせよ，近々に受理されることは間違いない
と考えている．そして，Cell Stem Cell は，インパクトファクターが 23.5 もある超一流な雑誌である，実際に採択さ
れた場合，当研究室としても大きな快挙となる．Nucleostemin 遺伝子の研究に関しては，昨年度，Stem Cells への
論文の発表後，同遺伝子の発現の消失に伴い，pluripotency マーカー因子の一つである Nanog の発現が特異的に減
少していることを見出していたが，その減少している Nanog を人工的に過剰発現させると，この Nucleostemin ホモ
欠失 ES 細胞が示す致死的なフェノタイプが消失することが明らかになった．UTF1 遺伝子に関する研究に関しては，
その UTF1 遺伝子ノックアウトマウスが，誕生時，体が小さく，大抵の場合，24 時間以内に死亡するという理由が，
胎盤の問題に起因した，いわゆる子宮内胎児発育遅延が原因であることが明らかになった．c-Myc タンパク質が細胞
を癌化させる場合と同様，iPS 細胞誘導に対して促進活性を示す場合でも，パートナー因子として Max タンパク質が
必要であることを確定することができたが，その事実をベースに c-Myc を安全に利用できるシステムの構築という
発想が浮かび，現在，キメラマウス解析により，それを証明しつつあるところである．Partial iPS 細胞に関しては，
Partial iPS 細胞から，真の iPS 細胞ヘと変換させる上で関与する遺伝子を piggyBac ベクターを用いたゲノム遺伝子
のランダムな活性化により，網羅的にスクリーニングするという実験系が確立でき，かつ，現時点では，どういった
遺伝子が活性化されているかは同定できていないが，特定な 1 つの遺伝子の活性化により，効率よく，iPS 細胞ヘと
変換したクローンを得ることができた．
3-4．自己評価と次年度計画
今年度は，当部門から，目に見える業績として，ほとんど輩出することができなかったが，＜研究内容＞の項に詳
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細に記載させてもらったように，c-Myc タンパク質の ES 細胞における役割に関する研究が Cell Stem Cell という超
一流誌にほぼ掲載されるであろうところまで漕ぎ着けることができた．最終的に採択されなければ，何の意味もない
が，自分なりに精一杯頑張ったと自負している．iPS 細胞研究に関しては，本格的に初めて 2 年が経過したが，漸く，
他の研究室からの iPS 細胞研究成果の追随ではなくて，自分たちのオリジナリティーを発揮できる基盤ができたと考
えている．特に，partial iPS 細胞から，真の iPS 細胞への変換に関与する遺伝子のゲノムワイドなスクリーニングに
関しては，質の高い研究へと発展できるのではないかと大いに期待している．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
ES 細胞研究として，この 3 年間，最も力を注いでいた c-Myc の機能解析の研究がほぼ完了し，年末の論文の投稿
から年度末までの 5 か月間におよぶ Cell 誌の姉妹誌である Cell Stem Cell とのやり取りの過程で，「ほぼ採択間違い
なし」という段階までもっていくことができた．平成 23 年度早々には，採択されるものと考えられる．iPS 細胞研
究に関しては，partial iPS 細胞から，真 iPS 細胞への変換を規定している分子メカニズムの解明に関する研究に関し
ては，ゲノム遺伝子の piggyBac ベクターを用いたランダムな活性化によるスクリーニング方法が確立できたことに
より，平成 23 年度での大きな飛躍が期待される．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
「該当なし」
4-2．診療実績データ
「該当なし」
4-3．診療内容，治療成績
「該当なし」
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
「該当なし」
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
「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
査読
1．Stem Cell and Development 2010 年 5 月
2．Biochemical Biophysical Research Communication 2010 年 8 月
3．Biochemical Biophysical Research Communication 2010 年 9 月
4．Biochemical Biophysical Research Communication 2010 年 11 月
5．Biochemical Biophysical Research Communication 2010 年 11 月
6．PLOS ONE 2010 年 12 月
7．Biochemical Biophysical Research Communication 2011 年 1 月
8．Biochemical Biophysical Research Communication 2011 年 2 月
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 Suzuki K, Ohbayashi F, Nikaido I, Okuda A, Takaki H, Okazaki Y, Mitani K. Integration of exogenous DNA into
mouse embryonic stem cell chromosome shows preference into genes and frequent modiﬁcation at junctions.
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Chromosome Res. 18:191-201, 2010. ＜論文＞
②片野

幸，野村

フロンティア

淳，加藤英政，奥田晶彦

" 癌細胞と幹細胞で発現する Nucleostemin 遺伝子の役割 " 細胞周期

佐方功幸，稲垣昌樹，岸本健雄編

③奥田晶彦，菱田友昭

共立出版 pp.225-229, 2010 ＜著書＞

"Myc/Max 転写複合体非存在下における ES 細胞の無限の自己増殖性 " 第 10 回日本再生医

療学会年会

シンポジウム（2S-1）iPS・ES 細胞の万能性と維持機構の解明

京都新宿区

2011 年 3 月 2 日）＜シンポジウム講演＞

〜 Pluripotency の正体とは〜（東

④ Katano M, Kato H, Nomura J, Okuda A "The Nexus between Nucleostemin and Nanog for the maintenance of ES
cell pluripotency" 第 33 回日本分子生物学会年会・第 83 回日本生化学会大会合同大会 （神戸市
イランド，2010 年 12 月 10 日）＜一般ポスターからの選出，口頭発表者
⑤奥田晶彦

神戸ポートア

片野＞

"ES 細胞の無限の増殖における c-Myc/Max 転写複合体の役割 " 広島大学原爆医療研究所

セミナー （広島県広島市

広島大学原爆医療研究所

分子疫学

2010 年 12 月 13 日）＜研究所セミナー＞

⑥ Okuda A, Hishida H, Nozaki Y, Kato H. "No requirement of c-Myc/Max transcriptional complex for maintaining
cell viability and pluripotency of ES cells cultured with 2i + LIF condition." ISSCR 8 ▲ th ▲ Annual Meeting, San
Francisco, USA June 18, 2010

＜ポスター発表＞

⑦菱田友昭，野崎友里子，加藤英政，西本正純，奥田晶彦

"c-Myc/Max 複合体はＥＳ細胞の LIF を介した自己複

製及び分化多能性維持に必須である " 第 33 回日本分子生物学会年会・第 83 回日本生化学会大会合同大会 （神
戸市

神戸ポートアイランド，2010 年 12 月 10 日） ＜ポスター発表＞

⑧西本正純，加藤英政，片野

幸，山岸敏之，菱田友昭，加門正義，鍋島曜子，鍋島陽一，奥田晶彦

" 胎盤を持

つ哺乳類に特異的ない遺伝子の一つである UTF1 遺伝子の胎盤形成における役割 " 第 33 回日本分子生物学会年
会・第 83 回日本生化学会大会合同大会 （神戸市

神戸ポートアイランド，2010 年 12 月 10 日） ＜ポスター

発表＞
⑨加門正義，加藤英政，菱田友昭，平木啓子，片野

幸，西本正純，奥田晶彦

"Establishment of partial iPS

representing a novel intermediated state which are more advanced than those previously reported." 第 33 回日本
分子生物学会年会・第 83 回日本生化学会大会合同大会 （神戸市

神戸ポートアイランド，2010 年 12 月 10 日）

＜ポスター発表＞
⑩ Hiraki K, Kato H, Takada H, Araki T, Okuda A. "Culturing human iPS cells under non-feeder conditions alters
their basic pluripotent status." 第 33 回日本分子生物学会年会・第 83 回日本生化学会大会合同大会 （神戸市
神戸ポートアイランド，2010 年 12 月 10 日）＜ポスター発表＞
総数：論文

1 件，学会発表

9件

6-2．獲得研究費
奥田晶彦（代表）
文部科学省科学研究費

基盤研究 C

課題名：c-Myc/Max 転写複合体による ES 細胞の未分化性維持の分子メカニズムの解明
配分額

1,600 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）

研究領域：人工多能性幹細胞（iPS 細胞）作製・制御等の医療基盤技術
課題名：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：27,000（千円）
奥田晶彦（分担）
（代表

岡﨑康司）

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・治療標的の包含的解明と臨床応用へ
の総合研究拠点」
配分額：8,200（千円）
6-3．受賞
「該当なし」
6-4．特許，実用新案
特許（PTC 出願）
発明の名称：人工性多能性幹細胞の製造方法
出願番号： PTC/JP2011/53110
出願日：
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発明者：菱田友昭，加藤英政，奥田晶彦
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
この 3 年間において研究室の勢力として最も勢力を注いでいた c-Myc の研究の論文が，Cell Stem Cell に採択され
る一歩手前まで到達することができたが，完全な採択には至らず，次年度に持越しになってしまった．但し，平成
23 年度のできるだけ早い時期に解決したいと考えている．iPS 細胞研究に関しては，研究を本格的に始めて 2 年が
経過したところであるが，c-Myc に関する研究と partial iPS 細胞の研究のいずれに関してもうまく軌道に乗りつつあ
る．教育に関しては，特に学部学生の教育に関して，長年続いていた医学部 1 年生の細胞生物学コースの授業の形
態が大きく変わったことや，保健医療学部の卒業研究が必修ではなく，選択科目になったことなどに伴い，例年通り
の協力できなかった部分があったが，次年度以降は，それらの変化に対応して，協力できる部分を自ら見つけ出し，
教育に対して，積極的に取り組んでいこうと考えている．
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4．病態生理部門
1．構成員
部門長

片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：教授：研究副主任：教育副主任：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：博士

大手

聡（OHTE, Satoshi）
：助教：研究員：教育副主任：修士

米山克美（YONEYAMA, Katsumi）
：助手
笹沼寛樹（SASANUMA, Hiroki）
：研究員：博士
進

正史（SHIN, Masashi）
：リサーチフェロー：博士

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，3 年生を対象とした医学概論の講義，大学院修士，および，
看護学科における分子生物関連の講義を通して，生命科学への興味を深め，将来，臨床医や医療関連従事者としてと
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させる．また，社会人大学院生の学位取得に向けた論文
作成に取り組む．保健医療学部の卒業研究生，および研究体験生に対し，基礎研究の意義と面白さを伝える．夏期休
暇プログラムでは，全学部の全学年を対象として参加者を公募した．
2-2．教育内容
片桐は，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」（5 時間）及び，ゲノム医学研
究センターによる特別講義（1 時間）
，医学部 3 年生の医学概論（1 時間），大学院修士のゲノム医学概論（5 時間）
，
看護学科の生命科学（5 時間）を担当した．
また，社会人大学院生 1 名については，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．さらに，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．保健医療学部からの研究卒業生 3 名と研
究体験生 2 名については，大手，米山と共に基礎実験の基本的操作，計画，結果の解釈等を指導した．夏期休暇プ
ログラムには，医学部学生 1 名と大学院生 1 名が参加し，難病・進行性骨化性線維異形成症について実験を交えな
がら 5 日間にわたりディスカッションを行った．
2-3．達成度
特に，
医学部 3 年生に対する医学概論の講義に対する評価が高く，前期の「医学概論」の中で学生評価は最高点であっ
た．細胞生物学 I や，看護学科で行われた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，社会人大学院生（大手）は，研究成果を国内外の学会で複数回にわたり発表する研究成果を
あげており，
学位取得に向けた準備を順調に進めた．3 名の卒業研究生は，いずれもかなり充実した研究期間を過ごし，
最後に各自の卒業論文を作成した．保健医療学部において，全卒業論文が冊子としてまとめられる予定である．研究
体験の 2 名も，休暇中などを利用しながら積極的に研究に参加した．来年度は，2 名とも卒業研究生として参加する
予定である．
2-4．自己評価と次年度計画
医学部の学部生，大学院生，保健医療学部学生への教育は，それぞれ十分に目標を達成した．順当に計画が進んで
いると考える．博士研究員の研究指導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．
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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，片桐と大
手は埼玉医科大学 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 FOP の異所性骨化誘導に重要なシグナルである BMP シグナルの細胞内伝達機構につい
て，いくつかの重要な研究論文を発表できた．まず，BMP シグナル伝達に重要な転写因子 Smad1 と Co-Smad であ
る Smad4 の役割について，BMP による骨芽細胞分化誘導には Smad1 が，筋分化抑制には Smad4 がそれぞれ重要で
あることを J. Biol. Chem. 誌に発表した．さらに，これまで Smad の脱リン酸化によってシグナルを調節すると考え
られていたホスファターゼ PPM1A と SCP1 がそれぞれ Smad の脱リン酸化によらない作用機序も有していることを J.
Bone Miner. Res. 誌および Mol. Endc. 誌にそれぞれ発表した．
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．
今年度は，埼玉医科大学ゲノム医学研究センターが 30 周年記念講堂で主催している第 8 回 RCGM フロンティア
国際シンポジウムの事務局として，シンポジウムの企画・運営を担当した．海外から 3 名，国内 2 名による特別講
演などを行い，のべ 120 名以上の参加者があった盛大な会となった
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，今年度の研究も十分世界に通用する成果を挙げており，当初の目標以上の成果を挙げた年度と考え
る．次年度も発展的に FOP 研究を進め，さらに，運動器全般を視野に入れた発症機序の解明と，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), Journal of Bone and Mineral Research (Board
member)
査読
片 桐 岳 信：J. Biol. Chem, Biochem. Biophys. Res. Commun., J. Bone Miner. Metab., J. Bone Miner. Res., Bone, J.
Biochem. Biochem J, J. Cell. Biochem., Platelet, Diﬀerentiation, Am J Physiol Cell Physiol, Biol Cell
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 8 報
日本語総説 3 報
招待口演 7 回
学会発表 12 回
① Kokabu, S., Ohte, S., Sasanuma, H., Shin, M., Yoneyama, K., Murata, E., Kanomata, K., Nojima, J., Ono, Y., Yoda, T.,
Fukuda, T., and Katagiri, T. (2011) Small C-terminal domain phosphatase 1, a Smad phosphatase, inhibits BMP769
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induced osteoblastic diﬀerentiation by suppressing downstream eﬀectors of Smads. Mol Endc 25, 474-481
② Ono, Y., Calbaheu, F., Morgan, J.E., Katagiri, T., Amthor, H., and Zammit, P.S. BMP signalling permits population
expansion by preventing premature myogenic diﬀerentiation in muscle satellite cells. (2011) Cell Death Diﬀer
18, 222-234
③ Tokuzawa Y, Yagi K, Yamashita Y, Nakachi Y, Nikaido I, Bono H, Ninomiya Y, Kanesaki-Yatsuka Y, Akita M,
Motegi H, Wakana S, Noda T, Sablitzky F, Arai S, Kurokawa R, Fukuda T, Katagiri T, Schonbach C, Suda T, Mizuno
Y, and Okazaki Y. (2010) Id4, a new candidate gene for senile osteoporosis acts as a molecular switch promoting
osteoblast diﬀerentiation. PLoS Genet 6:e1001019.
④ Fukuda, T., Kokabu, S., Ohte, S., Sasanuma, H., Kanomata, K., Yoneyama, K., Kato, H., Akita, M., Oda, H., and
Katagiri, T. (2010) Canonical Wnts and BMPs cooperatively induce osteoblastic differentiation through a
GSK3beta-dependent and beta-catenin-independent mechanism. Diﬀerentiation 80, 46-52.
⑤ Nakashima Y, Haga N, Kitoh H, Kamizono J, Tozawa K, Katagiri T, Susami T, Fukushi J, and Iwamoto Y. (2010)
Deformity of the great toe in ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressiva. J Orthop Sci 15:804-809.
⑥ Nojima, J., Kanomata, K., Takada, Y., Fukuda, T., Kokabu, S., Ohte, S., Takada, T., Tsukui, T., Yamamoto, T.S.,
Sasanuma, H., Yoneyama, K., Ueno, N., Okazaki, Y., Kamijo, R., Yoda, T., and Katagiri, T. (2010) Dual roles of Smad
proteins in the conversion from myoblasts to osteoblastic cells by bone morphogenetic proteins. J Biol Chem 28,
15577-15586.
⑦ Katagiri, T, (2010) Heterotopic bone formation induced by bone morphogenetic protein signaling: ﬁbrodysplasia
ossiﬁcans progressiva. J Oral Biosci 52, 33-41.
⑧ Kokabu, S., Nojima, J., Kanomata, K., Ohte, S., Yoda, T., Fukuda, T. and Katagiri, T. (2010) Protein phosphatase
magnesium-dependent 1A-mediated inhibition of BMP signaling is independent of Smad-dephosphorylation. J
Bone Miner Res 25, 653-660.
⑨片桐岳信（2010）進行性骨化性線維異形成症 (FOP) の発症メカニズム Clin Neurosci 28, 480-481.
⑩片桐岳信，神薗淳司，中島康晴，鬼頭浩史，須佐美隆史，芳賀信彦（2010）BMP と進行性骨化性線維異形成症
クリニカルカルシウム 20, 1510-1517.
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：900 万円
片桐岳信（代表）
文科省科学研究費

基盤研究（B）
：
「筋組織の異所性骨化に基づく運動器の形成と再生機構の解明」

配分額：494 万円
片桐岳信（代表）
文科省科学研究費

挑戦的萌芽研究：
「BMP シグナル修飾因子の同定と機能解析」

配分額：300 万円
片桐岳信（分担）
（代表：戸山芳昭）
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：350 万円
片桐岳信（分担）
（代表：小森哲雄）
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
大手

聡（代表）

文科省科学研究費

若手研究（スタートアップ）：「血小板に含まれる骨形成促進因子の骨格形成と血管における生

理的役割の解明」
配分額：122.2 万円
進

正史（代表）

文科省科学研究費
配分額：208 万円
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「口腔扁平上皮癌による顎骨浸潤における BMP シグナルの関与の解明」

病態生理部門

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
卒後教育委員会後援学術集会
平成 22 年 4 月 16 日（金）16：00 〜 17：30
哺乳動物細胞における機能性小分子 RNA の働き：その作用機序と応用研究
国立精神・神経センター神経研究所

遺伝子工学部

北条浩彦

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 22 年 8 月 27 日（金）16：00 〜 17：00
異所性骨化を示す骨系統疾患の臨床像
九州大学整形外科

講師

中島康晴

先生

第 8 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム「ゲノム情報と細胞の働き」
平成 22 年 11 月 3 日（水）9：20 〜 18：00
【特別講演】
自然免疫と獲得免疫のインターフェース
埼玉医科大学免疫学

教授

松下

祥

BMP Signaling is required for Fracture Repair.
Harvard School of Dental Medicine Dr. Vicki Rosen
Postnatal Progenitors of Mesoderm Derivatives: Nature, Origin, and Potency.
Sapienza University of Rome Dr. Paola Bianco
Biology of Platelet Factor 4: Study using Transgenic Mice.
The Children's Hospital of Philadelphia Dr. Anna Kowalska
Molecular Characterization of Stem Cells in Skeletal Muscle.
国立精神・神経センター神経研究所遺伝子疾患治療研究部

部長

武田伸一

先生

【埼玉医科大学ゲノム医学研究センター講演】
エピジェネティック制御因子としての非コード RNA
ゲノム医学研究センター

遺伝子構造機能部門

教授

黒川理樹

先生

ビタミン K の新しい作用機構
ゲノム医学研究センター

遺伝子情報制御部門

客員教授

井上

聡

先生

ES・iPS 細胞の外部刺激から遮断された ground state における転写ネットワーク
ゲノム医学研究センター

発生・分化・再生部門

教授

奥田晶彦

先生

外来 DNA の哺乳類細胞染色体への組込み様式について：実はランダムでも正確でもない！
ゲノム医学研究センター

遺伝子治療部門

教授

三谷幸之介

先生

ゲノムワイドアプローチを用いた間葉系細胞分化の転写制御因子の探索
ゲノム医学研究センター

ゲノム科学部門

教授

岡﨑康司

先生

転写因子 Smad による骨と筋の細胞分化の制御
ゲノム医学研究センター
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教授

片桐岳信

先生

卒後教育委員会後援学術集会
平成 22 年 11 月 17 日（水）16：00 〜 17：30
Cellular and molecular mechanisms regulating joint and articular cartilage
formation.
Thomas Jeﬀerson University, Department of Orthopaedic Surgery
岩本容泰

先生

卒後教育委員会後援学術集会
平成 23 年 1 月 21 日（水）16：00 〜 17：30
ゼブラフィッシュとヒト遺伝子機能解析
村山医療センター 臨床研究センター 再生医学研究室

室長

中村幸男

先生

ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会
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平成 23 年 2 月 18 日（金）17：00 〜 18：15
破骨細胞機能発現における avb3 インテグリンの役割
湯河原厚生年金病院

リウマチ科

部長

仲村一郎

先生

卒後教育委員会後援学術集会
平成 23 年 2 月 21 日（水）16：00 〜 17：30
転写因子 NF- κ B による骨代謝調節機構
九州歯科大学 生命科学講座 分子情報生化学分野・教授

自見

英治郎

先生

7．自己点検・自己評価
今年度は，病態生理部門が中心となって，FOP の異所性骨化誘導に重要な BMP シグナルに関する論文を J. Biol.
Chem. , J. Bone Miner. Res., および Mol. Endcrin. 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 発症の分子メカニズムの解明に向けた大きな前進であると考えられる．このように，
病態生理部門のこれまでの研究成果が着実に発展しており，世界的にも FOP・BMP の基礎研究をリードしているも
のと考える．今後も，こうした質の高い研究を継続できるよう，教員が協力しながら部門の運営に当たりたい．また，
これらの研究を教育に反映させることを強く意識しており，普段の講義や夏期休暇プログラムにおいて，最先端の研
究テーマを学部学生や大学院生と一緒に考えたい．
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・講演会での発表，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．
また，今年度は毎年ゲノム医学研究センターが中心となって開催している RCGM フロンティアシンポジウムの担
当研究室としてシンポジウムの運営・開催に携わった．今年度は 2 年に 1 度の国際シンポジウムであったことから，
海外の著名な研究者を含む 5 名の特別講演，ゲノム医学研究センター各部門の部門長による講演ならびにスタッフ
によるポスターセッションを開催した．学内外の参加者のみならず，招待演者の方々からも高い評価をいただくこと
が出来，ゲノム医学研究センターの質の高い仕事を広く公表することに貢献できたと考えている．
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5．ゲノム科学部門
1．構成員
部門長

岡﨑康司（OKAZAKI, Yasushi）
：教授：教育副主任：研究主任：ゲノム科学，循環器病学，分子生物学，
分子遺伝学：博士

須田立雄（SUDA, Tatsuo）
：客員教授：博士
豊島秀男（TOYOSHIMA, Hideo）
：客員准教授：博士
水野洋介（MIZUNO, Yosuke）
：助教：教育副主任：研究員：分子生物学：博士
八塚由紀子（YATSUKA, Yukiko）
：助手：修士
横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）
：助教（実験動物施設兼担）：分子生物学：博士
二宮裕一（NINOMIYA, Yuichi）
：共同研究員：博士
徳澤佳美（TOKUZAWA, Yoshimi）
：ポストドクトラルフェロー：特任研究員：博士
森山陽介（MORIYAMA, Yohsuke）
：特任研究員：博士
伊関大敬（ISEKI, Hiroyoshi）
：特任研究員：博士
菅原（山下）泉（YAMASHITA̲SUGAHARA, Yzumi）：大学院生
上原奈津美（UEHARA, Natsumi）
：特別研究学生
高梨孝子（TAKANASHI, Takako）
：特任研究補助員
清水千春（SHIMIZU, Chiharu）
：特任研究補助員

2．教育
2-1．目的・目標
当部門では，ゲノム全体の構造や生物学の最新情報も反映させた基礎知識を学生に習得させることを意識しつつ，
分子生物学の基本的な技術や考え方を伝えながら，細胞分化，増殖，さらには各種疾患と遺伝子との関連性を明らか
にすることを目標としている．これを踏まえて，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
持ち，自ら考える癖と考える力を養う指導を念頭に置き，常に世界的な研究レベルを意識させるように心掛けている．
積極的に学部学生の指導を行うとともに大学院生を受け入れ，医学・医療に還元できる優れた人材を育成したい．
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た．当部門で実施されている研究内容を分かりやすく講義し，
最新の分子生物学・遺伝学の一端を学生に体感させた．夏期プログラムでは，昨年に引き続き，（1）「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，（2）「法医学や親子鑑定で用いる DNA 鑑定を体
験する」という 2 本立てのテーマで実施した．前者は医学部より 2 名，保健医療学部より 5 名，大学院より 2 名の
合計 9 名の学生が参加し，ＰＣＲ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．後者では医学部・保健医療学部・大学院から各 1 名，の合計 3 名の学生が参加し，法医学や親子鑑定で
実際に使用されているマイクロサテライトマーカーによる個人識別の手法を体験してもらった．大学院教育では，大
学院生 1 名（山下泉）に対して，研究テーマに基づいた研究指導を行った．さらに，保健医療学部 4 年生の 3 名に
対して，卒業研究の指導を行い，卒業研究論文作成の指導を行った．
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，学部生・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．
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，今年度より通常の講義形式による授業形態へ変更となったが，
ゲノム科学部門で行っている研究を適切に紹介し，最先端の分子生物学・遺伝学を学生に伝えることができた．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，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った．夏期プログラムでは
今年度は延べ 12 名もの学生からの参加があり，適切に指導を行うことができた．我々のプログラムへの学生の参加
希望は年々増加しており，プログラムの充実度を裏打ちしている．来年度もプログラム内容の検討を重ねて，さらに
充実したものにして，分子生物学的手法の一部の体験を通して遺伝子型や DNA 配列の個人差を体感してもらいたい
と考えている．
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3．研究
3-1．目的・目標
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．ゲノム情報か
ら得られる大量のデータのバイオインフォマティクスを用いた大規模解析と，実験医学によるその検証という両方の
手法を駆使することにより，遺伝子ネットワークの解明と病態解明に迫る．これらの研究を通して，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．まず，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する．また，幹細胞や iPS を誘導，維持するのに必要
な遺伝子とその機能を解明する．さらに，細胞内小器官の一つであるペルオキシソームの機能を調節する遺伝子の機
能を解明する．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て
いくことを目指す．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）メタボリックシンドロームに関わる分泌タンパク質の単離と機能解析（山下，徳澤，仲地，水野洋，岡﨑）
2）新規消化管ホルモン IBCAP の機能解析（横尾，豊島，伊関美，八塚，岡﨑）
3）Id4 の機能解析（徳澤，山下，仲地，須田，水野洋，八木，坊農，八塚，二宮，岡﨑）
4）タイリングアレイを用いた PPAR γと Runx2 のゲノム結合部位の解析（徳澤，仲地，水野洋，岡﨑）
5）新規 Runx2 標的遺伝子 GPR97 の機能解析（徳澤，仲地，水野洋，岡﨑）
6）脂肪，骨芽細胞分化に関与するマイクロ RNA の探索（水野洋，仲地，徳澤，岡﨑）
7）CAGE 法を用いた脂肪細胞分化および骨芽細胞分化におけるアンチセンス RNA 解析（仲地，水野洋，徳澤，岡﨑）
8）がん及び幹細胞関連遺伝子の機能解析（伊関大，岡﨑）
9）iPS 細胞誘導の為の分子基盤の解明による安全性の確保（伊関大，岡﨑）
10）ペルオキシソームプロセッシングタンパク質の解析（水野由，水野洋，伊関美，二宮，岡﨑）
11）ヒトミトコンドリア呼吸鎖異常症原因遺伝子の解析（徳澤，森山，水野洋，上原，八塚，岡﨑）
3-3．研究内容と達成度
Secretome 関連プロジェクトとして，新規分泌タンパク質の探索を行う目的で，脂肪組織より分泌されるタンパク
質を探索した．バイオインフォマティクスにより脂肪細胞で発現が上昇し，かつ分泌タンパク質や膜タンパク質が持
つシグナル配列や膜貫通領域を持つものを抽出した．こうしたスクリーニングで挙がった遺伝子の中には，脂肪細胞
分化時における PPAR γの ChIP tiling array 解析の中で発見された新規分子も含まれていた．この遺伝子は，脂肪細
胞分化時に発現が上昇し，レポーター解析や ChIP-PCR 実験の結果，PPAR γの標的であることが証明された．また
強制発現系やノックダウンによる解析で脂肪細胞分化への影響が観察された．
また，新しい消化管ホルモンの候補として，消化管特異的分泌タンパク IBCAP の同定に成功し，その解析を進めた．
IBCAP 遺伝子は機能の一部として，インスリン分泌を刺激するインクレチン様作用および膵β細胞の増殖作用を有す
ること，さらにプレホルモンから切断されて分泌および活性化される可能性を示唆するデータを得た．
Id4 の機能解析に関しては，ノックアウトマウスや間葉系幹細胞を用いた機能解析実験や Id4 結合蛋白質の同定を
行った結果，間葉系幹細胞の脂肪細胞，骨芽細胞方向への分化を調節する鍵因子として，inhibitor of DNA binding
4(Id4) の新たな機能を発見した．原著論文は PLoS Genetics.2010 Jul 8;6(7):e1001019. に投稿後受理，掲載された．
タイリングアレイを用いた PPAR γと Runx2 の結合部位の解析においては，間葉系幹細胞の脂肪細胞，骨芽細胞
方向への分化を調節する転写因子ネットワークを描くことを目的に Whole Genome Tilling array を用いて脂肪細胞分
化に必須の転写因子 PPAR γと骨芽細胞分化に必須の転写因子 Runx2 の結合部位を ChIP on chip 法で解析した．レ
ポーターアッセイによって，転写活性が変化した遺伝子について間葉系幹細胞での機能解析を実施した．
Runx2 標的遺伝子として着目した GPR97 遺伝子の機能解析を引き続き行っている．過剰発現実験やシグナル経路
の解析から GPR97 が NF-kB 経路を活性化させることを示唆するデータが得られてきた．今後はさらに詳細に GPR97
のシグナル経路の解析やリガンドの同定等を行う予定である．
また，脂肪，骨芽細胞分化に関与するマイクロ RNA の探索に関しては，脂肪・骨芽細胞分化のマスターレギュレー
ターとされる PPAR γや Osterix などの転写因子が特定のマイクロ RNA の転写制御を介して分化制御する可能性を
考え，これらの転写因子を RNAi でノックダウンさせた細胞をサンプルとしてマイクロ RNA 発現アレイ解析を行い，
これらの転写因子により制御される可能性の高いマイクロ RNA を複数見い出した．
CAGE(cap-analysis of gene expression) 解析に関しては，昨年度において CAGE 法による網羅的なトランスクリプ
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トーム解析により，従来の発現マイクロアレイ法では検出できなかった脂肪細胞分化および骨芽細胞分化に特徴的な
非コード RNA の発現を検出した．そこで我々はさらに踏み込んだ解析としてそれぞれの分化過程で特徴的なアンチ
センス RNA の探索を試み，その成果としていくつかのアンチセンス RNA の候補を同定した．
Alex1 の機能解析に関しては，マウス胚性幹細胞において解析を行った結果，Alex1 は Sox2 や Klf4 等の未分化性
維持因子により発現制御されている事，その過剰発現がエピブラスト様幹細胞のマーカー遺伝子を誘導する事を明ら
かにした．またヒト iPS 細胞における ALEX1 の発現抑制は形態的にマウス iPS 細胞に近づける事を見出した．新規
iPS 細胞作製効率化候補遺伝子をクローニングし，マウス iPS 細胞誘導を検討した結果，効率化に関わる遺伝子 10
個を同定した．その内の 1 つ Jarid2 は Oct3/4, Sox2, Klf4 に加え c-Myc が無いと効率的に働かない事や複数の他遺
伝子と組み合わせる事でさらに効率化が得られる事を明らかにした．
Tysnd1 欠損によるペルオキシソームタンパク質のプロセッシング機能の欠損が生体全体に及ぼす影響を調べる為，
耐糖能，インスリン抵抗性の測定を行った．測定は，基本食または高脂肪食を野生型，Tysnd1 欠損マウスそれぞれ
に与えて行った．耐糖能，インスリン抵抗性は Tysnd1 欠損マウスと野生型マウスに有意差は見られなかったが，平
均値では Tysnd1 欠損マウスの方でインスリン抵抗性が高かった．また，Tysnd1 欠損マウスの雄は不妊であったため，
精巣，精巣上体，精子の詳細解析を行った．その結果，精子形態の異常がみられ，形態異常に少なからず影響がある
と思われる一部の分子種の脂質含有量の低下が見られた．
今年度 9 月より新たに採択された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）を始動させ
た．まずは次世代シーケンサー解析を行うミトコンドリア呼吸鎖酵素異常症患者由来の検体の選択条件の決定やゲノ
ム DNA の調整，及びミトコンドリア呼吸鎖複合体を検出するため，BN-PAGE 法を研究室で立ち上げた．ミトコンド
リア呼吸鎖異常症の原因遺伝子を網羅的に同定するため，患者ゲノムの遺伝子領域の次世代シーケンサーでの解読を
開始した．また，患者由来の iPS 細胞を用いた特定組織での疾患の再現系と，生化学や顕微鏡を用いた細胞生物学的
な解析系の構築を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
これまでに得られてきた遺伝子やマイクロ 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いる．これらのデータを駆使すること
により，今年度においても複数の新知見の発見がなされた．Id4 による骨芽細胞分化制御機構の解明はその代表的な
ものであり，詳細な調節メカニズムの検証を行って，PLoS Genetics 誌に発表することができた．
今年度より新たにセルイノベーションプロジェクトを始動させ，「神経細胞機能に着目した，ミトコンドリア呼吸
鎖異常を起こす遺伝子変異の系統的な探索」というテーマのもと，ミトコンドリア呼吸鎖異常症の原因遺伝子を次世
代シーケンサを用いて網羅的に探索し，iPS 細胞やイメージング技術等も駆使してその発症メカニズムに迫る．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
該当なし

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
該当なし
4-2．診療実績データ
該当なし
4-3．診療内容，治療成績
該当なし
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
該当なし
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
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
岡﨑康司：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）運営委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
岡﨑康司：情報計算化学生物学会（CBI 学会）ジャーナル編集委員
岡﨑康司：Journal of Biomedicine and Biotechnology エディター
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
岡﨑康司：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）
岡﨑康司：日本学術会議連携会員
岡﨑康司：情報計算化学生物学会（CBI 学会）理事
岡﨑康司：オミックス医療研究会 理事，評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Tokuzawa Y, Yagi K, Yamashita Y, Nakach Y, Nikaido I, Bono H, Ninomiya Y, Kanesaki-Yatsuka Y, Akita M, Motegi
H, Wakana S, Noda T, Sablitzky F, Arai S, Kurokawa R, Fukuda T, Katagiri T, Schonbach C, Suda T, Mizuno Y and
Okazaki Y. Id4, a New Candidate Gene for Senile Osteoporosis Acts as Molecular Switch Promoting Osteoblast
Diﬀerentiation. PLoS Genetics.：6(7): e1001019(2010)
② Iseki H, Takeda A, Andoh T, Takahashi N, Kurochkin IV, Yarmishyn A, Shimada H, Okazaki Y, Koyama I. Human
Arm protein lost in epithelial cancers, on chromosome X 1 (ALEX1) gene is transcriptionally regulated by CREB
and Wnt/beta-catenin signaling. Cancer Sci. 101(6):1361-6(2010)
③水野洋介，岡﨑康司：DNA マイクロアレイ 新遺伝子工学ハンドブック 改訂第 5 版 第 8 章 ハイスループットな
手法 P325-331 羊土社（2010）
④村松正實，山本

雅，岡﨑康司 改訂第 5 版 新 遺伝子工学ハンドブック 羊土社（2010）

⑤森之宮病院 講演「遺伝子と疾患」
（2010/9/30）大阪，岡﨑康司
⑥ EASD (European Association for the Study of Diabetes) Transgenic mice expressing an intestine-speciﬁc secretory
protein, IBCAP, demonstrates pancreatic beta cell augmenting activity. (2010/9/20-24) Dusseldorf,Germany
: Yokoo T, Watanabe K, Tada-Iida K, Suzuki H, Shimano H, Ishikawa S-E, Kawakami M, Okazaki Y, Yamada N,
Toyoshima H.
⑦第 33 回日本分子生物学会年会 間葉系幹細胞の分化を制御する転写因子によるマイクロ RNA の調節 Regulation
of miRNA transcription by transcription factors involved in diﬀerentiation of mesenchimal stem cells (2010/12/8)
兵庫；水野洋介，仲地

豊，徳澤佳美，八塚由紀子，岡﨑康司

⑧第 33 回日本分子生物学会年会 ST2 細胞の脂肪細胞分化に伴って発現が上昇する新規 PPAR γターゲット遺伝子
の同定 (2010/12/10) 兵庫；菅原

泉，徳澤佳美，仲地

豊，水野洋介，岡﨑康司

【総数：論文 2 件，日本語総説 1 件，和文図書 1 件，招待講演 1 件，学会発表 9 件】
6-2．獲得研究費
岡﨑康司（代表）
革新的細胞解析研究プログラム（セルイノベーション）「神経細胞機能に着目した，ミトコンドリア呼吸鎖異常を
起こす遺伝子変異の系統的な探索」
配分額：3,000 万円
岡﨑康司（分担）
（代表：萩原弘一）
難治性疾患克服研究事業「特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障害に関与する日本人特異的遺伝素因に関する研究」
（研究代表者一括計上）
岡﨑康司（代表）
科学研究費補助金 基盤研究 (C)「Tysnd1 の機能解析とその病態発症ネットワーク」
配分額：130 万円
岡﨑康司（分担）
（代表：奥田晶彦）
戦略的創造研究推進事業 (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
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岡﨑康司（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
豊島秀男（代表）
科学研究費補助金 基盤研究 (C)
「インスリン分泌及びβ細胞増加促進作用を持つ新規消化管ホルモン IBCAP の研究」
配分額：182 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
「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」
特願 2008-195099（国内）2008 年 7 月 29 日，発明者：岡﨑康司，八木

研，二階堂愛

「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 2009-061208（国内）2009 年 3 月 13 日，発明者：徳澤佳美，岡﨑

康司

「ペルオキシソーム生合成および機能に関連する障害を治療および診断するための医薬組成物」
特願 US 7,605,005 B2（国外）2009 年 10 月 20 日，発明者：岡﨑

康司

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
これまで当研究室で蓄積してきた，脂肪・骨芽細胞分化関連の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活用して，有用な知
見のいくつかを原著論文にまとめて投稿し，
インパクトのある発表を行うことができた．引き続きこれらの大規模デー
タから有用な知見を発掘し，大きな成果としてまとめていきたい．今年度 9 月より始動したセルイノベーションプ
ロジェクトでは，臨床グループや iPS 細胞あるいはイメージング技術をもつグループと積極的に共同研究を進め，ミ
トコンドリア呼吸鎖異常症原因遺伝子の探求とその機能解明を目指していく．
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，卒業研究などの指導を通して，
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った．これらの講義・指導を通して，学生が得たもの
は非常に大きかったと考えている．大学院教育では，1 名について引き続き学位取得に向けた研究成果を得るための
指導を行っている．今年度は新規大学院学生の受け入れはなかったが，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，様々な機会を活かしてアピールしていきたい．
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6．遺伝子治療部門
1．構成員
部門長

三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）
：教授：研究副主任：教育副主任：遺伝子治療学，ウイルス学：博士

鈴木啓一郎（SUZUKI, Keiichiro）
：助教：教育員：研究員：博士
相澤絵美（AIZAWA, Emi）
：助手
徳光綾子（TOKUMITSU, Ayako）
：ポスドク：博士
平林裕香（HIRABAYASHI, Yuka）
：研究補助員
岩長ゆずる（IWANAGA, Yuzuru）
：特任技術員
吉田洋子（YOSHIDA, Yoko）
：特任研究補助員

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（担当者）
＊「細胞生物学」
（医学部 1 年生，6 コマ）の講義を担当した（三谷）．
＊保健医療学部特別講義（看護学科 1 年生，5 コマ）の講義を担当した（三谷）．
＊基礎腫瘍学（がんプロ）の一部を担当した（三谷）．
＊夏期プロで医学部学生を指導した（相澤，三谷）．
＊保健医療学部 4 年生 2 名の卒業研究の指導をした（鈴木，相澤，三谷）
2-3．達成度
様々な学部，学年に対して教育活動を行った．
保健医療学部学生は，無事に卒業論文を提出した．
2-4．自己評価と次年度計画
平成 23 年度も引き続き，学部生や大学院生に対する教育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）
高効率に標的遺伝子組み換え可能なヒト万能細胞の創製
鈴木啓一郎，相澤絵美，岩長ゆずる，徳光綾子，三谷幸之介
ワンステップ iPS 細胞誘導・相同組換え法の開発
相澤絵美，三谷幸之介
3-3．研究内容と達成度
遺伝子ターゲッティング効率が高いヒト人工多能性幹 (iPS) 細胞を作製するために，ヘルパー依存型アデノウイル
スベクター（HDAdV）を用いた高頻度相同組換え法を用いて，DNA ライゲース遺伝子群（LIG1, LIG3）及び KU80
遺伝子をノックアウトしたヒト iPS 細胞ヘテロ変異株を樹立した．しかし，HPRT 遺伝子座における遺伝子ターゲッ
ティングの頻度は，正常 iPS 細胞と KU80 ヘテロ細胞とで差は見られなかった．
また，ヒト iPS 細胞を利用した遺伝病の遺伝子修復治療への治療応用を目指し，細胞操作過程での変異の蓄積等を
最低限にするために，HDAdV を用いた高頻度相同組換え法を用いて，ヒト iPS 細胞の誘導と誘導された iPS 細胞か
らの相同組換え体の樹立を同一ディッシュ上で可能にする方法論を確立するために実験を行った．特に，IL2 受容体
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γ鎖異常によって起こる重度免疫不全症のモデルマウスを用いて，実験を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
ヒト iPS 細胞を用いて，DNA のランダムな染色体部位への組み込みに関与する種々の遺伝子のノックアウト細胞
を作製したが，現在までのところ，遺伝子ターゲッティング効率の上昇した細胞は得られていない．異なるアプロー
チを用いて研究を継続したい．
また，ワンステップ iPS 細胞誘導・相同組換え法はマウスでの実験はほぼ終わり，来年度はヒト細胞を用いた実験
に発展させたい．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
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，マウスやヒト iPS 細胞において，種々の遺伝子ノッ
クアウト株や，また遺伝病病因遺伝子の修復を行った．来年度は，治療応用をより強く意識した研究への発展が期待
される．

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
該当なし
4-2．診療実績データ
該当なし
4-3．診療内容，治療成績
該当なし
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
該当なし
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
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

Experimental Cell Research, Biochemical And Biophysical Research Communications

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（委員会）
日本遺伝子治療学会（渉外・国際委員）
日本ウイルス学会
米国遺伝子治療学会（Faculty）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Yamamizu K, Matsunaga T, Uosaki H, Fukushima H, Katayama S, Hiraoka-Kanie M, Mitani K, Yamashita JK.
“Convergence of Notch and beta-catenin signaling induces arterial fate in vascular progenitors.”
J Cell Biol. 2010, 189:325-338.
② Kohnosuke Mitani
“Chromosomal Manipulation of Human Pluripotent Stem Cells using Adenoviral Vectors”
13th ANNUAL MEETING AMERICAN SOCIETY OF GENE & CELL THERAPY
③ Mitani K, Mitsui K, Suzuki K, Aizawa E, Kawase E, Suemori H, Nakatsuji N
“Gene targeting in human pluripotent stem cells with adeno-associated virus vectors”
第 16 回

日本遺伝子治療学会学術集会
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④ Mitani K, Adachi K, Moroyama Y
“Molecular mechanisms of restricted growth of human adenovirus type 37 in A549 cells”
第 16 回

日本遺伝子治療学会学術集会

⑤三谷幸之介
“ 遺伝病に対するこれからの遺伝子治療ストラテジー ”
第 52 回

日本先天代謝異常学会総会

⑥鈴木啓一郎，大林富美，二階堂愛，奥田晶彦，高木晴良，岡崎康司，三谷幸之介
“ 哺乳類細胞における外来 DNA の染色体組込み部位の解析：不正確な非相同未端融合による発現遺伝子領域内
への組込み ”
第 33 回

日本分子生物学会年会

⑦三谷幸之介
“ 幹細胞を標的とした遺伝子修復治療に向けて ”
第5回

東北小児成長フォーラム

総数：論文 1 件，学会発表 6 件
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：1000 万円
鈴木啓一郎（代表）
文部科学省科研費（若手研究（B）
）
「高効率に標的遺伝子組み換え可能なヒト万能細胞の創製」（平成 21 〜 22 年度）
配分額（平成 22 年度）
：170 万円（間接経費 30％）
三谷幸之介（代表）
文部科学省科研費（挑戦的萌芽研究）
「ワンステップ iPS 細胞誘導・相同組換え法の開発」（平成 22 〜 23 年度）
配分額（平成 22 年度）
：140 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
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
今年度は論文発表があまりにも少なすぎた．現在投稿中の論文を早く完成させ，また，現在進行中の研究のデータ
をまとめて他の論文を早く書き上げたい．
研究については，更に共同研究などを進め，世界の中での私達の遺伝子ターゲッティング技術の優位性を保ちたい．
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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
部門長

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：博士

西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：教授（先端医療開発センター・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）：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：博士
岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：准教授（腎臓内科兼担）：腎病理学，腎線維化の分子メカニズム：博士
岩佐泰靖（IWASA, Hiroyasu）
：非常勤講師：博士
神田将和（KOHDA, Masakazu）
：研究員：専攻生：修士
仲地

豊（NAKACHI, Yutaka）
：研究員：博士

水野由美（MIZUNO, Yumi）
：大学院生
只木

聡（TADAKI, Aki）
：特任研究員：修士

松谷智子（MATSUTANI, Noriko）
：特任技術員：修士
伊関美緒子（ISEKI, Mioko）
：技術員
平田智子（HIRATA, Tomoko）
：技術員：修士
柳館智恵子（YANAGIDATE, Chieko）
：技術員
熊澤千佳（KUMAZAWA, Chika）
：技術員
清

茜（SEI, Akane）
：特任研究補助員

大倉千春（OHKURA, Chiharu）
：特任研究補助員
岩本真美（IWAMOTO, Mami）
：特任研究補助員

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．
（※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）

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）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．
2）次世代シーケンサーを用いた遺伝性疾患の解析（神田将和，仲地

豊，平田智子，岡崎康司）

革新的細胞解析研究プログラム（セルイノベーション）「神経細胞機能に着目した，ミトコンドリア呼吸鎖異常
を起こす遺伝子変異の系統的な探索」に参画することが決定・開始した．本業務では，核にコードされるミトコ
ンドリア遺伝子（約 1000 個）領域を選択的に収集するカスタムキャプチャーアレイを作成し次世代シーケンサー
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で解読することにより，原因遺伝子を同定する．
（※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）
3-3．研究内容と達成度
1）厚生労働省精神・神経疾患研究委託費「精神遅滞リサーチ・リソースの拡充と病因・病態解明をめざした遺
伝学的研究」班（主任研究者：後藤雄一）により登録されている家系のうち，2010 年度に 16 家系を受領・解
析した．実験としては Genome-Wide Human SNP Array 6.0（Aﬀymetrix 社）で染色体異常を探索した．患者特
異的な異常か否かの判断は，公開されているアレイデータとの比較により行う方法を確立した．患者特異的で
あると考えられた場合，定量 PCR や FISH 法を用いてゲノムコピー数の検証も行った．FISH 法による検証は班
員の稲澤譲治先生・黒澤健二先生の御協力を頂いた．いとこ婚の MR1R7, MR4G9, MR5A7, MR447, MRUT6 に
ついては Homozygosity mapping により同祖領域の特定を行った．さらに各エキソンごとにプローブが配置さ
れている GeneChip Human Exon 1.0 ST（Aﬀymetrix 社）による発現解析も行った．頻度がまれと考えられる染
色体異常として MR218#1 で患児に欠失を認めた（1p35.1-p34.3 に 2967 kb の deletion, 36 遺伝子に影響）
．
この欠失については，母親には存在しないことも確認できた．全エキソンアレイを用いた，発現アレイ解析で
は MR1R7#1 と MR1R7#4 の 患 児 2 人 で DAPK1 (Death-associated protein kinase 1) が，MR447#3 で IRAK3
(Interleukin-1 receptor-associated kinase 3) が患児特異的に低下していることを示すデータが得られたが，完全
な発現消失ではないことや，同祖領域からは外れていたことから原因遺伝子としては否定的と考えられた．
2）次世代シーケンサーを用いた遺伝性疾患の解析については実務期間が半年だったにもかかわらず，新技術に対
応可能なサンプル調製プロトコールの至適化と大量にアウトプットされる配列情報の解析環境構築に一定の成果
をみた．
「シーケンス用サンプルの選定と調製」
収集された臨床検体の中から，
本解析に適切と判断されるシーケンス用サンプルを選定する．また，使用するキャ
プチャーアレイを選定し，収集された臨床検体より採取した DNA を用いて，オリゴキャプチャーアレイによっ
て解析対象領域を濃縮した DNA サンプルを調製する．本プロジェクトの採択が 9 月であったため，本年度では
9 検体を調製し，シークエンス実験へと移行した．
「データ解析と候補遺伝子の探索」
マイクロアレイ・シーケンス解析より得られたデータに基づいて疾患原因となっている遺伝子候補の探索までを
遺伝学・バイオインフォマティクスに基づいた形で進めるため，これらのデータ解析用の環境整備を行う．本プ
ロジェクトの採択が 9 月であったため，環境の整備を行うに留まった．今後，実際のシークエンスデータが得
られ次第，解析条件を適正化する作業に移行する．
3-4．自己評価と次年度計画
1）染色体異常の解析は昨年度に引き続き行った．新規に受領した 16 家系の中から，比較的サイズの大きい欠失
が MR218 家系から検出された．母親にはこの欠失が存在しないため，父親の協力が得られれば検索を行うのが
良いと考えられる．一方で SNP アレイから多型データを得ているので，場合によっては多型情報から欠失した
染色体の親由来を判別できる可能性があり，今後精査する予定である．
また全エキソンアレイを用いた発現解析を組み合わせた原因遺伝子マッピングも行った．劣性遺伝において発現
消失を起こす変異の割合が多いと言われているが，今回調べた限りにおいては患者特異的に発現が消失した遺伝
子は同定されなかったため，対象とした家系ではアミノ酸置換での異常が疑われる．
2）これまでのマイクロアレイによる疾患原因遺伝子の探索，全ゲノム解析の経験を活かし，研究デザインから実
際の実験系の立ち上げ，解析するためのコンピュータ環境・プログラムの整備と，プロジェクトの生物学的な側
面の全てに大きく貢献できた．9 月採択のプロジェクトということと，実験自体に長時間が必要なため，まだ最
初の実験結果が出ていない．しかし 1 回の実験あたりデータ産生量が，従来機の 100 万倍超となる次世代シー
ケンサーの性能を活かした意欲的なプロジェクトであること，小児科の大竹明教授との強力な連携から今後の成
果に期待が持てる．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
（臨床部署ではないため執筆対象外）

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
該当なし．
4-2．診療実績データ
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該当なし．
4-3．診療内容，治療成績
該当なし．
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
該当なし．
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
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
① Huqun, Fukuyama S, Morino H, Miyazawa H, Tanaka T, Suzuki T, Kohda M, Kawakami H, Okazaki Y, Seyama K,
Hagiwara K. A quantitatively-modeled homozygosity mapping algorithm, qHomozygosityMapping, utilizing whole
genome single nucleotide polymorphism genotyping data. BMC Bioinformatics. 11(Suppl7)：S5（2010）
② Ninomiya Y, Sugahara-Yamashita Y, Nakachi Y, Tokuzawa Y, Okazaki Y and Nishiyama M. Development of a
rapid culture method to induce adipocyte differentiation of human bone marrow-derived mesenchymal stem
cells. Biochem. Biophys. Res. Commun. 394(2):303-8（2010）
③ Sudo H, Tsuji AB, Sugyo A, Kohda M, Sogawa C, Yoshida C, Harada YN, Hino O, Saga T. Knockdown of COPA,
identiﬁed by loss-of-function screen, induces apoptosis and suppresses tumor growth in mesothelioma mouse
model. Genomics. Apr;95(4):210-6. Epub (2010)
④第 33 回日本分子生物学会年会

脂肪細胞分化および骨芽細胞分化における機能的アンチセンス転写物の探索

Invetigation of functional antisense RNAs during mouseadipocyte/osteoblast diﬀerentiation (2010/12/7) 兵庫；
仲地

豊，徳澤佳美，水野洋介，坊農秀雅，岡崎康司

⑤第 33 回日本分子生物学会年会 精神発達遅滞（MR）に関与する染色体構造異常の探索 (2010/12/10) 兵庫；神
田将和，本田尚三，中川栄二，平田智子，黒澤健司，稲澤譲治，後藤雄一，岡崎康司
⑥第 33 回日本分子生物学会年会 Tysnd1 欠損マウスの解析 (2010/12/10) 兵庫；水野由美，二宮裕一，伊関美緒
子，穐田真澄，津久井通，伊藤千鶴，年森清隆，下澤伸行，茂木浩未，若菜茂晴，野田哲生，西向めぐみ，原
博，前場良太，岡崎具樹，Igor V. Kurochkin，岩佐泰靖，水野洋介，Christian Schoenbach，岡崎康司
⑦日本人類遺伝学会第 55 回大会
本多正和，大竹

ミトコンドリア呼吸鎖異常症（MRCD）の解析経過

明，山崎太郎，原嶋宏子，岩佐泰靖，岡崎康司，村山

(2010/10/28 〜 30) 埼玉；

圭，鶴岡智子，安嶋まさみ，藤浪綾子，

高柳正樹
【総数：論文 3 件，学会発表 7 件】
（※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
岡﨑康司（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
岡﨑康司（分担）
（代表：後藤雄一）
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厚生労働省精神・神経疾患研究委託費「精神・神経疾患バイオリソース・レポジトリーの構築及び病因病態の解明
に関する研究」
配分額：300 万円
岡﨑康司（分担）
（代表：西山正彦）
厚生労働省科学研究費補助金（第 3 次対がん総合戦略研究事業）「高齢者がん治療アルゴリズム開発のためのガイ
ドポスト・データベ - スの構築と必須情報及びその推定モデルの策定」
（研究代表者一括計上）
神田将和（代表）
川野小児医学奨学財団 研究助成金「中等度・重度精神発達遅滞原における染色体構造異常の研究」
配分額：300 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．
（※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）
6-4．特許，実用新案
「加齢黄斑変性症の発症リスクの予測方法」
特願 2007-194922（国内）2007 年 7 月 26 日，発明者：井上

聡，井上公仁子，森

圭介，米谷

新，神田将和，

岡崎康司
「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
（※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）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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）

7．自己点検・評価
われわれの部門の研究プロジェクトの新たな根幹のひとつとなる革新的細胞解析研究プログラム（セルイノベー
ション）プロジェクトを今年度より開始した．このプロジェクトはこれまで培ってきた学内トランスレーショナル研
究の成果をさらに発展させるものである．前年度からの継続研究によるさまざまな成果とともに，埼玉医科大学のも
つ臨床との連携力と基礎研究能力を喧伝する絶好の機会となることが期待される．
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8．実験動物施設
1．構成員
横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）
：実験動物施設 管理責任者（助教）
専門分野：分子生物学
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
（監修：横尾友隆，担当：室伏

孝，村松大介，伊藤順子）

平成 22 年度には，施設利用者 10 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・関連法規及び機関内規程・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，衛生管理法・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 28 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
28 件）
3-3．研究内容と達成度
当施設共同研究として，3 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
施設利用率の増加と多岐にわたる研究支援要望に対して人員不足となり，支援に若干滞りがあるが，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・適正な施設運営を優先して
行っていきたい．
3-5．要約
共同利用研究施設として，適正な動物実験実施の実施，関連法規および各指針・機関内規程を遵守した動物実験計
画の立案・実施支援，実験環境の更なる整備などを行い，医学の発展に貢献したい．

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
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4-5．該当なし
4-6．該当なし
4-7．該当なし

5．その他（業務・利用状況等）
5-1．該当なし
5-3．該当なし
5-4．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）実験
動物技術者 3 名にて現在 5 部門の実験動物の飼育管理を行った．
本施設はゲノム医学研究センター 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）
動物専用の実験動物施設を設置しており，前述のスタッフにより適正な管理を実施している．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）を行った．
平成 22 年度の動物使用数は 5,698 匹を使用し，平成 22 年度の維持管理数は 1 日平均 769.9 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，更に，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 実験安全委員会の承認の基に施行された．平成
22 年度 SPF 動物の搬入・搬出実績に関しては，本学組換え DNA 実験安全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筑波大学，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 22 年度飼育ケージ数推移
平均ケージ数

4月
735

5月
755

6月
788

7月
802

8月
802

9月
776

10 月
787

11 月
778

12 月
756

1月
769

2月
739

3月
752

6月
500

7月
496

8月
475

9月
623

10 月
378

11 月
628

12 月
466

1月
508

2月
311

3月
282

表 2．平成 22 年度動物使用数推移
動物使用数

4月
700

5月
331

6．業績
6-1．論文・学会発表
【原著論文】
該当なし
【学会発表】
（総数 国外 2 回）
1．Tomotaka Yokoo, Kazuhisa Watanabe, Kaoruko Tada Iida, Hiroaki Suzuki, Hitoshi Shimano, San-e Ishikawa,
Masanobu Kawakami, Nobuhiro Yamada and Hideo Toyoshima.: Transgenic Mice Expressing an Intestine-Speciﬁc
Secretory Protein, IBCAP (Formerly CF266), Demonstrates Pancreatic β -Cell Augmenting Activity., ENDO 2010:
The 92nd Annual Meeting & Expo, (San Diego, USA), 2010.6.19
2．Tomotaka Yokoo, Kazuhisa Watanabe, Kaoruko Tada Iida, Hiroaki Suzuki, Hitoshi Shimano, San-e Ishikawa,
Masanobu Kawakami, Nobuhiro Yamada, Yasushi Okazaki and Hideo Toyoshima.: Transgenic mice expressing
an intestine-speciﬁc secretory protein, IBCAP, demonstrates pancreatic beta cell augmenting activity., 46th EASD
786

実験動物施設

Annual Meeting, (Stockholm, Sweden), 2010.9.22
6-2．獲得研究費
横尾友隆（代表）
文部科学省科学研究費

若手研究（B）
「生活習慣病に関連する遺伝子の探索および機能解析」

配分額：150 万円
6-3．該当なし
6-4．該当なし
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：博士
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）：博士
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（西本正純）
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 1 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 21 年度，22 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，利用者の安全意識向上のため外部講師を招聘し，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．研究グループ（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，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，その細胞について性質の解析を行ったところ，予想に反して UTF1 の発現を消失させた ES 細胞
の（1）自己複製能は維持されている（2）分化多能性も維持されている（3）腫瘍性も維持されている，といった
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ES 細胞の特徴である性質は維持されており，UTF1-null による影響は観察されなかった．一方，UTF1 ノックアウト
マウスについては，heterozygous 同士を交配させ，成獣について遺伝子解析を行ったところ，UTF1-null マウスは確
認されなかった．そこで，胎児における影響を調べたところ，胎生致死という現象は見られなかった．その結果生後
すぐに何らかの異常により死亡することが予想された．
3-4．自己評価と次年度計画
長年の計画していた UTF1-null ES 細胞の樹立，ならびに UTF1-null マウスが得られ，ようやく UTF1 の発現消失
による機能解析へと着手することが出来た．ただ UTF1-null ES 細胞において，顕著な異常は見出されなかった．ま
た UTF1 ノックアウトマウスについては，UTF1-null の成獣が得られず，また胎生致死ではないことから，生後すぐ
に死亡することが予想されるので，今後生後すぐ回収し解析を進めていく予定である．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
該当せず

4．診療
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
該当なし
4-2．診療実績データ
該当なし
4-3．診療内容，治療成績
該当なし
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
該当なし
4-7．上記 4-1 〜 4-6 の要約（大学年報用）
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
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
①西本正純，加藤英政，片野

幸，山岸敏之，菱田友昭，加門正義，鍋島曜子，鍋島陽一，奥田晶彦

日本分子生

物学会 2010 年
②西本正純，奥田晶彦，大西芳秋

日本分子生物学会 2010 年

③菱田友昭，野崎友里子，加藤英政，西本正純，奥田晶彦

日本分子生物学会 2010 年

④西本正純 「RNase プロテクションアッセイ」新遺伝子工学ハンドブック
土社

165-169 ページ，村松正實他編

羊

2011 年

総数：論文

0 件，著書 1 件，学会発表

3件

6-2．獲得研究費
科学研究費

基盤研究（C）
「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 130 万円

西本正純（代表）

6-3．受賞
該当なし
789

RI 実験施設

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）
45
125
32
核種
Ca
I
P
22 年度
0
0
190.1
21 年度
0
0
245.4
20 年度
37
0
621.4
19 年度
0
0
898.2
18 年度
0
0
1136.4

33

P
0
0
0
0
0

35

S
0
0
0
0
0

3

H
9.25
9.25
9.25
0
9.25

14

C
0
0.37
7.4
0
1.85

51

Cr
0
0
0
0
0

RI 実験施設登録者数：平成 22 年度 34 名：平成 21 年度 36 名，平成 20 年度，36 名：平成 19 年度，42 名：平
成 18 年度，44 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．
平成 22 年放射障害防止法の改正に伴い，放射線予防規程の改訂を行い，文部科学省へ届出を行った．
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，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，
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うえで，幸いにも科学研究費を獲
得することが出来たので，有効に活用していきたいと考えている．ただし，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（任期：平成 24 年 3 月 31 日）

部門員

菅原

隆（SUGAWARA, Takashi）
：医学基礎准教授

永島雅文（NAGASHIMA, Masafumi）：解剖学教授
池田正明（IKEDA, Masaaki）
：生理学教授
禾

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：分子生物学教授

丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：薬理学教授

佐々木惇（SASAKI, Atsushi）
：病理学教授
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
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器腫瘍科教授

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
山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）：神経内科・脳卒中内科准教授
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：腎臓内科教授
石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：産科・婦人科教授

小田垣雄二（ODAGAKI, Yuji）
：神経精神科・心療内科准教授
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
大竹

明（OTAKE, Akira）
：小児科教授

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．卒前医学教育部門
1．構成員
部門長：持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：兼担（毛呂）消化器内科・肝臓内科：教授
平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日

副部門長：渡辺修一（WATANABE, Schu-ichi）：兼担（基礎）生理学：教授

同上

松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：兼担（日高）心臓内科：教授

同上

森

同上

茂久（MORI, Shigehisa）
：専任：教授

＜カリキュラム室＞
室

長：渡辺修一（WATANABE, Schu-ichi）
：兼担（基礎）生理学：教授

同上

副室長：土田哲也

同上

室

同上

間嶋

員：持田

智

満（MAJIMA, Mitsuru）
：兼担（毛呂）リハビリテーション科：教授

同上

萩原弘一（HAGIWARA, Koichi）
：兼担（毛呂）呼吸器内科：教授

同上

松本万夫

同上

中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）
：兼担（毛呂）総合診療内科：教授

同上

辻

同上

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：兼担

守屋

保健医療学部：准教授

修（MORIYA, Osamu）
：兼担（基礎）微生物学：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）
：兼担（日高）造血器腫瘍科：講師

同上

向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）
：兼担（基礎）物理学：講師

同上

市岡正適（ICHIOKA, Masamichi）
：兼担

同上

保健医療学部：教授

川村勇樹（KAWAMURA, Yuki）
：専任：助教

同上

高橋美穂（TAKAHASHI, Miho）
：専任：助手

同上

＜臨床実習推進室＞
室

長：間嶋

満

同上

美隆

同上

副室長：辻
室

員：山田泰子（YAMADA, Yasuko）
：専任：教授

同上

藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）
：兼担（毛呂）脳神経外科：教授

同上

徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）
：兼担（毛呂）小児科：教授

同上

難波

聡（NAMBA, Akira）
：兼担（毛呂）産科・婦人科：講師

同上

村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）
：兼担（日高）心臓内科：准教授

同上

武田英孝（TAKEDA, Hidetaka）
：兼担（日高）神経内科・脳卒中内科：准教授

同上

小山政史（OYAMA, Masafumi）
：兼担（日高）泌尿器科：講師

同上

有田和恵（ARITA, Kazue）
：専任：講師

同上

諸角誠人（MOROZUMI, Makoto）
：兼担（川越）泌尿器科：准教授

同上

三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）
：兼担（川越）臨床検査医学：准教授

同上

小髙明雄（ODAKA, Akio）
：兼担（川越）肝胆膵外科・小児外科：准教授

同上

奈倉道明（NAGURA, Michiaki）
：兼担（川越）小児科：助教

同上

＜試験管理室＞
室

長：持田

智

同上

副室長：茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：兼担（基礎）病理学：准教授

同上

室

員：岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：兼担（毛呂）総合診療内科：准教授

同上

辻

美隆

同上

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：兼担

情報技術支援推進センター：准教授

同上

神吉泰三郎（KANKI, Taizaburo）
：専任：講師

同上

荒関かやの（ARAZEKI, Kayano）
：専任：助教

同上

大西京子（OHNISHI, Kyoko）
：専任：助手

同上
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齋藤

恵（SAITOH, Megumi）
：専任：助手

同上

＜調査解析室＞
室

長：豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：兼担（毛呂）神経精神科・心療内科：教授

同上

副室長：椎橋実智男

同上

室

同上

員：大西京子

佐藤義文（SATOH, Yoshifumi）
：専任：助手

同上

鈴木

同上

智（SUZUKI, Satoshi）
：専任：助教

＜学生支援室＞
室

長：荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：兼担（毛呂）神経内科・脳卒中内科：教授

同上

副室長：名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：兼担（毛呂）消化器内科・肝臓内科：教授

同上

室

同上

員：豊嶋良一

齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）
：兼担（基礎）法医学：教授

同上

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：兼担（医学基礎）化学：教授

同上

堀川直史（HORIKAWA, Naofumi）
：兼担（川越）神経精神医学：教授

同上

森

茂久

同上

金

潤澤（KIM, Yoon Taek）
：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

同上

山崎芳仁

同上

笹島

同上

茂（SASAJIMA, Shigeru）
：兼担（医学基礎）英語：講師

東
齋藤

丈裕（HIGASHI, Takehiro）
：専任：助教
恵

同上
同上

2．活動状況
卒前医学教育部門は「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」の 5
室に分かれ，役割を分担して活動している．学生の健康に関する事項は，「学生支援室」が「教職員・学生健康推進
センター」との協力の基に検討している．また，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，原則的に月 1 回は「卒前医学教育懇談会」を開催し，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によって討議して
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た．
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，臨床入門，臨床推論，
臨床実習に関して，平成 22 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 23 年度の方針を検討
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 21 年度と同様に新システムによって，教員が Web 上（http://smswww/mec/
cbo/syllabus/progress/index.html#system）でシラバスを登録，更新し，平成 23 年度版を完成させた．シラバ
スを平成 22 年も冊子体を配布したが，印刷部数が少なかったため混乱が生じた．そこで，検索機能を有する
PDF ファイルからダウンロードできることを周知するとともに，各基本学科の講義一覧を印刷して希望に応じ
て配布した．なお，平成 22 年度のシラバスは新年度開始時に配布したが，平成 23 年度版は前年度の進級判定
会義後には公開できるように日程調整を行った．平成 23 年度のシラバスには，予習に相当する「準備」の項目
を追加し，また，
「地域医療」
，
「医療安全」，
「緩和医療」，
「東洋医学」など全学年で一貫したテーマはサブユニッ
ト化して導入する方針を確定し，
平成 23 年度は 1 〜 3 年生では「地域医療」，1 〜 6 年生では「医療安全」をテー
マとした講義を一貫して実施することにした．「緩和医療」，「東洋医学」に関しては，平成 24 年以降に導入す
る予定である．さらに，6 年生の卒業試験日程が早期化することに伴って，9 月以降に実施していた「必須の疾
患と症候」
，
「画像」などに関する講義は，次年度は卒業試験後に演習として行うことを決定した．
②オリエンテ−ション：1 年生のオリエンテ−ションは宿泊施設を変更したが，例年どおりの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．平成 23 年度は宿泊施設を更に変更するとと
もに，
日程，
内容などに関する調整を行った．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たが，
各学年に共通する重要な伝達事項に関しては，共通パワーポイントファイルを作詞し，全学年で利用した．また，
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各学年のオリエンテーションで，卒後医学教育部門から卒後の研修制度に関しても説明した．なお，平成 22 年
度は患者と接する臨床実習における個人情報の秘守義務に関して，オリエンテーション時に全学生から包括的同
意書を得る準備が間に合わず，実習前に個別に同意を得ていた．しかし，平成 23 年度はオリエンテーション時
に全学生から「医療施設における実習に関する誓約・同意書」によって同意を得ることが確認された．
③夏季休暇中プログラム：平成 21 年度以降は保健医療学部と共同でプログラムを実施するようになったが，平成
22 年度は一部のプログラムに関して，大学院のプログラムとも乗り入れることを可能とした．先ず，大学院の
単位を認めるための要件を確認して公募したところ，41 件の応募があり，このうち 18 件が要件を満たすと判
定された．これら 41 件を含む計 135 件のプログラムを学生に提示され，延べ 402 名の学生が参加した．なお，
平成 22 年度は中学生，高校生を対象としてプラグラムも夏期休暇中プログラムに準じて実施され，計 33 名の
参加があった．
④平成 21 年度は「細胞生物学 -1」ユニットと「人体の構造と機能 -1」ユニットを，1，2 年生のカリキュラム全
体の枠組みの中で再検討するワーキンググループを設置したが，平成 22 年度はこれを発展させて，1 年生・2
年生カリキュラム検討ワーキンググループを計 6 回開催した．サブワーキンググループを設けて，学生に向上
を求めるべき能力，改善のための方略等を検討し，「細胞生物学 -2」コースと「人体の構造と機能 -1」コースに
計 3 ユニットの新設し，改編することにした．
⑤ 6 〜 7 月には上気道炎症状を呈する学生が多数見られたため，教育主任とともに夏季休暇中プログラムの責任
者に，患者との接触する際の注意を喚起した．
⑥新講義棟における各学年の基本配置および試験会場などを決定した．なお，各学年の講義室は 1 ヶ月ごとにロー
テーションすることにした．また，講義室，演習室などのバッティングを避けるためのシステムを構築し，新講
義棟の操作卓，クリッカーなどの使用方法に関する説明会を開催した．
2-2．臨床実習推進室
平成 22 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 23 年度
の臨床実習の方針を確定した．
① 4 月に実施した 6 年生クリニカル・クラークシップは，6 年進級者全員と留年した再履修者 4 名が実習を行っ
た．再履修者 13 名と再入学者 1 名は，各自が計画したスケジュールによる総合学習を履修した．クリニカル・
クラークシップ終了後は担当診療科および学生を対象としたアンケート調査を実施し，平成 23 年度への参考と
した，なお，次年度は 6 年生のクリニカル・クラークシップを 5 月以降に延長して実施することも検討したが，
最終的には本年度と同様 4 月に限定して行うことになった．一方，学外の実習施設は本年度の 4 施設であったが，
平成 23 年度は医療人育成支援センターの協力でその枠を拡大し，14 〜 16 施設に協力をお願いすることになっ
た．
② 5 年生の BSL 期間中は，土曜日に月 1 回全員が集合し，ミニレクチャーをおよび小テストを実施した．また，
BSL 実施中に学生を対象としたアンケート調査を頻回に実施して，その結果を該当診療科にフィードバックす
ることで，臨床実習の質をリアルタイムで向上させるようにした．5 年生のクリニカル・クラークシップを平成
21 年度と同様に実施した．
③平成 23 年度の 5 年生 BSL は総合診療内科を全員がローテーションすることを決定した．小児外科，呼吸器外科
およびリハビリテーション科は専門性の高い診療科として実習は選択制にした．また，内科と外科が共同で，臓
器別，機能別に BSL を実施することが検討されたが，一般外科としての実習の重要性が指摘され，この案は平
成 23 年度には実施しないことになった．なお，土曜日に実施しているミニレクチャーは，平成 23 年度はより
内容を充実させ，
「共通プログラム」としての講義と小テストを組み合わせた「特別演習」を月 1 回は実施する
ことにした．
④毛呂，
日高，
川越の 3 キャンバスで
「臨床実習懇談会」をそれぞれ 7 月と 2 月に 2 回開催し，5 年生の BSL および 5，
6 年生のクリニカル・クラークシップに関して意見を交換した．また，モデル・コア・カリキュラム改訂に伴っ
て，各診療科における到達目標を再検討し，特に検査，治療手技の習得については，シミュレーターを積極的に
利用することに決定した．
⑤平成 21 年度の advanced OSCE に関して総括し，プレゼンテーション，診療録記載など新課題の運営に関して
評価した．しかし，内部評価者への連絡の不徹底などの問題点も認められた．そこで OSCE 委員会および OSCE
実施委員会を立ち上げて，平成 22 年度の advanced OSCE の企画立案，実施，評価を行い，運営を円滑化した．
また，5 月 14 日には OSCE の内部評価者も参加して，SP 感謝の集いを実施した．
⑥ 5 年生を対象にして，臨床実習とともに卒後研修に関する情報も提供する講演会，懇親会を 9 月 18 日と 1 月 8
日に計 2 回実施した
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⑥ 4 年生の共用試験 OSCE には新たに「バイタルステーション」を導入して，3 月 2 日に実施した．「救急ステーショ
ン」の導入も検討したが，これは平成 23 年度以降の課題とした．5 年生の advanced OSCE は昨年度と同様に 3
月 9 日に実施した．なお，これらに先行して，学内評価者および SP の講習を前年度と同様に行った．
⑦各学年の臨床実習に際して，インフルエンザの流行時の対応を，学生とともに教員にも周知させた
⑧臨床医学生認定式は 4 月 2 日に創立 30 周年記念講堂で実施した．
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 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 21 年度に行った事業は以下の通りである．なお，平成 22 年度からは共用試験 OSCE および 5 年生 advanced
OSCE の準備と実施は，臨床実習推進室が担当することになった．
①「6 年生実力試験」は第 104 回医師国家試験の問題を出題することとして，4 月のクリニカル・クラークシッ
プ開始前に実施した（3 月 29 日〜 31 日実施）．
②「6 年生総合試験①」には前年度と同様に第 1 回 TECOM 模擬試験を充当した（7 月 26 日〜 28 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 19 日〜 21 日実施），卒業試験②（12 月 1 日
〜 3 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，前年度と同様に医師国家試験
の動向を考慮して，新傾向問題，X3 タイプ，R タイプの問題および計算問題も出題した．
④ 5 年生総合試験（前期：9 月 11 日，
後期 1 月 6 日〜 7 日実施）および 2 年生総合試験（2 月 22 日〜 23 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．
⑤平成 23 年度の「試験に関する規則，総括的評価基準および評価方法」を改正した．（1）advanced OSCE の実施
時期を 6 年生のクリニカル・クラークシップ終了後とする．（2）再試験は「各ユニットの判断で行う」という
ことを明記する．
（3）実習および演習を病気で欠席する場合，当該日中に学生課にその旨を連絡する．出席で
きる日から 7 日以内に欠席届とともに理由書（「診断書」ないし学生健康推進室の「意見書」）を提出する．
（4）
定期試験等を病気で欠席する場合，当該日中に学生課にその旨を連絡する．出席できる日から 7 日以内に欠席
届とともに理由書（
「診断書」と学生健康推進室の「意見書」）を提出する．（5）6 年生は卒業試験後の講義は演
習扱いとし，出席が 90％に達しない場合は不合格とする．（5）最終評価点の算出方法を追記する．以上が変更
点である
⑥ 3 年生で 2 ユニットの定期試験において問題行為が発覚した．試験管理委員会を開催して事実関係を確認し，
学則第 29 条の規定による懲戒処置を教員代表者会議に委託した．また，この問題行為に関連して，「試験監督
指針」を改訂した．
「退室」のカードをなくして，
「注意」，
「警告」のカードのみで運用することが変更点である．
また，
「試験監督要項」では試験開始 10 分前に問題用紙の持ち帰り可否を告知する項目が追記された．
⑦共用試験 CBT は平成 22 年 2 月 17 日，18 日に実施し，本学の平均点は 75.82 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 62.50 点以上を合格とした．その結果，8 名の学生が不合格となった．
⑧ 2011 年の医学系 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，89.5％であり，
全国平均の 78.9％を大きく上回っていた．
⑨平成 23 年度は 6 年生の卒業試験の時期を早め，卒業内定を医師国家試験の願書提出前に内定できるようにした．
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」を構築している．平成 22 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授業中の私語をなくし，静粛な環境を維持するために，その旨を告知するパワーポイントを授業開始時に掲示す
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ることにした．多くの教員から有効であったとの評価を得た．また，授業評価表に「授業の秩序は保たれたか」
の項目を追加にして，授業中の私語の有無を客観的に評価できるようにした．
③各学年の講義の出席率，私語が気になることを指摘した学生数に関して，経時的に解析を継続した．
④ 5 年生の BSL に関して，臨床実習評価表を用いて学生の評価を受け，毛呂，日高，川越のキャンバス別，診療
科別にデータを解析した．
⑤「教育活動の実績記録システム」には学生が記入する「臨床実習指導実績報告書」を用いることにした．また，
教育実績の対象とする業務内容および職位，教育活動内容による重み付けを決定した．
⑥講義登録システムが完成して，全学年の講義を録画できるようになった．このシステムの運用方法および収録さ
れた講義の閲覧方法を確定して，同意の得られた教員から順次収録を開始した．
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
すアドバイザー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，それぞれのアドバイザーを決定した．
4 月 1 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アドバイザーを
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 年生のアドバイザーは今年度から川越のみでなく，毛呂，日高の教員も担当することにした．
④ 2，
3，
4 年生は前年度までと同様に学生支援室でグループ分けを行ない，2 年生と 4 年生は 5 月 13 日と 5 月 14 日，
3 年生は 5 月 28 日にアドバイザーとの顔合わせを行った．
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は保護者面談を
実施した．健康診断を受診しない学生に関しても，個別指導を行った．

3．自己点検・評価
医学教育センタ−の卒前医学教育部門は 5 室からなる体制が確立しており，各々の役割分担を明確にして活動を
行っている．
（1）カリキュラム室：新講義棟に対応して，予定したカリキュラムが適切に実施されるかどうかを確認する必要
がある．
「地域医療」
，
「医療安全」
，
「緩和医療」，「東洋医学」などに関しても，学年横断的にサブユニット化す
る必要がある．また，新たなモデルコアカリキュラムに対応したカリキュラムの再構築を検討しなければならな
い．
（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 4 月に全学生を対象として実施すたが，平成 23 年度以降はこれを更に拡張することが求められる．
これに対応して，5 年生と 6 年生のクリニカル・クラークシップの層別化，学外施設の利用方法などに関しても，
更に検討しなければならない．一方，従来型の BSL は，患者を受け持ってクリニカル・クラークシップの準備
を行うコア診療科と見学型実習のみを行う診療科を明確に区分し，更に専門性の高い診療科の選択性も導入して，
より質の高いものにしなければならない．また，総合診療内科を含めたローテーションシステムも平成 23 年度
には評価する必要がある．また，臨床実習に対する学生の評価は，各診療科の実習終了ごとにリアルタイムで判
定できるようにしたが，これを各診療科が利用して実習の質を向上させることが期待される．
（3）試験管理室：平成 22 年度の卒業生は医師国家試験の合格率がやや低率であり，不本意な結果に終わった．卒
業試験の成績が 70 点以上の学生にも不合格者が存在した．このため，卒業試験の質と難易度を再評価しなけれ
ばならない．特に必修問題の質向上が求められ，その作成に関する教員を対象とした FD を実施する必要がある．
また，2 年生，5 年生の総合試験に関しても．より高学年での成績との対比の基に，その有用性を再評価すべき
である．
（4）調査解析室：
「学生による授業評価」
，
「臨床実習評価システム」，「教育活動の実績記録システム」，「講義の収
録システム」が確立した．これらシステムは何れも簡易化を図るとともに，その意義を全教員，全学生に理解し
ていただくよう努力する必要がある．また，これらシステムで得られた成績をどのように利用するかを検討する
時期に来ている．
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（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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3．卒後医学教育部門
1．構成員
部 門 長

西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）：国際医療センター心臓内科：教授（任期：H22.3.31）

副部門長

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：H22.3.31）

副部門長

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：H22.3.31）

副部門長

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 〜 H22.9.30）

部 門 員

根本
辻

学（NEMOTO, Manabu）
：国際医療センター救命救急科：准教授（任期：H22.3.31）

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：医学教育センター：准教授（任期：H22.3.31）

村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：准教授（任期：H22.3.31）
高平修二（TAKAHIRA, Shuji）
：国際医療センター救命救急科：講師（任期：H22.3.31）
斉藤

恵（SAITO, Megumi）
：医学教育センター：助教（任期：H22.3.31）

2．教育
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）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．
初期臨床研修プログラムで，三病院共通プログラムを新たに作成し，募集を行った．このプログラムでは，8 カ月
は所属病院で研修を受けるが，残りの期間は三病院から研修先をじ自由に選択できる．
医師の生涯教育に関しては，西村，御手洗，三村，上野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，御手洗，三村，上野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，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．事務局は各病院の研修管理委員会医学
教育センター FD 部門と連携して活動した．また，卒後教育委員会事務局として卒後教育委員会学術集会を運営した．

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た．

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
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．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．
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4．教育情報部門
1．構成員
部門長

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：准教授（任期：H23.8.31）

構成員

脇本直樹（WAKIMOTO, Naoki）
：大学病院血液内科：准教授
鈴木

智（SUZUKI, Satoshi）
：医学教育センター：助教

佐藤義文（SATO, Yoshifumi）
：医学教育センター：助手
大西京子（OHNISHI, Kyoko）
：医学教育センター：助手
高橋美穂（TAKAHASHI, Miho）
：医学教育センター：助手
齋藤

恵（SAITO, Megumi）
：医学教育センター：助手

松澤理枝子（MATSUZAWA, Rieko）
：大学事務部：事務員
新井菜緒（ARAI, Nao）
：大学事務部：事務員

2．目的
教育情報部門は，埼玉医科大学医学教育センター規程第 7 条に則り，教育水準を向上させるための，教育に関す
る情報の収集，作成，管理解析および教育資料の作成，情報環境の整備，その他教育情報に関する業務を行うことに
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．

3．活動報告
・講堂の IT 機器のメンテナンス
講義開始前の点検（毎朝）
，講義時の利用説明（随時），サポート（随時）
・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，運用
・教育活動実績登録システムの構築，運用
・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 年生前期総合試験・後期総合試験，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 など
・医学教育ワークショップ，教授総会等の支援
第 30 回，第 31 回埼玉医科大学医学教育ワークショップ
第 14 回，第 15 回教授総会
・臨床入門ユニットの模擬患者
・臨床推論ユニットの支援
・学生の担任面談・教育相談結果報告書のデータ処理
・医学部案内パンフレットの作成
・学外向けホームページの運営
・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
・Advanced 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
・教育活動実績登録システムのデータ登録・処理
・市民公開講座の支援
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・教育資料作成の支援

4．評価と次年度目標
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，これらに加え，特にクリッカーを用いた出席・授業評価システム，講義収録・配信システムの運用と活
用に注力する．
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5．Faculty Development 部門
1．構成員
部門長

辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：保健医療学部看護学科：准教授（任期：H23.3.31）

（総合医療センター消化管一般外科兼担）
副部門長

渡辺修一（WATANABE, Shuichi）
：生理学：教授（任期：H23.3.31）

部門員

森

茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター：教授

（総合医療センター・大学病院血液内科兼担）
側島久典（SOBAJIMA, Hisanori）
：総合医療センター新生児科：教授
村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：准教授
有田和恵（ARITA, Kazue）
：医学教育センター：講師

2．目的
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．

3．活動報告
第 30 回医学教育ワークショップ 平成 22 年 8 月 6 日・7 日，川越ビルにて，第 1 部：参加者 27 名・スタッフ 23 名，
第 2 部（全体集会）
：参加者約 150 名．

第 1 回打合せ：平成 22 年 5 月 31 日，6 名．第 2 回打合せ：平成 22 年

8 月 6 日，12 名．
第 31 回医学教育ワークショップ（第 9 回臨床研修指導医講習会）：平成 22 年 11 月 6 日・7 日，川越ビルにて：
参加者 28 名・スタッフ 28 名．第 1 回打合せ：平成 22 年 10 月 28 日，8 名．第 2 回打合せ：平成 22 年 11 月 5 日，
14 名．
新任および講師昇格した医学部教員に対する FD：平成 22 年 6 月 28 日，毛呂山キャンパス・第 3 講堂，川越キャ
ンパス・総合医療センター第 3 会議室，日高キャンパス・保健医療学部 3 階会議室：参加者 23 名．
臨床推論新規チュータ講習会：7 回開催，参加者 17 名．
客観的臨床能力試験（OSCE）学内評価者講習：6 回開催，参加者 112 名．
試験問題ブラッシュアップに関する FD：平成 22 年 7 月 20 日・27 日，参加者 60 名．

4．評価と次年度目標
実施した FD 活動については，十分な成果をあげていると考えている．今後は，さらに他の領域の FD を含め，そ
の充実を図る．
夏季に行われている医学教育ワークショップについては，従来の「第 1 部」と「第 2 部（全体集会）」を別日程に行い，
それぞれの内容と参加対象者のニーズが合致したものとなるよう企画する．
臨床研修指導医講習会については，従来どおりカリキュラムプランニングを中心とする内容が中心となるが，より
参加者のニーズに合った実践的なものとなるよう検討する．また，地域連携を考慮し，関連の診療施設の指導医をも
積極的に受け入れられるようにする．
新設された医療人育成支援センターと協力し，女性医師支援，復職支援，生涯学習などをサポートする．
部門員一人ひとりが各種の研修会等に参加する機会を増やし，FD 開発・企画・運営力を高め，FD 部門のさらなる
充実を図る．
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6．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
H.22.10.1 〜 H.23.3.31
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
H.22.10.1 〜 H.23.3.31
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
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：専任：医学教育センター教授，H.22.11.15 〜 H.23.3.31

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 1 〜 2 カ月に 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，を目標に活動した．
平成 22 年度に検討した課題は，①受講ルールを明確にして授業の改善をはかる，②講義収録システムの運用，③
留年者数を減らし，ストレート卒業・国試合格者を増やすための進級判定基準の見直し，④ワーキンググループを
作りアドミッション，ディプロマ，カリキュラムの 3 ポリシーを策定する，⑤教育実績登録システムの活用の仕方，
⑥卒業判定時期，⑦評価の低い教員に対する指導，⑧出席状況と成績（不合格科目）との関係，⑨新講義棟の利用方
法，⑩授業時間（65 分）
，⑪新任教員に対するＦＤ，⑫教員と事務職員混合の研修の開催，などである．

3．自己点検・評価
医学教育の中心となる医学教育センターの中にあり，進むべき道筋を示す羅針盤としての役割を担うのが，当企画
部門である．平成 22 年度は，当部門が生まれて 3 年目に当たるが，上記のような様々な課題について検討した．各々
について進むべき方向性が確認され，テーマごとに適切な担当部署へ示すことができた点は評価できる．部門会議は
医学教育センター懇談会の終了後に開催しているが，ディスカッションに十分な時間を確保するのが困難な点が依然
として課題となっている．
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7．シミュレーション教育部門
1．構成員
部 門 長

西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）：国際医療センター心臓内科：教授（任期：H23.3.31）

副部門長

山田泰子（YAMADA, Yasuko）
：医学教育センター：教授（任期：H23.3.31）

部 門 員

辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：保健医療学部看護学科，総合医療センター消化器一般外科：准教授

脇本直樹（WAKIMOTO, Naoki）
：国際医療センター血液内科：准教授
高平修二（TAKAHIRA, Shuji）
：国際医療センター救急医学科：講師
川村勇樹（KAWAMURA, Yuuki）
：医学基礎（生物学）：助教

2．目的
本センター（シミュレーション教育部門）は，平成 16 年から始まった新臨床研修制度に伴い教育環境整備の一環
として開設されたスキルスラボを卒前・卒後医学教育，生涯教育にわたって有効に活用するために，平成 21 年 4 月
に新設された．
「埼玉医科大学医学部毛呂山キャンパススキルスラボ管理運用規則」に則り，医学教育センターシミュ
レーション教育部門長は必要に応じて医学教育センタースキルスラボ運営委員会を開催してスキルスラボの利用，管
理，運用に関する事項を審議する．

3．活動報告
①第 1 回スキルスラボ運営委員会（平成 22 年 4 月 20 日）於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 5 名

欠席 2 名

議事：各種申請署の一部変更．平成 21 年度の利用状況ならびに物品使用・貸出状況報告．

平成 21 年度の物品取得ならびに整備報告．今後の講習会等の開催について

議事録有．

②第 2 回スキルスラボ運営委員会（平成 22 年 5 月 18 日）於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 6 名

欠席 2 名

議事：利用状況・物品使用状況報告（4 月分）．物品貸出依頼の審議．シミュレータ使用

説明会の開催について．

議事録有．

③第 3 回スキルスラボ運営委員会（平成 22 年 6 月 15 日）於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 6 名

欠席 2 名

議事：利用状況・物品使用状況報告（4 〜 5 月）．物品貸出依頼の審議．実践セミナーの

開催について．議事録有．
④第 4 回スキルスラボ運営委員会（平成 22 年 7 月 26 日）於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 5 名

欠席 2 名

議事：利用状況・物品使用状況報告（4 〜 6 月）．物品貸出依頼の審議．実践セミナーの

開催について．議事録有．
⑤第 5 スキルスラボ運営委員会（平成 22 年 9 月 27 日）於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 6 名

欠席 2 名

議事：利用状況・物品使用状況報告（4 〜 8 月）．講習会の定期開催について．議事録有．

⑥第 6 回スキルスラボ運営委員会（平成 22 年 10 月 18 日）於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 6 名

欠席 2 名

議事：利用状況・物品使用状況報告（4 〜 9 月）．実践セミナーの開催の報告． 議事録有．

⑦第 7 回スキルスラボ運営委員会（平成 22 年 11 月 22 日）於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 6 名

欠席 2 名

開催について．

議事：利用状況・物品使用状況報告（4 〜 10 月）．物品貸出依頼の審議．実践セミナー

議事録有．

⑧第 8 回スキルスラボ運営委員会（平成 22 年 12 月 20 日）於：基礎医学棟 4 階カンファレンスルーム
名

欠席 4 名

出席 4

議事：利用状況・物品使用状況報告（4 〜 11 月）．講習会開催について．議事録有．

⑨第 9 回スキルスラボ運営委員会（平成 23 年 1 月 17 日）於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 6 名

欠席 2 名

議事：利用状況・物品使用状況報告（4 〜 12 月）．物品貸出依頼の審議．実践セミナー

の開催について．議事録有．
⑩第 10 スキルスラボ運営委員会（平成 23 年 2 月 28 日）於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 6 名

欠席 2 名

議事：利用状況・物品使用状況報告（4 〜 1 月）．物品貸出依頼の審議．研修医オリエンテー

ションについて．議事録有．
⑩第 11 回スキルスラボ運営委員会（平成 23 年 3 月 28 日）於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 4 名

欠席 4 名

議事：利用状況・物品使用状況報告（4 〜 2 月）．研修医オリエンテーションについて．

議事録有．
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スキルスラボ利用状況報告
①利用日数 123 日であり，年間を通じて 3.0 日に 1 度は利用されている．
②利用者総数は 3972 名，その内学内者 3440 名，学外者 532 名．
③利用件数の総数 212 件，その内授業等の利用 76 件，その他の利用 93 件，物品の貸出は 43 件であった．
④授業，OSCE を含む卒前医学教育での利用は 46 件，学生数 1643 名，指導者・スタッフ 464 名であり，利用者
総数の 4 割は学生であった．
⑤講習会等の開催
・ＢＬＳ講習会：開催件数 30 件，受講者 377 名（学内 327 名，学外 50 名），指導者・スタッフは 284 名（学内
193 名，学外 91 名）であった．
・ＩＣＬＳ講習会：開催件数 2 件，受講者数 44 名（学内者 29 名，学外者 15 名），指導者・スタッフ 68 名（学
内者 25 名，学外者 43 名）であった．開催日：平成 22 年 8 月 8 日，12 月 26 日
・医療安全対策室共催，呼吸療法サポート小委員会によるＯＴ，ＰＴ対象の喀痰吸引講習会が 10 回開催され，受
講者 96 名，指導者・スタッフ 74 名であった．
・医療人育成支援センター共催の実践セミナー「腹部超音波診断の基本と実践」が計 3 回開催され，受講者は 13 名，
指導者・スタッフは 24 名であった．開催日：平成 22 年 10 月 16 日，11 月 27 日，平成 23 年 1 月 22 日
・医療人育成支援センター共催の新生児蘇生講習会が 1 回開催され，受講者 22 名，指導者・スタッフ 8 名であっ
た．開催日：3 月 26 日

4．評価と次年度目標
評価
1）平成 22 年度のスキルスラボ利用状況は増加傾向にあり，卒前・卒後医学教育ならびに医療職者の生涯教育に
於いて医療技術を習得するためにスキルスラボを利用することが有効であると徐々に認識されてきたと考えられ
る．
次年度目標
1）授業内容に応じたスキルスラボの利用を促進し，支援する．
特に，5，6 年生の臨床実習での利用が増加するように働きかける．
2）研修医が利用するには指導医の指導が不可欠である．指導医にスキルスラボのシミュレータの有用性を認識し
てもらい，定期的な利用がなされるように働きかける．
3）学内・外を対象としたシミュレーション教育部門主催もしくは共催の各種セミナー・講習会の開催を促進し，
定例開催に向けて支援する．
4）現有する機器の整備・管理を継続して行い，使用可能な状態を維持する．
5）研修医・医師，看護師，ＰＴ・ＯＴ等の医療職者ならびに学生の医療技術の習熟を促すシミュレータ機器の充
実を図る．
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8．事務部門
1．構成員（全員兼担）
部門長

小室秀樹（KOMURO, Hideki）
（任期：H22.6.30）

部門員

水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）
中島美智雄（NAKAJIMA, Michio）
堀江正人（HORIE, Masahito）
蛭間庄司（HIRUMA, Shoji）
岡田一観（OKADA, Kazumi）
小鷹徳子（ODAKA, Noriko）
吉山美穂子（YOSHIYAMA, Mihoko）
新井博志（ARAI, Hiroshi）
大関ひとみ（OHZEKI, Hitomi）
（H22.7.31 まで）
鳥海佳代（TORIUMI, Kayo）
岩田美代子（IWATA, Miyoko）
河村陽子（KAWAMURA, Yoko）
松澤理枝子（MATSUZAWA, Rieko）
川俣栄希（KAWAMATA, Eiki）
（H22.7.31 まで）
倉林靖浩（KURAHAYASHI, Yasuhiro）
坂井菜穂（SAKAI, Nao）
石山

直（ISHIYAMA, Nao）

山口奈緒子（YAMAGUCHI, Naoko）
新井菜緒（ARAI, Nao）
神田満須美（KANDA, Masumi）
内田一枝（UCHIDA, Kazue）
：
（非常勤）

2．目的
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．

3．活動報告
①医学教育センターの各部門会議の開催に協力した．
②「若さを保つ」をメインテーマに，市民公開講座を 11 回開催した（会場は全て川越ビル）．
「お腹の症状の原因と治療」4 月 17 日
「高齢者の肝臓病」5 月 15 日
「血管の若さを保つ：動脈硬化の予防」6 月 19 日
「心臓の若さを保つ高血圧は予防するのか治療するのか」7 月 17 日
「脳を若く保つ」9 月 18 日
「がんのあたらしい治療

核医学を使う」10 月 23 日

「あしと腰の若さを保つ」11 月 20 日
「肺を若く保つ」12 月 11 日
「骨の若さを保つ」1 月 22 日
「予防接種を考える」2 月 19 日
「皮膚の若さを保つ」3 月 19 日（中止）
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4．評価と次年度目標
所管部署として川越ビルで開催する市民公開講座は，今年度 11 回開催（3 月 19 日の講座は東日本大震災の影響
により中止）し，参加者は 1718 名（内新規 401 名）を数え，目標を達成できたと判断できる．今後も引き続き市
民のニーズと向き合い運営に努力していきたい．
センター各部門業務が円滑運営されるよう事務的支援を行った．特に支障はなく順調に遂行できたと判断している．
今後もセンター各部門と協力し，教育環境等の変化に迅速に対応できるよう努めていくとともに，部門担当事務間
及び総合医療センター，国際医療センター各ブランチ，大学事務部との協力，連携を密にとり，センター事務部門と
してセンター運営に関する支援体制の充実を図っていきたい．
3 月 11 日に発生した東日本大震災に伴い，業務上様々な支障が生じたが，大学事務部等と連携を取りさほど大き
な混乱もなく業務を遂行できた．
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1．研究主任部門
1）構成員
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：部門長
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：副部門長
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：副部門長
木﨑昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：副部門長
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：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．基本学会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・評価
今年度から副部門長に医療学部から石井先生，大学から持田先生と交代で三村先生に参加していただき，5 名で運
営会議を構成することとした．
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．
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．研究主任部門主催で学内講演会を企画し，キャンパス内で実践されている研究アクティビティーを研究者間で
共有できるように支援する．
5 については今年度 2 回学内グラント受賞者成果発表会を開催することができた．大学院生にも声かけして各 8 名，
2 名の参加を得た．研究主任部門の副部門長以上で司会を担当し，学長から開会の挨拶，研究センター長松下先生か
ら閉会の挨拶をいただいた．司会者からは「なかなか活発で興味深い会であった」と評価を得た．本企画が大学院講
義単位として認定していただけるよう大学院委員会に提案し審議していただき，平成 23 年度の第 3 回目からは認定
していただけることになった．
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2．共同利用施設運営部門
1．構成員
部門長：米谷

新（YONEYA, Shin）
：眼科学教室：教授：任期 2 年

部門長代理：坂本
副部門長：森

安（SAKAMOTO, Yasushi）：中央研究施設・機能部門：教授：任期 2 年

圭介（MORI, Keisuke）
：眼科学教室：准教授：任期 2 年

副部門長：西川

亮（NISHIKAWA, Ryou）
：国際医療センター脳神経外科：教授：任期 2 年

副部門長：田丸淳一（TAMARU, Jyunichi）
：総合医療センター病理部：教授：任期 2 年
部門員：穐田真澄（AKITA, Masumi）
：中央研究施設・形態部門：教授：任期 2 年
部門員：犬飼浩一（INUKAI, Kouichi）
：中央研究施設・RI 部門：准教授：任期 2 年
部門員：鈴木政美（SUZUKI, Masami）
：中央研究施設・実験動物部門：准教授：任期 2 年
部門員：椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：准教授：任期 2 年

2．目的
本学研究者による最先端の高度な研究の推進を支援するための学内共同利用の研究施設が，本学における臨床及び
基礎医学研究の推進・発展の基盤となり機能するために必要な事項について検討し，必要に応じて部門会議を開催し
て討議する．

3．活動報告
【各キャンパス共同利用施設間の相互認識等】①前年度からの共同研究推進部門より改組し，スタートしたばかり
であるため，まず学内への共同利用施設の網羅的な情報発信を行うために共同利用施設と共同利用施設運営部門を統
括したホームページを作成し，
公開した
（http://smswww/kyouri/）．今後，毛呂山キャンパス・中央研究施設と川越キャ
ンパス・研究部における各部門の情報等をこのホームページに掲載し，充実させて行く予定．② 4 月 24 日総合医療
センター研究部の各施設を松下

祥 医学研究センター長と坂本

ていただき，田丸淳一研究部長，森

安 共同利用施設運営部門長代理が訪問・視察させ

隆 研究部准教授と意見交換等を行った．③毛呂山キャンパス・中央研究施設・

実験動物部門において，一階洗浄滅菌室作業環境が高温多湿であるため職員の作業中の熱中症等が危惧されたため，
松下

祥医学研究センター長ならびに産業医・東

丈裕先生，今井康雄先生の指示を得て空調設備の改善に関する要

望書を提出した．空調設備の工事は 2 月上旬に完了した．④ 10 月 17 日に行われた中央研究施設運営委員会におい
て，施設内も含め廊下に各種のボンベが放置されていることが問題視され，産業医の東

丈裕先生からも同様の指摘

があったため，その改善に関して検討した．また，当該部門通じて危険性と対処法を全学に配信した．
【研究機器・設備の整備等】①昨年より，要望のあった実験小動物用光イメージング装置（毛呂山キャンパス・実
験動物部門設置予定）ならびに電子顕微鏡システム（毛呂山キャンパス・形態部門設置予定）を，平成 22 年度・私
立大学研究設備整備計画申請に提出し両者とも採択された．②中央研究施設・寄附研究部門の跡地である第 2 研究棟
311 号室に，“ 実験室を持たない教員に対して，最小限の機器を備えた実験場所を提供する ” ことを目的とした共同
利用実験室を整備することとなり，学内に基礎的な研究機器の供出を呼びかけスタート段階としては充分な備品を得
ることができたため，その整備を遂行している．【テクニカルセミナーの開催】① 2010/06/30 16:00 〜 17:30；表
面プラズモン共鳴装置

Compact SPR Sensor SPR02 のテクニカルセミナー② 2010/05/18 10:00 〜 17:00；デモ機；

（VisEn FMT 2500LX：プライムテック）による画像解析③ 2010/05/14 13:00 〜 16:30；走査電子顕微鏡 S-4800
使用説明会④ 2010/05/11 13:00 〜 16:30；走査形電子顕微鏡

TM1000S 使用説明会

⑤ 2010/04/05 16:00 〜；

デモ機（Lumazone：日本ローパー）による画像解析⑥ 2010/03/12 16：00 〜；デモ機（Clairvivo OPT: 島津製作
所）による画像解析セミナー⑦ 2010/02/24 16:00 〜 17:00；マイクロプレートリーダーセミナー⑧ 2010/01/14
16:00 〜 17:00；生体中金属元素イメージングの医学への応用
【共同研究の啓蒙活動】2010/03/31 16:00 〜 18:30 毛呂山キャンパス

本部棟 2 階会議室にて；

東洋大学 Bio-

Nano Electronics Research Center において医学分野へ応用可能な研究成果があり，その内容を埼玉医大研究者に紹
介し意見交換を行う目的で合同セミナーを開催したいとの提案が有り，企画された．最先端の磁性体ナノ粒子研究を
含め多彩なナノ分野の研究が推進される中，両校の共同研究推進により磁性ナノカーボンチューブの新規ドラッグデ
リバリー（薬物送達）システムや生体分子のマニピュレーション等の医学研究への応用について検討する最初の会と
なった．その後，10 月 19 日に総合医療センターにて，神経内科学教室にて簡単な説明会も開かれ，現在，培養細胞，
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抗原を結合した単体等を材料とした検討が，共同利用施設と保健医療学部を中心として検討が進められており，成果
が上がれば再度合同セミナーを開催する予定．

4．評価と次年度目標
今年度は，共同利用施設運営部門のスタートの年となったが，各キャンパス共同利用施設間の相互認識，研究機器・
設備の整備等，テクニカルセミナーの開催，共同研究の啓蒙活動等に関して充実した活動を行うことが出来た．共同
利用施設の設備の管理と研究支援のスタイルは，それぞれに特徴を有しているが，統一性を欠いている部分もあるた
め，今後の目標として種々の利用手続き，登録方法等をより理解し易くするための検討を進めることがあげられる．
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3．知財戦略研究推進部門
1．構成員
部門長

岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター所長：教授（任期 H23.7.31）

部門長代理

飯野

顕（IINO, Akira）
：医学研究センター：特任教授（任期 H23.7.31）

副部門長

西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）：先端医療開発センター：センター長：教授（任期 H23.7.31）

副部門長

安河内正文（YASUKOCHI, Masafumi）：医学研究センター：客員講師（任期 H23.7.31）

部門員

須田立雄（SUDA, Tatsuo）
：ゲノム医学研究センター：客員教授

部門員

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

部門員

佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）
：国際医療センター：教授

部門員

菅原哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）
：医学研究センター：助教

2．目的
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．特許庁の「大学知的財産アドバイザー派遣事業」により学内の体制が確立できた
ことから，自立して知財・産学官連携活動に取り組んでいる．

3．活動報告
3-1．学内啓発活動：知的財産に関する講演会を実施
リクルートのセミナー
卒後教育委員会後援
講師

学術集会

11 月 16 日開催

㈱リクルート

卒後教育委員会後援
講師

学術集会

医療機器技術情報協会

3 月 8 日開催
代表

川端隆司

3-2．学外セミナーの開催
連携 10 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，10 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，東京電機大学，聖学院大学，埼玉県立大学）と
埼玉県内の企業 300 社が参加した．
開催日

：平成 22 年 12 月 7 日（火）13 時〜 17 時

開催場所：大宮ソニックシティ
埼玉県「県内企業ビジネス・イノベーション支援事業」へ参画
工業イノベーションスクール開講
開講日：11 月 13 日 10：00 〜 15：15
於

：埼玉新都心ビジネス交流プラザ

3-3．特許出願状況：22 件出願
特願 2010-501920

急性呼吸器感染症起炎病原体の鑑別方法

200980107903.7（CN） 急性呼吸器感染症起炎病原体の鑑別方法
2009220657（AU）METHOD OF DISTINGUISHING INFLAMMATORY PATHOGEN CAUSING ACUTE RESPIRATORY INFECTION
12/920785（US）METHOD OF DISTINGUISHING INFLAMMATORY PATHOGEN CAUSING ACUTE RESPIRATORY INFECTION
9718220.8（EP）METHOD OF DISTINGUISHING INFLAMMATORY PATHOGEN CAUSING ACUTE RESPIRATORY INFECTION
6258/CHENP/2010（IN）METHOD OF DISTINGUISHING INFLAMMATORY PATHOGEN CAUSING ACUTE RESPIRATORY INFECTION
2717244（CA）METHOD OF DISTINGUISHING INFLAMMATORY PATHOGEN CAUSING ACUTE RESPIRATORY INFECTION
12/879.305（US）DOUBLE-STRANDED NUCLEIC ACID MOLECULE, CANCER CELL PROLIFERATION INHIBITOR AND PHARMACEUTICAL
AGENT SUITABLE FOR PREVENTION OR TREATMENT OF CANCER
特願 2010-162031 軟 X 線顕微鏡
特願 2010-088205
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生体組織牽引用高分子成形体，それを用いた医療用牽引部材及び医療用牽引具

知財戦略研究推進部門

PCT/JP2010/058095

新規ＰＰＡＲγプロモーター配列，及びその応用

特願 2010-201160

C 型肝炎ウイルスリポソームワクチン

特願 2010-231918

エボラウイルスリポソ−ムワクチン

PCT/JP2010/068974

母乳または飲食品がアトピー性皮膚炎の発症を誘導する危険性を評価する方法，およびア
トピー性皮膚炎の発症を誘導する危険性が減少された母乳または飲食品

特願 2010-227052

生体組織牽引用高分子成形体，それを用いた医療用牽引部材及び医療用牽引具

特願 2010-270634

3 剤併用抗がん剤の感受性判定マーカー

特願 2010-255134

骨分化阻害剤およびその製造方法

PCT/JP2010/072810

加齢黄斑変性症易罹患性の判定マーカー並びに判定方法及び判定キット

PCT/JP2011/050331

糖代謝，脂質代謝，肥満，及び寿命を制御する制御代謝遺伝子，及びタンパク質，並びに
スクリーニング方法

PCT/JP2010/73708

位相制御装置

12/121200（US）

アブレーションカテーテル

PCT/JP2011/53110

人工多能性幹細胞の製造方法

3-4．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．
・医療機器メーカーとの交渉により特許権の不実施補償の対価として，100 万円の知的財産に関わる収入を得る．
・ 大手の検査会社との成立特許のライセンス契約によるにより，検査会社の 22 年度の売り上げ（約 4 億円 / 年）
に貢献し，実施料収入は 1118 万円である．
・医薬品・医療機器メーカー 2 社とのノウハウ提供に係る契約により，300 万円の知的財産に係る収入が得られた．
本年度は，総計 1518 万円の知的財産収入を得た．

4．評価と次年度目標
今年度は，知的財産ポリシー，知的財産に関する規程の学内研究者への周知を行うとともに，技術移転を推進す
ることを目標とした．昨年度改訂した「埼玉医科大学知的財産に関する規程」を学内研究者への周知するため，文部
科学省科学研究費補助金の採択を受けた先生方を中心に，知財の啓発活動を行った（面談者数 60 名 / 年）．

また，

医療機器メーカーなどへ技術移転をすることができ，4 件 1518 万円の知的財産収入を得ることができた．来年度も
引き続き学内への知的財産の啓発活動を通し特許等の知的財産権の保護，および民間企業へ技術移転を推進する．
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4．研究支援管理部門
1．構成員
飯野

顕（IINO, Akira）
：部門長：特任教授：医学研究センター

仁科正美（NISHINA, Masami）
：副部門長：准教授：医学研究センター
大竹
森

明（OOTAKE, Akira）
：部門員：教授：大学病院 小児科
隆（TAKEUCHI, Tsutomu）
：部門員：准教授：総合医療センター 研究部

町田早苗（MACHIDA, Sanae）
：部門員：助教：医学研究センター

2．目的
研究支援管理部門は，従来からの 1）グラント部門に加えて，2）本学が採択を受けた公的研究費に係わる監査及
び利益相反マネジメント体制の確立状況に係わる監査をはじめとする研究倫理全般に対応し，それらに関係するポリ
シーや規定等の整備を行うことを目的に，平成 21 年 5 月 23 日付けで発足した．

3．活動報告
1）グラント部門
平成 22 年度は学内グラントに 25 件の応募があった．分野別の複数の選考委員による予備審査の後，10 月 1 日に
グラント選考委員会が開催され，14 件の研究テーマが採択された．
2）利益相反（COI）管理委員会活動支援
今年度はその活動の 2 年目に当たる．昨年度と同様公的研究費の採択を受けている，又はその申請をしようとし
ている研究者に対して COI に関わる自己申告書の提出を要請した．提出された COI 自己申告書の総数は 293 件であっ
た．メール会議及び COI 管理委員会（一回）による審査の結果，そのほとんどは利益相反の状態となる恐れのない
ものであった．しかし，そのうちの 8 件については利益相反の状態になる恐れがあり，当該の研究者に対して適切
な勧告を行った．

4．評価と次年度目標
1）グラント部門
本学における学内グラント制度は定着した．文部科学省科学研究費補助金の採択に対して少しずつ効果が出てきて
いる．さらに，若手研究者の研究マインドを高めていくことが次年度の目標である．
2）利益相反（COI）管理委員会活動支援
今年度はその申告数が昨年度の 158 から 293 件と顕著に増大した．公的研究費を受けている研究者に対し，本活
動がかなり浸透してきていることを示している．さらに周知を徹底するため，次年度に向け啓発活動を実施していく．
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5．安全管理部門
1．構成員
部門長

赤塚 俊隆 (AKATSUKA, Toshitaka)：微生物学：教授（任期：H24.3.31）

DNA 分野
副部門長

三谷 幸之介 (MITANI, Konosuke)：ゲノム医学・遺伝子治療部門：教授（任期：H24.3.31）

部 門 員

森 隆 (MORI, Thakshi): 総合医療センター研究部：准教授（任期：H24.3.31）

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（任期：H24.3.31）

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（任期：H24.3.31）

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（任期：H24.3.31）

部 門 員

鈴木 政美（(SUZUKI, Masami)：中央研究施設

部 門 員

西川 亮 (NISHIGUCHI, Akira) 国際医療センター脳神経外科：教授（任期：H24.3.31）

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（任期：H24.3.31）

実験動物部門：准教授（任期：H24.3.31）

薬物分野
副部門長

丸山 敬 (MARUYAMA, Kei) : 薬理学：教授（任期：H24.3.31）

部 門 員

西本 正純 (NISHIMOTO, Masazumi) ゲノム医学 RI 実験施設：講師（任期：H24.3.31）

部 門 員

岸野 亨 (KISHINO, Akira)：総合医療センター薬剤部：課長（任期：H24.3.31）

部 門 員

藤田 健一 (FUJITA, Ken-ichi) 国際医療センター腫瘍内科：助教（任期：H24.3.31）

RI 分野
副部門長

犬飼 浩一：中央研究施設 RI 部門：准教授（任期：H24.3.31）

部 門 員

飯塚 裕幸 (IIZUKA, Hiroyuki)：中央研究施設 RI 部門：助教（任期：H24.3.31）

部 門 員

西本 正純 (NISHIMOTO, Masazumi) ゲノム医学実 RI 実験施設：講師（任期：H24.3.31）

部 門 員

本田 憲業 (HONDA, NOrinari)：総合医療センター：放射線科：教授（任期：H24.3.31）

部 門 員

西川 亮 (NISHIKAWA, Akira) 国際医療センター脳神経外科：教授（任期：H24.3.31）

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（任期：H24.3.31）

廃液環境分野
副部門長

吉田 喜太郎 (YOSHIDA, Kitaro)：医学基礎：教授（任期：H24.3.31）

部 門 員

森 隆 (MORI, Takashi) : 総合医療センター研究部：准教授（任期：H24.3.31）

部 門 員

野寺 誠 (NODERA, Makoto) 保健医療健康学科健康医療科学：准教授（任期：H24.3.31）

部 門 員

安達 淳一 (ADACHI, Junichi) 国際医療センター脳神経外科：講師（任期：H24.3.31）

部 門 員

西本 正純 (NISHIMOTO, Maszumi) ゲノム医学実験動物施設：講師（任期：H24.3.31）

感染分野
副部門長

赤塚 俊隆 (AKATSUKA, Toshitaka)：微生物：教授（任期：H24.3.31）

部 門 員

高橋 俊 (TAKAHASHI, Shun) 臨床検査医学・輸血細胞移植部：技師（任期：H24.3.31）

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（任期：H24.3.31）

部 門 員

森 隆 (MORI, Takashi) : 総合医療センター研究部：准教授（任期：H24.3.31）

部 門 員

宮里 明子 (MIYASATO, Akiko) 国際医療センター：感染症科・感染制御科：講師（任期：H24.3.31）

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（任期：H24.3.31）

2．目的
大学における研究・教育・診療活動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，病原性微生物等管理委員会と協力して管理作業を行う．

3．活動報告
H22 年 10 月より禾部門長が退任し，感染分野副部門長赤塚が部門長を引き継ぎ，DNA 分野副部門長に三谷が就
任した．
①第 1 回部門会議（平成 22 年 10 月 19 日）於：本部棟 2F 会議室

出席 4 人

欠席 2 人
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議事：1) 部門員変更について，2) H22 年度活動計画の確認，3) 動物実験計画書の改訂について
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
平成 22 年度組換え DNA 実験安全委員会を開催した（H23.2.14 開催，7 号館 1F 会議室，出席者 14 名）．平成 22
年 1 月以降提出された遺伝子組換え生物等の使用等における第二種拡散防止措置申請書類は 90 件あり，うち平成
23 年度科学研究費申請に伴う第二種拡散防止措置申請は計 42 件であった．以上の申請について審議を行った結果，
承認 70 件，仮承認 9 件，未承認 11 件となった．また，今年度の譲渡関係書類提出数は 8 件であった．
動物分野
H22 年 12 月 1 日より「動物実験指針」を廃止，「動物実験規定」を制定した．それに伴い，動物実験計画書およ
び関連様式を改定・施行した．
薬物分野
文部科学省事務連絡「大学，研究所等における毒劇物，火薬類等危険物質管理の強化」（平成 22 年 5 月 21 日付）
があり，その対応としてメール会議（H22.5.25-5.31）を開き，議論を行った．その結果，全研究者に危険試薬の管
理の徹底，研究室の施錠等に関する注意喚起をメール配信により行なった．
RI 分野
放射性同位元素安全取扱いに関する新規教育訓練を 3 回施行した [ 平成 22 年 5 月（出席者：2 名），平成 22 年 6 月
（出
席者：1 名）
，平成 22 年 12 月（出席者：5 名）講師は飯塚裕幸 ]．平成 22 年 5 月，文部科学省より「危機管理の
徹底について」の事務連絡があり，各キャンパスのＲＩ施設における放射性物質の保管及び運搬と危機管理体制の強
化についての対応策を確認した．昨年度文部科学省より通達のあった管理下にない放射性同位元素等に関する一斉点
検の実施及び報告依頼に対しては，全学的に対処するための配布文書を作成し，管理区域，管理区域外に管理されて
いない放射性同位元素がないか平成 22 年 9 月末まで一斉点検を実施した．また飯塚は平成 22 年 5 月から 7 月の 3 ヵ
月間にわたり埼玉医科大学巡視にサーベイメータを持参・同行して放射性同位元素等の調査を行なった．平成 22 年
4 月に点検結果中間報告書，平成 22 年 10 月に点検結果最終報告書を文部科学省へ提出した．
廃液環境分野
1．毛呂山キャンパスでは，各研究室から出される廃液・廃試薬については，大学が委託した専門業者による引取
処理が行われている．また構内から排出される排水については，施設部が中心となり，毛呂山町と協力しながら
排水溝出口で定期的な水質検査を行っている．
2．日高キャンパス教員研究棟研究室で発生する実験廃液については，各科研究室で保管し，施設部を通して専門
の処理業者に引き取りを依頼している．2 回目以後のすすぎ液は下水に排出されるが，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し，さらに市の下水道課からも定期検査が入っている．
3．ゲノム医学研究センターでは，今年度開催された廃棄物委員会において，平成 16 年度以来改訂されていなかっ
た「組換え DNA 実験指針及び実験系廃棄物処理の手引」を，組換え DNA 実験に関する法律改正に適合すべく，
一部改訂を行った．また上記手引きがいつでも閲覧できるように，ゲノム医学研究センターのホームページ（内
部のみ）に掲載した．また廃棄物委員会の構成メンバーについて，人事異動により空席になっていたものを補充
した．
4．川越キャンパス（総合医療センター）では，各施設で保管されている廃液（廃アルコール・キシレン，廃色素，
廃重金属）について，年 1 回の専門業者による一括処理を行っている．また周辺環境に関しても，施設課によ
る定期的な排水検査が行われ，法令に遵守した排水基準を保っている．
感染分野
1．昨年度 3 月 16 日付で，
文科省から病原性微生物等の保管・管理調査が依頼された．今回は黄色ブドウ球菌とウェ
ルシュ菌が調査対象に加わった．これについて学内調査を行い，H22 年 4 月 14 日回答を行った．

4．評価と次年度目標
本年度，途中で部門長，副部門長の交代があったが，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
管理活動ができており，各部門員の協力は高く評価できる．
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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）
：大学病院血液内科：教授（任期：H23.7.31）

部門員

斎藤一之（SAITOH, Kazuyuki）
：法医学：教授（任期：H23.7.31）

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（任期：H23.7.31）

部門員

名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：大学病院消化器内科・肝臓内科：教授（任期：H23.7.31）

部門員

木村文子（KIMURA, Fumiko）
：国際医療センター画像診断科：教授（任期：H23.7.31）

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
A．部門会議は随時メール会議も行った．
①第 1 回

部門会議（平成 22 年 8 月 4 日）於：薬理教授室 出席 6 人 欠席 1 人

議事：部門構成や活動方針など
②第 2 回

議事録有

部門会議（平成 22 年 9 月 1 日〜平成 22 年 9 月 2 日）於：メール会議 出席 7 人 欠席 0 人

議事：平成 22 年度第 2 回私費外国人留学生等奨学生選考審査
③第 3 回

部門会議（平成 23 年 2 月 23 日）於：薬理教授室 出席 6 人 欠席 1 人

議事：留学生や大学院生の研究支援など
④第 2 回

議事録有

議事録有

部門会議（平成 23 年 3 月 1 日〜平成 23 年 3 月 9 日）於：メール会議 出席 7 人 欠席 0 人

議事：平成 23 年度第 1 回私費外国人留学生等奨学生選考審査

議事録有

B．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 21 年度と同じく，各埼玉医科大学規則に従った．
C．毛呂山キャンパス，ゲノム研究センター，川越医療センター，国際医療センターおよび教員，事務部門が連携
して協議する体制をさらに整備した．各部門員は適宜メールをチェックするようにし，議案について数日以内に
コメントが得られるようになった．
D．日本私立医科大学協会の私立医科大学における基礎研究の活性化に向けたアンケートに部門として協力した．
（平成 22 年 8 月）
E．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，メール会議などを駆使して迅速に選考した．
F．平成 22 年 9 月時の選考においては，日本人大学院 1 年生の申請者についての議論が行われた．本奨学金は基
本的には外国人留学生を対象とし，日本人については，十分な研究能力を備えた無給研究者を想定している．具
体的には，博士課程最終学年，もしくは博士研究員である．従って，博士課程 1 年生については，十分な研究
能力を備える前の段階であり，特別な経済的問題がある事例ではないことから，1 名空席にはなるが，支給者と
しては研究センター運営会議に推薦しないこととした．
G．平成 22 年度 3 月時の選考においては，
2 名の募集に 1 名の応募があった．日本人大学院生（受給時には 2 年生）
について議論し研究センター運営会議に採用可の答申をした．

4．評価と次年度目標
「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，ゲノム研究センター，川越
医療センター，国際医療センター，および教員，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
年次はさらに保健医療学部との連携を含めて，非常勤研究者の支援を充実させていく．
埼玉医科大学私費外国人留学生等奨学金における申請者の経済状況の把握の必要性について議論が行われた．高額
の収入がある者に支給するのは不合理であるが，しかし，客観的な把握（例えば本人は無収入であっても配偶者が高
額所得者の場合など）が困難という意見もあり，引き続き議論することとした．
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平成 22 年 2 月 26 日の教員代表者会議において，山内学長・医学部長より名称について現状を踏まえて再検討す
るようにご指示があった．私費留学生を念頭に創設されたが，現状では日本人博士課程研究者等の受給者も増えてい
る．将来的には保健医療学部を含めてさらに支給対象が拡大することが考えられる．また，平成 23 年 1 月の教員代
表者会議より，大学院生を包括する新しい支援制度への移行が開始されることになった．平成 23 年度は，新制度へ
の移行期間として基本的には現状を維持することとした．
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7．研究評価部門
1．構成員
部門長

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：微生物学：教授（任期：H22.7.31）
H22.8.1 より

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター：
准教授（任期：H23.7.31）

副部門長

伊崎誠一（IZAKI, Seiichi）
：総合医療センター皮膚科：教授（任期：H23.7.31）

部門員

鈴木

勝（SUZUKI, Masaru）
：医学研究センター：教授

山田栄一（YAMADA, Eiichi）
：医学研究センター：実験助手

2．目的
本部門は，埼玉医科大学医学研究センター規程第 8 条に則り，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，ことを目的としている．これを実現
するため，研究業績データベースの利用拡大，ReaD とのデータ交換，などの活動を行った．

3．活動報告
3-1．部門会議
①第 1 回部門会議（平成 22 年 9 月 27 日）於：医学研究センター本部

出席 3 人

議事：平成 21 年度人事考課を終えて，次年度への改善点等の協議
②第 2 回部門会議（平成 22 年 10 月 4 日）於：医学研究センター本部

出席 3 人

議事：アクセス記録の集計結果と広報等および研究業績データベースの利用拡大に関わる協議
③第 3 回部門会議（平成 22 年 12 月 27 日）於：医学研究センター本部

出席 3 人

議事：ReaD とのデータ交換実施に関わる手順の確認と実施方法の改善等の協議
3-2．研究業績データベースの利用
2010 年度のアクセス者数は 873 で，全登録者 1,256 人のうち 69.5％がアクセスしたことになる．臨床の助教の
アクセス率の低さ（57.8％）が，全体のアクセス率を下げる要因であった．人事考課では本システムの出力結果の
印刷物の提出が必須であることから，人事考課の書類提出締め切り（7 月 15 日）前後に ID・PW の問い合わせが増
加した．また，操作方法についての問い合わせも増加した．これまでのアクセス件数の変化などについては，埼玉医
科大学雑誌 vol.37 No2 に報告した．
3-3．ReaD とのデータ交換
平成 22 年 12 月 9 日に着手し，平成 23 年 3 月 24 日に完了した．全登録者 1,256 名のうち 734 名についてデー
タを送付した．それ以外の研究者についてはデータが不十分，同意書が未提出等の理由により，今年度はデータ交換
の対象とならなかった．平成 22 年度からデータ交換の担当者が前任者から鈴木部門員に交代となったため，本年度
はデータ交換の手順の確立にも注力した．

4．評価と次年度目標
研究業績データベースの利用に関しては徐々にではあるが，その利用が拡大しつつある．次年度以降も利用拡大に
むけて努力を続ける．ReaD とのデータ交換については，その手順が確立されたことから，次年度は 2 回実施する計
画である．また，ReaD が web によるデータ交換を開始する計画があるとのことであり，実施の経過をみながら web
によるデータ互換の実施も検討する．研究活動の実績を定量化するためのシステムの開発にも着手する．
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1．国際交流センター
1．構成員
センター長

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

野村正彦（NOMURA, Masahiko）
：顧問
劉

文甫（LIU, Wenfu）
：顧問

斉藤雅子（SAITO, Masako）
：事務員

2．目的
本センターは埼玉医科大学国際交流センター規程第 2 条に則り，本学と諸外国との学術，文化，教育，研究，診
療等に関する交流を支援・推進することを目的とする．

3．活動報告
3-1．
「学生相互交換留学制度」
22 名の本学 5 年生の派遣，および海外の提携大学より 18 名の留学生の受入れを行った．7 月 8 日の留学生壮行
歓迎会の開催，7 月 10 日から 12 日の直前準備合宿「河口湖セミナー」の実施，10 月 12 日留学報告会の実施など
を行った．
（留学生の氏名は下記の表を参照）
3-2．
「春季語学研修制度 English for Health Science Purposes」
3 月 6 日から 21 日に実施された．
アメリカ・サンフランシスコ：
医学部 10 名（引率

医学基礎

ゴッドフリー チャド特任講師）

オーストラリア・ゴールドコースト：
医学部 6 名，保健医療学部 5 名（引率

医学基礎

笹島

茂准教授）

3-3．
「教員短期留学制度」
前年度末に行った募集と選考により選出された 6 名（特例により 1 名追加）の教員の留学の支援を行った．また，
相互交換留学協定による海外からの研修者の受入れも行った．（留学者の氏名は下記の表を参照）10 月には昨年度の
留学者による帰国報告会も初めて実施された．
3-4．
「English Cafe」
5 月より医学基礎ゴッドフリー チャド特任講師による学生を対象とした英会話レッスンを開始した．毎週火曜日
に実施され，全 24 回開催された．
学生相互交換留学制度

交換留学生一覧

Linkoping University

神田さやか

望月 加奈

印藤

佳織

田中 志昂

松島

桃子

呉

University of Liverpool

花城

里依

松本 賛良

University of Manitoba

高山

智裕

南川 優輝

金子

友美

細田 隆介

Charite University Medicine Berlin

University of Bochum
Albert Einstein College of Medicine

飛田和えりか

侑樹

山本 珠江

Johns Hopkins University

榎本

有希

大島 由佳

Chang Gung University

植原

大介

肥塚幸太郎

Semmelweis University

四宮

俊

望月 文博

University of Pecs

梶原

大輔

出口 雄樹

Linkoping University

Eveline Larsson

Carl-H Gabrielsson

Charite University Medicine Berlin

Franca Genest

Julia Pesch

University of Liverpool

Tristan Townsend

Julian Yeh

University of Manitoba

Lisa Moddemann*

Victor Tran*

University of Bochum

Julia Neugebauer

Cindy Richter
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Albert Einstein College of Medicine

Bertram Prossser

Allen Chang

Chang Gung University

Nao Wu

Gavin Huang

Semmelweis University

Katalin Ronai

Audrienn Dobai

University of Pecs

Timea Dani

Peter Sarlos

* 震災の影響により研修期間終了前に帰国．
教員短期留学制度

留学者一覧

伊丹千晶 *

生理学

講 師

カリフォルニア大学バークレー校（米国，カリフォルニア州）

東

俊晴

麻酔科

講 師

首都医科大学宣武病院疼痛センター（中国，北京）

金子優子

生理学

助 教

ニューヨーク州立大学 Stony Brook 校（米国，ニューヨーク州）

幡野

哲

総合医療センター
消化管一般外科

助 教

センメルワイス大学（ハンガリー共和国，ブタペスト）

中宮紀子

国際医療センター
乳腺腫瘍科

助 教

ペーチ大学（ハンガリー共和国，ペーチ）

有山

国際医療センター
麻酔科

准教授

エリザベス・クランケンハオス病院（ドイツ，エッセン）

淳

* 受入れ側の都合によりキャンセル．
Dr. Szilard Varga

ペーチ大学（ハンガリー共和国，ペーチ）

Dr. Peter Lukovich

センメルワイス大学（ハンガリー共和国，ブタペスト）

4．評価と次年度目標
16 年目となった「学生相互交換留学制度」
，5 年目となり研修先をアメリカ・サンフランシスコ，オーストラリア・
ゴールドコーストの 2 カ所に増やし実施となった「春季語学研修制度」ともに順調に行われ成果を上げている．ま
た 2 年目となった
「教員短期留学制度」
では，
初となる相互交換留学協定による外国人医師の受入れを行う事ができた．
今後もさらに全学的な視野に立った，学生，教員，職員，また海外からの学生，研究者などを受入れる機関としてしっ
かりとした基盤作りを行い充実した業務を行う考えである．
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1．統括支援部門
1．構成員
部門長

鈴木

洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学･医療センター：センター長（任期：H24.3.31）

部門員

柴﨑

智美 （SIBAZAKI, Satomi）
：地域医学･医療センター：准教授（任期：H24.3.31）

部門員

大野

洋一 （OHNO,Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：H24.3.31）

部門員

荒木

隆一郎 （ARAKI,Ryuichirou）：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）

部門員

宮﨑

孝 （MIYAZAKI,Takashi）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）

部門員

羽生

真由子 （HANYU, Mayuko）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）

部門員

佐藤

真喜子 （SATOH, Makiko）
：地域医学･医療センター：助手（任期：H24.3.31）

2．目的
本部門は，地域医学･医療センター規程第 4 条に則り，埼玉医科大学の地域医学･地域医療における支援活動を統
括することを目的としている．

3．活動報告
①第 1 回 部門会議（平成 22 年 4 月 5 日）於：地域医学・医療センター教員室 出席 7 人
議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告，104 回国試分析
②第 2 回 部門会議（平成 22 年 5 月 10 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告，講演会の準備
③第 3 回 部門会議（平成 22 年 6 月 7 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告
④第 4 回 部門会議（平成 22 年 7 月 5 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告，学生の感染症対策について
⑤第 5 回 部門会議（平成 22 年 9 月 6 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告，実習の状況
⑥第 6 回 部門会議（平成 22 年 10 月 4 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告
⑦第 7 回 部門会議（平成 22 年 10 月 18 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告，学会予演
⑧第 8 回 部門会議（平成 22 年 11 月 1 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告，定期試験について
⑨第 9 回部門会議（平成 22 年 12 月 13 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告，今後の地域医学教育について
⑩第 10 回部門会議（平成 23 年 1 月 17 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告，
⑪第 11 回部門会議（平成 23 年 2 月 28 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告，次年度計画
⑫第 12 回部門会議（平成 23 年 3 月 7 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告，次年度教育について

4．評価と次年度目標
本部門においては，概ねの目標は達成された．平成 22 年度卒前教育における地域医学･地域医療に関するカリキュ
ラムの企画，初期臨床研修の地域医療研修プログラムの企画，埼玉県立大学との連携，疫学統計コンサルティングシ
ステムの構築，毛呂山町坂戸市等近隣市町村との健康保持増進に関する連携の構築を行った．次年度においては，モ
デルコアカリキュラムの改訂に伴い重要視されている地域医療実習を中心とした卒前教育カリキュラムの充実をさら
に検討していく．

821

地域医学・医療センター

2．教育研修部門
1．構成員
部門長

鈴木

洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学･医療センター：センター長（任期：H24.3.31）

部門員

柴﨑

智美 （SIBAZAKI, Satomi）
：地域医学･医療センター：准教授（任期：H24.3.31）

部門員

大野

洋一 （OHNO,Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：H24.3.31）

部門員

荒木

隆一郎 （ARAKI,Ryuichirou）：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）

部門員

宮﨑

孝 （MIYAZAKI,Takashi）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）

部門員

羽生

真由子 （HANYU, Mayuko）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）

部門員

佐藤

真喜子 （SATOH, Makiko）
：地域医学･医療センター：助手（任期：H24.3.31）

2．目的
本部門は，地域医学･医療センター規程第 4 条に則り，埼玉医科大学の地域医学･地域医療における支援活動を統
括することを目的としている．

3．活動報告
①第 1 回部門会議（平成 22 年 4 月 26 日）於：地域医学・医療センター教員室 出席 7 人
議事：選択必修の実施，104 回国試分析について
②第 2 回部門会議（平成 22 年 5 月 24 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：光の家実習における学生の感染症について
③第 3 回部門会議（平成 22 年 6 月 7 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：6 年生試験問題作成，夏期学生受入プログラムテーマについて
④第 4 回部門会議（平成 22 年 7 月 12 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：地域社会と健康ユニット実習の進め方について
⑤第 5 回部門会議（平成 22 年 10 月 25 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：実習のまとめと来年度計画
⑥第 6 回部門会議（平成 22 年 12 月 20 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：実習評価と定期試験について
⑦第 7 回部門会議（平成 23 年 1 月 24 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：進級評価について
⑧第 8 回部門会議（平成 23 年 2 月 28 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：次年度計画について

4．評価と次年度目標
本部門においては，概ねの目標は達成された．平成 22 年度卒前教育における地域医学･地域医療に関するカリキュ
ラムの企画，初期臨床研修の地域医療研修プログラムの企画，埼玉県立大学との連携をとり，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．モデルコアカリキュラムに改訂に伴う地域医療臨床実習
の導入や，地域枠に対する入学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．地域保健部門
1．構成員
部門長

鈴木

洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学･医療センター：センター長（任期：H24.3.31）

部門員

柴﨑

智美 （SIBAZAKI, Satomi）
：地域医学･医療センター：准教授（任期：H24.3.31）

部門員

大野

洋一 （OHNO,Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：H24.3.31）

部門員

荒木

隆一郎 （ARAKI,Ryuichirou）：地域医学･医療センター：助教（任期：H23.3.31）

部門員

宮﨑

孝 （MIYAZAKI,Takashi）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）

部門員

羽生

真由子 （HANYU, Mayuko）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）

部門員

佐藤

真喜子 （SATOH, Makiko）
：地域医学･医療センター：助手（任期：H24.3.31）

2．目的
本部門は，地域医学･医療センター規程第 4 条に則り，地域保健のシステム，人材育成に関する支援活動を実施す
ることを目的としている．

3．活動報告
①第 1 回部門会議（平成 22 年 4 月 12 日）於：地域医学・医療センター教員室 出席 7 人
議事：今年度特定健診・保健指導予定
②第 2 回部門会議（平成 22 年 9 月 13 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：インフルエンザ流行予測について
③第 3 回部門会議（平成 23 年 1 月 8 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：毛呂山町特定保健指導実績について
④第 4 回部門会議（平成 23 年 3 月 14 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：災害時の地域保健対策について

4．評価と次年度目標
本部門においては，概ねの目標は達成された．毛呂山町，坂戸市において小中学校と連携市，WEB システムを用
いた感染症流行情報収集システムを構築し，タイムリーに感染症の発生状況を把握し，還元することで感染症対策に
寄与した．毛呂山町，坂戸市，さらには，鳩山町，日高市，越生町において，感染症，生活習慣病，子育て支援に関
する健康教育講演会，学校保健員会での講演等を行い，地域保健の向上に寄与した．次年度は，医学生の実習をさら
に充実し，感染症予防対策の実践，意識の向上など，教職員，児童生徒に直接働きかける等，質の向上，継続性向上
のための検討を行い，地域に顔の見える支援を行っていく．
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4．地域支援部門
1．構成員
部門長

鈴木

洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学･医療センター：センター長（任期：H24.3.31）

部門員

柴﨑

智美 （SIBAZAKI, Satomi）
：地域医学･医療センター：准教授（任期：H24.3.31）

部門員

大野

洋一 （OHNO,Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：H24.3.31）

部門員

荒木

隆一郎 （ARAKI,Ryuichirou）：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）

部門員

宮﨑

孝 （MIYAZAKI,Takashi）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）

部門員

羽生

真由子 （HANYU, Mayuko）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）

部門員

佐藤

真喜子 （SATOH, Makiko）
：地域医学･医療センター：助手（任期：H24.3.31）

2．目的
本部門は，
地域医学･医療センター規程第 4 条に則り，地域医療における課題解決を支援することを目的としている．

3．活動報告
①第 1 回部門会議（平成 22 年 4 月 12 日）於：地域医学・医療センター教員室 出席 7 人
議事：毛呂山町に対する支援について
②第 2 回部門会議（平成 22 年 9 月 13 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：比企地域の医療体制についての進捗
③第 3 回部門会議（平成 23 年 1 月 8 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：毛呂山町に対する支援について
④第 4 回部門会議（平成 23 年 3 月 14 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：災害時の地域医療支援について

4．評価と次年度目標
本部門においては，概ねの目標は達成された．毛呂山町の特定健康診査受診率の向上を目指して，毛呂山町健康づ
くりアドバイザーの委嘱を受け，健診実施方法の検討や特定保健指導における支援を実施し，県下下位層であった受
診率を，上位まで上げることができた．東松山市民市立病院を始めとする比企医療圏の地域医療体制の検討会議に参
加し，埼玉医大としての支援を行った．次年度は，引き続き，毛呂山町の特定健診受診率 65％を目指した支援を行っ
ていくとともに，比企医療圏の体制整備のための支援を実施する．
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1．調査・研究・解析部門
1．構成員
部門長

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：准教授（任期：H24.4.30）

2．目的
調査・研究・解析部門は，埼玉医科大学アドミッションセンター規程第 8 条に則り，本学入試システムの統括，
本学入試システムの自己点検・評価，入試システムの改善策についての調査・研究・解析，その他入試に関する情報
の収集や調査・研究・解析，に関する業務を行うことを目的としている．

3．活動報告
該当なし

4．評価と次年度目標
アドミッションセンターの活動が具体化し，
その活動における当部門の役割が明確になった時点で目標を設定する．
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2．入試問題統括部門
1．構成員
部門長

別所正美（BESSHO, Masami）
：アドミッションセンター副センター長：医学
部長：医学教育センター長：大学病院血液内科教授

2．目的
埼玉医科大学アドミッションセンター規程第 8 条に則り，以下のことを行う．
（1）医学部における一般入試及び推薦入試の試験科目と小論文について，医学部入試委員会の決定に基づく出題
科目・出題範囲，並びに，現行の高等学校学習指導要領で定められた内容に則り，入学試験問題を作成する．
（2）入試後の統計資料を参照しつつ，出題内容・形式・難易度設定について，出題担当者による自己点検評価を
行うとともに，学外点検助言者による第三者評価の結果を併用して，より信頼性の高い試験問題の作成に努める．

3．活動報告
（1）一般入試
委嘱された各科目の出題委員により，入試問題の作成及び点検，国立印刷局への入稿，出張校正（3 回），袋詰め，
入試直前点検を行った．なお直前点検には試験管理室（医学教育センター）の協力を得た．また事後における入
試問題自己点検評価を行い，その結果を医学部入試委員会へ報告した．問題作成と点検に係る主な日程は次の通
りである．
・国立印刷局入稿（前・後期）平成 22 年 10 月初旬
・校正（前・後期） 初校 平成 22 年 11 月初旬
・入試直前点検

前期 平成 23 年 1 月下旬

再校 12 月初旬

念校 12 月下旬

後期 2 月中旬

（2）推薦入試
合格発表後，入学が予定される者全員に対して，学習習慣の継続及び学力の維持向上を目的として科目毎に学習
課題を与え，提出を求めた．提出課題は課題作成責任者が評価を行い，入学後の学習指導の参考資料とした．

4．評価と次年度目標
今年度から新たにアドミッションセンターに特任教員が配置され，一部の科目については問題作成に関する助言及
び試験問題の事前点検に加わることになった．一般入試における問題文のミスについては昨年同様僅少に抑えられた
が，受験生からマークの方法についての質問が寄せられた．これについては今後，問題文の指示を工夫するなどの対
応がとられることになった．次年度以降の入試ではさらに客観性かつ妥当性のある入学試験問題の作成に努めたい．
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1．卒前教育部門
1．構成員
部門長

加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：教授（任期：H23.3.31）

部門員

松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：埼玉医科大学免疫学：教授

2．目的
本部門は，埼玉医科大学アレルギーセンター規程第 7 条（1）に基づき，「アレルギー領域に関する卒前教育とア
レルギー領域における教育システムの改善策についての調査・研究・解析」のために設立された．アレルギーセンター
を主体として系統的に埼玉医科大学学生の卒前講義を推進することを目的とする．

3．活動報告
①アレルギーに関する医学部学生講義を担当した．
3 年生免疫ユニット
アレルギー概論

松下

鼻とアレルギー

加瀬

小児のアレルギー疾患

徳山

内科領域のアレルギー疾患と管理・治療
アレルギー性皮膚疾患の病態・治療

永田

中村

3 年呼吸器ユニット
気管支喘息

永田

慢性咳嗽を呈する疾患

永田

呼吸器と免疫（BAL を含む） 中込
免疫学的機序による呼吸器疾患（HP, EP, Goodpasture） 中込
4 年生免疫ユニット
皮膚のアレルギー

中村

呼吸器とアレルギー
小児のアレルギー

中込
徳山

鼻のアレルギー

加瀬

4 年生小児ユニット
小児のアレルギー性疾患

徳山

小児の呼吸器機能と疾患

徳山

4 年生皮膚・運動器ユニット
湿疹・皮膚炎群，蕁麻疹
薬疹

中村

中村

6 年生呼吸器・胸壁・縦隔疾患
気管支喘息

永田

免疫・アレルギー機序による呼吸器疾患

永田

6 年生免疫・膠原病・アレルギー疾患
小児のアレルギー疾患

徳山

6 年生皮膚疾患
湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹

中村

②アレルギー関連の学生講義に関する統括的なしくみを構築するための検討を行った．
③川越キャンパスと日高キャンパスにおけるアレルギー関連の学生教育におけるそれぞれの関わりについて検討し
た．

4．評価と次年度目標
本学におけるアレルギー関連の講義のほとんどをアレルギーセンターの構成員が担当し，最低限の目標は達成した．
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埼玉医大全体の卒前教育に一層強く関わっていくことと，ユニットごとに分散している医学部学生の講義の系統化が
次年度の目標である．
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2．卒後教育部門
1．構成員
部門長

永田

部門員

中野裕史（NAKANO, Hiroshi）
：埼玉医科大学病院小児科：非常勤講師

真（NAGATA, Makoto）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：教授（任期：H23.3.31）

2．目的
本部門は，埼玉医科大学アレルギーセンター規程第 7 条（2）に基づき，「包括的で，かつ高度な診療能力をもっ
たアレルギー専門医の育成」のために設立された．

3．活動報告
隔月で行う学内講演会（埼玉医科大学「アレルギー・フォーラム」）及び 2 週毎に行う院内勉強会の開催が主な活
動である
①アレルギーフォーラム
第 23 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 22 年 4 月 15 日）
長野オリンピックスピードスケート五輪金メダリスト

清水宏保氏

「喘息をのりこえての金メダル」
第 24 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 22 年 6 月 10 日）
京都大学呼吸器内科

新実彰男准教授

「真菌とアレルギー」
第 25 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 22 年 10 月 14 日）
神奈川県立こども医療センターアレルギー科

栗原和幸部長

「食べてなおす食物アレルギー：経口免疫療法」
第 26 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 22 年 11 月 18 日）
相模原病院研究員

西岡謙二先生

「推奨されるアレルゲン対策法」
第 27 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 23 年 2 月 3 日）
山梨大学耳鼻咽喉科

増山敬祐教授

「花粉症治療最前線」
②院内勉強会
アレルギー専門医による 15 分程度のミニクルズス．原則 2 週に 1 回．本年度は「One airway One disease」
「喘息予防・
管理ガイドライン 2009 の内容と変更点」
「スギ花粉症と免疫療法の実際」
「一般医の鼻症状の見方」
「好酸球性筋膜炎・
血管性浮腫」
「吸入ステロイドの使い分け」
「Churg-Strauss 症候群」
「AMD とは」
「花粉症合併喘息の治療」などをテー
マとして，勉強会を行った．

4．評価と次年度目標
本部門においては，概ねの目標は達成された．「アレルギー喘息センター」の診療を実際に担う医師だけでなく，
専攻生，医学生，パラメディカルなどに勉強する機会を提供できたと考えている．次年度は，現在の事業の継続と，
より効率のよい他のアプローチを考慮したい．
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3．臨床部門
1．構成員
部門長

中村晃一郎（NAKAMURA, Koichiro）：埼玉医科大学病院皮膚科：教授（任期：H23.3.31）

部門員

永田

真（NAGATA, Makoto）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：教授

加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：教授
徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）：埼玉医科大学病院小児科：教授
善波弘善（YOSHINAMI, Hiroyoshi）：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：准教授
中込一之（NAKAGOME, Kazuyuki）：埼玉医科大学病院呼吸器内科：講師
杣

知行（SOMA, Tomoyuki）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：講師

高久洋太郎（TAKAKU, Yotaro）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
山口剛史（YAMAGUCHI, Takefumi）：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
西原冬実（NISHIHARA, Fuyumi）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
小林威仁（KOBAYASHI, Takehito）：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
小宮山謙一郎（KOMIYAMA, Ken-ichiro）：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
中野裕史（NAKANO, Hiroshi）
：埼玉医科大学病院小児科：非常勤講師
仲田拡人（NAKADA, Hiroto）
：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：非常勤講師

2．目的
本部門は，
「アレルギーセンター」における臨床部門であり，各科におけるアレルギー診療を横断的に行えるように，
平成 21 年度に埼玉医科大学アレルギーセンター規程第 8 条に基づき設立された．臨床部門は，呼吸器内科，耳鼻科，
眼科，小児科，皮膚科で扱うアレルギー疾患を対象とする．対象疾患は，喘息，アナフィラキシー，アレルギー性鼻
炎，花粉症，蕁麻疹，アトピー性皮膚炎，アレルギー性結膜炎などである．アレルギー疾患に対する包括的診療を行
うことにより，
患者にとってより質の高い診療が可能になると期待される．複数の科での診療を横断的に行うことで，
個々の患者の情報や治療法や治療方針を共有することができる．

3．活動報告
①アレルギーセンターにおける特別な治療や検査
アレルゲン免疫法導入：12 名（スギ）
，5 名（ハウスダスト）．
プリックテスト 144 名，局所麻酔アレルギーテスト 8 名．
アドレナリン自己注射システム（エピペン）導入・処方 49 名．
②呼吸器内科外来
気管支喘息が中心であるが，花粉症・アレルギー性鼻炎，アトピー性皮膚炎・蕁麻疹，食物アレルギーや薬剤ア
レルギー，アナフィラキシーなどの診療・管理を行った．
③小児科外来
小児科部門では，食物アレルギー，食物アレルギーを合併するアトピー性皮膚炎，アナフィラキシー，小児感染
症に対する診療を行った．特に食物負荷試験の系を確立した．
④皮膚科・内科合同外来
皮膚科および内科での合同診療として，アトピー性皮膚炎・喘息，蕁麻疹，アナフィラキシーを合併するアレル
ギー疾患患者に対する包括的診療をおこなった．それぞれの診療ガイドラインにしたがって，専門的な観点から
吸入療法，外用治療，内服治療を行った．
⑤耳鼻科・内科合同外来
耳鼻科および内科での合同診療として，喘息と鼻炎，副鼻腔炎，中耳炎の合併患者に対する包括的診療を行った．

4．評価と次年度目標
本年度はアレルギー臨床部門が創設され 2 年目に相当する．アレルギー疾患に対する包括的診療によって，各科
の専門的な観点からの情報提供をおこなうことが可能となり，より質の高い診療につながると期待できる．次年度に
おいて，さらに症例数を増加したい．
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4．研究部門
1．構成員
部門長

松下

部門員

善浪弘善（YOSHINAMI, Hiroyoshi）：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：准教授

祥（MATSUSHITA, Sho）
：埼玉医科大学医学部免疫学：教授（任期：H23.3.31）

徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）：埼玉医科大学病院小児科：教授
森

圭介（MORI, Keisuke）
：埼玉医科大学病院眼科：准教授

中込一之（NAKAGOME, Kazuyuki）：埼玉医科大学呼吸器内科：講師

2．目的
埼玉医科大学には基礎免疫学あるいは呼吸器内科など，アレルギー分野の基礎・臨床研究を活発におこない，世界
アレルギー学会あるいは米国アレルギー学会など国際水準で，学問的貢献をおこなってきた分野がもともと存在する．
アレルギーセンター発足にともない，研究部門では，免疫学をふくめ関連基本学科がさらに連携して基礎・臨床研究
の共同推進に努めることを目的とする．基礎研究面でとくに免疫学がこのセンターの重要な要素となっており，アレ
ルギーセンターに参画する臨床系あるいは保健医療分野などからの基礎研究希望者に充分な技術指導能力が確保され
ている．月 1 回，関連研究者にプログレス・レポート等の科学的討議の場を定期的に設定しています．

3．活動報告
第 12 回運営会議（平成 22 年 4 月 2 日）
簡易抗原特異的 IgE 測定キット紹介
埼玉医科大学―東洋大学 Bio Nano Electronics Research Center セミナー報告
臨床アレルギー研究会，アレルギー抗酸球研究会の参加依頼
プロジェクト検討「音楽療法・レンコンの免疫に対する効果の検討」保健医療学部

和合

第 13 回運営会議（平成 22 年 5 月 14 日）
耳鼻科と呼吸器内科共同研究による「上下気道連関アンケート」に関する原著論文の紹介
プロジェクト検討「花粉症における呼気中一酸化炭素測定に関する研究」耳鼻科

善波

第 14 回運営会議（平成 22 年 6 月 4 日）
受賞報告：日本呼吸器学会 学会奨励賞

呼吸器内科

：日本アレルギー学会春季臨床大会 ポスター賞

中込

呼吸器内科

：Korea-Japan Allergy Symposium2010 呼吸器内科

西原

小林

論文報告（Int Arch Allergy Immunol）
「吸入ステロイド離脱に伴う痰好酸球とサイトカインの変化について」呼吸器内科

高久

「サルブタモールの末梢血単核球における Th1/Th2 バランスに与える影響について」呼吸器内科

山口

皮膚科呼吸器内科合同研究，開始の報告
プロジェクト検討「尿酸および代謝産物 MSU の体内濃度の違いにおける反応と疾患との関係について」呼吸器
内科

永田

第 15 回運営会議（平成 22 年 7 月 9 日）
「アレルギー・好酸球研究会」開催報告
耳鼻科・呼吸器内科共同研究「鼻炎症状と喘息症状の関連に関するアンケート」論文報告
呼吸器内科・免疫学共同研究

共同研究論文投稿報告

プロジェクト検討「IgE 臨床研究検討内容紹介」呼吸器内科

高久

第 16 回運営会議（平成 22 年 9 月 3 日）
筑波大学共同研究「抗 IgE 抗体の治療反応性に関わる遺伝子の検索」倫理委員会審議報告
プロジェクト検討「呼吸器内科・免疫学合同研究」呼吸器内科
「Th17 分化増殖における IL-21 の重要性」免疫学

中込

松下

第 17 回運営会議（平成 22 年 10 月 1 日）
フィディア社

迅速 IgE キットの有用性を検討する臨床視察開始の報告

プロジェクト検討「アレルギー疾患患者における上・下気道連関の解明」呼吸器内科

永田
831

研究部門

第 18 回運営会議（平成 22 年 11 月 12 日）
フィディア社

迅速 IgE キットの有用性を検討する研究の報告

プロジェクト検討「アトピー性皮膚炎における TARC の役割」皮膚科

中村

第 19 回運営会議（平成 23 年 1 月 7 日）
プロジェクト検討「試験管内アジュバント活性評価法とその応用」免疫学

東

第 20 回運営会議（平成 23 年 2 月 4 日）
プロジェクト検討「喘息患者誘発痰のサイトカイン / ケモカイン濃度に関する研究」呼吸器内科

高久

第 21 回運営会議（平成 22 年 3 月 4 日）
医学研究センター発で共同利用実験室始動の報告
総説・症例報告掲載報告（呼吸器内科） 日本アレルギー学会雑誌
プロジェクト検討「抗 IgE 抗体の喘息患者の免疫反応に与える影響について」呼吸器内科

高久

4．評価と次年度目標
研究業績は順調に蓄積している．
今後は構成員間での共同研究体制をさらに強化していく必要性があろう．大学院生を介した交流も促進されるべき
である．
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5．広報部門
1．構成員
部門長

永田

部門員

森

真（NAGATA, Makoto）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：教授（任期：H23.3.31）
圭介（MORI, Keisuke）
：埼玉医科大学病院眼科：准教授

2．目的
本部門は，埼玉医科大学アレルギーセンター規程第 7 条（5）に基づき，「学内・外での広報・教育活動を通じた
アレルギー疾患に対する正しい理解と，evidence に基づいた科学的で正しい診療の普及」のために設立された．

3．活動報告
①ホームページの業績欄を定期的に更新した．
②ホームページのコラムの執筆を定期的に行った．本年度は「アレルギーフォーラム特別講師としてスピードス
ケート金メダリスト清水宏保さんがおいでくださいました（2010 年 4 月 16 日）」「アレルギー・好酸球研究会
2010 が開催されました（2010 年 6 月 21 日）」
「Jan Lotvall 教授による学内特別講演会が開催されました（2010
年 8 月 20 日）
」
「食物アレルギーを “ 食べて治す ” ？（2010 年 10 月 21 日）」
「アジア太平洋アレルギー・喘息・
臨床免疫学会報告
（2011 年 11 月 11 日）
「第 60 回日本アレルギー学会学術大会報告（2010 年 12 月 2 日）
」
「WAO
」
国際科学会議の御報告（2010 年 12 月 11 日）」「ASTHMA PRIMARY CARE SYMPOSIUM 2011（2010 年 2 月 1
日）
」
「米国アレルギー・喘息・免疫学会（2011 年 3 月 31 日）」のコラムを執筆した．

4．評価と次年度目標
本部門においては，概ねの目標は達成された．ホームページは他施設の医師にも閲覧され，実際に専攻生としての
申請もあった．次年度は，現在の事業の継続と，より効率のよい他のアプローチを考慮したい．
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1．臨床部門
1．構成員
センター長

三村俊英（MIMURA, TOSHIHIDE）: 埼玉医科大学リウマチ膠原病科：教授

漢方部門長

磯部秀之（ISOBE, HIDEYUKI）
：埼玉医科大学東洋医学科：講師

漢方部門員

溝井令一（MIZOI,REIICHI）
：埼玉医科大学神経内科：兼担講師

漢方部門員

大野修嗣（OHNO,SHUUJI）
：大野クリニック院長 , 埼玉医科大学東洋医学科：非常勤講師

漢方部門員

石井弘子（ISHI,HIROKO）
：平成クリニック院長 , 埼玉医科大学東洋医学科：非常勤講師

漢方部門員

磯部八郎（ISOBE,HACHIRO）
：埼玉医科大学東洋医学科：非常勤講師

漢方部門員

滝沢健司（TAKISAWA,KENJI）: 東京女子医科大学附属東洋医学研究所：非常勤講師 , 埼玉医科大学東

洋医学科：非常勤講師
漢方部門員

関谷

剛（SEKIYA,TAKESHI）
：東京大学医学部附属病院アレルギーリウマチ内科 , 独立行政法人医薬

品医療機器総合機構 , 埼玉医科大学東洋医学科：非常勤講師
漢方部門員

田口眞寿美（TAGUCHI,MASUMI）：らいおんクリニック院長 , 埼玉医科大学東洋医学科：非常勤医師

鍼灸部門長

山口

智（YAMAGUCHI, SATORU）：埼玉医科大学東洋医学科：講師

鍼灸部門員

小俣

浩（OMATA,HIROSHI）

鍼灸部門員

新井千枝子（ARAI,CHIEKO）

鍼灸部門員

菊池友和（KIKUCHI,TOMOKAZU）

鍼灸部門員

田中晃一（TANAKA,KOUICHI）

鍼灸部門員

小内

鍼灸部門員

鈴木真理（SUZUKI,MARI）非常勤鍼灸師

鍼灸部門員

津崎正法（TSUZAKI,MASANORI）非常勤鍼灸師

鍼灸部門員

白壁広光（SHIRAKABE,HIROMITU）非常勤鍼灸師

鍼灸部門員

寺澤宏美（TERASAWAI,HIROMI）非常勤鍼灸師

鍼灸部門員

本澤慎也（HONZAWA,SHINYA）非常勤鍼灸師

愛（KOUCHI,AI）

2．目的
本センターは，埼玉医科大学東洋医学センター規程第 2 条に則り，漢方と鍼灸を中心に医師，鍼灸師をはじめ多
くの職種が参加し，西洋医学を基盤とした東洋医学およびその周辺領域の研究，教育ならびに診療を行うことを目的
とする．
その中で，診療を担う部門が臨床部門であり，東洋医学の専門家を擁して，漢方による治療と鍼灸治療を併設し，
各科，他の医療機関からの紹介に対して専門的治療を目的とする．

3．活動報告
平成 22 年度
第 1 回部門会議：
（4/28 水 7：00-）於：3 講（関谷レク）( 議事録あり）
第 2 回部門会議：
（5/19 水 7：00-）於：3 講 ( 議事録あり）
第 3 回部門会議：
（6/24 木 7：30-）於：4F カンファ ( 議事録あり）
第 4 回部門会議：
（7/21 水 7：30-）於：4F カンファ ( 議事録あり）
第 5 回部門会議：
（8/16 月 7：00-）於：4 講 ( 議事録あり）
第 6 回部門会議：
（9/15 水 7：00-）於：4 講 ( 議事録あり）
第 7 回部門会議：
（10/20 水 7：00-）於：3 講（三村報告会）( 議事録あり）
第 8 回部門会議：
（11/22 月 7：30-）於：4F カンファ（山口レク）( 議事録あり）
第 9 回部門会議：
（12/8 水 7：30-）於：3 講（小俣レク）( 議事録あり）
第 10 回部門会議：
（2011- 1/19 水 7：00-）於：3 講 ( 議事録あり）
第 11 回部門会議：
（2/9 水 7：00-）於：3 講 ( 議事録あり）
第 12 回部門会議：
（3/16 水 7：00-）於：4 講 ( 議事録あり）

835

東洋医学センター

東洋医学診療科として，東洋医学外来において，漢方診療と鍼灸診療を行なった．漢方診は医師が，鍼灸診は鍼灸
師が行ない，双方共に良好な成績を得た．
平成 22 年度における診療実績数は，保険診療延べ人数 2200 名（新患 269 名），保険外診療が凡そ 10000 名（新
患 226 名）であった．また，患者層は近隣地域のみならず，遠隔地域からの患者さんも多く取り扱った．
鍼灸診療は，スペース不足は相変わらず続いているが，治療の質を高め，より適格な治療目標を定めた治療を行な
うよう務めた．漢方，鍼灸供に次年度には，より安定した診療が行なわれると期待する．

4．評価と次年度目標
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．
鍼灸部門のスタッフの入れ替えがかなりあったが，診療実績は昨年度をやや上回った．鍼灸治療の診療スペースの
不足は，変わっていない．
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2．教育部門
1．構成員
臨床部門と同様

2．目的
本センターは，埼玉医科大学東洋医学センター規程第 2 条に則り，漢方と鍼灸を中心に医師，鍼灸師をはじめ多
くの職種が参加し，西洋医学を基盤とした東洋医学およびその周辺領域の研究，教育ならびに診療を行うことを目的
とする．
その中で，教育を担う部門が教育部門であり，東洋医学に対する正しい認識を構築出来るような医学生を育ててい
くと伴に，診療に携わる医師やコメディカルに対しても，漢方や鍼灸の教育を推進する．
また，学外においても，東洋医学の啓蒙活動を行うことを目的とする．

3．活動報告
部門会議は臨床部門と同様
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，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 22 年度も昨年に引き続き，
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．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．
また，埼玉医大研修医ランチョンセミナーや総合診療部講義 “ 臨床に役立つ漢方 ” シリーズで学内の臨床医への普及
に努めた．かわごえクリニック麻酔科 BSL（医学部 5 年生）の中で鍼灸治療の実際についても実習指導した．
さらに，外部（筑波大学，明治薬科大学等）の講師も務め，本領域の啓蒙・普及に努めた．
また，以下に示すような学会，研究会，セミナー等の開催を行った．
1）第 67 回（社）日本東洋医学会関東甲信越支部総会（埼玉大会）を 10/17 大宮ソニックにて開催（大会副会長
磯部秀之，参加者：大凡 300 名）.
2）第 9 回維持透析患者の補完・代替医療研究会（第 5 回日本統合医療学会和歌山支部会と共催）平成 23 年 2 月
14 日（和歌山）.
3）第 1 回（社）埼玉県鍼灸師会・専門領域制度 4 学術講習会開催 .H,22 年 7 月 18 日
4）第 2 回（社）埼玉県鍼灸師会・専門領域制度 4 学術講習会開催 .H,22 年 9 月 19 日
5）第 3 回（社）埼玉県鍼灸師会・専門領域制度 4 学術講習会開催 .H,22 年 11 月 21 日
6）第 4 回（社）埼玉県鍼灸師会・専門領域制度 4 学術講習会開催 .H,23 年 2 月 20 日
7）第 1 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催：平成 22 年 6 月 27 日（日）埼玉医科大学かわごえクリニック 6F 大
会議室
8）第 2 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催：平成 23 年 1 月 30 日 ( 日 ) 埼玉医科大学かわごえクリニック 6 階
大会議室
9）学内卒後教育委員会後援の学術集会開催：（10/25 小野直哉先生・未来工学研究所 21 世紀社会システム研究セ
ンター主任研究員；主題相補・代替医療の医療経済）
その他，9 月ドイツ・ボッフム大学からの留学生（Ms. Julia Neugebauer）受け入れた．10 月には東洋医学センター
ニュース（創刊号）発刊し，学内及び関連施設へ送付した．

4．評価と次年度目標
医学部の学生に対する講義内容は，昨年度とほぼ同様であった．実習も含めて，限られたコマ数の講義時間の中で，
要領良く漢方医学概論を講義できた．しかし，高学年（4 年生以降）に対する漢方の講義が出来ていない．来年度以
降は，実習等も含め，高学年に対する講義を検討して行きたい．
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平成 23 年度より，埼玉医科大学東洋医学センター鍼灸部門の卒後教育（研修課程，特別研修，派遣研修等）を予定
しており，それに関する規程及び申請書，契約書等を作成中である．
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3．研究部門
1．構成員
臨床部門と同様

2．目的
本センターは，埼玉医科大学東洋医学センター規程第 2 条に則り，漢方と鍼灸を中心に医師，鍼灸師をはじめ多
くの職種が参加し，西洋医学を基盤とした東洋医学およびその周辺領域の研究，教育ならびに診療を行うことを目的
とする．
その中で，研究を担う部門が研究部門である．

3．活動報告
部門会議は臨床部門と同様
特に鍼灸部門での臨床研究を積極的に行なった．中でも，研究助成を基に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，現在も活動中である．
具体的な研究プロジェクトとして，
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
学内グラント研究取得：テーマ『Arterial spin-labeled MRI を用いた鍼刺激前後の脳血流評価 - 片頭痛患者と健
康成人の比較 -』
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
などがあり，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
や全日本鍼灸学会などでのシンポジウムやワークショップでの発表を行なった．

4．評価と次年度目標
各科との共同研究を推進し，多くの学会発表を行ったが，研究費として，学内グラントを獲得することが出来た．
関連施設や診療各科との連携を取りながら，東洋医学診療の有用性や可能性を模索し，臨床さらに基礎研究を推進
していきたい．
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1．教職員・学生健康推進センター
1．構成員
センター長

今井康雄（IMAI, Yasuo）
：教職員・学生健康推進センター：特任教授
（任期：平成 23.3.31）兼担，健康管理センター：総合医療センター内分泌・糖尿病科

糸川かおり（ITOKAWA, Kaori）
：講師

兼担，神経内科

東

兼担，免疫学教室

丈裕（HIGASHI, Takehiro）
：助教

2．目的
新たに 2009 年 4 月毛呂山キャンパスに教職員・学生健康推進センターが設立された．
毛呂山キャンパスの教職員・学生の心身の健康，安全推進をはかると共に 3 キャンパスの健康推進室の共同を図る．

3．活動報告
学生部門では，健康診断は問診票の改定を行い，生活習慣のチェックも行った．採血を行う学生は空腹時採血をき
ちんと行うために健康管理センターの協力を得て，その日はドックを休み，午前中に採血を行うことにした．

また

採尿は起立性たんぱく尿が多く見られ再検査が多くなるため，起床時尿を前もって配布したスピッツにとり提出する
方式に変更した．未受診者がまだおり，教官の協力を得て，厳しく注意し，根絶を図った．健診後所見のあった学生
には，面談，紹介状作成し，再検査，受診を促した．

肥満者や高血圧の学生は健康推進室で再検査，フォローを行

い，健診後の措置を強化した．
感染症では 6 月 21 日頃から強い長引く咳症状で健康推進室に来室する学生が増え，23 日には 10 名となりピーク
となった．大学に報告し，百日咳の集団発生の報告が他大学であり，対策委員会が設けられ，感染症科を中心に調査
が行われ，百日咳の集団発生は否定され，手洗い，マスクの徹底などにより 7 月中旬には消褪した．インフルエン
ザワクチンは新型インフルエンザをふくむ 3 価ワクチンの接種を希望者に行った．2009 年と同様に麻疹，風疹，水
痘，ムンプス，B 型肝炎，C 型肝炎については従来のように必要な学年に抗体価を測定した．C 型肝炎を除き，ワク
チン接種を必要な学生には行った．
職員部門では健康診断は昨年に続き特定健診をかねておこなわれ，保健指導を受けるためにも時期を早める必要が
あり，6 月 28 日から 7 月 6 日の午後に実施した．新たに 3 キャンパス間で統一して血清尿酸，クレアチニンを検査
項目に加えて行った．5 月から職員健康推進室が 2 ビルに開設し，保健師が非常勤で半日だが，活動に加わり，今ま
での健診データの整備，ファイル化，事後措置が可能となった．また相談室ができたためメンタル
の相談を含め保健師も加われるようになった．
胸部レ線検査は医療従事者には特に初期結核発見のためには大切な検査である．胸部レ線撮影は直接法で行われて
いるが，
読影は大角を 9 分割したサイズのフィルムでなされており，読影精度，フィルム保存の労力を考慮すると川越，
日高で既にデジタル化されているのにあわせ，改善を図る必要があり，健康管理センターと共同で予算化を進めた．
ホルムアルデヒド環境測定では昨年度問題となった病理切り出し室は比較的大きな標本の切り出しを行っている最
中に環境測定を行った．調査前，4 月には既に関係者の努力で，プッシュプル型の排気装置が切り出し作業台と標本
の洗いを行うシンクに導入されており，作業環境は非常に改善し，測定値は A 測定の幾何平均値及び B 測定ともに
管理濃度以下となっていた．ただ A 測定の 6 箇所のうち 1 箇所のみ管理濃度を超えた 0.11ppm であったことより管
理区分は 2 となった．これはホルムアルデヒド廃液タンクの蓋が開いていたことによるものと考えられた．作業者
は長時間作業の際に生じる上気道の刺激症状は無くなり，従来の作業環境からすれば雲泥の差との感想であった．
実験動物施設洗浄滅菌室の作業環境は，現場担当者の要望書に指摘されているように，高温多湿で熱中症発症のリ
スクが高く，産業医の立場より夏期の作業環境につきデータを解析し，また現場を視察し対策を立て提言を行った．
熱中症予防対策として 1）空調の設置 2）換気装置の設置 3）WBGT 値測定機器の購入 4）床排水溝の改善などを提
案した．
またその調査の際に動物施設開設当時より 35 年間に亘り，滅菌設備でのエチレンオキシドガスの有害性について
の充分な配慮がなされないまま，滅菌装置を使用していたことが判明した．器材センターとあわせ，職員の健康調査
と環境測定の実施を行い，その結果に基づきガス滅菌作業の安全性を高めた．健康教育としては安全衛生委員会との
共同でとコレステロールの考え方と題して脂質と健康について当大学の井上郁夫先生に御講演いただいた．
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4．評価と次年度目標
学生健診では採尿法の変更により蛋白尿の学生は従来の 1/4 に減少した．健診後健康推進のための保健指導は看
護師に依存することが多いが，保健医療学部は 1 名減り，医学部も実質 1 名の体制でマンパワーが足りず，十分な
指導はできない状況が続いており改善が必要である．その状況下でも事後措置に進捗がみられているのは喜ばしい．
職員健診でも職員健康推進室が 5 月から利用できるようになり，健診ファイルの整備ができ，ようやく過去デー
タの参照が容易になり，また保健師が加わり健診後保健指導が徐々にだが軌道に乗ってきた．次年度はさらに強化し
たい．3 施設間職員健康推進室会議も定期健診後もたれるようになり，情報交換，情報処理の統一化をさらに進めたい．
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1．情報技術支援推進センター
情報技術支援推進センター総論を参照

1．構成員
2．目的
3．活動報告
4．評価と次年度目標

843

先端医療開発センター

1．臨床研究部門
1．構成員
部門長

西川

亮（NISHIKAWA, Ryo）
：国際医療センター脳脊髄腫瘍科：教授（任期：H24.3.31）

部門員・毛呂山ブランチ長
部門員・川越ブランチ長

大竹
石田

明（OHTAKE, Akira）：大学病院小児科：教授（任期：H24.3.31）
秀行（ISHIDA, Hideyuki）：総合医療センター消化管・一般外科：教授（任期：

H24.3.31）
部門員・日高ブランチ長 佐々木 康綱（SASAKI, Yasutsuna）
：国際医療センター腫瘍内科：教授（任期：H24.3.31）

2．目的
本部門は，埼玉医科大学先端医療開発センター規程第 7 条に則り，全学の治験・臨床研究を支援・コーディネー
トするとともに，国内外治験・臨床研究のネットワークを構築し，そのヘッドクオーターとして機能することを目的
とする．具体的には下記に示す業務を行う．
①国内及び国際共同臨床研究の新規計画立案とその実施に関すること．
②国内及び国際共同臨床研究を行う機関ネットワーク，連携システムの構築と調整に関すること．
③国内及び国際共同臨床研究の積極的な受入れに関すること．
④国内及び国際共同臨床研究に必要な人材の育成に関すること．
⑤ゲノム・遺伝子解析を伴う国内及び国際共同臨床研究の促進，同解析による付加価値の付与に関すること．

3．活動報告
上記業務の遂行をめざし，組織としての基盤整備を進めた．

4．評価と次年度目標
本部門は平成 22 年 4 月 1 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．存在が必ずしも
全学に浸透していない状況で，おのずからその活動は，基盤整備と情報収集に集中した．課題はいまだ山積している
が，次年度は，具体的な活動を開始し，さらに内容の充実を図る．
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2．トランスレーショナルリサーチ部門
1．構成員
部門長

西山

正彦（NISHIYAMA, Masahiko）：先端医療開発センター（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）
：センター長・教授（任期：H24.3.31）
部門員・毛呂山ブランチ長 萩原 弘一（HAGIWARA, Koichi）
：大学病院呼吸器内科（先端医療開発センター兼担）
：
副センター長・教授（任期：H24.3.31）
部門員・川越ブランチ長

木崎

昌弘（KIZAKI, Masahiro）：総合医療センター血液内科：教授（任期：H24.3.31）

部門員・日高ブランチ長

岡﨑

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

ゲノム科学部門兼担）
：所長・教授（任期：H24.3.31）

2．目的
本部門は，埼玉医科大学先端医療開発センター規程第 7 条に則り，学内で得られた基礎研究の成果について，実
際の医療に用いることを目指し，シーズの発掘からヒトへの応用を目指した前臨床試験，ヒトを対象に行う臨床研究
（非臨床試験を含む）の一部など，製薬企業等が研究開発に参加するなど，実用化の見通しが立つまでの研究を実施・
支援することを目的とする．具体的には下記に示す業務を行う．
①優れた医療シーズの発掘と新規シーズの同定研究の推進及びトランスレーショナルリーサーチの実施と支援に関
すること．
②新規医療開発研究に関わる，ヒト試料（臨床検体）バンク，臨床情報データバンクの構築に関すること．
③新規医療開発研究の委託・受託の積極的な受入れ，支援，及び促進に関すること．
④新規医療開発研究に関わる知的財産の創出，技術移転，諸契約の支援・促進に関すること．
⑤新規医療開発研究に関する卒前，卒後（大学院を含む）教育の支援・充実に関すること．

3．活動報告
上記業務の遂行をめざし，組織としての基盤整備を進めた．

4．評価と次年度目標
本部門は平成 22 年 4 月 1 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．存在が必ずしも
全学に浸透していない状況で，おのずからその活動は，基盤整備と情報収集に集中した．課題はいまだ山積している
が，次年度は，具体的な活動を開始し，さらに内容の充実を図る．
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1．医療人育成支援センター
1．構成員
西村重敏（NISHIMURA, Shigeyuki）
：センター長
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：副センター長／大学病院 後期研修担当
間嶋

満（MAJIMA, Mituru）
：医学教育センター卒前医学教育部門

森

茂久（MORI, Sigehisa）
：医学教育センター卒前医学教育部門

辻

美隆（TUJI, Yositaka）
：医学教育センター卒後医学教育部門

御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）
：総合医療センター後期研修担当
小宮山伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）
：国際医療センター後期研修担当
木嵜昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：大学院研究科
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学・医療センター
名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：大学病院

消化器内科・肝臓内科

稲葉宗通（INABA, Munemicti）
：同窓会
岡田一観（OKADA, Kazumi）
：大学病院

研修管理委員会事務局

福田幸二（FUKUDA, Koji）
：総合医療センター
川俣英希（KAWAMATA, Eiki）
：

研修管理委員会事務局

〃

神田満須美（KANDA, Masumi）
：国際医療センター
下田裕子（SIMODA, Yuko）
：

〃

（7 月より）
研修管理室
（23 年 2 月より）

2．目的
委員会の設置目的：
地域の医療施設と大学の連携を含む社会貢献活動を推進し，地域医療に従事する医療人の育成を推進する．
活動目標：
卒前・卒後教育において地域の医療施設との連携に必要な環境の整備や，地域で活躍する医療人への支援策を企
画，実施し，その評価を行う．

3．活動報告：
1）委員会開催
本年度より発足した医療人育成センターは，全 11 回の運営会議を開催した．なお必要に応じ，審議内容を教員代
表者会議で報告した．また，すべての議事録は整備されている．
（1）第 1 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 4 月 27 日
医療人育成支援センター規定について，構成員について，奨学金制度と地域連携病院について など
（2）第 2 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 5 月 21 日
今年度の活動について（女性医師支援のパネルディスカッションの実施，大学病院連携型高度医療人養成推進事
業で購入したシュムレーションを用いた講習会の実施），奨学金について など
（3）第 3 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 6 月 21 日
大学病院連携型高度医療人養成推進事業の進捗状況について，女性医師支援のパネルディスカッションについて，
大学病院連携型高度医療人養成推進事業で購入したシュムレーション講習会について など
（4）第 4 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 7 月 26 日
大学病院連携型高度医療人養成推進事業の進捗状況について，女性医師支援のパネルディスカッション プログラ
ム案について，腹部超音波診断の基本と実践（大学病院連携型高度医療人養成推進事業）講習会について など
（5）第 5 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 9 月 27 日
大学病院連携型高度医療人養成推進事業の進捗状況について，女性医師支援のパネルディスカッションについて，
腹部超音波診断の基本と実践（大学病院連携型高度医療人養成推進事業）講習会開催準備について など
（6）第 6 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 10 月 18 日
大学病院連携型高度医療人養成推進事業の進捗状況について，女性医師支援のパネルディスカッションについて，
腹部超音波診断の基本と実践（大学病院連携型高度医療人養成推進事業）講習会 第一回実施報告および第二回
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の開催について，地域医療奨学生への支援事業 など
（7）第 7 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 11 月 22 日
大学病院連携型高度医療人養成推進事業の進捗状況について，女性医師支援のパネルディスカッションポスター
案について，医療人育成支援センター部門案について など
（8）第 8 回医療人育成支援センター運営会議：平成 22 年 12 月 20 日
女性医師支援のパネルディスカッションについて，腹部超音波診断の基本と実践（大学病院連携型高度医療人養
成推進事業）講習会 第三回の開催について，医療人育成支援センター部門案について医療人育成支援センター
部門案と WG について

など

（9）第 9 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 1 月 17 日
クリニカルクラークシップ施設と医師の称号について，女性医師支援のパネルディスカッションについて，腹部
超音波診断の基本と実践（大学病院連携型高度医療人養成推進事業）講習会 第三回の開催について，キャリア
形成支援部門 WG による検討課題について など
（10）第 10 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 2 月 21 日
女性医師支援のパネルディスカッション実施報告について，腹部超音波診断の基本と実践（大学病院連携型高度
医療人養成推進事業）講習会 第三回実施報について，キャリア形成支援部門 WG による報告について，来年度
の活動予定 など
（11）第 11 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 3 月 28 日
大学病院連携型高度医療人養成推進事業の中間評価について，キャリア形成支援部門 WG による報告について，
医療人育成支援センターの部門および委員について，来年度の活動予定について など

4．評価と次年度の目標
埼玉医科大学 医療人育成支援センターは，
平成 21 年 4 月に発足した「（仮称）埼玉医科大学 生涯研修支援センター」
の準備委員会を経て，平成 22 年 4 月に組織された．
医療人育成支援センターの目的は，今までの “ 医師 ” における卒前教育―卒後研修に加えて生涯研修も担い，教育，
研修において中心的な役割を果たし 1）地域の中核病院として地域で双方向循環研修を実施し専門医，総合医を育成
する，2）卒業生の卒後の動向を追跡し，適切な人材供給源となる機能をもつ，3）生涯研修を実施しながら，新技
術や医療安全，医療倫理研修等を支援する，4）女性医師の再教育あるいは休職からの復帰プログラムの実施等を支
援する等，国や地域，卒業生等から大学内にこれら課題を担う組織を作ることの要望が多く寄せられ設置された．ま
た，本学では平成 20 年度より文部科学省の「大学病院連携型高度医療人養成推進事業」に参画しており，他大学と
も連携した個々の医師における卒後専門医研修および生涯研修体制も本センターにて支援する．
この中で今年度は，女性医師支援として “ 医療人育成プロジェクト・埼玉県の女性医師を応援しよう！ ” と題した
パネルディスカッションを 1 月 29 日にかわごえビルで開催した．特別講演を茨城県医師会副会長の諸岡信裕先生，
基調報告を埼玉県保健医療部副部長の奥野立氏にお願いした．女性同窓生をはじめ多くの参加があった．
大学病院連携型高度医療人養成推進事業としては，本事業で購入したスキルスラボを用いた超音波セミナーを 3
回開催した．連携大学をはじめ地域の医療機関の先生方に案内を行った．参加者の多くは本学 3 病院の医師であっ
たが，地域医療機関の関越病院より 2 名の医師が参加し，内容は好評であった．
次年度は，新研修医制度が始まった平成 16 年からの本学卒業生 " 卒後動向調査 " を追跡し専門医取得状況等を調
べていきたいと考えている．また好評であったスキルスラボを用いたセミナーも引き続き開催し，多くの地域医療機
関の先生方の参加も促していきたい．
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4．人

事

教員異動（平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日）
採
医学基礎部門

教

用

昇

格

退

職

授

准教授

基礎医学部門

講

師

助

教

助

手

教

授

村越隆之（生化学）

阿部

岳（中央研究施設寄附研究部門）

中村裕昭（解剖学）

准教授

医学教育センター他

講

師

助

教

助

手

教

授

5

2
森

茂久（医学教育センター）

准教授
大野
講

智（先端医療開発センター）

荒関かやの（医学教育センター） 大野

師

智（先端医療開発センター）

糸川かおり（教職員・学生健康推進センター）
神吉泰三郎（医学教育センター）

ゲノム医学研究センター

助

教

助

手

教

授

1

准教授
講

師

助

教

助

手

2
山本啓二（心臓内科）

教

授

岡

1
朝倉博孝（泌尿器科）

政志（消化器内科・肝臓内科） 村山耕一郎（眼科）

今枝博之（総合診療内科）

1
村山耕一郎（眼科）
菊地博達（麻酔科）
池田

齊（健康管理センター）

白土

修（整形外科・脊椎外科）

黒田寛人（眼科寄附研究部門）
大

竹中恒夫（腎臓内科）

准教授

学 病
院

講

時岡一幸（形成外科・美容外科） 小川展二（消化器・一般外科）
甲斐裕樹（小児外科）

渡邊裕輔（腎臓内科）

善利裕實（小児科（新生児科・未熟児科）

鈴木朋子（呼吸器内科）

西林

学（産科・婦人科）

阿部達哉（神経内科・脳卒中内科）

佐藤

毅（歯科・口腔外科）

岡田邦之（小児科）

仲田拡人（耳鼻咽喉科）

師

魵澤伸介（眼科）
仲田拡人（耳鼻咽喉科）
市原靖子（麻酔科）
前野敏孝（呼吸器内科）

助

教

助

手

47

28
1

1
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採

用

昇

髙橋健夫（放射線科（放射線腫瘍科）） 小山
教

授

山本

格

薫（麻酔科）

退

職

橋本大定（肝胆膵外科・小児外科）

滿（リハビリテーション科）

輿水健治（救急科（ＥＲ））
川上

理（泌尿器科）

大西

清（乳腺・内分泌外科）

大畑

敦（耳鼻咽喉科）

星野高伸（肝胆膵外科・小児外科）

加藤真吾（消化器・肝臓内科）

准教授
総合医療センター

國方徹也
（小児科（総合周産期 母子医療センター新生児科）
百澤

明（形成外科・美容外科）

河田光弘（心臓血管外科）

井上成一郎（肝胆膵外科・小児外科） 川島淳一（消化器・肝臓内科）

大石陽子（乳腺・内分泌外科）

江崎勝一

田中

寺尾俊哉（泌尿器科）

基（麻酔科（産科麻酔科）（小児科（総合周産期 母子医療センター新生児科） 上條貢司（脳神経外科）

大木雅文（耳鼻咽喉科）
講

谷口民樹（脳神経外科）
髙濱美里（神経内科）

師

一柳暢孝（泌尿器科）
松木秀幸（神経精神科）
重田恵一（耳鼻咽喉科）
尾関英徳（耳鼻咽喉科）
矢澤麻佐子（内分泌・糖尿病内科）

助

教

助

手

教

授

79

57
牧田

茂（リハビリテーション科） 土器屋卓志（放射線科（放射線腫瘍科））
林田眞和（麻酔科）

中嶋博之（心臓血管外科）

国際医療センター

准教授

有山

淳（麻酔科）

小澤修太郎（消化器外科）

栗田浩樹（脳神経外科）

武田英孝（神経内科・脳卒中内科）

小澤修太郎（消化器外科）

桜井孝規（病理診断科）

竹田津未生（小児心臓科）

小柳和夫（消化器外科）

高橋直樹（造血器腫瘍科）

講

羽山弥亨（造血器腫瘍科）

須山孝雪（皮膚科（皮膚腫瘍科）） 河相開流（救急医学科）

岡野哲也（呼吸器内科）

石戸博隆（小児心臓科）

原

大井川秀聡（脳神経外科）

大谷秀雄（呼吸器内科）

幹（心臓内科）

加藤裕司（神経外科・脳卒中内科） 神山信也（脳神経外科）

師

大沢愛子（リハビリテーション科） 堤田

新（皮膚科（皮膚腫瘍科）
）

齋藤尚子（放射線科（画像診断科）） 杉山達也（脳神経外科）
合川公康（消化器外科）

佐藤貴弘（消化器外科）
塚本信宏（放射線科（放射線腫瘍科））

助

教

助

手

合 計
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平成 22 年度

退職教授の在職年数・在任年月
氏

名・所

属

在職年数

在任年数
教

大

学

中村裕昭（解剖学）

池田

33 年 3 ヶ月

准教授

7年

講

師

9 年 10 ヶ月

5 ヶ月

教

授

18 年
8年

講

師

8 ヶ月

7年

教

授

7年

11 年 3 ヶ月

教

授

11 年 3 ヶ月

国際医療センター 土器屋卓志（放射線科（放射線腫瘍科） 9 年 11 ヶ月

教

授

9 年 11 ヶ月

菊地

博達 ( 麻酔科 )

総合医療センター 橋本大定 ( 肝胆膵外科･小児外科）

26 年 8 ヶ月

16 年

准教授

大学病院

齋（健康管理センター）

授

教員異動（平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日）
採
教

授

保健医療学部

准教授

用

戸井田昌宏（医用生体工学科）

昇

格

退

職

藤田博曉（理学療法学科）

岡部惠子（看護学科）

見目恭一（（医用生体工学科）

髙橋邦泰（理学療法科）

宮本裕一（医用生体工学科）

山路真佐子（看護学科）

原田真里子（看護学科）

堀内仁美（看護学科）
久保恭子（看護学科）
丸山昭子（看護学科）

講

丸山昭子（看護学科）

平塚陽子（看護学科）

大堀

藤村朗子（看護学科）

昇（看護学科）

師 藤村博恵（看護学科）

本谷久美子（看護学科）

加藤綾子（医用生体工学科）

伴塲裕巳（健康医療科学科）

安田裕子（看護学科）

若山俊隆（健康医療科学科）

助

教

2

助

手

2

平塚陽子（看護学科）

4

3
3
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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

化
物

教

授

学

理

英

准

芳

仁

正

良

森

口

武

史

明

向

田

寿

光

喜太郎

磯

部

間

啓

赤

羽

勝

浦

男（客） 笹

島

端

一

師

崎

田

語 川

講

山
学 吉

計

授

原

学 赤

一

教

菅

2（1）

助

隆

一

教
1

雄
茂

6

2

1

基礎医学部門
基

本

解

学 科

剖

生

理

教

授

学 中

村

裕 昭

永

島

雅 文

松

村

讓 兒（客）

山

科

正 平（客）

学 渡

辺

修 一

池
生
分

学 村

化
子

生

物

田 正
越

泰

教

授

講

駒

﨑

伸 二

髙 野

和

敬

2

藤

田

恵 子

高

田

眞 理

中 平

健

祐

4

伊 丹

千

晶

中 尾

啓

子

明

隆 之

学 禾

准

穗

苅

壽

理

学 丸

山

敬

千本松

孝

病

理

学 佐々木

惇

新

井

栄 一

明

免
公

物
疫

衆

衛

法

生

医

小

森

隆 司（客） 茅

野

秀 一

学 赤

塚

俊 隆

守

屋

修

哲 也（客） 松

井

政 則

内

田

学 松

下

吉

村

和 法（客）

学 永

井

正 規

学 斎

藤

木

戸

計

祥

一 之
啓（客）

松 本

征

仁

荒 木

智

之

田 中

2

求
健

2

雄
1

小 林

信

春

曽 根

敏

雄

太 田

晶

子

高 橋

美保子

原

正 昭

髙 田

12（6）

教

2

淡 路

生

助

茂

薬

微

師

9

1

綾
14

14

特別部門
基
医

療

本
政
計

852

学 科
策

学 宮

教

授

山 徳

司（特）

准

教

授

講

師

助

教

資料

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 森

授
茂

准

教

授

講

師

久

神 吉

泰三郎

田

泰 子

有 田

和

大

西

正 夫（客）

荒 関

かやの

山

科

正 平（客）

木

阪

昌 知（客）

医学研究センター 鈴

木

勝

飯

野

顕（特）

門 穐

田

中央研究施設

山

形

態

部

真 澄

実験動物部門
R

I

機

能

部

門
門 坂

本

アドミッションセンター 上

原

政 治（特）

山

正 彦

部

計

教
1

恵

仁

科

正 実

2

大

島

晋

鈴

木

政 美

1

犬

飼

浩 一

1

安

情報技術支援推進センター
先端医療開発センター 西

助

1
椎

橋

実智男

江

口

英 孝

6（3）

1

6

3

7

ゲノム医学研究センター
【所

長
基

岡崎
本

康司（村松

正實（客）
）
】

ゲノム医学研究センター

学 科

教

授

遺伝子構造機能部門 黒

川

理 樹

遺伝子情報制御部門 井

上

発生･分化･再生部門 奥

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
遺伝子治療部門 三

聡（客） 井

田 立
谷

准

教

授

講

師

助

教
1

上

公仁子

池 田

和

博

加 藤

英

政

雄（客）

幸之介

1
1

実験動物施設
西本

Ｒｉ実験施設
計

5（3）

正純

1

3

5

地域医学・医療センター
【センター長

鈴木

基

学 科

衛

本
生

洋通】
教

授

学 小

林

正 幸（客） 柴

武

田

文 和（客）

計

准

教

授

講

﨑

智 美

大 野

（2）

1

師
洋

助

一

教
3

1

3

教職員・学生健康推進センター・総合健康管理センター（人間ドック）
【センター長

今井

基

学 科

本

康雄（特）
】

教 職 員・ 学 生 健 康 推 進 今
センター・総合健康管理
センター（人間ドック）
計

教

授

井 康

雄（特）

准

教

授

講

師

助

教
1

1
853
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臨床医学部門
【病院長
基

片山
本

茂裕】

学 科

教

授

消化器内科･肝臓内科 持

田

智

名

越

澄 子

岡
心
呼

臓
吸

内
器

内

政

今

准

教

授

講

師

井

幸 紀

中 山

伸

朗

稲 生

実

枝

中 込

一

之

杣

知 行

前 野

敏

孝

鈴 木

朋

子

野 口

雄

一

助

教
15

志

科 山

本

啓 二

科 金

澤

實

永

田

真

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

臼

井

井

上

裕

郁 夫

栗 原

進

小 野

啓

所

正 美

中

村

裕 一

陣

内

逸 郎（客） 脇

本

直 樹

室

橋

郁 生（客）

神経内科・脳卒中内科 荒

木

信 夫

山

元

岩

﨑

愼 一（客） 中

里

細

川

武（客）

川

井

充（客）

丸

木

雄 一（客）

坂

井

文 彦（客）

リウマチ膠原病科 三

村

俊 英

秋

科 鈴

木

洋 通

竹

菅

原

壯 一（客）

渡 邉

裕

輔

感染症科・感染制御科 前

﨑

繁 文

山 口

敏

行

1

総 合 診 療 内 科 中

元

秀 友

井 上

清

彰

6

今

枝

博 之

腎

液

内

臓

内

消化器･一般外科 篠

塚

望

岡

善

啓

敏 正

石 澤

圭

介

良 彦

冨 岳

山

雄 次

舟久保

ゆ

佐 藤

浩二郎

中

恒 夫

井 上

勉

10

科 別

血

伊 藤

12

田

浩 一

中 村

小

川

展 二

Sandor Jozsef（客）

樹

髙 木

英

爾

兒 玉

圭

司

淺 野

博

多 賀

誠

大

崎

昭 彦

昭

大

野

康 治

甲 斐

整形外科・脊椎外科 織

田

弘 美

金

潤 澤

高

橋

立

花

腺

腫

児

瘍
外

科

9
12

玲
秀

見

小

う

大 庫

科 里

乳

5

亮

裕

6

樹

3

宮 島

剛

10

啓 介

後 藤

建

陽 明

吉 岡

浩

河 野

慎次郎

田 中

伸

之
哉

科 藤

巻

高 光

小

林

正 人

2

形成外科･美容外科 中

塚

貴 志

時

岡

一 幸

8

市

岡

滋

脳
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小

児

科 雨

宮

伸

大

竹

明

山

内

秀 雄

德

山

研 一

佐々木
皮

泌

膚

尿

器

眼

宮

路

太

13

望（客）

科 土

田

哲 也

倉

持

朗

中

村

晃一郎

科 朝

倉

博 孝

科 米

谷

八

子

恵 子（客）

新

新

家

眞（客）

村

山

耕一郎（客）

7

中 平

森

子

矢内原

仁

堀 永

実

圭 介

科 加

瀬

康 弘

藤

彰 紀

水

野

正 浩（客）

科 石

原

理

岡

垣

竜 吾

三 木

板

倉

敦 夫

梶

原

健

難 波

聡

永

田

一 郎（客）

西 林

学

白

水

健 士（客）

歯 科・ 口 腔 外 科 依

田

哲 也

産

鼻

咽

経

喉
耳

婦

人

浪

弘 善

中 嶋

正

柴 﨑

坂 田

嶋

滿

倉

林

科 菊

地

博 達

水

上

智

松

本

延 幸

岩

瀬

良 範

土

井

克 史
松

木

盛 行

麻

酔

急患センター（ＥＲ）

明

康

科 田

中

（放射線科・放射線腫瘍科・核医学診療科） 新

津

神経精神科・心療内科 豊

嶋

良 一

横

太

田

敏 男

加

澤

鉄 士

中 央 病 理 診 断 部 清

水

佐々木

射

線

淳 司

鈴

木

健 之

守（客） 小

澤

栄 人

山

富士男

金

澤

治

道 生

新

井

栄 一

惇

茅

野

秀 一

臨床検査医学（中央検査部）

輸 血・ 細 胞 移 植 部
健康管理センター 池

田

河

津

齋

倉

光

薫

捷 二（客） 足

立

雅 樹

彰

13

2
2

東

俊 晴

市 原

靖

子

磯 部

秀

之

4

山 口

智

瀬 戸

陽

塚 田

攻

18

1

森 吉

美

穂

石 澤

圭

介

浅 田

留美子

武 永

強

1
4

外科ローテ（後期研修）
計

1

毅

内科ローテ（後期研修）
眼 科 寄附研究部門 黒

徳

均

東 洋 医 学 診 療 科
放

人
修

佐 藤
リハビリテーション科 間

2

11

科） 伊

耳
（神

善

洋

0
田

寛 人

49（19）

33

50

178
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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

授
康

治

准

教

授

加

藤

真 吾

中

村

孝 司（客）

科 吉

本

信 雄

伊

藤

博 之

羽

田

勝 征（客） 西

岡

利 彦

植

松

和 嗣

内分泌・糖尿病内科 松

田

昌 文

大

村

栄 治

河

津

捷 二（客）

心
呼

臓
吸

内
器

内

科

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
（ 人 工 腎 臓 部 ） 松

村

哲

也

秀 行

岩

間

毅 夫（客）

肝胆膵外科・小児外科 橋

本

大 定

外

科 佐

藤

紀

乳 腺・ 内 分 泌 外 科
呼

吸

器

外

形

外

一

12

松 田

昭

彦

石 橋

敬一郎

隈 元

謙

介

小 澤

文

明

赤 松

延

久

井 上

成一郎

加 藤
芳

賀

紀 裕

小

髙

明 雄

口

順 夫

松 本

春

信

2

西

清

大 石

陽

子

2
3

介

菊

池

功 次（客）

儀 賀

理

暁

小

林

紘 一（客）
山 火

秀

明

河 田

光

弘

今

久 典

中

和 人

丸

山

徹

山 田

博

信

平

岡

久 忠

加 藤

直

樹

森

島

國

耳

856

鼻

咽

喉

1
8

漢 秀

6

澤

明

7

脇

浩 一

方

徹 也

医療 C 新生児科

眼

4

大

圭

総合周産期母子 側

13

出

正 徳

器

仁

江 口

宏 哉

3

孝

村

尿

子

叶 澤

科 田

泌

玲

元

百

膚

渡 部

長谷川

俊 春

皮

隆

5

鍋

児

義

1

人

形成外科・美容外科 三
小

秋 山

9

逸

張

外

麻佐子

長 澤

徹

経

矢 澤

10

宏 一

居

神

修

光 男

井

教

野

科 松

脳

佐々木

山

科 酒

助
14

科 中

心 臓 血 管 外 科
整

道 英

治（客）

田

管

平

師

10

勤（客） 天

消化管外科・一般外科 石

血

得

講

科 伊

崎

誠 一

寺

木

祐 一

科 山

田

拓 己

諸

角

誠 人

川

上

理

科 櫻

井

真 彦

河

井

信一郎

科 菊

地

茂

大

畑

敦

荒 川

浩

櫻 井

淑

髙 田

栄 子

鈴 木

啓

二

江 崎

勝

一

11

男
9
8

永 松

秀

樹

5
7

嶋 﨑

雄

一

重 田

恵

一

尾 関

英

徳

大 木

雅

文

3

資料

産

婦

人

科 髙

木

竹

田

総合周産期母子 關

健次郎

髙

井

泰

博

之

医 療 Ｃ 産 科 馬

場

一 憲

齋

藤

正 博

村 山

敬

彦

10

堀

江

憲 夫

金 子

貴

広

7

歯 科・ 口 腔 外 科 下

山

哲 夫

リハビリテーション科 山

本

満

陶

山

哲 夫（客）

科 宮

尾

秀 樹

川

﨑

潤

小

山

薫

重

松

俊 之（客）

科（ Ｅ Ｒ ） 輿

水

健 治

科 本

田

憲 業

新

保

宗 史

高

橋

健 夫

長

田

久 人

麻

酔

放

急
射

線

奥
神

経

精

神

真
津

亮

堀

川

直 史

仙

波

純 一（客）

橋

知 明

部 田

丸

淳 一

糸

山

進 次（客）

堀

江

輸 血・ 細 胞 移 植 部 前

田

央

病

健

検

査

理

康

管

理

杉

究
計

部 浅

晴
山

野

井

克 生

田 中

基

3

大 貫

学

4

阿 部

敦

10

6

東

守 洋

1

弘（客）
平 生

大久保

光

丸

山

義 明

彦

間

藤

卓

井 口

浩

一

聡

澤

野

誠

中 田

一

之

熊井戸

邦

佳

福 島

憲

治

大河原

健

人

高 橋

政

照

科

高 度 救 命 救 急 Ｃ 堤

研

20

也（客）

科 深

部 三

中

2

照

産 科 麻 酔 科
救

9

省（客）

孝 雄（客） 森

37（16）

夫
10

隆
35

43

235
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国際医療センター
【病院長
基
消
心

呼

松谷
本

化

器

臓

吸

雅生】

学 科
内
内

器

内

科 喜

教

授

多

宏 人

准

教

授

松

俊 裕

中 島

淑

松

本

万 夫

加

藤

律 史

飯 田

慎一郎

小宮山

伸

小

泉

智 三

原

河

本

修 身（客） 松

村

誠

清

水

渉（客）

科 小

林

山

芳 武

之

国 彦

村

信 孝

新

津

望

高

橋

直 樹

神経内科・脳卒中内科 棚

橋

紀 夫

武

田

英 孝

腎

臓

内

科

腫

瘍

内

科 佐々木

康

乳

呼

腺

吸

腫

器

外

瘍

外

綱

鎌

滝

哲 也（客）

竹

内

正 弘（客）

緩 和 医 療 科 奈良林
器

江

村

井

化

子

重 敬

川

消

恵

村

晃

症

晋

石 川
科 西

田

染

師

新 井

造 血 器 腫 瘍 科 松

感

講

佐

治

重 衡

助

教
5
9

幹

小 山

信

齊 藤

恵理香

之

岡 野

哲

也

羽 山

弥

亨

6

傳 法

倫

久

6

加 藤

裕

司

髙 根

裕

史

1

三 輪

啓

介

6

藤 田

健

一

至

3

1

科 光

武

耕太郎

宮 里

科 小

山

勇

俵

英 之

山

口

茂 樹

佐 藤

貴

弘

宮

澤

光 男

岡 本

光

順

丸

山 圭

合 川

公

康

藤 内

伸

子

7

坂 口

浩

三

2

坪 地

宏

嘉

上 部

一

彦

小

柳

和 夫

一（客）

科 佐

伯

俊 昭

戸

井

雅 和（客）

大

内

徹（客）

科 金

子

公 一
朝 幸（客）

石

田

博 徳

呉

屋

心 臓 血 管 外 科 新

浪

博

朝

倉

利 久

井

口

篤 志

中

嶋

博 之

明

子
7

6

Gero Tenderich（客）
加

藤

雅 明（客）

西

村

元 延（客）

福

嶌

教 偉（客）

田

鎖

整形外科（骨・軟部腫瘍科） 矢

澤

康 男

科 西

川

亮

三

島

一 彦

安 達

淳

一

石

原

正一郎

柳

澤

隆 昭

神 山

信

也

山

根

文 孝

金 澤

隆三郎

栗

田

浩 樹

杉 山

達

也

大井川

秀

聡

脳

858

神

経

外

治（客）
1
10
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形
小

成
児

外
心

科

臓

2

科 小

林

俊 樹

先

﨑

秀 明

石 戸

利

枡 岡

小児心臓外科 加藤木
鈴
小

児

腫

皮

瘍

未

生

行
田

本

明 史

野

宗 久

中

尿

博

耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科） 菅

澤

正

産婦人科（婦人科腫瘍科） 藤

原

恵 一

歯 科・ 口 腔 外 科

隆
歩

堤 田

新
孝

黒 田

長

尾

昌 二

小

林

明 男

功
史

中 平

光

彦

5

長谷川

幸

晴

4

大 沢

愛

子

1

辻 田

美

紀

8

松 岡

孝 裕

牧

田

茂

科 北

村

晶

西

部

伸 一

磨

田

裕

有

山

淳

林

田

眞 和

三

輪

泰 子（客）

丸

山

晃 一（客）

科 佐

藤

章

古田島

太

森

野

正 明

髙 平

修

二

根

本

学

鳥 尾

哲

也

龍 神

秀

穂

放

急

医

学

科 木

村

文 子

水

画像診断科 酒

井

文 和

西

岡

田

吉 隆

齋

藤

尚 子

内

野

晃

核 医 学 科 松

田

博 史

久

慈

一 英

今 林

悦

子

卓

關

根

広

塚 本

信

宏

射

線

放射線腫瘍科 土器屋

志

精神科（精神腫瘍科） 大

西

秀 樹

科 清

水

道 生

村

田

晋 一

安

田

政 実

病

理

診

断

越

2

政

伸一郎

救

1

小 山

島

酔

3

雪

リハビリテーション科 前
麻

4

2
須 山

科 上

器

聡

竜 平

（ 皮 膚 腫 瘍 科 ）
泌

増 谷

孝 明

科
科 山

膚

木

竹田津

和 歌

12

3

直 子

4
2

桜

井

孝 規

永 田

耕

治

5

Gregory Y.Lauwers
（客）
輸 血・ 細 胞 移 植 科 池

淵

研 二

内科ローテ（後期研修）

2

外科ローテ（後期研修）
計

48（16）

30

45

130

注）
（特）… 特任教授
（客）… 客員教授
（

）＝ 客員教授数（内数）
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保健医療学部
【学長
基

山内

俊雄

本

学 科

学部長

大野

良三】
准

教

池

チトセ

林

静 子

美 隆

小 倉

邦

子

川

典 子

平 塚

陽

子

大

森

智 美

藤 村

郎

子

みゑ子

冨

田

幸 江

本 谷

久美子

孝 子

山

路

真佐子

大 堀

昇

年 子

堀

内

仁 美

藤 村

博

恵

佐々木

榮

子

久

保

恭 子

安 田

裕

子

古

地

順 子

丸

山

昭 子

加

藤

基 子

原

田

真里子

健 康 医 療 科 学 科 和

合

治 久

長谷川

北

村

邦 男

野

市

岡

正 適

佐

鈴

木

正 彦

間

瀬

年 康

奥

崎

政 美

村

田

栄 子

有

田

彰

医 用 生 体 工 学 科 下

岡

加

納

小

林

看

護

学

教

授

科 大

野

良 三

菊

岡

部

惠 子

辻

江

連

和 久

浅

千

田

みゆき

石

津

佐

鹿

松

下

講

師

博

間 山

寺

誠

小 峰

伸

一

藤

正 夫

伴 塲

裕

巳

渡

邉

宏 志

聡 行

田

邊

一 郎

中 島

孔

志

隆

宮

本

裕 一

脇 田

政

嘉

直 樹

山 下

芳

久

戸井田

昌

宏

若 山

俊

隆

石

井

郁 夫

加 藤

綾

子

見

目

恭 一

西

坂

吉

澤

徹（客）

米

村

元 喜（客）

理 学 療 法 学 科 黒

川

幸 雄

西 岡

亮

治

髙

橋

邦 泰

神子嶋

赤

坂

清 和

澤 田

豊

髙

倉

保 幸

時 田

幸之輔

小

島

龍 平

乙 戸

崇

寛

藤

田

國 澤

佳

恵

計

福

田

敏 幸

博 暁
30（3）

（客）… 客員教授

860

伸

助

教
10

8

4

剛（客）

注）
（特）… 特任教授
（

正

授

）＝ 客員教授数（内数）

17

4

誠

22

26
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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
課 長
村 田 正 樹
課長補佐
大日向 秀 志
《広 報 室》
室 長
須 田
沃
課長補佐
岸 田 恒 雄
《秘 書 室》
課 長
西 宮 富士雄
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
人事課長
北 村
勉
総務課長
中 村 榮 一
総務企画課長
堀 江
稔
総務課長補佐
松 本 正 夫
《施 設 部》
部 長
綿 貫 公 男
次 長
北 澤
清
次 長
栗 原 武 浩
施設管理課長
栗 原 武 浩（兼）
建設企画課長
堀 川 好 則
施設管理課長補佐
杉 田 昭 雄
施設管理課長補佐
風 間 信 治
《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
次 長（購買担当）
内 田 尚 男
経理課長
山 﨑 豊 幸
第二購買課長
和 田
実
経理課長補佐
佐 藤 勝 茂
第一購買課長補佐
高 橋 光 鶴
第二購買課長補佐
吉 野 稔 夫
《情報システム部》
部 長
小 髙 康 夫
情報システム課長
松 井 裕 行
情報システム課長補佐
紫 藤 秀 文
情報システム課長補佐
吉 澤 敦 司
《大学事務部》
部 長
小 室 秀 樹
教務課長
堀 江 正 人
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）
保健医療学部事務室川角分室長（課長待遇）
村 岡 繁 樹
保健医療学部事務室川角分室課長補佐
山 口 哲 郎

3．大学病院
《医 務 部》
部 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
町 田 千 秋
庶務課長
武 久 秀 夫
健康管理センター事務室課長
村 嶌 隆 義
診療情報管理室課長
関 口
勤
第一医務課長補佐
宮 本
豊
第二医務課長補佐
小 峯 眞由美
第二医務課長補佐
田 中 義 明
《研修管理委員会事務室》
課長補佐
岡 田 一 観
《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 孝
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
次 長
津久井 一 浩
医務課長
萩 原 敏 夫
医務課長
田 島 契 司
総務課長
津久井 一 浩（兼）
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
総務課長補佐
田 中 律 子
経理購買課長補佐
高 沢 信 也
経理購買課長補佐
馬 場 賢 治
施設課長補佐
菅 野 俊 樹
6．川越ビル事務所事務室
室 長
井 上 隆一郎（兼）
7．かわごえクリニック
事務長（次長待遇）
井 上 隆一郎
8．国際医療センター事務部
部 長
佐 藤 健 二
副部長
山 川 修一郎
秘書室長
山 川 修一郎（兼）
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）
総務課長
岩 澤 昌 人
医務課長補佐
松 井 幹 代
医務課長補佐
島 﨑 好 一
総務課長補佐
山 田
勉
総務課長補佐
松 本 照 男
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3．文部科学省化学研究費補助金
医学部
研究種目

川越キャ
ンパス

毛呂山キャンパス

日高キャンパス

保健医療
合
学部
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

計

若手研究（A）

0件

0件

0件

0件

0件

1件

1件

0件

2件

若手研究（B）

0件

4件

1件

7件

0件

4件

5件

2件

23 件

基盤研究（B）

0件

0件

0件

1件

0件

0件

2件

1件

4件

基盤研究（C）

1件

10 件

0件

13 件

6件

19 件

5件

5件

59 件

挑戦的萌芽研究

0件

0件

0件

2件

0件

0件

2件

0件

4件

研究スタート支援

0件

0件

0件

1件

1件

0件

1件

2件

5件

1件

14 件

1件

24 件

7件

24 件

16 件

10 件

97 件

合

計

（転入者）

（0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件）

（転出者）

（0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件） （0 件）

研究種目
若手研究 (A)

部門

所属

トランスレー
国際医療センター ショナルリサー 医学部・講師
チセンター
ゲノム医学研究セ
病態生理部門
ンター

若手研究 (B)

氏 名

研究課題名

期間

婦人科悪性腫瘍に対する癌ワクチン療法における免疫増
大野 智
21-22
強アジュバントの探索

医学部・助教 福田 亨 骨組織における RNA ヘリカーゼ p68 の機能解明

22-24

直接経費

骨細胞分化および細胞間ネットワーク制御における
20-22
semaphorin の関与の検討

￥900,000

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
20-22
ニズムの解析

￥100,000

ゲノム医学研究セ
遺伝子治療部門 医学部・助教 鈴木 啓一郎 高効率に標的遺伝子組み換え可能なヒト万能細胞の創製 21-22
ンター

￥1,700,000

有機リン系農薬の生殖毒性及び内分泌系臓器における
21-22
ターゲット分子の同定

￥1,500,000

歯科・口腔外科 医学部・助教

保健医療学部

看護学科

保健医療
学部・講師

中央研究施設

機能部門

医学部・助教 廣澤 成美

基礎医学部門

解剖学

医学部・講師 高野 和敬 細胞変形運動から解明する原腸陥入のしくみ

基礎医学部門

薬理学

医学部・助手 相崎 良美

21-22

￥900,000

ACE 阻害薬の降圧を超えた新たな薬効メカニズム :ACE
21-22
シグナリングの新展開

￥1,500,000

ES 及び iPS 細胞の腫瘍原性喪失を志向した LATS2 の機
ゲノム医学研究セ 発 生・ 分 化・ 再 医学部・研究
菱田 友昭
21-22
ンター
生部門
員
能解析

￥1,200,000

臨床医学部門

呼吸器内科

医学部・講師 中込 一之

難治性喘息におけるヘルパー T17 型免疫応答の意義に
21-23
関する研究

￥900,000

臨床医学部門

呼吸器内科

医学部・助教

標準化半定量 Real-time PCR を用いた呼吸器感染症の
21-22
包括的迅速診断法

￥1,400,000

平間 崇

ゲノム医学研究セ
実験動物施設
ンター

医学部・助教 横尾 友隆 生活習慣病に関連する遺伝子の探索および機能解析

臨床医学部門

産婦人科

臨床医学部門

21-22

￥1,500,000

医学部・助教 鈴木 元晴

NKT 細胞のアジュバント効果を応用した APS 制御の為
21-22
の基礎的研究

￥1,600,000

医学部・助教 山口 浩

膵癌における fascin 異常発現と RAS 信号伝達経路の関
22-23
連

￥1,900,000

内分泌糖尿病内
医学部・講師 小野 啓 視床下部 S6 キナーゼの糖尿病における役割
科

22-23

￥1,900,000

iPS 細胞を活用した間葉系細胞分化におけるエストロゲ
ゲノム医学研究セ 遺伝子情報制御 医学部・研究
伊地知 暢広
22-23
ンター
部門
員
ン関連受容体の役割の解明

￥1,700,000

アレルギー・自己免疫病におけるヒト Th17/Th21 細胞
22-25
の解析

￥1,000,000

基礎医学部門

免疫学

医学部・助手 高木 理英

備考

4/1 転入：東京
女子医科大学
￥9,700,000
9/30 転出：
早稲田大学
3/31 転出：
7,500,000
慶応義塾大学

佐藤 毅

臨床医学部門

国際医療センター 病理診断科

862

部局・資格

4/1 転入：
自治医科大学

資料

研究種目

部門

部局・資格

氏 名

教職員・学生健
医学部・助教
康推進センター

東 丈裕

母乳中の coenzymeA で誘発されるアトピー性皮膚炎の
22-24
解析と予防医学への展開

￥1,600,000

国際医療センター 消化器外科

医学部・助教 岡田 克也

生体吸収性ポリマーパッチを用いた消化管再生療法の開
22-23
発

￥1,500,000

臨床医学部門

麻酔科

医学部・助教 塚本 真規

単球リアノジン 1 受容体刺激が誘導する細胞死を指標と
22-23
した悪性高熱症診断法の開発

￥1,200,000

臨床医学部門

麻酔科

医学部・助教

ニューロキニン 1 受容体刺激によるマイクロパーティク
22-23
ル放出の血液凝固に対する影響

￥1,100,000

基礎医学部門

若手研究 (B)

基盤研究 (B)

星島 宏

研究課題名

期間

直接経費

備考

国際医療センター 産婦人科

医学部・講師 長谷川 幸清

卵巣がんにおけるマイクロ RNA の新規治療標的として
22-23
の有用性の検討

￥1,400,000

ゲノム医学研究セ
病態生理部門
ンター

医学部・研究
口腔扁平上皮癌による顎骨浸潤における BMP シグナル
進 正史
22-23
員
の関与の解明

￥1,600,000

4/1 転入：九
州歯科大学

国際医療センター 耳鼻咽喉科

医学部・助教 安部 貴大

スフィンゴシン 1 リン酸はビスホスホネートの骨形成抑
22-24
制を制御できるか

￥800,000

12/31 転 出：
東京大学

保健医療学部

医用生体工学科

保健医療学
身体行動制限最小化のための行動解析システムおよび指
加藤 綾子
22-24
部・講師
標の開発

￥1,600,000

臨床医学部門

呼吸器内科

医学部・教授 萩原 弘一 薬剤性肺障害・特発性肺線維症急性増悪の遺伝学的研究 21-23

￥4,200,000

筋組織の異所性骨化に基づく運動器の形成と再生機構の
21-23
解明

￥3,800,000

ゲノム医学研究セ
病態生理部門
ンター

医学部・教授 片桐 岳信

ゲノム医学研究セ 遺伝子構造機能
医学部・教授 黒川 理樹 非コード RNA の転写機構の解明
ンター
部門

22-24

￥7,300,000

看護学科

保健医療学
被災家族の家族システムの再構築とシームレスな家族再
久保 恭子
22-25
部・講師
構築支援プログラムの検討

￥1,400,000

国際医療センター 放射線科

医学部・准教
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
関根 広
20-22
授
線治療の効果的な照射方法の確立

￥500,000

保健医療学部

医用生体工学科

保健医療学
吉澤 徹 高機能 3 次元内視鏡システムの開発
部・客員教授

20-22

￥800,000

臨床医学部門

リ ハ ビ リ テ ー 医学部・准教
運動療法がメタボリック症候群の血管内皮・単球・血小
倉林 均
20-22
ション科
授
板機能と動脈硬化に及ぼす影響

￥800,000

医学基礎部門

英語

医学部・准教
LSP 教員研修を基盤とした実践的外国語 ( 英語 ) 教員研
笹島 茂
20-23
授
修カリキュラムの構築

￥700,000

保健医療学部

医用生体工学科

保健医療学
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
石井 郁夫
20-22
部・教授
法の研究

￥500,000

基礎医学部門

生理学

医学部・講師 中平 健祐

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
20-22
ニズム

￥1,100,000

基礎医学部門

薬理学

医学部・教授

保健医療学部

基盤研究 (C)

所属

丸山 敬 アルツハイマー病進行抑制薬候補ベルベリン

20-22

￥1,400,000

国際医療センター 病理診断科

医学部・教授 村田 晋一

核内染色体高次構造の異常がもたらす核酸転写環境の変
20-22
化と新しい発癌・進展メカニズム

￥400,000

国際医療センター 腫瘍内科

医学部・客員
薬物動態・遺伝子多型を指標とした抗がん剤投与量の新
長島 文夫
20-22
准教授
しい調節法の開発

￥100,000

基礎医学部門

法医学

医学部・講師

原 正昭

レーザーマイクロダイゼクションを用いた指紋隆線試料
20-22
からの DNA 解析法の構築

￥600,000

臨床医学部門

呼吸器内科

医学部・教授

永田 真 難治性喘息の気道炎症病態の解析

20-22

￥1,100,000

基礎医学部門

免疫学

医学部・教授

松下 祥 アジュバント活性の多様性の解析とその応用

20-22

￥1,000,000

総合医療センター 放射線科

医学部・教授 高橋 健夫

放射線異感受性腫瘍に対する重粒子マイクロビーム照
20-22
射・抗癌剤併用に関する基礎研究

￥1,000,000

国際医療センター 脳神経外科

医学部・講師 安達 淳一

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
20-22
感受性のモニタリング

￥700,000

国際医療センター 脳神経外科

医学部・准教
Radiosurgery が脳血管内皮細胞および脳循環に与える影
栗田 浩樹
20-22
授
響に関する研究

￥800,000

臨床医学部門

整形外科

医学部・講師 加藤 直樹

骨代謝における神経制御機構の解明 : 転写因子 Pax6 を
20-24
介したシグナル伝達について

￥500,000

臨床医学部門

産婦人科

医学部・講師

梶原 健

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
20-22
いて

￥800,000

臨床医学部門

形成外科

医学部・教授 中塚 貴志

p53 欠損マウスを用いた再生軟骨周囲の軟骨膜様組織に
20-22
おける再生誘導機構の解明

￥800,000

1/1 転入：群
馬大学

4/1 転入：杏
林大学
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資料

研究種目

部門
臨床医学部門

所属
形成外科

国際医療センター 歯科・口腔外科

部局・資格

氏 名

医学部・教授

市岡 滋

研究課題名

￥700,000

医学部・准教
アフタ病態解明に向けた糖質コルチコイド変動とγδ T
小林 明男
20-22
授
細胞免疫応答能の解析

￥1,000,000

HUMARA assay および免疫染色を用いた咀嚼筋腱腱膜
20-23
過形成症の病態解明

￥900,000

臨床医学部門

歯科・口腔外科 医学部・教授 依田 哲也

保健医療学部

看護学科

保健医療学
松下 年子 出産・育児を通じた女性の SOC( 首尾一貫感覚 ) の変化
部・教授

基礎医学部門

生理学

医学部・講師 中尾 啓子

20-22

￥800,000

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
20-22
転換する

￥700,000

21-23

￥1,000,000

国際医療センター 病理診断科

医学部・教授 清水 道生

膵腫瘍の癌化および浸潤様式 : 分子標的治療へのアプ
21-23
ローチをめざして

￥1,100,000

国際医療センター 病理診断科

医学部・教授 安田 政実

治療の個別化を視野にいれた、卵巣腫瘍における低酸素
21-23
関連因子の解析

￥700,000

国際医療センター

感染症・感染制
宿主免疫応答におけるカンジダ核酸成分の認識と C タイ
医学部・講師 宮里 明子
21-23
御科
プレクチン受容体による調節機構

￥1,200,000

臨床医学部門

消化器内科・肝
医学部・教授
臓内科

持田 智

肝疾患の病態における性差 : オステオポンチン転写に関
21-23
わる女性固有転写因子の同定

￥1,100,000

国際医療センター 呼吸器内科

医学部・講師 小山 信之

肺癌予後診断マーカー探索と個別化医療へのゲノムワイ
21-23
ドなアプローチ

￥2,000,000

国際医療センター 造血器腫瘍科

医学部・教授

新津 望

悪性リンパ腫における NM23 の細胞外環境の検討と分
21-23
子標的治療法の開発

￥1,100,000

総合医療センター 血液内科

医学部・教授 木崎 昌弘

前駆細胞をターゲットとした多発性骨髄腫の新たな分子
21-23
標的療法の開発

￥1,200,000

国際医療センター 放射線科

医学部・教授 松田 博史 アルツハイマー型認知症の新規画像診断法の確立

21-23

￥700,000

総合医療センター 消化器一般外科 医学部・講師 隈元 謙介 大腸癌における ING2 遺伝子発現の臨床学的意義の検討 21-25

￥500,000

良性胆管狭窄治療を目的とした新規生体吸収性胆道ステ
21-23
ントの開発

￥700,000

国際医療センター 消化器一般外科 医学部・教授 宮澤 光男
国際医療センター 脳神経外科

医学部・名誉
松谷 雅生 頭蓋内胚細胞腫瘍における Wnt シグナルの解析
教授

21-23

￥700,000

国際医療センター 脳神経外科

医学部・准教
三島 一彦 中枢神経悪性リンパ腫の予後規定マーカーの解明
授

21-23

￥700,000

臨床医学部門

医学部・准教
35 型アデノウイルスベクターによる遺伝子治療の開発
森 圭介
21-23
授
とその遺伝子発現制御

￥700,000

眼科

総合医療センター 研究部

医学部・准教
授

アルツハイマー病治療の開発 : 食物由来のβーアミロイ
22-25
ド蛋白抑制物質と環境療法の探索

￥1,000,000

基礎医学部門

病理学

医学部・教授 佐々木 惇

脳腫瘍の診断と治療に有効なミクログリア / マクロ
22-24
ファージのサブタイプの同定

￥1,900,000

基礎医学部門

物理学

医学部・教授 赤間 啓一

電子画面によるわかりやすい科学伝達―研究・教育・学
22-24
習への適用

￥1,200,000

ゲノム医学研究セ
RI 部門
ンター

医学部・講師 西本 正純

がん治療法確立にむけたがん幹細胞と胚性幹細胞に共通
22-24
する腫瘍性維持の分子機構解明

￥1,300,000

森 隆

国際医療センター

先端医療開発セ 医学部・准教
卵巣癌 / 腹膜癌の新規 TC 療法効果予測因子のゲノム薬
江口 英孝
22-24
ンター
授
理学的解析と新規分子標的の探索

基礎医学部門

薬理学

備考

￥1,200,000 追加採択

医学部・准教
高血圧性拡張期心不全の動物実験モデル並びに治療法の
千本松 孝明
22-24
授
確立

￥1,800,000

c-Myc/Max 転写複合体による ES 細胞の未分化性維持の
ゲノム医学研究セ 発 生・ 分 化・ 再
医学部・教授 奥田 晶彦
22-24
ンター
生部門
分子メカニズムの解明

￥1,600,000

国際医療センター 呼吸器内科

医学部・講師 岡野 哲也 非喫煙者肺がんにおける発癌分子機構の解明とその制御 22-24

￥800,000 追加採択

臨床医学部門

医学部・准教
岡田 浩一 組織特異的 NF Κ B 抑制による腎老化予防効果の検討
授

￥600,000

腎臓内科

22-24

医学部・客員
インスリン分泌及びβ細胞増加促進作用を持つ新規消化
ゲノム医学研究セ
ゲノム科学部門
豊島 秀男
22-24
ンター
准教授
管ホルモン IBCAP の研究

864

直接経費

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
20-22
アルによる血管新生療法の開発

ゲノム医学研究セ
ゲノム科学部門 医学部・教授 岡崎 康司 Tysnd1 の機能解析とその病態発症ネットワーク
ンター

基盤研究 (C)

期間

11/1 自治医大
￥1,400,000 より重複登録
（7/1 付採用）

資料

研究種目

基盤研究 (C)

部門

所属

部局・資格

氏 名

研究課題名

直接経費

脳とがんを標的とするエストロゲンシグナルの共通性と
ゲノム医学研究セ 遺伝子情報制御
医学部・講師 池田 和博
22-24
ンター
部門
特異性の解明ならびに臨床応用

￥1,300,000

臨床医学部門

リウマチ膠原病
関節リウマチ滑膜線維芽細胞におけるヒストン修飾と
医学部・教授 三村 俊英
22-24
科
DNA メチル化の解析

￥2,100,000

基礎医学部門

微生物学

医学部・准教
樹状細胞の分泌膜小胞を用いた新タイプ治療用ワクチ
守屋 修
22-24
授
ン : 慢性ウイルス感染症への展開

￥1,300,000

国際医療センター 放射線科

医学部・准教
核医学代謝画像を用いた腫瘍多様性の研究と診断法の開
久慈 一英
22-24
授
発

￥1,300,000

国際医療センター 麻酔科

医学部・教授 林田 眞和

遺伝子多型が麻薬性鎮痛薬の鎮痛効果と副作用に及ぼす
22-24
影響に関する臨床的研究

￥1,600,000

臨床医学部門

医学部・講師

血栓の管腔内成長に対する細胞間相互作用とニューロキ
22-24
ニン 1 受容体の役割の検討

￥1,900,000

医学部・准教
人工毛細血管システム等を用いたヒト卵巣組織の凍結保
高井 泰
22-25
授
存・再移植法の発展と確立

￥1,000,000

総合医療センター

肝胆膵外科・小
体外細胞死誘導法を用いた新しい小児神経芽腫ワクチン
医学部・助教 井上 成一朗
22-24
児外科
療法の開発

￥1,600,000

基礎医学部門

解剖学

医学部・准教
肝芽腫幹細胞における特異的活性化因子の機能解析と腫
藤田 恵子
22-24
授
瘍血管構築の解明

￥1,300,000

臨床医学部門

形成外科

医学部・助教 佐藤 智也 スフィンゴシン一リン酸を用いた骨培養効率化

22-24

￥1,100,000

保健医療学部

看護学科

保健医療学
汎用デモ機器を用いる看護授業「人体の構造と機能」の
江連 和久
22-24
部・教授
構築

￥1,500,000

保健医療学部

看護学科

保健医療学
内野 聖子 グループ回想法実践能力尺度の開発
部・講師

22-24

￥1,400,000

22-23

￥1,400,000

22 単
年度

￥3,000,000

分子標的薬暴露癌細胞の中長期生存分子機構の解明と新
22-23
規癌関連遺伝子同定への応用

￥1,500,000

22 単
年度

￥3,000,000

メンタルクリ
社会不安障害に対する PEP を考慮した認知行動的介入法
医学部・助教 五十嵐 友里
21-22
ニック
の効果検討

￥960,000

血小板に含まれる骨形成促進因子の骨格形成と血管にお
21-22
ける生理的役割の解明

￥940,000

麻酔科

総合医療センター 産婦人科

東 俊晴

ゲノム医学研究セ
遺伝子治療部門 医学部・教授 三谷 幸之介 ワンステップ iPS 細胞誘導・相同組換え法の開発
ンター
挑戦的萌芽研究

期間

臨床医学部門

呼吸器内科

医学部・研究
田中 知明 特定地域に集中する疾患関連遺伝子の同定
員

臨床医学部門

呼吸器内科

医学部・教授 萩原 弘一

ゲノム医学研究セ
病態生理部門
ンター
総合医療センター

ゲノム医学研究セ
病態生理部門
ンター

医学部・教授 片桐 岳信 BMP シグナル修飾因子の同定と機能解析

医学部・助教

大手 聡

研究スタート
保健医療学部
支援

医用生体工学科

保健医療学
光線力学的細胞膜微小酸化による細胞内物質導入技術の
宮本 裕一
22-23
部・准教授
開発

￥1,020,000

保健医療学部

医用生体工学科

保健医療学
戸井田 昌宏 CARS による非侵襲血糖計測技術の研究
部・教授

22-23

￥1,260,000

臨床医学部門

リウマチ膠原病
CD8 陽性 T 細胞におけるヒストンメチル化の制御ネット
医学部・助教 荒木 靖人
22-23
科
ワークの解明

￥1,260,000

備考

3/31 転 出： 国
際医療福祉大学
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4．年

譜

4月
1 日 ・ 医学部入学定員増 110 名→ 115 名
1 日 ・ 大学院修士課程開設

看護学研究科看護学専攻（入学定員 10 名），医学研究科医科学専攻（入学

定員 8 名）
1 日 ・ 新任式
1 日 ・ 医学部長

別所正美

1 日 ・ 大学院医学研究科長

別所正美，大学院看護学研究科長

岡部恵子

1 日 ・ 名誉教授

糸山進次，上原政治，松谷雅生

1 日 ・ 大学病院

定床変更 1185 床→ 1085 床（100 床国際医療センターへ）

1 日 ・ 国際医療センター

定床変更（600 床→ 700 床）

5 日 ・ 入学式（医学部第 39 回・保健医療学部第 5 回）
5 日 ・ 大学院入学式
17 日 ・ 第 60 回埼玉医科大学市民公開講座「お腹の症状の原因と治療」
22 日 ・ 教育棟（仮称．後に 15 号館オルコスホールと命名）新築工事安全祈願祭（毛呂山キャンパス）

5月
15 日 ・ 第 61 回埼玉医科大学市民公開講座「高齢者の肝臓病」
18 − 20 日 ・ 総合医療センター

病院機能評価受審

6月
1 日 ・ かわごえクリニック

院長

佐々木望（任期：2 ヵ年），かわごえクリニック名誉院長

9 − 14 日 ・ 第 17 次中国山西省医療衛生代表団一行 5 名来訪

団長

川添太郎

劉星山西省衛生庁副庁長

19 日 ・ 第 62 回埼玉医科大学市民公開講座「血管の若さを保つ：動脈硬化の予防」

7月
5 日 ・ 国際医療センター

心臓移植施設認定（移植関係学会合同委員会）

17 日 ・ 第 63 回埼玉医科大学市民公開講座「心臓の若さを保つ」
20 − 22 日 ・ 国際医療センター

病院機能評価受審

24 日 ・ 医学部教授総会
31 日 ・ 総合医療センター

第 2 回地域がん診療連携拠点病院市民公開講座「がん患者の在宅医療」

8月
6 日 ・ 国際医療センター

管理棟地鎮祭

6 − 7 日 ・ 第 30 回医学教育ワークショップ
27 − 28 日 ・ 保健医療学部

第 7 回医療人教育者のためのワークショップ

29 日 ・ 越生町主催防災訓練参加（大学病院）
29 日
− 9 月 4 日 ・ 第 23 次埼玉医科大学中国山西省医学視察団一行 9 名訪中

団長

丸木清浩理事長

9月
4 日 ・ 平成 22 年度大学院博士課程後期入学試験，平成 23 年度大学院博士課程前期入学第 1 回試験，第
57 回大学院医学研究科語学試験
4 日 ・ 保健医療学部第 6 回公開講座「他者を認める，自己を認める〜主体性を育てるということ〜」
5 日 ・ 第 31 回九都県市合同防災訓練（羽生市）参加（総合医療センター DMAT 隊）
12 − 25 日 ・ パキスタン・イスラム共和国における洪水被害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）
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18 日 ・ 第 64 回埼玉医科大学市民公開講座「脳を若く保つ」
18 − 19 日 ・ リレー・フォー・ライフ 2010 川越

参加（総合医療センター緩和ケアチーム，国際医療センター

がん相談支援センターチーム）
22 日 ・ 日高キャンパス

学生ホール（オスラーホール）竣工式

25 日 ・ 国際医療センター

第 4 回地域がん診療連携拠点病院市民公開がん医療講座「乳がんに負けない

輝いて生きよう！」
26 日 ・保健医療学部

3 年次編入学試験（看護学科）

26 日 ・毛呂山町防災訓練に参加（大学病院）
27 日 ・国際医療センター 1 例目の心臓移植実施

10 月
1 日 ・ 総合医療センター

日本医療機能評価機構による病院機能評価認定証交付（更新）

1 日 ・ 国際医療センター

日本医療機能評価機構による病院機能評価認定証交付

2 日 ・ 大学院修士課程第 1 回入試
9 日 ・ 保健医療学部看護学科

領域別実習要件認定式

16 日 ・ 第 38 回解剖体慰霊祭
23 日 ・ 第 65 回埼玉医科大学市民公開講座「がんのあたらしい治療：核医学を使う」
27 日 ・埼玉県主催平成 22 年度正丸トンネル防災訓練参加（国際医療センター）
30 − 31 日 ・大学祭

越華祭

You & I 〜友 縁 愛〜（医学部越辺祭，保健医療学部秋華祭合同開催）

11 月
3 日 ・ ゲノム医学研究センター

第 8 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム「ゲノム情報と細胞の働き」

6 − 7 日 ・ 第 31 回医学教育ワークショップ（第 9 回臨床研修指導医講習会）
7 日 ・ 保健医療学部

推薦入試

13 日 ・ 第 37 回動物慰霊祭
14 日 ・ 医学部

推薦入試

20 日 ・ 第 66 回埼玉医科大学市民公開講座「あしと腰の若さを保つ」

12 月
4 日 ・ 保健医療学部第 7 回公開講座「健康維持における治未病の重要性−食品科学・産業保健・総合医
療の立場から−」
11 日 ・ 第 67 回埼玉医科大学市民公開講座「肺を若く保つ」
16 日 ・ 国際医療センター

災害派遣医療チーム埼玉 DMAT 指定病院に指定され，埼玉県特別機動援助隊

SMART に登録される．
18 日 ・ 医学部・保健医療学部合同教授総会
19 日 ・ 保健医療学部

AO 入試（健康医療科学科・医用生体工学科）

1月
4 日 ・ 新年拝賀式・永年勤続表彰
22 日 ・ 大学院修士課程第 2 回入試
22 日 ・ 第 68 回埼玉医科大学市民公開講座「骨の若さを保つ」
25 日 ・ 国際医療センター
27 日 ・ 保健医療学部

管理棟竣工

一般入試前期一次試験

28 日 ・ 平成 22 年度埼玉県特別機動援助隊（埼玉 SMART）合同訓練参加（埼玉 DMAT

総合医療センター，

国際医療センター）
29 日 ・ 保健医療学部
30 日 ・ 医学部

一般入試前期二次試験

一般入試前期一次試験（会場：TOC ビル）

2月
5 日 ・ 平成 23 年度大学院博士課程前期入学第 2 回試験，第 58 回大学院医学研究科語学試験
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6 日 ・ 医学部

一般入試前期二次試験

19 日 ・ 第 69 回埼玉医科大学市民公開講座「予防接種を考える」
19 日 ・ 保健医療学部同窓会発足（会長
20 日 ・ 医学部

成清羊佳）

一般入試後期一次試験（会場：TOC ビル）

23 日
− 3 月 3 日 ・ ニュージーランド南島における地震被害に対する国際緊急援助隊救助チーム参加（総合医療セン
ター高度救命救急センター）
27 日 ・ 医学部

一般入試後期二次試験

3月
2 日 ・ 保健医療学部

一般入試後期試験

11 − 13 日 ・ 東日本大震災（以下大震災）派遣

総合医療センター

DMAT 隊

筑波メディカルセンター，国

立病院機構仙台医療センター
11 − 16 日 ・ 大震災派遣

国際医療センター

DMAT 隊

筑波メディカルセンター，水戸共同病院，岩手県立

中央病院，岩手県立宮古病院
12 − 14 日 ・ 大震災派遣

総合医療センター

ドクターヘリ

花巻空港及び岩手県太平洋沿岸部

12 日 ・ 卒業式（医学部第 34 回・保健医療学部第 2 回）
14 日 ・ 大震災に対する学校法人埼玉医科大学危機管理対策本部設置
17 日
− 3 月 31 日・ 大震災派遣

気仙沼市立病院への医療支援（大学病院・総合医療センター・国際医療センター）
（以

後も継続支援）
18 日 ・ 第 105 回医師国家試験合格者 99 名（合格率 86.1％
28 〜 31 日 ・ 大震災派遣

大学病院

29 〜 31 日 ・ 大震災派遣

国際医療センター

宮城県内
福島県立医大病院

29 日 ・ 15 号館オルコスホール竣工式（毛呂山キャンパス）

868

新卒・既卒含む）

