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平成 23 年度は，3 月 11 日に発生した東日本大震災およびそれに続く福島原発の事故による電力供給不足への対
応が課題となった 1 年であった．計画停電が 4 回実施され，大学病院では診療をする上で困難があったが，学事は
概ね順調に執り行われた．
平成 23 年 3 月末で国際医療センタ−の松谷雅生病院長が任期満了となり，4 月から小山勇教授が新病院長に就任
した．
また，7 月末で山内俊雄学長が任期満了となり，8 月 1 日より後任として別所が医学部長を兼務の上，新学長を拝
命し，吉本信雄総合医療センタ−病院長が副学長に就任した．
これらの人事に伴い，国際医療センタ−の副院長，院長補佐，医学部の副医学部長，医学部長補佐の人事異動が行
われ，新体制での大学運営が行われた．関連して，組織の統廃合が行われ，東洋医学センタ−は大学病院の所属とな
り，先端医療開発センタ−は疾患制御部門と名称を変更し，ゲノム医学研究センタ−の所属となった．
医学部入学定員は 22 年度より 5 名増え，1 学年 120 名の定員となった．そのうち，10 名は埼玉県の奨学金によ
る地域医療枠である．医学部の定員増加に伴い，教育環境整備の一環として，教育棟（15 号館オルコスホ−ル）が
竣工し，4 月から医学部の全ての講義がオルコスホ−ルにて実施されることになった．また，IT 環境も整備され，共
用試験 CBT が 1 日で完結できるようになった．
教育については，23 年度も医学教育センターおよび学務委員会を中心として進められた．医学部ではコアカリキュ
ラムの改定に対応して，臨床実習，特にクリニカルクラークシップ（CC）の充実，多職種連携・チ−ム医療教育の
ため interprofessional education（IPE）が進められた．同時に，教員の教育能力向上のため，医学教育ワ−クショッ
プをはじめとする種々の faculty development（FD）が開催された．特に，医学教育ワ−クショップ全体集会を発展
させた医学教育フォ−ラムでは医学教育の国際認証をテ−マとして活発な意見交換が行われた．23 年度は，教員と
事務職員が合同で行う staﬀ development（SD）が初めて開催された点も特記事項としてあげられる．
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 つの修士課程が完成年度を迎え，初めて修了者を送
り出すことができた．がんプロフェッショナル養成プランが高い評価を得て終了し，第 2 期のがんプロフェショナ
ル養成プランに応募した．大学院の更なる活性化を図るため，大学院にかかわる諸問題についてあり方委員会を設置
し，改善策を提言した．
本学は今年で創立 40 周年を迎えるが，次の 10 年の更なる発展に向けて，理事長を委員長とする「21 世紀ビジョ
ン会議」が設立された．具体的な目標として，本学と似た立地条件，歴史，そして活動目標を持つ米国のメイヨ−ク
リニックを目指すこととなり，山内名誉学長を委員長とする「日本のメイヨ−クリニックを目指す会」が発足した．
本学の教育目標は「すぐれた医療人の育成」であるが，そのためには入学試験から，卒前教育，卒後教育，そして
生涯教育と一連の教育体制を整備し，入学生に対して生涯にわたる多様なキャリアパスの構築を支援していくことが
重要である．そのため，本学では医学教育センタ−をはじめとする種々の組織を立ち上げてきたが，ほぼその体制も
整ってきた．今後は，これらの組織を活用し，変化する社会の要請にも応じつつ，「すぐれた医療人の育成」のため，
引き続き，自己を点検し，努力を重ねていくことが重要である．そのためにも，ここで行われる自己点検評価が実の
あるものとなることを願っている．

平成 24 年 8 月
埼玉医科大学
学長

別所

正美

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 39 年を経た，この平成 23 年度（2011 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

理事長

落合
栗原

京一郎
浩

専務理事

丸木

清美

常務理事

丸木

清浩

8月

埼玉医科大学附属病院開設

昭和 51 年

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

昭和 57 年

8月

専務理事

昭和 58 年

6月

病院長

昭和 60 年

3月

埼玉医科大学総合医療センターを川越市鴨田地区に開設
所

平成元年

5月
10 月

長

病院長
学長代行
長

丸木

良雄

清浩
正

坂元
東

大島

清美

丸木
宮川

病院長

正一

博彦

宮川

正

平成 2 年

8月

学

平成 6 年

4月

理事長

石田

平成 9 年

8月

学長

平成 10 年

7月

専務理事

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）

平成 13 年

6月

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

丸木

正統
清浩

埼玉医科大学総合医療センター
東

博彦，名誉学長
濱口

遠山

博

正統，病院長

尾本

良三

勝彦
所長

安倍

達

総合医療センターセンター長
所長

所長

石田

濱口

勝彦（専務理事）

村松 正實

第一次長期総合計画 ｢ 夢 ｣
平成 14 年

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

飯沼

平成 15 年

5月

常務理事

良三，藤森

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

山内

清之，尾本

壽孝

センター長

俊雄，名誉学長

東

山内

貞夫

院長

俊雄
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 ｢ 飛躍 ｣
7月

平成 19 年

副理事長

濱口

勝彦

専務理事

丸木

清之，尾本

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

良三
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
平成 20 年

4月

アドミッションセンター設立

センター長

山内

俊雄

医学研究センター

センター長

松下

祥

ゲノム医学研究センター
保健医療学部

所長

岡崎

康司

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

横手

茂裕

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

学部長

別所

名誉所長

正美

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

2

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

佐々木
川添

望
太郎

3月

講義棟 15 号館オルコスホール竣工

4月

医学部医学科入学定員 115 名より 120 名に変更（入学定員 120 名）

沿革

医学教育センター

センター長

国際医療センター 病院長

荒木

小山

国際医療センター 名誉病院長

信夫

勇
松谷 雅生

第三次長期総合計画 ｢ 誇り ｣
8月

学長

別所

名誉学長
3月

正美

山内

俊雄

東洋医学センター病院組織へ移管
先端医療開発センター廃止

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 23 年度もさまざまな取り組みをおこなった．
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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，昭和 47 年（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，平成 11 年（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，平成 18 年（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，人間の生命に対して深い愛情と畏敬の念を持ち，病める人々の心を理解し，その立場に立って，十分
な説明と相互理解のもとに医療を行わなければならない．
■医療人は，暖かい人間性と豊かな人柄に自らを育成すべく，常に倫理観を磨き，教養を積むことに努力しなけれ
ばならない．
■医療人は，
自らの能力の限界を自覚し，
謙虚に他者と協力し，患者のために最善の医療を実践しなければならない．

国際水準の医学・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（1972 年）の開学以来，社会に役立つ優れた臨床医家の育成と共に，学校法人として短期大
学ならびに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を育成してきた．これらの組織が有
機的に連携を保ち，医療人の教育・研究・診療のための充実に努め，教育課程の改革と教育研究環境の整備を遂行す
る中で，最善の医療を患者に提供し，全ての活動成果を社会に還元することが，全教職員の責任であり，大学として
の責務と考えている．
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，家主会などの関連各
機関・団体等にも理解と協力を求めながら相互補完的に活動している．特に，理事会及び教授会とは，本学が私学で
ある特性を最大限に活かしながら，その関係を良好に保ち，円滑な意見交換ができる組織・管理体制を構築し，健全
な財政基盤のもとで活動を展開するように努めている．
本学に蓄積される情報・知識は教職員と学生のみのものならず，広く社会に向けて開示，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，本学の進むべき道を求めることになる．
本学は，これまで概ね順調に発展し，創立 40 周年を迎えることができた．しかしながら，わが国は，東日本大震
災と大津波による福島原子力発電所の損壊に見舞われ，その甚大な未曾有の被害は未だ終息がみえていない．そのよ
うな厳しい経済財政情勢の中，グローバル化が進展し，少子高齢の人口減社会に突入し，行き先の見えない不透明な
時代を迎えている．
5

埼玉医科大学の期待する医療人像

平成 23 年（2011 年）
，本学は，課題が山積するこの時代を乗り越え 21 世紀を通じて建学の理念を実現していく
ために「21 世紀ビジョン会議」を立ち上げた．「21 世紀ビジョン会議」は，開学時の初心に立ち返り，その理念・
精神を全教職員で共有するために，全教職員が目指すべきスローガンとして「Your Happiness Is Our Happiness」を
提唱した．
さらに，具体的な行動モデルとして，歴史的にも，地勢的にも本学と類似性があり，「the needs of the patients
come ﬁrst」を基本的価値観とする米国のメイヨークリニックを目標とすることが掲げられ，
「日本のメイヨークリニッ
クを目指す会」が「21 世紀ビジョン会議」の下に設置され，創立 50 周年に向け，教職員の意志統一を図る目的で
啓発活動を開始した．
本学は，今後も人類の医療・福祉に貢献する優れた医療人の育成を目標とし，そのために必要なこと全ての充実を
図り，大きな環境の変化にも柔軟に対応できる確固たる組織をもった医療系の総合大学を目指し，努力していきたい．
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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 23 年度大学院志願者

15 名

( 一般選抜 7 名，社会人特別選抜 8 名，外国人特別選抜 0 名）

合格者

14 名

( 一般選抜 6 名，社会人特別選抜 8 名，外国人特別選抜 0 名）

入学者

14 名

( 一般選抜 6 名，社会人特別選抜 8 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 23 年度大学院志願者

15 名

( 一般選抜 10 名，社会人特別選抜 5 名）

合格者

14 名

( 一般選抜 9 名，社会人特別選抜 5 名）

入学者

13 名

( 一般選抜 8 名，社会人特別選抜 5 名）

（看護研究科修士課程）
・看護学専攻
平成 23 年度大学院志願者

15 名

( 一般選抜 0 名，社会人特別選抜 15 名）

合格者

11 名

( 一般選抜 0 名，社会人特別選抜 11 名）

入学者

9名

( 一般選抜 0 名，社会人特別選抜 9 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

2 年次

3 年次

4 年次

男

女

男

女

男

女

男

女

1(1)

0

1(0)

1(0)

0

0

1(1)

1(0)

生物・医学研究系専攻

40

10

社会医学研究系専攻

16

4

臨床医学研究系専攻

144

36

8(6)

4(2)

13(8)

4(2)

7(6)

1(0)

17(15)

4(1)

58(40)

計

200

50

9(7)

4(2)

14(8)

5(2)

7(6)

1(0)

18(16)

5(1)

63(42)

総定員

入学定員
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医科学専攻

1 年次

2 年次

合計

8

男
10(8)

女
3(2)

男
9(7)

女
4(1)

22(18)

5(4)

5(5)

13(13)

31(26)

8(6)

14(12)

17(14)

53(44)

看護学専攻

20

10

4(4)

計

36

18

14(12)

（）内は社会人学生
②外国人学生数
国名

私費外国人留学生

0名

③その他
特別研究学生
協力研究員

5(2)
0

修士課程

16

合計

4 名 （男 2 名，女 2 名）
19 名 （男 12 名，女 7 名）

大学院

3．学位授与
医学研究科博士課程
No. 種 学位記番号

氏

名

学位論文タイトル

1

乙 1168

名古屋春満

特発性頸部内頸動脈解離 10 症例の臨床的検討

2

乙 1169

齊藤

文則

神経症状を伴う骨粗鬆症性椎体偽関節に対する経皮的椎体形成術の治療効果

3

乙 1170

森

麻理子

Eosinophil Superoxide Anion Generation Induced by Adhesion Molecules and
Leukotriene D4

4

乙 1171

依田

裕生

Comparison of plasma levels between oral solution and ﬁne granule dosage
forms of risperidone.

5

乙 1172

林

信一

Isolation and identiﬁcation of cancer stem cells from a side population of
human hepatoblastoma cell line, HuH-6 clone-5

6

乙 1173

岩田

睦

Limitations of internal iliac artery ligation for the reduction of intraoperative

7

乙 1174

仲村

聡子

8

乙 1175

井上

快児

9

乙 1176

吉丸

公子

10

乙 1177

小川

智也

11

甲 1178

加賀

亜希子 喫煙歴を有する慢性線維化性間質性肺炎の臨床的特徴

12

乙 1179

山内

篤

13

甲 1180

萩原

由貴

14

乙 1181

今村

貴幸

15

甲 1182

佐野

弘

hemorrhage during cesarean hysterectomy in cases of placenta previa accreta.
血液透析患者における頸動脈超音波所見の特徴と心血管予後の検討

−脳卒中

患者との比較を含めて
Usefulness of Diﬀusion-weighted Imaging of Breast Tumor: Quantitative and
Visual Assessment
定量的軸索反射性発汗試験に及ぼす性差 , 加齢の影響ならびに特発性純粋発汗
不全症への応用
Brachial artery blood ﬂow measurement: A simple and noninvasive method to
evaluate the need for arteriovenous ﬁstula repair
慢性肝疾患における門脈血流

― 2 次元シネフェイズコントラスト MRA を利

用した門脈血流測定―
Ellagic acid, a natural polyphenolic compound, induces apoptosis and
potentiates retinoic acid-induced diﬀerentiation of human leukemia HL-60 cells
自重を用いた在宅レジスタンストレーニングが慢性期心疾患患者の運動耐容能
に及ぼす効果
Quantitative prediction of tumor response to neoadjuvant chemotherapy in
breast cancer: Novel marker genes and prediction model using the expression
levels
16

乙 1183

三輪

美佳

MCI の抽出に用いられる記憶検査と局所脳血流の関係―安心院プロジェクト―

（杉村）
17

乙 1184

齋木

宏文

Marked disparity in mechanical wall properties between ascending and descending
aorta in patients with tetralogy of Fallot

18

甲 1185

福田

祐樹

19

乙 1186

中平

光彦

20

甲 1187

塚本

真規

21

甲 1188

上田

重人

Host-derived MMP-13 exhibits a protective role in lung metastasis of melanoma
cells by local endostatin production
Quantitative diﬀusion-weighted magnetic resonance imaging as a powerful
adjunct to ﬁne-needle aspiration cytology for assessment of thyroid nodules
ウサギ骨格筋における保存温度・期間による筋小胞体からのカルシウム（Ca2+）
による Ca2+ 放出速度の変化
18F-ﬂuorodeoxyglucose Positron Emission Tomography Optimizes Neoadjuvant
Chemotherapy for Primary Breast Cancer to Achieve Pathological Complete
Response.

22

甲 1189

石川

里奈子 Enhancer of zeste homolog 2 is a novel prognostic biomarker in nonsmall cell
lung cancer.

23

甲 1190

重川

崇

FOXP1, an Estrogen-Inducible Transcription Factor, Modulates Cell
Proliferation in Breast Cancer Cells and 5-Year Recurrence-Free Survival of
17
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Patients with Tamoxifen-Treated Breast Cancer.
24

甲 1191

高林

英日己 漢方六君子湯の健常成人における血漿中消化管ホルモン濃度への作用

25

甲 1192

砂川

優

26

甲 1193

大手

聡

27

甲 1194

堀

28

甲 1195

山下

UGT1A1*1/*28 and *1/*6 genotypes have no eﬀects on the eﬃcacy and
toxicity of FOLFIRI in Japanese patients with advanced colorectal cancer
Identiﬁcation and functional analysis of Zranb2 as a novel Smad-binding
protein that suppresses BMP signaling.

直子

咀嚼筋腱腱膜過形成症の病態に関する組織学的検討ならびに元素組成分析

啓史

Phase I/II Study of FOLFIRI in Japanese Patients with Advanced Colorectal
Cancer

29

甲 1196

島田

祐樹

全身性エリテマトーデス患者における血漿 Pentraxin 3 濃度の意義

30

甲 1197

伊藤

大輔

Regulation of Pigment Epithelium-Derived Factor (PEDF), an Insulin Resistance-

31

乙 1198

松本

春信

Early use of brachial-basilic arteriovenous ﬁstula

32

乙 1199

根田

保

Hypoglycemic Eﬀects of Colestimide on Type2 Diabetic Patients with Obesity

inducing Adipocytokine, in 3T3-L1 Adipocytes

医学研究科修士課程
No.

学位記番号

氏

名

1

修医第 1 号

雨宮

克也

2

修医第 2 号

黒川

宏美

3

修医第 3 号

高橋

良光

4

修医第 4 号

仲川

真悟

学位論文タイトル
マッスルバランスを重視した肩甲骨エクササイズが肩甲骨アライメントに与え
る影響
担がんマウス正常皮膚への一酸化炭素レーザー照射による免疫活性化と腫瘍増
殖抑制
透析中の抜針予防のための体動感知センサの有用性に関する検討
非予測下のカッティング動作における課題提示時間の違いが筋活動に与える影
響

5

修医第 5 号

濱田

雅美

インタラクティブ映像における生体影響の定量的評価法の検討

6

修医第 6 号

丸尾

竜也

拮抗筋に対するストレッチングの違いによる主動作筋筋活動への影響

7

修医第 7 号

丸山

薫

8

修医第 8 号

宮﨑

綾香

9

修医第 9 号

藪﨑

純

修医第 10 号

渡部

賢二

10

高齢廃用症候群患者における個々の日常生活活動と栄養の関係
マウス iPS 細胞誘導条件に曝すことによるヒト partial iPS 細胞の樹立
急性期視床出血例の動作能力に歩行練習開始時期が与える影響
フォワードランジ前脚荷重脚における前額面上の角度，モーメント変化

看護学研究科修士課程
No.

学位記番号

氏

名

学位論文タイトル

1

修看第 1 号

荒木とも子

精神科領域における特定看護師（仮称）業務範囲に関する意識調査

2

修看第 2 号

内野小百合

精神科看護師の死生観形成のプロセス

3

修看第 3 号

河田

純子

患者に対する否定的な感情を抱いた看護師の行動の振り返り

4

修看第 4 号

塩井

厚子

外来がん患者が、がん化学療法の中止と療養場所の移行を受け止めていくプロ

5

修看第 5 号

関口みどり

6

修看第 6 号

谷口

端代

7

修看第 7 号

玉木

秀子

8

修看第 8 号

辻脇

邦彦

9

修看第 9 号

舩津

沙織

修看第 10 号

松岡由美子

―看護師 6 名を対象としたインタビュー調査より―

セス
造血幹細胞移植患者のリハビリテーションに携わる看護師の役割遂行に関する
認識と自己効力感の関連を通した看護の検討
造血器腫瘍患者が同種造血幹細胞移植の意思決定をするまでの看護師の支援プ
ロセスとその影響要因
乳がん術後化学療法を受ける患者の不安・抑うつの経時的変化
―心理状態に応じた看護支援の検討―

10

精神科領域における看護師への処方権付与に関する医師・薬剤師の意識調査
中堅看護師の職業的アイデンティティと「療養上の世話」への認識との関連
地域在住高齢者の社会的ネットワークと家族健康度の関連
―郡部の健康高齢者を対象として―

18

総論（医学部）

6．1）医学部
平成 23 年度は，3 月 11 日に発生した東日本大震災およびそれに続く福島原発の事故による電力供給不足への対
応が課題となった 1 年であったが，学事は概ね順調に経過した．
平成 18 年度から開始された埼玉医科大学医学部の「新しい教員組織」は，平成 23 年度は，第 3 期の 2 年目の年
度にあたる．以下に，平成 23 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．東日本大震災に関する対応
東日本大震災に被災した方々への募金活動を全学的に実施し，集まった義援金 10,941,879 円を 6 月 8 日，読売愛
と光の事業団を介して被災した方々へ届けた．被災学生 4 人に対して学費の減免を行い，被災学生 10 名に対し毛呂
山会（保護者会）より見舞金が給付された．気仙沼市立病院からの要請に応えて，3 月 17 日から 5 月 1 日まで，3
つの医療チ−ムが現地での医療支援活動を行った．また，全国医学部長病院長会議からの要請に応えて，南相馬市立
総合病院に麻酔科と脳外科の医師 3 名を 12 月 5 日から 12 月 22 日まで派遣した．

2．節電
夏に電力不足になることが予想されたため，節電対策本部を立ち上げ，7 月から 9 月の夏期期間に国からの要請に
応じた実効ある節電対策を実施した．その結果，前年度比 14.4% の節電を達成することができた．

3．学事に関する運営組織
学事に関する審議，決定は，昨年度と同様に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ている．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 月以降，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 23 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 17 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 23 年度も継続して開催された．
平成 16 年 8 月に学長に就任した山内俊雄学長の任期が平成 23 年 7 月末で満了となり，8 月 1 日から別所正美医
学部長が新たに学長に就任した．同時に，総合医療センタ−の吉本信雄病院長が副学長に就任した．教員代表者会議
には，人事異動により 1 名の構成員が任期満了にて退任し，2 名の新構成員が加わった．

4．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 年度および 22 年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 23 年度も
全教員を対象に実施した．
教員任期制による再任判定については，該当者 122 名のうち，再任希望者は 118 名，再任を希望しない者が 4 名（4
名は退職予定，2 名は休職中）であったが，最終的には再任を希望していた 118 名よりさらに 3 名が退職し 115 名
が再任として次年度に向けて更新した．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．

5．入学試験
平成 24 年度募集の一般入試の志願者は，4,045 名（前期 2,193 名，後期 1,852 名），合格者は 112 名（前期 65 名，
後期 47 名）であった．推薦選抜の志願者は 38 名で，合格者は 11 名であった．
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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きたが，より幅広
く優秀な人材を求めるため，平成 25 年度入試よりセンタ−試験に参加することとした．センタ−試験は女子栄養大
学と共同実施するため，平成 24 年度のセンタ−試験に本学教員が試験監督の補助要員として参加した．
医師不足対策に対する文部科学省からの入学定員増の要請に応じ，本学では平成 21 年度の募集定員を 110 名（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），平成 22 年度の募集定員を 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），平成 23 年度の募集定員を 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）としたが，平成 24 年度の募集定員も 23 年度と同様に 120
名とした．
学生数の増加については，学習環境の整備が課題になっていたが，平成 23 年 4 月に毛呂山キャンパス内に教育棟
（オルコスホ−ル，15 号館）が竣工し，講義や演習の環境が格段に向上した．これに伴い，大学事務部の移転が決ま
り，その第 1 段として学生課がオルコスホ−ルに隣接する本部棟の 1 階に移転した．

6．地域医療奨学金制度
地域医療を担う医師の不足対策として文部科学省は医学部の定員を，平成 21 年度から 30 年度までの 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医療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し，平成 23 年度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 15 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，10 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 2 名受給決定者 2 名，2 年生 : 応募者 10 名受給決定者 10 名，3 年生 : 応募者 10 名受給決定者 10 名，4 年生 : 応
募者 10 名受給決定者 10 名，5 年生 : 応募者 4 名受給決定者 4 名，6 年生 : 応募者 14 名受給決定者 14 名．

7．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−教育主任部門会議と合同で行われている．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た．
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，情報が周知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 23 年度の課題は，新しくできた教育棟の効果的活用，クリッカ−を用いた出欠席管理と双
方向講義の実施，講義収録システムの本格的運用などであった．教育棟については，音響および AV の設備も新しく
なり，学生の満足度も高かったが，教室内にゴミが散乱しているなどの問題が生じた．これについては，学生へ整理
整頓の指導，ゴミ箱の追加設置などで対応した．クリッカ−については，他人のクリッカ−を用いた代返が問題とな
り，卒前教育委員会で対応を検討した．講義収録システムについては多くの教員に参加を呼びかけた．6 年生 4 月ま
でへのクリニカルクラ−クシップの延長は 23 年度も実施した．医師国家試験の結果をみながら，今後，5 月までに
延長する予定である．

8．医師国家試験
第 106 回の医師国家試験は，平成 23 年 2 月 11-13 日に行われた．本学の新卒者は 90 名が受験し，89 名が合格
した（合格率 98.9%）
．既卒者は 16 名が受験し，12 名が合格した．全体としては，106 名が受験し，101 名が合格
した（合格率 95.3%）
．合格率は新卒，全体ともに全国平均および私学の平均を上回った．特に，全体の合格率は本
学始まって以来の高い合格率であった．今回の好成績の理由を分析し，高い合格率を維持できるよう務める必要があ
る．

9．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．
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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．

10．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 23 年度は，看護学研究科修士課程，医科学専攻修士課程から初めての修了者が出た．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．

11．教員人事
平成 23 年度の教授採用は，5 名で，学内から昇格した教授は 10 名であり，退職した教授は 5 名であった．
解剖学および生化学の教員を公募した．選考委員会による書類選考，候補者による模擬講義の実施などのプロセス
を経て選考を行った．解剖学では，6 人の応募があり，2 名を採用した（講師 1 名，助教 1 名），生化学では 6 人の
応募があり，1 名を採用した（分子生物学担当准教授）

12．その他
1）女子栄養大学との包括的協定の締結：入学者選抜のため，平成 25 年度入試よりセンター試験に参加するが，
試験会場は女子栄養大学と共同実施の形を取ることになった．このことを契機に，女子栄養大学と教育研究にお
ける協力関係を築くことで合意し，包括的協力関係を結ぶことになった．平成 23 年 9 月 29 日，学校法人香川
学園 女子栄養大学において調印式を開催した．
2）相互交換留学 : この制度は開始から 17 年目に入るが，平成 23 年度は東日本大震災の影響により，アメリカか
らの参加がなく，6 か国の 8 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．
3）市民公開講座 : 一般市民を対象とした市民公開講座も 7 年目を迎えた．平成 23 年度は，
「検査から病気を診る」
というテ−マで 11 回実施し，述べ 1,353 名の参加がえられた．
4）研究倫理の遵守：研究倫理の遵守については，繰り返し注意喚起をしてきたが，論文の発表に際しても倫理的
配慮を怠らないことが重要である．このことを徹底するため，論文の投稿に際しては「論文投稿報告書」の提出
を求めることとした．
5）21 世紀ビジョン会議，日本のメイヨ−クリニックを目指す会：平成 23 年度は埼玉医科大学創立 40 周年にあ
たる．次の 10 年，すなわち創立 50 周年に向けて，これからの埼玉医科大学のあるべき姿を考えるため，21 世
紀ビジョン会議が立ち上げられ，その下に日本のメイヨ−クリニックを目指す会が設立され，活動が開始された．
6）埼玉医科大学救急人材育成寄附研究部門：埼玉県，深谷市，深谷赤十字病院の寄附による寄附研究部門が設置
された．

13．平成 23 年度の総括
平成 23 年度は「新しい教員組織」に基づく第 3 期目の最終年度であった．福島原発の事故による東京電力からの
電力供給不足への対応が課題であったが，全学的な取り組みの結果，節電目標を達成し，節電の影響も最小限にする
ことができた．8 月には学長，副学長が交代となり，新体制での大学運営が始まった．大学院修士課程から初めての
修了者が出た年度でもあった．
平成 24 年度をもって日本高等教育評価機構による認定期間が終了するため，来年度は次の認証評価を受けるため
の準備を本格化する必要がある．教職員が一丸となって，引き続き，自己を点検し，努力を重ねていくことが肝要で
ある．
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6．2）教員代表者会議関連会議・委員会一覧表
【任期：平成 22 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日】
教員代表者会議（医）
◎別所（学長・医学部長）
・吉本（副学長・医セ院長）・土田（副医学部長）・西村（副医部長）・松下（副医学部長）
・
木崎（医学部長補佐）
・持田（医学部長補佐）・岡田（医学部長補佐）・片山（大院長）・小山（国セ院長）
・佐々
木望（ク院長）
・織田（学生部長）
・鈴木洋（図書館長）・荒木（医教セ長）・松本万（国交セ長）・岡崎（ゲ所長）
・
椎橋（IT セ）
・森（医教セ）
・豊嶋（精神）
・辻（医教セ）・渡辺（生理）・間嶋（リハ）・永島（解剖）・鈴木健（国
放射）
・三橋（川中検）
・石原（産婦）
・永井（公衛）・佐々木惇（病理）・中元（総診）・松本延（麻酔）・池淵（国
輸血）
・坂本（中施）
・赤塚（微生）
・丸山（薬理）・田丸（川病）・小林（呼内）・金澤（呼内）・粟田（内糖）
・加
瀬（耳鼻）
・田中（放射）
・雨宮（小児）
・三村（リ膠）・篠塚（消外）・御手洗（川腎内）・前田（川輸血）
・田村
（川小児）
・宮尾（川麻酔）
・松居（川脳外）・石田（川消外）・堤（川救命）・加藤木（国小心外）・棚橋（国神内）
・
佐伯（国乳腫）
・根本（国救命）
・山口（国消外）・佐々木康（国腫内）・石原（国脳外）・齋藤（法医）・吉田（化
学）
・村越（生化）
・今井（健推セ長）
・永田（アレ長）・西山（先端セ長）・米谷（眼科） ※濱口（副理事長）

教員組織運営会議（医）
◎別所（学長・医学部長）
・吉本（副学長・医セ院長）・土田（副医学部長）・西村（副医学部長）・松下（副医学部
長）
・木崎（医学部長補佐）
・片山（大院長）・里見（大副院長）・前田（医セ副長）・小山（国セ長）・加藤木（国
セ副長）
・荒木（医教セ長） ※濱口（副理長）

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（国産婦）・前田（川輸血）・片桐（ゲ
病態）
・有田（保健康）

倫理委員会（全）
◎御手洗（川腎内）
・○松下（免疫）
・池淵（輸血）・里見（小外）・關（川産）・田邊（保医生）・松下（保健看護）
・
永井（公衛）
・米谷（眼科） 外部委員：野木（弁護士）・井上（元日赤局長）・遠藤（医師 本学保顧）・村松（医
師 本学客教）
・大西（大学教員 本学客教）

GID 医学・医療推進委員会（全）
◎豊嶋（精神）
・塚田（ク精神）
・深津（川神精）・石原（産婦）・永井（公衛生）・三鍋（川形成）・高井（川産婦）
・
山田（川泌尿）
・百澤（川形成）

図書館委員会（全）
◎鈴木（洋）
（図書館長）
・笹島（英語）
・村越（生化）・山元（神内）・伊崎（皮膚）・三橋（川検）・片桐（ゲ病態）
・
藤田（保理学）
・松田（国血液）
・間瀬（保健康）

全学自己点検・評価委員会（全）
◎別所（学長・医学部長）
・○吉本（副学長・医セ院長）・○大野（保学部長）・○土田（副医学部長）・西村（副医
学部長）
・松下（副医学部長、
研セ長）
・片山（大院長）・小山（国セ長）・岡崎（ゲ長）・松本（国交長）・鈴木（洋）
（図館長）
・織田（学生部長）
・荒木（教セ長）・和合（保健科）・石井（保医用）・黒川（保リ科）・佐鹿（保看）
・
堀口（事局長）
・茂木（総企部長）
・小室（大事長）・松尾（保医室長）・笠間（大事）※濱口（副理長）

自己点検・評価委員会（医）
◎別所（学長・医学部長）
・○吉本（副学長・医セ院長）・○土田（副医学部長）・西村（副医学部長）・松下（副医
学部長）
・片山（大院長）
・里見（大副院長）・前田（医セ副）・小山（国セ長）・加藤木（国小心）・小室（大事長）
・
笠間（大事庶）※濱口（副理長）
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教員数調整委員会（医）
◎土田（副医学部長）
・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）
◎織田（学生部長）
・永井（公衛）
・齋藤（法医）・加納（保医）・鈴木（保健康）・小島（保健理）・村嶌（大事）

学生部委員会（医）
◎織田（学生部長）
・○永井（公衛）
・○齋藤（法医）・赤羽（物理）・太田（精神）・名越（消肝）・野村（川神内）
・
黒川（ゲ遺伝）
・松本（国心内）
・森（教セ）・伊藤（神耳）・柴崎（地医学）・小室（大事）・村嶌（大事）・※稲葉（医
同窓）

喫煙問題検討委員会（全）
◎織田（整形）
・○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）・村嶌（大事）・山口（川角）・倉林（大事）

教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会（医）
◎名越（消肝）
・荒木（医教セ長）
・里見（大副院長）・穐田（形態）・金（整形）・岡田（総診）・青木（大院長補）
・
内野（購買）
・村嶌（大事） ※別所（学長）

毛呂山キャンパス整備委員会（医）+（短）
◎岡田（医部補）
・○丸木（専務）
・片山（院長）・鈴木（洋）
（図館長）・織田（学生部長）・松下（副医部）・荒木（医
教セ長）
・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）
・
小室（大事）
・水村（大事）
・村嶌（大事）
・片山（短副学）・所（短看護）※別所（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）

卒前教育合同会議（医）
◎持田（消内）
・○土田（皮膚）
・荒木（教セ長）・森（教セ）・池田（生理）・菅原（医基）・永島（解剖）・吉田（医基）
・
山崎（医基）
・笹島（医基）
・藤田（解剖）
・渡辺（生理）・佐々木（病理）・山元（神内）・椎橋（IT セ）・金（整形）
・
名越（消内）
・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）・倉持（皮
膚）
・斉藤（法医）
・松本（麻酔）
・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）・辻（教セ）・茅野（病理）・三村（リ膠）・永田（呼内）・松本（国
心内）
・中元（総診内）石原（産婦）
・仁科（研究セ）・穐田（中施）・田丸（川研究）・西山（先端セ長）・柴崎（地
域）
・穂苅（生化）
・赤塚（微生）
・曽根（免疫）・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（形成）・朝倉（泌尿）・米谷（眼科）・依田（口外）・松木（ER）・太田（精
神）
・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（川血内）
・野村（川神内）
・天野（川膠）・加藤（川腎）・芳賀（川消外）・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）・張（川脳外）・百澤（川形外）・側島（川
小児）
・伊崎（川皮）
・諸角（川泌尿）
・河井（川眼科）・菊地（川耳鼻）・馬場（川産婦）・下山（川口外）・山本（川
リハ）
・宮尾（川麻酔）
・輿水（川 ER）
・杉山（川救命）・髙橋（川放）・堀川（川精神）・新井（川病理）・前田（川
輸）
・丸山（川健管）
・新井（国消内）
・村山（国呼内）・犬飼（国内糖）・傅法（国神内）・高根（国腎内）
・奈良
林（国腫瘍）
・宮里（国感染）
・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）
・横川（国形）
・竹田津（国小心）・鈴木（国小心外）・田中（国小腫）・須山（国皮）・小山（国泌）
・
菅澤（国耳）
・長尾（国産婦）
・小林（国口外）・前島（国リ）・磨田（国麻）・根本（国救）・内野（国放）・大西（国
精）
・池淵（国輸）
・安田（国病理）
・中平（生理）・守屋（微生）・村越（生化）・高野（解剖）・赤間（医基）
・勝
浦（医基）
・赤羽（医基）
・磯部（医基）
・森口（医基）・向田（医基）・高田（生理）・伊丹（生理）・坂本（中施）
・
中尾（生理）
・荒木（分生）
・松下（免疫）
・中村（血内）・織田（整形）・板倉（産婦）・森野（国小救）※別所（学長）
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卒前教育委員会（医）
◎持田（消内）
・土田（皮膚）
・荒木（医教セ長）・森（教セ）・池田（生理）・菅原（医基）・永島（解剖）・吉田（医
基）
・山崎（医基）
・笹島（医基）
・藤田（解剖）・渡辺（生理）・佐々木（国病理）・山元（神内）・椎橋（IT セ）
・
金（整形）
・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）
・倉持（皮膚）
・斉藤（法医）
・松本（麻酔）・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）・辻（教セ）・茅野（病理）・三村（リ膠）・永田（呼
内）
・松本（国心内）・中元（総診内）
・石原（産婦）※別所（学長・医学部長）

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）・荒木（医教セ長）・松本（国交セ長）
・
依田（口腔）
・屋嘉比（川消内）
・宮澤（国消外）・伊藤（川心内） ※別所（学長・医学部長）

医学研究センター運営会議（全）
◎松下（医学研究センター長）
・○岡崎（ゲ所長）・池淵（輸血）・米谷（眼）・丸山（薬理）・赤塚（微生）・三村（リ
ウ膠）
・木崎（川血液）
・森圭（眼）
・西川（国脳）・西山（先セ長）・仁科（研セ）・安河内（研セ）・森隆（川研）
・
森茂（教セ）
・椎橋（IT セ）
・伊崎（川皮膚）・吉田（化学）・犬飼（RI）・飯野（客教）・石井（保医生）・坂本（機
能）
・田丸（川病）
・小林（国呼内）
・三谷（ゲ治療）・村越（生化）

中央研究施設運営委員会（医）
◎坂本（機能）
・荒木（神内）
・犬飼（RI）
・鈴木（動物）・穐田（中施）・椎橋（IT）・中村（皮膚）・名越（消肝）・森口（化
学）
・荒木（分生）
・村越（生化）※和田（購買）・田島（経理）・松下（免疫）

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（医研セ長・免疫）
・吉田（化学）
・丸山（薬理）・綿貫（施設部長）

RI 安全委員会（全）
◎粟田（内糖）
・犬飼（RI）
・田中（放射）
・守屋（微生）・飯塚（RI）・本田（川放）・田丸（川病）・潮田（川研部）
・
西本（ゲ RI）
・松田（国放）
・伊勢谷（国放技）・平野（放技）・長谷川（保健康）

組換え DNA 実験安全委員会（全）
◎三谷（ゲ治療）
・○赤塚（微生物）
・森（川研部）・荒木（分生）・松井（微生）・池田（生理）・千本松（薬理）・池田（ゲ
遺構）
・加藤（ゲ発生）
・井上（内糖）
・江口（先医開セ）・伴塲（保健康）

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）・木崎（川血内）・松下（免疫）
・
御手洗（川腎内）
・小室（大学事務部）
・安河内（研セ）・飯野（客教）・石井（保医工）・山内（名誉学長）※別所（学
長）

グラント選考委員会（全）
◎松下（医学研究センター長）
・別所（学長・医学部長）・大野（保学部長）・土田（副医学部長）・池淵（国輸血）
・
岡崎（ゲ所長）
・坂本（中研施）
・片山（病院長）・小山（国際長）・吉本（総医セ長）・西山（先端セ長）・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）

病原性微生物等管理委員会（全）
◎赤塚（微生）
・松井（微生）
・井上（ゲノム情）・森隆（川研究部）・宮里（国感染）・佐藤（保健健康）・綿貫（施
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設）
・渡辺（大学病院 中検）

寄附研究部門設置委員会（全）
◎別所（学長・医学部長）
・濱口（副理事長）・吉本（副学長・総医セ病院長）・土田（副医学部長）・松下（副医学
部長）
・岡崎（ゲノム所長）
・米谷（眼）
・木崎（川血内）・片山（大学病院長）・小山（国医セ病院長）・飯野（客
員教授）
・田島（経理部長）

ゲノム医学研究センター運営委員会（全）
◎岡崎（ゲノム所長）
・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）・赤塚（微
生）
・粟田（内糖）
・西山（先端セ長）
・木崎（川血内）

アドミッションセンター運営委員会（全）
◎別所（アドセ長）
・○大野（保学部長）
・○土田（副医学部長）・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（学長・医学部長）
・○土田（副医学部長）・吉本（副学長・医セ長）・片山（大院長）・小山（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（アド特教）・渡辺（生理） ※濱口（副
理長）

医学部 入学試験実施委員会（医）
◎土田（副医学部長）
・○吉田（化学）
・豊嶋（精神）・渡辺（生理）・村越（生化）・岡田（学部長補佐）・赤間（物
理）
・勝浦（物理）
・菅原（生物）
・山崎（生物）・笹島（英語）・椎橋（IT セ）・上原（アド特教）・森（医教セ）
・
荒関（医教セ）
・山田（医教セ）
・小室（大学事務部長）・村嶌（大学事務部） ※別所（学長）

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（国乳腫）・茅野（病理）・辻（保
健）
・笹島（英語）
・千本松（薬理）
・田丸（川病）・篠塚（消外）・石原（国脳）・奥田（ゲノム）・劉（国交セ）
・
水村（大事務次長）
・チャド（医基）
・野村（顧問）※藤田（解剖）・小山（国医セ長）・市岡（保健）・丸木（専務）

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）

アレルギーセンター運営会議（全）
◎永田（呼内）
・○加瀬（耳）
・中村晃（皮膚）・松下（免疫）・徳山（小児）・森圭（眼）・植松（川呼）・和合（保健康）
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大学院委員会（全）
◎別所（学長・医学研究科長・医学部長）
・石津（看護学研究科長）・大野（保健医療学部長）・木崎（博士課程運
営委員長）
・土田（医修士課程運営委員長）・松下（看修士課程運営委員長）・荒木（医教セ長）・松下（免疫）
・
岡崎（ゲ所長）
・西村（国心内）
・片山（大院長）・吉本（医セ院長）・小山（国セ院長）・鈴木（地セ長）・永島（解
剖）
・赤坂（保リ）
・横手（名病長）
・宮尾（川麻酔）・西山（先端セ長）・千田（保看）※濱口（副理事長）

大学院医学研究科委員会（医）
◎別所（学長・医学研究科長・医学部長）
・木崎（博運委長）・土田（修運委長）・荒木（医教セ長）・松下（免疫）
・
岡崎（ゲ所長）
・坂本（中施長）
・西村（国心内）・片山（大院長）・吉本（医セ院長）・小山（国セ院長）・松本（国
交セ長）
・鈴木（地医セ）
・椎橋（IT セ長）
・永島（解剖）・渡辺（生理）・村越（生化）・奥田（ゲ発生）・丸山（薬
理）
・安田（国病診）
・赤塚（微生）
・永井（公衛）・齋藤（法医）・池淵（輸血）・光武（国感染）・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）
・
佐伯（国乳腫）
・大野（小外）
・金子（国呼外）・雨宮（小児）・石原（産婦）・太田（神精）・中村（皮膚）・織田（整
形）
・松居（川脳外）
・朝倉（泌尿）
・菅澤（国耳鼻）・米谷（眼）・松本（麻酔）・松田（国核）・依田（口外）
・中
塚（形成）
・倉林（リハ）
・鈴木正（保健康）・小林（保医生）・赤坂（保リ）・横手（名誉院長）・宮尾（川麻酔）
・
西山（先端セ長）
・松谷（特教）※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）
・荒木（医教セ長）
・土田（修士課程運営委員長）・松下（免疫）・永島（解剖）・奥田（ゲ発生）
・
永井（公衛）
・萩原（呼吸）
・三村（リ膠）・菅澤（国耳鼻）・松谷（特教）・宮尾（川麻酔）・西山（先端セ長）
・
佐伯（国乳腫）
・別所（学長・医学研究科長・医学部長）

医学研究科修士課程運営委員会（医）
◎土田（皮膚）
・赤塚（微生）
・鈴木（保健康）・奥田（ゲ発生）・小林（保医生）・赤坂（保リハ）・大野（保部長）
・
別所（学長・医学研究科長・医学部長）

21 世紀ビジョン会議（法）
◎丸木（理事長）
・別所（学長）
・濱口（副理事長）・丸木（専務理事）・片山（大学病院長）・吉本（総合医療センター
病院長）
・小山（国際医療センター病院長）
山内（名誉学長）
：日本のメイヨークリニックを目指す会担当

※注）
（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
授業

4 月 6 日〜 6 月 29 日

定期試験①

6 月 30 日〜 7 月 17 日
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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

28

総論（医学部）

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 22 年度留年者
（休学者含む）

1年
2年
3年
4年
5年
6年
合計

（入学者）123
121
98
106
101
91
640

3
18
7
12
5
8
53

平成 23 年度 進級（卒業）
・留年状況
学年
在学者
進級・卒業
1年
126
120
2年
139
126
3年
105
99
4年
118
107
5年
106
102
6年
100
90
合計
694
644

再入学

計（男：女）

1
1

126（80：46）
139（92：47）
105（66：39）
118（71：47）
106（69：37）
100（59：41）
694（437：257）

留年
4
9
4
11
4
8
40

休学
1
1
1
0
0
0
3

退学
1
3
1
0
0
2
7

平成 24 年 3 月 31 日現在
卒業
平成 23 年 10 月 12 日〜 10 月 14 日の第 1 回卒業試験及び 10 月 31 日〜 11 月 2 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 90 名が卒業した。
なお，この 3 月の卒業者 90 名中，留年しないで卒業した者は 82 名であり，同一年度 ( 平成 18 年度 ) 入学者 104
名の 78.8% にあたる。

２．卒業者数
平成 24 年 3 月卒業

90 名（男 50 名，女 40 名）

３．卒業生進路状況（第 106 回医師国家試験合格者）平成 24 年 3 月現在
埼玉医科大学病院

20 名

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

1名

計

４．第 106 回
新 卒
90

5名
46 名
89 名

医師国家試験
受験者
既 卒
16

計
106

新 卒
89

合格者
既 卒
12

計
101

新 卒
98.9

合格率
既 卒
75.0

計
95.3
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５．入学試験と入学者
平成 24 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

平成 23 年 11 月 1 日〜 9 日

試験日

11 月 13 日

合格発表

11 月 16 日

入学手続期間

11 月 16 日〜 11 月 30 日

志願者

38 名

受験者

38 名

合格者

11 名

入学者

11 名（男 3 名，女 8 名）,（現役 6 名，他 5 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 23 年 12 月 12 日〜平成 24 年 1 月 21 日

1 次試験

1 月 29 日

1 次合格発表
2 次試験

2月1日

2月5日

2 次合格発表

2月8日

入学手続期間

2 月 8 日〜 15 日

志願者数

2,193 名

1 次受験者

1,898 名

1 次合格者

372 名

2 次受験者

316 名

2 次合格者

65 名

入学者

45 名（男 33 名，女 12 名）

②後期
出願期間

平成 23 年 12 月 12 日〜平成 24 年 2 月 10 日

1 次試験

2 月 19 日

1 次合格発表
2 次試験

2 月 26 日

2 次合格発表

2 月 29 日

入学手続期間

2 月 29 日〜 3 月 7 日

志願者数

1,852 名

受験者数

1,535 名

1 次合格者

343 名

2 次受験者

315 名

2 次合格者

47 名

入学者
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2 月 22 日

68 名（男 48 名，女 20 名）
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○試験科目
1次

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

2次

面接

○入学者（合計）
124 名（男 84 名，女 40 名）
○入学者出身別
北海道

1

茨

城

3

山

口

2

青

森

0

千

葉

6

岡

山

1

山

形

2

神奈川

4

広

島

3

岩

手

1

東

京

34

香

川

0

秋

田

1

静

岡

0

徳

島

1

宮

城

0

愛

知

5

高

知

1

福

島

3

岐

阜

1

愛

媛

0

山

梨

0

三

重

0

福

岡

2

長

野

3

兵

庫

1

佐

賀

1

新

潟

2

大

阪

3

長

崎

1

福

井

1

京

都

1

大

分

0

石

川

0

和歌山

0

熊

本

1

富

山

1

奈

良

0

宮

崎

0

群

馬

5

滋

賀

0

鹿児島

1

埼

玉

26

鳥

取

0

沖

0

栃

木

5

島

根

0

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 23 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

貸与者数

１年生 10 名（定員 10 名） 2 年生 5 名（定員 5 名） 合計 15 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
1 年生 2 名

2 年生 10 名

4 年生 10 名

5 年生 4 名

貸与者数

3 年生 10 名
6 年生 14 名

合計

50 名

※各学年定員 10 名・貸与額 1 人 5 万円／月
③ 日本学生支援機構

奨学生数

（学部）
1年

2年

3年

4年

5年

6年

計

一種

2

1

6

2

1

0

12

二種

6

10

7

3

1

6

33

計（延数）

8

11

13

5

2

6

45

計（併用者含む）

8

10

11

5

2

6

42

（大学院）
1年

2年

3年

4年

計

一種

0

1

0

0

1

二種

0

0

0

0

0

合計

0

1

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

30,000
第二種奨学金
月額
30,000・50,000・80,000
100,000・120,000

年利（上限）
３．０％

※ 12 万円選択の場合のみ、希望により私立大学の医・歯学課程は
４万円の増額貸与が受けられる。
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（大学院）
奨学金貸与月額
（単位：円）
種類
博士医・歯・獣医学課程
第一種
80,000・122,000
（無利子）
第二種
50,000・80,000・100,000・130,000・150,000
（年利上限 3％）
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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＞
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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」として
各教員に配布し，また，ホームページにも掲載し周知徹底をはかっている．

＜図 2＞
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7．1）保健医療学部
1．平成 23 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，看護学科教授 9 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 5 名，学長の計 29 名からなる。平成 23 年度は定例教授会を 11 回，入学試験の合否判定等に関する
臨時教授会を 6 回開催した。
なお，看護学科長・看護学研究科長の岡部教授の退職（平成 23 年 3 月 31 日付）に伴い，大野学部長が看護学科長・
看護学研究科長代行を兼務（平成 23 年 4 月 1 日付）することとなり，その後，看護学科長に佐鹿教授，看護学研究
科長に石津教授が就任した（平成 23 年 6 月 1 日付）。
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。学務委員会，学生部委
員会，図書館委員会，自己点検・評価委員会，入学試験委員会，広報委員会，倫理委員会の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 23 年 4 月 11 日，入学式を挙行した。看護学科 88 名，健康医療科学科 72 名，医用生体工学科 39 名，理学
療法学科 50 名，および看護学科 3 年次編入学生 4 名の計 257 名の新入生が参加した。
入学式の翌日から 4 日間にわたり，新入生オリエンテーションを実施した。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 年生の健康診断について
は，昨年度，新入生オリエンテーションと並行して実施したため，要員に確保に問題を生じたことから，オリエンテー
ションの前週に実施することとした。
（2）学生便覧，シラバス
平成 23 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。
（3）夏季休暇中の学生受け入れプログラム
保健医療学部の 13 プログラムに延べ 94 名（昨年度は 12 プログラム，66 名），医学部の 24 プログラムに延べ
72 名（昨年度は 21 プログラム，88 名）
，計 166 名（昨年度 154 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なお一部
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。
（4）看護学科の領域別実習要件認定式
平成 23 年 10 月 8 日，看護学科 3 年生を対象に，第 4 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。
（5）解剖体慰霊祭への参加
解剖体慰霊祭が 10 月 15 日に行われ，保健医療学部の学生約 70 名が参加した。
（6）学生による授業評価
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，日本医学教育学会大会（平成 23 年 7 月）において公表した。
（7）教員表彰制度
昨年度から導入した教員表彰制度が 2 回目となり，平成 22 年度の学生による授業評価結果をもとに，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 賞を授与した（平成 23 年 4 月）。
（8）卒業式，謝恩会
平成 24 年 3 月 10 日，卒業式および謝恩会が開催された。看護学科 3 期生 94 名，健康医療科学科 3 期生 65 名，
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医用生体工学科 3 期生 33 名，理学療法学科 2 期生 40 名が卒業した。卒業式では各学科の学長賞受賞者 4 名とたち
ばな会会長賞 1 名の表彰が行われた。
（9）学生の海外研修
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）については，サンフランシスコのコンバース語
学学校（7 名）
，ゴールドコーストのグリフィス大学付属英語学校（5 名）において実施され，1 〜 2 年次の学生計
12 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）が夏季休暇中
に実施され，3 年次の学生 10 名が参加した。
高学年における海外医療施設での見学や研修は，学生の視野を拡げるとともに，学習意欲の向上につながる重要な
プログラムとなりうるため，他の学科にも同様の企画を導入することを検討したい。
（10）部活動と学園祭の開催
平成 23 年度において部活動に参加している学生数は，23 団体のべ 504 名（前年度は 22 団体 530 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 4 回目の学園祭（第 4 回越華祭）が，10 月 29 日〜 10 月 30 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。
（11）学生の意見くみ上げ（学生との懇談会など）
前期および後期に各 3 回，学生からの意見くみ上げを目的として，学生代表との懇談会を実施した。学生の構成は，
①学生会代表と学園祭実行委員，②各学科各学年の学生代表，③部活動の部長その他であり，教員側は，学部長，学
生部委員会委員長，学生部委員（③では部活動顧問教員）としている。
学生の意見をくみ上げる仕組としては，ほかに学部長室前に備えた Letter Box を通じた Letters to the Dean 制度，
各学科独自の担任制度が活用されている。
（12）学生保健室
平成 23 年度の学生保健室利用状況は計 759 件（川角校舎 160 件を含む）であり，うち心理相談に訪れたのは 50
件であった。前者は前年比およそ 84％，後者は 86％となる。
学生保健室は教職員・学生健康推進センターにより運営されており，体調不良や軽微な外傷への一次対応に加えて，
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ている。なお，心理相談・カウンセリングについ
ては，日高キャンパス学生保健室において，臨床心理士による週 1 回の面談を実施している。
3）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。また，在校生の多い高等学校の進路指導担当者を日高キャン
パスにお招きし，学校説明や在校生との対話を実施すること，中学生向けのオープンキャンパスを実施するなど新規
の広報活動を企画した。
通常のオープンキャンパスは 7 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。
4）入学試験
平成 24 年度入学試験として，
看護学科 3 年次編入学試験（9 月 25 日，受験者数 7 名，合格者数 5 名），推薦入学試験
（11
月 6 日，受験者数 165 名，合格者数 106 名）
，AO 入学試験（12 月 18 日，受験者数 23 名，合格者数 16 名）
，医用
生体工学科 2 年次編入学試験（12 月 18 日，受験者数 1 名，合格者数 1 名），一般入学試験前期（2 月 1 日一次試験，
受験者数 415 名，合格者数 251 名，2 月 3 日二次試験，受験者数 247 名，合格者数 153 名），一般入学試験後期（2
月 29 日，受験者数 114 名，合格者数 22 名）を実施した。入試事務，試験監督および採点・集計にとくに問題はなく，
円滑に業務が遂行された。
なお，
平成 23 年度入学試験での受験者数減少（前年度比 86％）などを勘案し，初年度納付金の減額を実施した結果，
平成 24 年度入試では推薦入試を中心とした受験者数の若干の増加（前年度比 113％）をみたが，広報活動のさらな
る充実や国家試験の合格率向上など，受験者数の拡大に向けての大きな努力が必要と思われる。
5）国家試験
第 101 回看護師国家試験では，新卒で 86 名中 81 名合格（94.2％），第 98 回保健師国家試験では，新卒で 92 名
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中 86 名合格（93.5％）
，第 58 回臨床検査技師国家試験では，新卒で 51 名中 45 名合格（88.2％），第 25 回臨床工
学技士国家試験では，新卒で 33 名中 29 名合格（87.8％），第 47 回理学療法士国家試験では，新卒で 40 名中 40
名合格（100％）であった。また，既卒者を含めた全体の合格率は，理学療法士で 100％（全国平均 82.4％）
，看護
師で 94.3％（全国平均 90.1％）
，
臨床工学技士で 85.7％（全国平均 75.5％）と全国平均を大きく上回る好結果であり，
保健師の 86.2％（全国平均 86.0％）および臨床検査技師の 73.5％（全国平均 75. ４％）では全国平均とほぼ同等の
結果を示した。
なお，他の資格試験に比較して合格率が低かった臨床検査技師国家試験についても，昨年度の合格率 61.6％を
10％以上改善しており，健康医療科学科教員の努力が着実に実を結んでいるものと思われる。全学科 100％の大目
標に向かい，今後とも国試合格率の向上を図っていく。
6）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 23 年 8 月，第 8 回医療人教育者のためのワークショップを実施した。昨年
度までのテーマは curriculum planning であったが，学部教員の大多数がすでに参加を終えたことから，今年度のテー
マは「評価」に焦点をしぼったものとした。教員 21 名が参加し，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。
なお，新任教員 8 名，事務職員 2 名を対象とし，curriculum planning をテーマとしたワークショップを，同じく
平成 23 年 8 月，平日午後の 2 日間を使って実施した。
7）保健医療学部公開講座の開催
平成 23 年 9 月に第 7 回の公開講座（担当：看護学科，テーマ：健康障害をもって地域で生活する人への支援）を，
さらに，平成 24 年 2 月，第 8 回の公開講座（担当：医用生体工学科，テーマ：臨床工学技士養成校における学内実
習と臨床実習）を実施した。
8）医学部市民公開講座への参加
今年度から医学部主催の市民公開講座の一部に参加した。内訳は第 1 回（担当：健康医療科学科，テーマ：血液
と尿の検査値から病気を診る）
，第 6 回（担当：健康医療科学科，テーマ：肺・呼吸器の検査から病気を診る）およ
び第 9 回（担当：理学療法学科，テーマ：関節・骨の検査から病気を診る）であり，次年度以降も継続する予定である。
9）学部プロジェクト研究
平成 23 年度学部プロジェクト研究（平成 23 年 9 月 9 日応募締め切り）については，プロジェクト研究審査委員
会による厳正な審査の結果，平成 23 年 9 月，29 件中 27 件を採択した。
なお，今年度は募集開始を 8 月 11 日とし，10 月より資金配分が可能となったが，今後さらに当該年度はじめから
研究活動が開始できる体制に近づけていくことを目指す。
10）保護者会（たちばな会）
平成 23 年度には，入学式後に行われる新入生保護者歓迎会（4 月），保護者会総会（7 月）および保護者会と学部
教員との連絡会（11 月および 3 月）の計 4 回にわたり，保護者会主催の会合が開催された。なお，これまで開催場
所を川越ビルや東京駅周辺と分散していたが，参加者の状況を勘案した結果，今年度からすべて日高キャンパスで行
うこととした。
11）同窓会
保健医療学部同窓会は，卒業後１年目にあたる平成 23 年 2 月に発足し，活動を開始しているが，その一環として
平成 24 年 3 月，同窓会会報第 1 号が発刊された。年 1 回の発行予定である。
12）東日本大震災への対応
東日本大震災への対応として，在校生や保護者の安全を確認するため，震災発生後ただちに東北・北関東 12 県出
身の新入生の安否を調査，65 名中 12 名から被害報告があった。さらに，3 月 16 日〜 18 日の期間には在校生への
安否確認も行い，342 名中 45 件の被害報告（原発事故による避難も含む）が確認された。
さらに，6 月に入り，岩手，宮城，福島，茨城，千葉の 5 県 123 名の在校生を対象とした被災状況調査の結果，
41 件の被災報告があった。学部内に東日本大震災関係検討委員会を設置，とくに被害の大きかった 26 件について
授業料減免等の措置をとることとした。
なお，電力供給不足に伴う節電については，全学をあげての節電対策プロジェクトが推進され，本学部においても
照明やエレベータ稼働数，教室，実験室，教職員居室等の空調レベルその他，可能な限りの節電対策を実施し成果を
あげることができた。
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7．2）教授会各種委員会（保健医療学部）
委員会名

任期等

学務委員会

自 H23.4. 1
至 H25.3.31

学生部委員会

自 H23.4. 1
至 H25.3.31

自己点検・評価委員会

自 H23.4. 1
至 H25.3.31

入試委員会

自 H23.4. 1
至 H25.3.31

広報委員会

自 H23.4. 1
至 H25.3.31

図書館委員会

自 H23.4. 1
至 H25.3.31

倫理委員会

自 H23.4. 1
至 H25.3.31

平成 23 年度
委
員
名（◎は委員長，○は副委員長）
◎大野良三（学部長） ＊古地順子（看護）
佐鹿孝子（看護）
有田 彰（健康）
＊渡辺宏志（健康）
下岡聡行（医用）
細井俊希（理学） ＊高倉保幸（理学）
＊脇田政嘉（医用）
間山 伸（健康）
◎鈴木正彦（健康）
淺川典子（看護） ＊本山仁美（看護）
加納 隆（医用） ＊中島孔志（医用）
＊間山 伸（健康）
神子嶋誠（理学）
＊澤田 豊（理学）
◎大野良三（学部長） ＊菊池チトセ（看護） 佐々木栄子（看護）
佐藤正夫（健康） ＊村田栄子（健康） ＊戸井田政嘉（医用）
加納 隆（医用）
＊小島龍平（理学）
福田敏幸（理学）
◎大野良三（学部長） 別所正美（学長） ○市岡正適（健康）
和合治久（健康）
＊丸山昭子（看護） 江連和久（看護）
＊北村邦男（健康）
石井郁夫（医用）
＊小林直樹（医用）
宮本裕一（医用）
黒川幸雄（理学）
＊乙戸崇寛（理学）
細井俊希（理学）
◎市岡正適（健康）
千田みゆき（看護） ＊久保恭子（看護）
長谷川正博（健康） 山下芳久（医用）
＊若山俊隆（医用）
＊福田敏幸（理学）
乙戸崇寛（理学）
◎間瀬年康（健康）
加藤基子（看護）
加藤綾子（医用）
藤田博暁（理学）
◎松下年子（看護）
山路真佐子（看護） ＊村田栄子（健康）
佐藤正夫（健康）
田邊一郎（医用） ＊宮本裕一（医用）
小島龍平（理学） ＊西岡亮治（医用）
注）（＊）の委員の任期は H24.3.31 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 23 年 4 月 11 日
新入生オリエンテーション：平成 23 年 4 月 12 日〜 15 日

2．授業・試験
4 学年共通
前期

授業

4 月 18 日〜 7 月 29 日

定期試験

9 月 5 日〜 9 月 27 日（追試験・再試験含む）

後期

9 月 28 日〜 1 月 30 日

授業

定期試験

2 月 6 日〜 2 月 25 日（追試験・再試験含む）

3．卒業式
平成 24 年 3 月 10 日

4．その他
定期健康診断：1 年生

平成 23 年 4 月 15 日

2 年生

平成 23 年 4 月 5 日

3 年生

平成 23 年 4 月 6 日

4 年生

平成 23 年 4 月 7 日

受診率：1005 ／ 1009

99.6％

第 8 回公開講座：平成 23 年 9 月 17 日
第 9 回公開講座：平成 24 年 2 月 4 日
解剖体慰霊祭：平成 23 年 10 月 15 日
大学祭：平成 23 年 10 月 29，30 日
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7．4）入学，進級，卒業，入試（保健医療学部）
1．入学
（1）学科別入学者数
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
計

50 名（男 29 名，女 21 名）現役 46 名
249 名（男 87 名，女 162 名）現役 227 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

北海道

3

栃木県

8

長野県

7

青森県

2

群馬県

11

静岡県

3

岩手県

1

埼玉県

110

和歌山県

1

宮城県

1

千葉県

11

熊本県

1

秋田県

1

東京都
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鹿児島県

1

山形県

5

神奈川県

3

沖縄県

2

福島県

9

新潟県

9

茨城県

13

山梨県

5

2．進級と卒業
進級（卒業）
・留年状況（平成 24 年 3 月 31 日現在）
○看護学科
学 年
1年
2年
3年
4年
計

（名）
在学者（男･女）
88（ 6・82）
91（13・78）
93（ 9・84）
94（ 7・87）
366（35・331）

進級・卒業
85
91
93
94
363

留年者
2
0
0
0
2

退学
1
0
0
0
1

○健康医療科学科
学 年
1年
2年
3年
4年
計

在学者（男･女）
73（27・51）
81（27・54）
70（37・33）
69（24・45）
293（110・183）

（名）
進級・卒業
69
77
66
65
277

留年者
3
0
2
4
9

退学
1
4
2
0
7

進級・卒業
35
35
40
33
143

留年者
3
4
2
0
9

退学
3
0
1
0
4

○医用生体工学科
学 年
1年
2年
3年
4年
計

在学者（男･女）
41（33・ 8）
39（18・21）
43（32・11）
33（23・10）
156（106・50）

（名）
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○理学療法学科
学 年
在学者（男･女）
1年
51（30・21）
2年
53（29・24）
3年
47（20・27）
4年
43（28・15）
計
194（107・87）

（名）
進級・卒業
48
44
46
40
178

留年者
2
8
1
2
13

退学
1
1
0
1
3

3．卒業
学科別卒業者数
看護学科

94 名（男 7 名，女 87 名）

健康医療科学科

65 名（男 22 名，女 43 名）

医用生体工学科

33 名（男 23 名，女 10 名）

理学療法学科

40 名（男 26 名，女 14 名）

計

232 名（男 78 名，女 154 名）

4．国家試験結果
○第 101 回看護師国家試験
受験者
新 卒 既 卒
計
86
1
87
○第 98 回保健師国家試験
受験者
新 卒 既 卒
計
92
17
109

合格者
新 卒 既 卒
81
1
合格者
新 卒 既 卒
86
8

○第 58 回臨床検査技師国家試験
受験者
合格者
新 卒 既 卒
計
新 卒 既 卒
51
17
68
45
5
○第 25 回臨床工学技士国家試験
受験者
合格者
新 卒 既 卒
計
新 卒 既 卒
33
2
34
29
1
○第 47 回理学療法士国家試験
受験者
合格者
新 卒 既 卒
計
新 卒 既 卒
40
2
42
40
2

5．卒業生進路状況（国家試験合格者）
区 分
埼玉医科大学病院
埼玉医科大学総合医療センター
埼玉医科大学国際医療センター
法人関連病院
他の医療機関等
進学
合 計

計
82

（人）
合格率（％）
新 卒 既 卒
計
94.2
100
94.3

計
94

（人）
合格率（％）
新 卒 既 卒
計
93.5
45.3
86.2

計
50

（人）
合格率（％）
新 卒 既 卒
計
88.2
29.4
73.5

計
30

（人）
合格率（％）
新 卒 既 卒
計
87.8
50.0
85.7

計
42

（人）
合格率（％）
新 卒 既 卒
計
100
100
100

（人）
看護学科
2
14
35
0
28
2
81

健康医療科学科 医用生体工学科
1
1
4
1
5
2
0
0
34
23
1
2
45
29

理学療法学科
1
2
0
0
37
1＊
40

＊理学療法学科における「進学」欄の 1 人は就職者との重複である．
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6．入学試験
平成 24 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 23 年 10 月 24 日〜 10 月 31 日

試験日

11 月 6 日

合格発表

11 月 8 日

入学手続期間
試験科目

11 月 9 日〜 10 日

小論文，面接

学科名

看護学科

志願者

90 名

健康医療科学科
21 名

医用生体工学科
22 名

理学療法学科
32 名

受験者

90 名

21 名

22 名

32 名

合格者

45 名

18 名

19 名

24 名

入学者

45 名

18 名

19 名

24 名

（2）AO 入試
出願期間

平成 23 年 12 月 1 日〜 12 月 13 日

試験日

12 月 18 日

合格発表

12 月 20 日

入学手続

12 月 21 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

16 名

7名

受験者

16 名

7名

合格者

12 名

4名

入学者

12 名

4名

（3）一般入試
○前期
出願期間

平成 24 年 1 月 5 日〜 25 日

1 次試験日

2月1日

1 次合格発表

2月1日

2 次試験日

2月3日

2 次合格発表

2月6日

入学手続期間

2 月 7 日〜 14 日

試験科目
・1 次試験
看護学科

国語，外国語（英語）
，理科（物理，化学，生物から 1 科目選択）

健康医療科学科
医用生体工学科

数学，外国語（英語），理科（物理，化学，生物から 1 科目選択）

理学療法学科
・2 次試験

面接

学科名

看護学科

医用生体工学科

理学療法学科

志願者

251 名

健康医療科学科
68 名

38 名

77 名

1 次受験者

242 名

64 名

38 名

71 名

1 次合格者

103 名

59 名

32 名

57 名

2 次受験者

102 名

32 名

55 名

2 次合格者

59 名

50 名

24 名

33 名

入学者

34 名

33 名

14 名

21 名

58 名
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○後期
出願期間

平成 24 年 2 月 8 日〜 2 月 22 日

試験日

2 月 29 日

合格発表

3月2日

入学手続期間

3 月 5 日〜 12 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

59 名

健康医療科学科
25 名

医用生体工学科
10 名

30 名

受験者

53 名

23 名

9名

29 名

合格者

14 名

13 名

5名

5名

入学者

9名

9名

5名

5名

（4）看護学科 3 年次編入学試験
試験日

平成 23 年 9 月 25 日

試験科目

英語，専門科目，面接

志願者

7名

受験者

7名

合格者

5名

入学者

4名

（5）医用生体工学科 2 年次編入学試験
試験日

平成 23 年 12 月 18 日

試験科目

口頭試問，面接

志願者

1名

受験者

1名

合格者

1名

入学者

0名

（6）入学予定者
看護学科

88 名（男 8 名，女 80 名）現役 86 名

健康医療科学科

73 名（男 23 名，女 50 名）現役 65 名

医用生体工学科

42 名（男 27 名，女 15 名）現役 37 名

理学療法学科

50 名（男 21 名，女 29 名）現役 47 名

計
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253 名（男 79 名，女 174 名）現役 235 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．
新カリキュラムによる 1 年次では，
「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配置されている．ついで，3 年次前期には，「看護専門職に必要な基本的知識・
技術・態度の修得」として，クリティカルケア論，看護研究概論，成人看護方法論Ⅱ〜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〜Ⅱ，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
習が配置されている．
旧カリキュラムによる 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，国際看護論が配置されて
いる．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ている．また，4 年次前後期を通じて看護研究セミナーが行われている．
b）健康医療科学科
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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．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．
なお，開設 6 年目を迎える平成 23 年度の入学生からは，カリキュラムの一部改訂を行い，卒業要件単位数は 128
単位のままであるが，必修科目を従来の 52 単位から 55 単位以上と変更した．平成 22 年度以前の入学生について
は旧カリキュラムを適用している．
新カリキュラムによる 1 年次には，基礎科目として哲学，文学，倫理学，心理学，法学，社会学，人体の科学入門，
統計学，数学，物理学，物理学実験，化学Ⅰ〜Ⅱ，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 A，人体の構造と機能Ⅰ〜Ⅱ実習，病
理学，免疫学，情報科学，情報科学実習が，専門科目として検査機器総論が置かれている．
旧カリキュラムによる 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の各科目が配置さ
れている．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，環境化学及び実習，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・
疾病分類法演習が配置されている．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る．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る．
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．
なお，開設 6 年目を迎える平成 23 年度の入学生からは，カリキュラムの一部改訂を行い，卒業要件単位数は 127
単位のままであるが，専門基礎分野の必要単位数を従来の 42 単位から 37 単位に，専門分野の必要単位数を 65 単
位から 64 単位に，
自由選択科目を 6 単位から 12 単位へと変更した．平成 22 年度以前の入学生については旧カリキュ
ラムを適用している．
新カリキュラムによる 1 年次には，
基礎科目として哲学，社会学，法学，倫理学，心理学，医療法規学概論，社会福祉論，
スポーツ科学，英語Ⅰ〜Ⅱ，ドイツ語Ⅰ，数学Ⅰ AB，数学Ⅰ演習，数学Ⅱ AB，数学Ⅱ演習，基礎統計学が，専門基
礎科目として人体の構造と機能Ⅰ〜Ⅱ，生物化学，医療の基本Ⅰ，細胞生物学，公衆衛生学，電磁気学，電磁気学演
習，電気回路，電気回路演習，力学，力学演習，情報と計算機，計算機アーキテクチャ，情報リテラシー実習が，専
門科目として臨床工学概論，代謝機能代行機器，生体工学総合演習Ⅰが配置されている．
旧カリキュラムによる 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の各科目が配置されている．
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
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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，生体工学演習が配置されている．
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配置され，また，前後期を通じて卒業論文の作成が実施される．
ｄ）理学療法学科
理学療法学科では，各種の選択科目を配した基礎分野の学習により，幅広い教養教育の充実をはかり，さらに専門
基礎・専門分野では基礎系，神経系，骨・関節系，内部障害系，生活環境支援系，物理療法，教育・管理系の 7 分
野のバランスを考えるとともに，演習時間を十分配慮したカリキュラム構成により，しっかりした専門的知識および
技術を有する理学療法士を育成する．
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配置されている．2 年次には，専門基礎科目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配置され，さらに 4
年次には専門基礎科目として精神保健学，職業倫理職場管理学，理学療法機器技術学，リハビリテーション工学，運
動療法学，代謝系理学療法学，スポーツ系理学療法学，保健科学統計学演習，地域理学療法学，地域理学療法学実習，
高齢者理学療法学，生活環境学，総合臨床実習Ⅰ〜Ⅱ，卒業研究が配置されている．

2．平成 23 年度の実績と自己点検・評価
平成 23 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 6 年目にあたり，理学療法学科は 5 年目と
なる．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 3 年目となった．ま
た，健康医療科学科および医用生体工学科では，今年度入学生からカリキュラムの一部改訂を行い，新カリキュラム
による授業が始まった．
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 14 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，各学科の責任のもとで点検・評価を実施し，改訂にあたっては学務
委員会での検討を経て，教授会審議により決定される．完成年度を過ぎた理学療法学科では，平成 25 年度以降のカ
リキュラム一部改訂に向けて準備を進めている．
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3．奨学金等
日本学生支援機構による奨学金
（1）平成 23 年度奨学生状況
平成 23 年度における保健医療学部の奨学生数は以下のとおりである．
（保健医療学部）
区分
一種
二種
計

1年
23
90
113

2年
32
79
111

（大学院修士課程）
区分
一種
二種
計

3年
28
78
106

4年
13
66
79

（名）
計
96
313
409

（名）
1年
1
0
1

2年
0
1
1

計
1
1
2

（2）平成 23 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）
入学年度
年次
2011 〜 2008（H23 〜 20）
1〜4
・第二種奨学金貸与月額（有利子貸与）
年次
全学年
（大学院修士課程）

希望額を選択
30,000・50,000・80,000
100,000・120,000

自宅
54,000

（単位：円）
自宅外
64,000
（単位：円）

貸与月額の利率（年）
3.0％を上限とする変動利率
（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 23 年度特記事項
1）鈴木洋通教授（大学病院腎臓内科，地域医学・医療センター）が第 11 代館長に就任した（4 月）
2）夏の電力制限期間，全学的な行動計画に基づいて節電対策を行った（9 月 9 日まで）
3）8 月 1 日から 13 日までを休館とし，附属図書館 2 階保存書庫内洋書のバーコードラベル貼り，その後，
（外注
で）遡及入力目録データ作成作業が行われた（和書を含む，平成 24 年 3 月まで）
4）附属図書館でトイレ洋式化（を含む整備）工事（工期は，平成 24 年 2 月 8 日から 3 月 30 日まで）
5）電子ジャーナルが無料で利用できる国内欧文誌 26 タイトルを中止し，利用度から新規に 3 タイトルを購読開
始した（1 月）
，また文献管理ツール（Web サービス）RefWorks を導入，提供開始した（4 月，EndNote Web
も同時提供開始，以上附属図書館）
6）休館しての夏期作業（附属図書館と重複する雑誌タイトルで，1995-1999 年

5 年間のものの廃棄，総合医療

センター分館）
7）ブックポスト取得（川角キャンパス分館，7 月，総合医療センター分館，平成 24 年 2 月）
8）新規データベース「最新看護索引 Web」発注手配（11 月，予算は看護学科図書館費，日高キャンパス分館，
提供開始，平成 24 年 1 月）
9）NPO 日本医学図書館協会（以下「協会」
）病院部会国際医療センター見学会（平成 24 年 2 月 23 日午後，日高
キャンパス分館見学を含む，分館見学のみの 1 名を含み，最終的に参加者数は 16 名だった）
10）2 階ゼミ室（セミナールーム，6 室）設置工事（書架移設を含む）が終了し，利用を開始した（5 月，川角キャ
ンパス分館）

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：鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi，館長），小野澤繁雄（ONOZAWA, Shigeo，事務長），柴田義貴（SHIBATA,
Yoshitaka，課長，情報教育・管理室）
，荒川浩明（ARAKAWA, Hiroaki，係長，平成 23 年 7 月から），吉田真理（YOSHIDA,
Mari，主任）
，忍田純子（OSHIDA, Junko，主任）ほか常勤職員 1 名（金子賢一），有期雇用職員 3 名（近藤裕子，堀
内明子，以上パート，以上司書，田村純一，パート，昼間受付），黒澤和日，若林茂吉（シルバー人材センター，以
上夜間受付）
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）
，有期雇用職員 1 名（柴田里穂，パート，司書）
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），村嶌秀徳
（MURASHIMA, Hidenori，主任，平成 23 年 7 月から）ほか常勤職員 1 名（松坂敦子，兼担，国際医療センター）
，
有期雇用職員 3 名（田口宣行，鈴木智絵，以上契約職員，以上司書，穂波理枝，パート，司書）
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）

3．運営状況
3-1．人事
附属図書館館長が交代し，4 月 1 日付で鈴木洋通教授（大学病院腎臓内科，地域医学・医療センター）が第 11 代
館長に就任した．7 月 1 日付で，
附属図書館に荒川浩明（係長）が，同じく日高キャンパス分館に村嶌秀徳（主任）が，
それぞれ学内異動で配置された．3 月末日付で，ともにパートの田村純一（昼間受付），堀内明子（司書）が退職した（と
もに毛呂山）
．岩澤務（係長）が 3 月末日付で定年退職した（川角）．
3-2．業務（特記事項）
1）附属図書館
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・平成 23 年度図書館委員会（2 回開催，6 月 7 日，平成 24 年 1 月 10 日）
・NII（国立情報学研究所）の平成 23 年度総合目録データベース遡及入力事業に，計画書（2 階保存書庫内図書を
対象とする）をもって応募したが（4 月 22 日），（検討結果通知では）見送りとなった（6 月 21 日）
・平成 21 年 6 月消防法の一部改正に伴う毛呂山キャンパス（新）消防計画受領（5 月），防火防災のための管理
組織表（建物名

図書館）を更新した（掲示（火元）責任者を含む，8 月 30 日），消防法第 4 条および第 16 条

の 5 による西入間広域消防組合立ち入り検査（図書館棟は，9 月 13 日午後）
・夏期電気使用量節減行動計画報告書（大学事務部庶務課，5 月 27 日）
・予約が学内の複本全体にかかっていたことから，個々の資料にかかるように設定し直した（6 月）
・8 月 1 日から 13 日までを休館し，2 階保存書庫内図書のうち洋書（一部和書で参考図書を含む）のバーコード
ラベル貼り作業を総出で行った（追加作業冊数は 989 冊，作業冊数全体は 11,773 冊になった．作業期間終盤で，
カードがなかった図書の再点検をおこなった）
・2 階保存書庫内図書目録データの遡及入力業者選定（ナカバヤシ株式会社，9 月，納期は年度末）
・平成 23 年度
（協会）
重複雑誌交換事業で，
被災地・被災館への優先譲渡が行われ，当館も被災館として，18 館分
（和
16 冊，洋 18 冊）について譲渡を受け，3 館分（洋 16 冊）について提供を行った
・卒業生で未返却状態のもの，
1 年未満未返却のものの処理で，年度をまたがないように手順化することにした（10
月，懸案化していた 1 名の返却にこぎつけた，2 月）
・爽監査法人の内部監査手続き（内容は，システム化以降の蔵書管理，蔵書点検，12 月 13 日）
・諸規程の見直しに関する調査（学長名依頼）で，規程類 6 本についてそれぞれ回答書を提出した（大学事務部
庶務課，平成 24 年 1 月 20 日）
・シルバー人材センターとの間で，
平成 24 年度からの業務委託化に伴う（昼間を含む）受付業務仕様書作成，
提出
（人
事課，2 月 17 日，昼間の受付業務もセンター委託とし，土曜日までの 6 日間を 2 名で交代勤務とした，2 月 29 日）
・外国雑誌で 3 年以上未納状態のものの（年度末）返金手続き（準備，決裁，3 月 16 日，以降各取次返戻・精算
書経理課渡し，返金日確認など）
・大学病院で実地修練生 1 名の受入に伴って，利用者番号を発番した（有効期間 1 年，3 月）
情報教育・管理室
・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（抱き合わせ購読の一部邦文誌を含む）を購読中止
とし，利用度から新規に 3 タイトル（和 2，洋 1 タイトル）を購読開始する（うち，洋 1 タイトルは，下記の
追加 11 タイトルに含む）
．Elsevier サイエンス・ダイレクトで 11 タイトルを追加し，削減できた費用の一部を
原資に，文献管理ツール（Web サービス）RefWorks を導入し，提供開始した（4 月，EndNote Web も同時提
供開始）
．
・ メディカルオンラインのリニューアルリリース（9 月，新プラットフォーム「医療関係者のための総合情報サイ
ト」
）に伴って，ホームページでデータベースの括りに変更した．
・4 月 1 日に誕生した JUSTICE（大学図書館コンソーシアム連合）が「バックファイルを含む電子ジャーナル等の
確保と恒久的なアクセス保証体制の整備」を目的としているところから，2012 年 SpringerLINK

はバックファ

イルを含む 2014 年までの特別包括提案となった．バックファイルを含まないカレント契約のみを選択する場合
より有利だったため，この提案を選択した（10 月，バックファイルは平成 24 年 1 月から利用できるようになっ
た）
．
・LWW のパッケージ Fixed 100（100 タイトル，冊子購読規模維持条件あり）がなくなったことを受けて，既購
読冊子を打ち切り，前年の費用総額内で Fixed50（冊子購読規模維持条件なし）を核にしその他のタイトル（既
購読タイトル，ほかに 100 に含まれていた利用度の高いタイトル）を選択するというパッケージを選択した．
・
「最新看護索引 Web」
（看護分野の雑誌文献情報データベース，新規）提供開始（平成 24 年 1 月，2 月には「日
本看護学会論文集（電子版）
」の全文データへのリンク付けをおこない，また，メディカルオンラインも表示さ
れるようにした）
2）総合医療センター分館
・平成 23 年度総合医療センター分館図書館委員会（3 回開催，5 月 26 日，9 月 22 日，12 月 22 日）
・
「電気使用量節減行動計画書」作成，提出（秘書室，4 月）
・カウンター続きの倉庫に電話機設置を求む（配線工事，設置，5 月）
・
（休館しての）夏期作業（本館と重複する雑誌で，1995-1999 の 5 年間のものの廃棄，準備，一部研究室引渡し，
報告書作成，処分手配，所蔵データ修正，まで）
・爽監査法人の内部監査手続き（内容は，蔵書管理，蔵書点検，取得価など，12 月）
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・分館（学内向け）ホームページ更新（平成 24 年 2 月）
2）日高キャンパス分館
・平成 23 年度日高キャンパス分館図書館委員会（4 回開催，6 月 20 日，7 月 25 日，10 月 20 日，12 月 20 日）
・職員番号体系の変更に伴う，看護学研究科利用者番号読み替え（4 月）
・日高キャンパス分館図書館委員会規則が更新された（8 月 8 日付，改正年月日は平成 23 年 3 月 18 日）
・継続購読中の国内学協会誌（丸善扱い）の電子化状況調査（11 月）
・新規データベース「最新看護索引 Web」発注手配（文光堂，11 月，契約期間は，平成 24 年 1 月 1 日から 1 年間，
予算は看護学科図書館費）
・協会病院部会の国際医療センター見学会（平成 24 年 2 月 23 日午後，分館見学を含む）対応
4）川角キャンパス分館
・4 年生の実習期間（2 ヶ月）に配慮した図書長期貸出扱い（4 月，6 月）
・製本雑誌データ取込み（5 月）
・川越クリニックに医学研究科医科学専攻理学療法学分野（設備）図書配架（平成 24 年 1 月 19 日）
3-3．設備ほか
1）附属図書館
・新図書館業務システム CARIN-i（CARIN 後継）稼働（4 月）
・CD（DVD を含む）収納用書架（スチール，2 連，1 連単式固定棚，棚 4 段組）を取得（4 月，仕切り板取得，6 月）
・情報機器コーナー（1 階ラウンジ，
3 階閲覧室）PC 総入替に伴う事務用 PC3 台（1 階事務室 2 台，2 階情報教育・
管理室 1 台）の入替（Win7，Dell Optiplex780，5 月）
・AED（1 階ラウンジ）で，6 月までの使用期限の電極パッド，予備用パッド交換（中央機材室，6 月）
・情報機器コーナーでヘッドフォンの経年劣化に伴う新調（30 ヶ，IT センター，7 月）
・3 階閲覧室吊り型蛍光灯で，交換依頼分から LED 化（3 本組が 2 本組に，9 月）
・1 階トイレ洋式化を含む整備工事（施設部長宛て検討依頼，10 月，図面確認（一部要望，工事期間の検討を含む）
，
12 月，見積り確認，平成 24 年 1 月，工事期間は 2 月 8 日から 3 月 30 日まで，消防，竣工検査，3 月 30 日）
・キーの不具合が 10 件を超えたコインロッカー（1 階）について，供給元点検（部品交換を含む，第 2 購買課，
11 月）
・3 階国試対策図書コーナーで不足書架増設（木製単式 1 連 3 段傾斜書架，棚板可動式，11 月，一部既設書架背
板反り補修，を含む）
・学生ホール着工準備工事（既存配線切り回し工事，12 月当初から 1 月一杯まで）
・情報教育・管理室で使用中の PC2 台を更新（2 月）
2）総合医療センター分館
・カウンター続きの倉庫に電話機設置（配線工事，設置，5 月）
・利用者用 PC で使用するヘッドフォンを取得手配（9 月）
・利用者用 PC2 台増設（環境復元ソフト NeoReborn 取得手配，取得申請済みの机（3 台）について，椅子（4 台）
の取得手配，11 月，椅子納品，12 月）
・ブックポスト取得（平成 24 年 2 月）
3）日高キャンパス分館
・入退館ゲート業者修理（部品交換を含む，11 月）
4）川角キャンパス分館
・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）が終了し，引渡し（部屋番号プレート取付，
4 月，
机，椅子納品，5 月）
・大学院研究室に新入生用ロッカーを搬入（4 月）
・ブックポスト取得（7 月）
・火災受信盤内避雷針取り付け工事（大野消防設備，8 月）
・無線 LAN アンテナ取り付け（ゼミ室 2 壁側，10 月）
・玄関西側破損ガラス入替工事（11 月）

4．利用状況
4-1．館内利用
閲覧サービス（年間入館者数，以下同じく貸出者数，貸出冊数）は 4 キャンパス合わせた数字で，どの項目も前
年度比 1 割減となった（順に，92％，90％，91％）．毛呂山，日高両キャンパスでのこのサービスの落ち込みにつ
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いて，前者では 2010 年度比で，毛呂病院看護専門学校（毛呂看）と医学部で大きく，毛呂看での 2,3 年生の極端な
落ち込み，医学部での 5,6 年生，とくに 5 年生の落ち込みが大きい．この理由について，5 年生の臨床実習が国試の
変化を受けて，資料に依存しない，より実習重視に変わったことが大きい，という議論が行われた．また，逆に医学
部 1 年生の伸びでは，図書館の資料を利用するような授業形態の採用が説明された．また，日高でも，3,4 年生と高
学年での落ち込みがあり，こちらでも，とくに図書館依存度の高いとみられていた看護学科で，同様に授業内容の変
化が示唆された．
4-2．図書館間相互貸借サービス
年間件数で貸し，借り，それぞれ 5,763 件，3,815 件であり，前年度比それぞれ 103％，113％と微増となった．
4-3．文献検索サービス
データベースでは，今日の診療，Ovid で利用件数が下がり，国内のもの（126,768 件），国外のもの（10,505 件）
ともに利用件数は同じく前年度比で 97％，94％と微減となった．

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 5 年生（臨床実習）オリエンテーション（4 月 1 日，「図書館での文献検索について」，忍田純子）
・平成 23 年度採用初期研修医オリエンテーション（4 月 2 日，「図書館での文献検索方法 / 電子ジャーナルの利
用法」
，忍田純子）
・医学部 5 年生（臨床実習）オリエンテーション（平成 24 年 3 月 30 日，「文献検索について」，忍田純子）
2）総合医療センター分館
・研修医オリエンテーション（4 月 5 日，
「電子ジャーナルの利用法と文献検索方法について」，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（館内見学を含む，4 月 20 日）
・医中誌 Web・CiNii 文献検索講習（医用生体工学科 3 年，4 月 28 日，看護学研究科 1 年，4 月 30 日）
・文献検索講義（看護学科 1 年，7 月 15 日，22 日，29 日）
・文献検索講義（理学療法学科 1 年，7 月 20 日，27 日）
4）川角キャンパス分館
・新入生オリエンテーション（4 月 14 日）
・大学院生（医科学専攻理学療法学分野）オリエンテーション（7 名，8 月 29 日）
5-2．授業

なし

6．研究
6-1．研修ほか
1）第 82 回特定非営利活動法人日本医学図書館協会総会（縮小開催）（5 月 19 日，小野澤繁雄）
2）平成 23 年度埼玉県著作権講習会（9 月 9 日，荒川浩明）
3）NII 平成 23 年度第 5 回目録システム講習会（図書コース）（10 月 12 日〜 14 日，田口宣行）
4）第 13 回図書館総合展

RefWorks フォーラム（世界と日本の RefWorks-RefWorks のアップデート情報と世界

の事例報告 -）
（11 月 11 日，柴田義貴）
5）第 2 回 SPARC Japan セミナー 2011

ワークショップ「今時の文献管理ツール」（12 月 6 日，田口宣行）

6）SALA（埼玉県大学・短期大学図書館協議会）第 23 回研修会「学習支援は図書館で：学生・教員・職員の連携
を目指して」
（12 月 12 日，荒川浩明）
7）国立大学図書館協会シンポジウム「学術情報流通の改革を目指して

5

〜電子ジャーナル・コンソーシアム

とバックファイルの基盤整備〜」
（2 月 7 日，荒川浩明）
8）慶應義塾大学メディアセンター主催，大学出版部協会共催公開シポジウム「大学図書館改革と電子書籍；電子
学術書利用実験プロジェクトの成果報告」
（3 月 12 日，荒川浩明，鈴木智絵）
6-2．研究発表ほか
1）鈴木洋通 . （巻頭言）図書館の過去・現在・未来 .

埼玉医科大学学内報 . 2011;（172）：1.

2）吉田真理 . 東日本大震災を体験して：埼玉医科大学附属図書館の場合 . 医学図書館 .2011；58（3）：211-215.
3）松坂敦子，阿部由美子 .

看護学生の研究論文における引用（参考）文献の調査から考える司書の役割：情報

環境の異なる 2 つの図書館における報告 .
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看護と情報 .

2011；18：90-95.

附属図書館

4）田口宣行 .

学術雑誌ビジネスにおける出版社，代理店，購読機関の役割：連載「シリアルズ・クライシスと

学術情報流通の現在」を読んで .
5）田口宣行，澤木恵 .

情報管理 .

2011；54（4）：171-180.

第 28 回医学情報サービス研究大会参加記 .

薬学図書館 .

2011；56（4）：343-346.

7．補助金 なし
8．統計（平成 23 年度）
毛呂山

川越

日高

川角

283

267

259

248

34,849

15,640

57,191

12,239

和

4,177

1,223

3,025

526

6,670

洋

380

128

235

23

2,117

計

4,557

1,351

3,260

549

8,787

92

21

73

2

246

開館日数
年間入館者数

計
119,919

年間受入冊数（注 1）

視聴覚資料年間受入点数（注 1）
国内
外国

0

0

0

0

17

92

21

73

2

263

和

131,538

17,144

27,469

6,058

173,485

洋

129,818

7,107

2,560

458

143,389

計

261,356

24,251

30,029

6,516

316,874

国内

1,212

212

974

146

2,360

外国

815

16

0

30

861

2,027

228

974

176

3,221

和

593

136

113

50

912

洋

264

23

24

9

429

計

857

159

137

59

1,341

計
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
貸出者数

3,642

995

7,113

2,601

14,351

貸出冊数

7,009

1,727

13,220

5,012

26,968

17,967

―

3,043

相互貸借件数
貸し件数

5,763

借り件数

3,815

文献検索件数（注 3）
ネットワーク 1

126,768

ネットワーク 2

10,505

複写枚数

54,596

注 1: 研究費扱い分を含む
注 2: 研究費扱い分を含まない
注 3: ネットワーク 1 は国内医学文献データベース利用件数（内訳は医中誌 Web 44,417 件，JDreamII 1,323 件，
今日の診療 Web 版 3,352 件，MedicalOnline 77,676 件），ネットワーク 2 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 7,287 件，STAT!Ref 411 件，CINAHL with Full Text
306 件，JCR on the Web 830 件，Scopus 1,671 件）

9．自己点検・評価
・目録データの遡及入力ができていなかった附属図書館 2 階保存書庫内図書は，平成 23 年度事業計画で，夏に休
館して残っていた洋書のバーコード貼りを行い，以降の日程で年度末までに（和書を含めて）遡及入力（外注）
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附属図書館

が行われた．これによって，川角キャンパス分館（2 階）に一部残さざるをえなかった医学部医学基礎部門図書
を除いて附属図書館館内所在の図書はすべて所在情報の学内公開が行われることになった．
・夏の電力制限期間，全学的な行動計画に基づいて節電対策を行った（9 月 9 日まで）．附属図書館では，大震災
以降止まっていたエレベータを，荷を動かす業務に限って使うこととし，4 月 5 日以降 9 月 9 日まで，エレベー
タの使用制限を行った．常時消灯とするスイッチをシールで標識化する，また，空調工事後の機器仕様（入手）
によって，各階，系統ごとの空調機器の消費電力を個々に把握，節電レベル（教育・研究部門）に応じた選択が
できるようにした．
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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

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）

（INOUE, Satoshi）
：客員教授：遺伝子情報制御部門

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，文部科学省私学助成の支援を受け 2001 年 9 月に設立された．ゲノム情報に基づく遺
伝子医学の総合的研究・開発拠点を目指し，
「ゲノム医学」という名を冠した日本で最初の研究所としてスタートした．
そして現在に至るまで，世界に通用する基礎研究を行うことと，それらの研究成果を臨床応用することを主な目的と
して活動している．本研究所は，主に基礎研究を推進する 6 つのコア部門と，臨床部門との連携を促進するトラン
スレーショナルリサーチ部門により構成されている．近年は，特に，難病疾患に指定されているミトコンドリア病や
進行性骨化性線維異形成症（FOP）などの疾患の病態解明や治療に向けた研究に力を入れて研究を推進している．

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 4 年目の年に当たる．昨年度の中間評価では「AA」の最高の評
価をいただくことができたこともあり，当初の計画を大きく変えずに研究を進めているが，来年度が最終年度にあた
ることに伴い，個々の研究プロジェクトにおいては，成果をまとめ，発表することを意識して研究を進めた．研究成
果として最も特筆すべきものは，癌遺伝子の一つであり，かつ，ES・iPS 細胞の維持においても必須であると考えら
れていた c-Myc 遺伝子が，ES 細胞の培養条件を工夫することで，本遺伝子がなくてもそれらの細胞の特筆を維持す
ることができることを証明したことである．この成果は，CELL の姉妹誌に発表した（Cell Stem Cell9:37-49, 2011）
が，ES・iPS 細胞の安全性を大きく向上させることに繋がる研究成果として新聞等の多くのメディアで取り上げられ
た．また，アデノウイルスベクターを用いてヒト ES・iPS 細胞の特定の遺伝子を効率よく knockout する方法を開発
したことを発表した論文（Mol Ther 20:424-431, 2011）や，神経細胞でのゲノム刷込み現象の分子機構を解明した
論文（Hum Mol Genet21:1391-1401, 2011）等も，各界で大変高い評価を受けている．
教育に関してであるが，本学の研究マインドを持った臨床医を育てるという方針にできる限り協力したいと考えて
おり，当該年度も，医学部 1 年生細胞生物学コースの中の特別授業である「ゲノム医学特論」に 6 人の部門長全員
が参加し，各部門における近年の研究成果を，その分野の世界の動向も含めて紹介した．その他，夏期プロでは，極
めて多くの学生を引き受け，実験等を体験してもらった．

4．評価と次年度目標
平成 24 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の最終年度に当たる．それ故，本研究プロジェ
クト発足に伴い新たに始めた研究プロジェクトの全てにおいて来年度までには一定の成果を得，論文発表という形で
世に発信したいと考えている．そして，そのことが，平成 25 年度から，また，新たなプロジェクトを始める為の土
台作りになると考えている．また，科学技術振興機構 CREST 研究費や，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）
」研究費は，本研究所で獲得できた代表的な大型の競争的外部資金であるが，それらも，中間評
価を終え，いわゆる後半戦に突入している．それ故，それらの研究プロジェクトに関しても，残された期間で最大限
の成果を輩出し，新たな競争的資金の獲得へと繋げたいと考えている．
55

総論

10．医学教育センタ−
1．構成員
センタ−長 : 荒木信夫（ARAKI, Nobuo）: 兼担，神経内科教授，H.23.4.1 〜 H.24.3.31
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 夫（MATSUMOTO, Kazuo）: 兼 担， 国 際 医 療 セ ン タ − 心 臓 内 科 教 授，
H22.4.1 〜 H24.3.31
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 23 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 23 年度の特記事項をあげると以下
のようになる．
新設されたオルコスホールにクリッカーシステムを導入して，双方向授業を推進した．2 学期開始時にもオリエン
テーションを実施し，授業評価，クリッカーの適正使用，講義の収録およびオルコスホールの利用方法などに関して
周知した．5 年生の土曜日を臨床実習の一環として正規の「特別演習」として出席を義務付け，終了時には国試既出
問題などから選択した「振り返り試験」を小テストとして実施した．モデル・コア･カリキュラムの改訂に対応して，
各診療科で習得すべき項目を追記した「臨床実習における到達目標」を作成し，これを学生および実習担当の診療科
へ配布した．毛呂山キャンパスではスキルスラボでシミュレータを用いて，腰椎穿刺，導尿，筋注，皮下注，皮内注，
静脈ライン確保，中心静脈穿刺，動脈穿刺などに関する実習も実施した（卒前医学教育部門）．
これまで夏季に医学教育ワークショップの第 2 部として開催していた全体集会を分離，独立して，「医学部医学教
育フォーラム」として 10 月に開催した．医学教育センター卒前医学教育部門に所属する教員の FD と大学事務部医
学部事務室の事務員への SD として「卒前医学教育部門ワークショップ」を開催した．大学開催の WS として位置づ
けられていた研修指導医講習会は今年度第 10 回を 3 病院の研修管理委員会主催，FD 部門は共催という形で開催し
た（FD 部門）
．
スキルスラボ利用状況が，特に 5 ･ 6 年の臨床実習ならびに研修医のトレーニング目的で少人数による臨床科別の
利用により増加した（シミュレーション教育部門）．
進級判定制度に全教科の総合的成績を反映する仕組み導入し，より合理的な進級判定を可能とし，平成 24 年度か
ら実施する予定である（企画部門）
．
医学教育センタ−の担当する業務に関連する事務作業の増加は著しい．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．また，医学教育センタ−は埼玉医科大学の全学組織として位置づ
けられているが，活動は医学部内に限定している．全学的組織としてあり続けるか，見直しの必要性もあるように思
われる．
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11．医学研究センター
埼玉医科大学の医学研究センターは医学研究を推進し，支援することを目的として，平成 17 年 8 月 1 日に発足した .
その目的を達成するために，いくつかの部門を設け，それらをセンターとして取りまとめ，本学の研究の振興，推進
に向けて，統合調整の役割を果たすとの意図をもって組織作りをおこなったのである．
ところで，医学研究センターを設置した背景には，大学が本来どうあるべきか，大学が大学らしくあるためには，
何が求められているか，という基本的な問いかけとも関係していたのである．すなわち，近年，医療制度が変わり，
医療経済が厳しさを増す中で，大学といえども経済性を無視することができず，経済原理に支配されるようになり，
教員も収益を上げることに意を用いなくてはならなくなった．また，大学が教育にかける時間は増大する一方で，特
に医療系大学では，それぞれの専門性を確保するための国家試験に合格するように学生を十分教育することが求めら
れている．
このようにして，教員が教育ならびに診療に多大な時間を取られる昨今の状況において，大学の存在意義はどこに
あるのか，一般病院で働くのとくらべ，大学で仕事をすることの意義をどこに求めればよいのかといった，大きなテー
マを大学はかかえることになった．その問いに対する答えとして，本学が教員組織を作るにあたって定めた，教員に
求められる責務をあげることができる．そこでは，「すべての教員は教育の責務を負わなければならない」，「教員は，
常に研究的視点を持たなくてはならない」と謳っている．別の言い方をすれば，すべての教員は，研究的視点を持っ
て，教育，診療を行うことを求めているのである．
ところで，研究には，臨床研究と呼ばれるように，毎日の臨床の中で問題を見つけ，解明し，臨床の現場にフィー
ドバックするものから，世界に冠たる先端的な研究や，基礎研究と臨床とを結ぶトランスレーショナルリサーチと呼
ばれるものなど，いくつかの研究があるが，これは便宜的な区分にしか過ぎない．たとえ研究テーマや研究方法が異
なっても確かな研究的視点に基づいて行われる研究であれば，いずれも大学の使命に合致するものであることには変
わりがない．
そこで，本学においては，各基本学科で独自に行われる研究とともに，プロジェクト研究のシステムを導入し，医
学研究センターの支援の下に研究を推進しようと計画している．その結果，競争的資金の獲得が推進され，研究資金
が増大し，得られた成果が知的財産として，特許の取得やトランスレーショナルリサーチへの移行に結びつくなど，
多くの成果をあげることが期待される．
このように，医学研究センターは，大学のあり方を見すえ，埼玉医科大学が大学として本来の役割を果たすことを
期待して設立されたのである．その期待にこたえることができるかどうか，自己点検評価することが求められている
といえよう．
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12．国際交流センター
国際交流センターは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．
「学生相互交換留学制度」
は，
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 23 年度は，
「学生相互交換留学制度」が始まって 17 年目を迎えた．本年度は平成 23 年 3 月 11 日の東日本
大震災と津波，原発事故が発生した．これにより，滞在中のマニトバ大学からの学生は研修途中で帰国，アルバート
アインシュタイン医学校からの留学はキャンセルとなった．本学からの相手校での学生受け入れ可否について懸念さ
れたが，海外の提携校 10 大学はすべて受け入れを了承してくれた．夏以降の海外からの留学も全て行われた．本年
度までの本制度を利用した留学体験学生数総数は 581 名を数えている．
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（15 名）
，オーストラリア・ゴールドコースト（9 名）の 2 カ所での研修を行うことができた．医学
部・保険医療学部学生を対象として医療に関連した英語能力を高める目的（English for Health Science Purposes）の
もとに行われているが，ホームステイ・病院見学・語学研修と多彩なプログラムが組まれ好評であった．留学中に東
日本大震災となり，帰国時のトラブルが懸念されたが，全員無事に帰国を果たした．
「教員短期留学制度」は今年度 3 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．ペーチェ大学から国際医療センター心臓内科に，センメルワイス大学から埼玉医科大学病院
外科に留学を受け入れた．
また，22 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
レッスンは本年度も行い，学生相互交換留学の学生に対しても特別枠で行われた．
今後，本学においても，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，全学的視野に立った制度の整備をすすめ，前進邁進して行きたいと考えている． （文
責
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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：博士

柴﨑

智美（SHIBAZAKI, Satomi）
：准教授：教育主任；公衆衛生学，地域保健，疫学：博士

鈴木

政美（SUZUKI, Masami）
：准教授（兼担）：毒性学，実験動物学：博士

大野

洋一（OHNO, Yoichi）
：講師：研究主任：地域医療，高血圧：博士

荒木隆一郎（ARAKI, Ryuichiro）
：助教：教育副主任：博士
宮﨑

孝（MIYAZAKI, Takashi）
：助教：研究副主任：博士

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：博士

武田

文和（TAKEDA, Fumikazu）
：客員教授：緩和医療：博士

渕上

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

岨

康二（SOWA, Kouji）
：客員准教授：内科，地域医療：博士

＜非常勤講師＞
尾嵜

新平（OZAKI, Shinpei）

秋和

敏彦（AKIWA, Toshihiko）羽生

安達

修一（ADACHI, Shuichi）
真由子（HANYU, Mayuko）

＜専攻生＞
河西美代子（KASAI, Miyoko）
濱田

望月

徹（MOCHIZUKI, Tohru）

幸宏（HAMADA, Yukihiro）

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育の目標としては，地域，環境，職場などの地域社会における健康関連事象に関する課題について関心を持
ち，その現状を把握し，原因に関する知見や現在社会でとられている対策を理解することを通じて，医師としてその
課題の解決方法を考えるための知識・技能・実践する能力を身につけるとともに，社会医学的・予防医学的な心を持
ち，地域医療に貢献できる臨床医となるための素養を育むことである．卒後教育は，衛生学，なかでも予防医学の理
論とその応用を教授研究し，その学問的修練を極めて衛生学，予防医学の発展に寄与することを目的とした．具体的
には，環境保健，産業保健をはじめとする地域社会の保健・医療・福祉に関する課題に関心を持ち，その課題を解決
するための様々な研究手法について学ぶ．研究手法のうち，解決すべき課題によって適切な研究手法を選択し，実践
することができるようになることが目的である．特に，地域や職域における疾患の発生や流行の現状を把握し，流行
の予防のための方法を疫学的，実験科学的，遺伝学的，臨床的，社会的見地から多面的に考え，解決できるような社
会医学的な資質の育成も目的とする．衛生学，予防医学，地域医学に関する基礎的・実践的な知識を身につけると同
時に最先端の知識を深め，衛生学，予防医学，地域医学領域の基礎的・臨床的・社会医学的研究ができる能力を有す
る人材を育成することを目標とした．
2-2．教育内容
地域医学・地域医療に関する卒前教育としては，6 年生 17 コマ（社会医学，試験問題解説），5 年生演習 1 コマ，
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 85 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．
「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
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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，3 年生の「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 8 コマ，
8 コマ，7 コマ担当した．1 年生では，
「響く心」ヒューマンケア，2 年生では「3 つの Life」を支える社会，3 年生
では「チーム医療」連携と協働をテーマに，地域医療やチーム医療のイメージを作るために学内外の講師に参加して
いただき，教育を行った．また，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環境化学実習 45 コマ，衛生管理学 2 コマ，公衆衛生学実習
45 コマ，疫学 14 コマ，内科学 1 コマ，人体の科学入門 8 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，内科学 1 コマ，理学療法学科では内科学 1 コマ，計 154 コマを担当した．また健康医療科学科の卒
業研究の学生 5 名を受け入れ 180 コマを担当した．大学院修士課程では環境衛生科学 15 コマを担当した．
卒後臨床教育としては，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担当した .
夏期休暇中受入プログラムでは，地域医療体験プログラムとして，光の家での体験，地域医療機関での体験，地域
医学・医療 擬似体験プログラム天然痘バイオテロシミュレーション − 感染症アウトブレイクから地域を護（まも）
るを行い，それぞれ医学部 1 名，医学部 1 名，4 名（医学部 2 名，保健医療学部 2 名）が選択した．
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，学生からの報告書を本文 217 ページ
の実習報告書として冊子体にまとめることができた．また，平成 21 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
も 14 名に対して実施し，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，2 年生に対して臨床
入門実習において介護業務体験実習を導入するとともに，選択必修科目として地域医学入門 2 を開講する .

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，また，社会医
学・地域医学領域における効果的な医学教育方法を検討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）
①亜鉛欠乏による免疫力の低下機構の解明（宮﨑孝，鈴木洋通）
②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，河西美代子，鈴木洋通）
③亜鉛欠乏下の骨量低下との関連（宮﨑孝，鈴木洋通）
④地域感染症・学校感染症の時空間疫学（柴崎智美，羽生真由子，荒木隆一郎，佐藤真喜子，大野洋一，鈴木洋通）
⑤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）
⑥口腔水分計の計測およびデータ解析の手法と臨床的診断基準策定に関する基礎および応用研究，（荒木隆一郎，
鈴木洋通 - 本学口腔外科との共同研究）
⑦生殖補助医療の地域性とわが国の地域別将来推計人口に与えるインパクトに関する研究（荒木隆一郎 , 鈴木洋通
- 本学産科婦人科学，国立成育医療研究センターとの紀要同研究）
⑧毛呂山町生活習慣病予防に関する検討（大野洋一，宮﨑孝，佐藤真喜子，柴﨑智美，鈴木洋通）
⑨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）
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⑩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）
⑪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）
⑫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 .）
⑬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 .
②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．
③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．
④地域感染症・学校感染症の時空間疫学：少地域レベルでの小児・児童の感染症流行状況にみられる多様性を統計
学・数理疫学的に検討し，少地域別の家族内感染の寄与について知見を得た．また，新型インフルエンザ流行時
の現状と要因について連携する 2 市町の小中学校の保護者にアンケート調査を行った．今後解析を行う予定で
ある．
⑤感染症伝播のシミュレーション疫学：エージェントベース地域感染症シミュレータのマルチコンパートメントモ
デルの開発を進め，局在化した高い感染確率を持つスポットが存在した場合に累積罹患率の変動が著しく高まる
ことを明らかにした．
⑥口腔水分計の計測・データ解析の手法と臨床的診断基準策定に関する基礎および応用研究：本学口腔外科により
組織された 13 の大学等による多施設共同研究で得られた計測データを解析し，BIA（生体電気インピーダンス）
型口腔水分計の口腔乾燥症診断能について明らかにした．
⑦生殖補助医療の地域性とわが国の地域別将来推計人口に与えるインパクトに関する研究：生殖補助医療による出
生の地域多様性を解析し，地域別将来推計人口への寄与を検討した．併せて人口動態統計に基づき，複産率が地
域別に大きく異なっていることとその背景の考察，また年次推移から地域の特性を数種類のパターンに分類可能
と考えられること等の新たな知見を得た．
⑧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，血中微量元素の
測定等を実施し，指導の効果を明らかにした．指導修了者の翌年の検査データの改善が明らかになった．
⑨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．
⑩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．
⑪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．
⑫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．
⑬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
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防，感染症予防対策，埼玉県がん検診精度管理事業の協力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，消化器内科 , 産婦人科 , 総合医療センター口腔外科，国際医療センター脳血管内治療科，
脳卒中外科等との共同研究・研究支援を行った．また学内からの依頼を受け，日本産科婦人科学会，大腸癌研究会等
の学会が主導する大規模調査研究にデータ解析責任者，解析担当者として参画した．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
柴﨑智美：毛呂山町教育委員，毛呂山町介護審査会委員，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
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
柴﨑智美：毛呂山町健康づくりアドバイザー
大野洋一：毛呂山町健康づくりアドバイザー

6．業績
6-1．論文・学会発表
1．Takenaka T, Inoue T, Okada H, Ohno Y, Miyazaki T, Chaston DJ, Hill CE, Suzuki H. Altered gap junctional
communication and renal haemodynamics in Zucker fatty rat model of type 2 diabetes. Diabetologia 54
（8）:2192-201, 2011.
2．Takenaka T, Uchida K, Kojima E, Gen S, Nodaira Y, Hoshi H, Kato N, Takane H, Ohno Y, Suzuki H. Amlodipine
and loop diuretics as the second anti-hypertensive medication for the treatment of hypertension with chronic
kidney diseases. Clin Exp Hypertens 33（4）:210-5, 2011.
3．Miyazaki T, Takenaka T, Inoue T, Sato M, Miyajima Y, Nodera M, Hanyu M, Ohno Y, Shibazaki S, Suzuki H.
Lipopolysaccharide-induced overproduction of nitric oxide and overexpression of iNOS and interleukin-1 β
proteins in zinc-deﬁcient rats. Biol Trace Elem Res 145（3）:375-81, 2012.
4．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. 2011: 242-353.
5．Araki R, Hanyuu M, Satoh M, Shibazaki S, Ohno Y, Suzuki H. Epidemiological diversity analysis upon the
incidence of 2009 novel H1N1 ﬂu among school children within and among small regional communities, Japan.
Inﬂuenza Other Respir Viruses 5（S1）:159-94（178-9）, 2011.
6．新村昌弘，榎木祐一郎，折笠聡樹，横関正彦，福島洋介，中本紀道，佐藤毅，坂田康彰，荒木隆一郎，依田哲也 .
オステオトームテクニックによるインプラント埋入後 3 年間の骨量変化に関する三次元的 CBCT 画像解析評価 .
日本口腔診断学会雑誌 24（2）:159-64, 2011.
7．Fukushima Y, Yoda T, Araki R, Nakajima K, Hori N, Nakamoto N, Sato T, Sakata Y. Clinical experience of oral
moisturizer aqua mucus（r）in patients with dry mouth. J Jap Stomatol Soc 60（3）:240-5, 2011.
8．Araki R, Hanyuu M, Satoh M, Shibazaki S, Ohno Y, Suzuki H. Mathematical and agent-based analyses upon
epidemiological diversity of the incidence of 2009 novel H1N1 ﬂu（H1N1）among school children within and
among small regional communities, Saitama, Japan（proceedings）. J Epidemiol Commun Health 65:pp65,
2011.
9．
Saito H, Ishihara O, Kugu K, Sawa R, Tsuda N, Banno K, Sakakibara H, Hirahara F, Hori T, Watanabe Y, Kuwahara A,
Araki R, Nakashima A, Tani H, Sakumoto T, Nakaza A. ART Registry of Japan, 2008. JSOG report, Japan Society
of Obstetrics & Gynecology Registration and Investigation Subcommittee, 2008 JSOG Report（online review）,
2011.
10．中本紀道 , 佐藤毅 , 榎木祐一郎 , 中本文 , 堀直子 , 福島洋介 , 坂田康彰 , 坂本一郎 , 荒木隆一郎 , 藤田幸弘 , 依田哲也 .
側面頭部エックス線規格撮影を用いた咀嚼筋腱・腱膜過形成症患者の顎顔面形態分析 . 日本顎関節学会雑誌 23
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（4）:149-54, 2012.
論文 10 篇，学会発表総数大野 1

宮﨑 8

柴崎 4

荒木 11

佐藤 1 件

である

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
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．特に医師国家試験においては，プライマリケア
や地域医療を重視した新傾向問題に対応し，国家試験対策を行い国家試験合格率にもある程度寄与できたのではない
かと考えている．実習での学生によるプレゼンテーション，成果報告書，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．また，保健医療学部においても卒前卒後の社会医学教育の一部を担当し，全学
的な地域学・地域医療に関する教育に寄与できたものと考えている．卒後教育では埼玉医科大学病院研修管理委員会
委員として，研修医確保に寄与した．地域医学・医療センターとしては，一層充実した地域医学・医療学，予防医学
教育の実践を今後も目指したい．研究面では，亜鉛欠乏を中心とした実験室レベルでの研究から，地域住民を対象と
した研究まで広い範囲の研究テーマに取り組んだ．また，教育研究にも積極的に取り組んだり，臨床各科の臨床研究
や学内からの依頼を受けた学会主導の大規模調査研究の支援等を行った．今後さらに地域医学・地域保健への貢献を
念頭に置き，センターとしての学内横断的な機能を有効に活用しながら，地域ならびに学内関連部署，学外研究機関
等との連携を深めて，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．運営委員会構成員
別所

正美（BESSYO, Masami）センター長（平成 23 年 8 月 1 日より）

山内

俊雄（YAMAUCHI, Toshio）センター長（平成 23 年 7 月 31 日まで）

大野

良三（OHNO, Ryozo）副センター長

土田

哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）副センター長（平成 23 年 8 月 1 日より）

上原

政治（UEHARA, Seiji）アドミッションオフィス

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

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）

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
小室

秀樹（KOMURO, Hideki）大学事務部長

松尾

有裕（MATUO, Arihiro）保健医療学部事務室長

2．活動状況
（1）人事異動
ア．山内俊雄学長の退任に伴い，次の異動があった．
・別所正美副センター長がセンター長に就任した．
・土田哲也・皮膚科教授が副センター長に就任した．
イ．特任講師不在の科目に特任講師が任命された（4 月 1 日付け）．
（2）医学部におけるセンター試験利用選抜の導入
医学部では平成 25 年度入試からセンター試験を利用した選抜入試を実施することを文部科学省に通知した．
女子栄養大学を共同実施大学とし，センター試験を女子栄養大学の若葉キャンパスにおいて共同で実施する．
（3）アドミッションセンター拡大会議の開催
平成 23 年 5 月 13 日（金）センター長主催の下に，アドミッションセンター運営委員会拡大会議を開催した．
委員会には，構成員の他，委員長の指名による特任講師等もオブザ−バ−として参加した．
・センター長による新任特任講師の紹介・アドミッションポリシーの再確認などの後，入試関連業務を万事遺漏な
きよう遂行するようにとのセンター長の指示があった．
・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，特任講師と出題責任者との間の打ち合わせの日時や連絡法などを決めた．

3．自己点検・評価
（1）一部のブランチから，医学基礎教員による問題作成・事前点検・校正などを求める要請があった．各ブラン
チの入試業務が円滑に進むよう．当該センターがこれらの業務を調整した
（2）特任講師は，多くのブランチにおいて入試問題の作成・事前点検・校正・試験当日の待機などの入試業務を
行った．

4．次年度の課題
（1）センター試験では本学教員も監督などの業務を担当することになるが，これらの業務は女子栄養大学の主導
の下に行われる．このため，センター試験当日の失態は，理由の如何に関わらず，女子栄養大学の失態とみなさ
れかねない．女子栄養大学との連携を緊密にし，センター試験業務を万事遺漏なきよう遂行する．
（2）平成 24 度に新カリキュラムが高校に導入され，さらに，平成 27 年度にはセンター試験に受験科目について
の新しい選択法が導入される．いずれにも適切な対応が求められている．各ブランチにおいて対応するが，入試
科目の教員がいないブランチでは当該センターが助言をして対応する．
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15．アレルギーセンター
アレルギー疾患は近年日本においても増加しており，大きな社会問題となっている．
国際的にも，WHO がアレルギー疾患を 21 世紀に人類が克服すべき 3 大疾患のひとつに掲げていることからも，
その重要性は明らかである．
アレルギー疾患の特徴として，しばしば小児期から発症して生涯にわたって患者を苦しめること，アレルギー体質
と呼ばれる体質的素因を基盤とするため治癒しがたいこと，そしてひとりの患者が全身にわたる複数疾患を合併する
ことなどが列挙される．
欧米や韓国などでは古くから独立した診療・専門医養成システムとしての「アレルギー科」が確立されていたが，
日本では従来のアレルギー診療はしばしば臓器別で行われ，複数科にまたがって診療されているケースも少なくな
かった．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もいた．
埼玉医科大学は，2009 年 4 月に「アレルギーセンター」組織を設立した．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診療・研究に関わる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
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，卒前教育部門長
松下祥（MATSUSHITA, Sho）
：埼玉医科大学免疫学：教授：研究部門長
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
徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）
：埼玉医科大学病院小児科：教授，卒後教育部門長，広報部門長
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
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：事務局
上條篤（KAMIJYO Atsushi）
：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：講師
東丈裕（HIGASHI Takehiro）
：埼玉医科大学免疫学：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
内田義孝（Uchida Yoshitaka）: 埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
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盛田英司（Morita Eiji）: 埼玉医科大学病院小児科：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

3．教育
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ている．卒前教育部門は，医学生の授業カリキュラム，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，年に数回行っている学内講演会（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
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．また重症喘息に対する生物学的製剤である抗 IgE 抗体による
治療も積極的に行っている．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，アレルギー
診療システムのない医療機関では複数の診療科・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
アレルギー領域に関連する複数基本学科が連携して基礎・臨床研究の共同推進に努めている．基礎研究面では，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 Nakano, K., Yamaoka, K., Hanami, K., Saito, K., Sasaguri, Y., Yanagihara, N., Tanaka, S., Katsuki, I., Matsushita, S
and Tanaka Y. Dopamine Induces IL-6̲Dependent 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., 186:3745-3752, 2011.
② 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.21:260-266, 2011.
③ Matsushita, S., Takagi, R., Hashimoto, K., Higashi, T. Qualitative evaluation of adjuvant activities and its
application to Th2/17 diseases. Int. Arch. Allergy Immunol. 155（suppl. 1）: 2-5, 2011
④ Nakagome, K., Matsushita, S., Nagata, M. Neutrophilic inﬂammation in severe asthma. Int. Arch. Allergy Immunol
.2012;158:96-102.
⑤ Higashi, T., Shimojo, N., Suzuki, S., Nakaya, M., Takagi, R., Hashimoto, K., Nakagome, K., Nakamura, K., Kohno,
Y. and Matsushita, S. Coenzyme A contained in mothers' milk is associated with the potential to induce atopic
dermatitis. Int. Immunol. 23:741-749, 2011
⑥ Mori T, Saito K, Ohki Y, Arakawa H, Tominaga M, 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. Int Arch Allergy Immunol. 2011 Jun 29;156
（3）
:305-312.
⑦ Takaku Y, Nakagome K, Kobayashi T, Hagiwara K, Kanazawa M, Nagata M.

IFN- γ -inducible protein of 10 kDa

upregulates the eﬀector functions of eosinophils through β 2 integrin and CXCR3.
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⑧ Nakagome K, Imamura M, Kawahata K, Harada H, Okunishi K, Matsumoto T, Sasaki O, Tanaka R, Kano MR,
Chang H, Hanawa H, Miyazaki J, Yamamoto K, Dohi M. High expression of IL-22 suppresses Ag-induced
immune responses and eosinophilic airway inflammation via an IL-10-associated mechanism. J. Immunol.
2011;187;5077-5089.
⑨ 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, Matsushita S.

Dopamine D1-like receptor antagonist attenuates

Th17-mediated immune response and ovalbumin antigen-induced neutrophilic airway inﬂammation. J Immunol.
2011;186:5975-5982.
⑩徳山研一 , 荒川浩一 , 乾宏行 , 河野美幸 , 小山晴美 , 佐藤哲 , 重田誠，重田政樹，高見暁，戸所誠，中嶋直樹，西村秀子，
萩原里実，前田昇三，村松礼子，水野隆久，望月博之，森川昭廣 . 群馬県における気管支喘息児および保護者の
QOL の実態― 2001 年から 2008 年にかけての変遷― . 日本小児アレルギー学会誌 2011; 25: 682-691.
⑪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.
⑫中込一之 , 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咳喘息の一例 . International Review
of Asthma & COPD 2011; 13: 27-30.
そのほか総数論文 29 件，学会発表 46 件
6-2．獲得研究費
①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分担
②臨床的に寛解状態にあるも末梢気道閉塞が残存する思春期喘息児に対する治療・管理戦略（徳山研一）．文部科
学省・学術振興会科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）代表
③ Th17/Th2 アジュバント活性の解析とその応用（松下祥）．文部科学省・学術振興会科学研究費補助金基盤研究
（Ｃ）代表
④母乳中の coenzyme A 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・学術

振興会科学研究費補助金若手研究（Ｂ）代表
⑤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・学術振興会科学研究費
補助金若手研究（Ｂ）代表
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
アレルギーセンター創設より 3 年が経過した．本年度は昨年度と同様に，卒前・卒後教育や包括的アレルギー診
療の実践に力をいれるとともに，研究業績の点でも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るとともに，研究業績をさらに上げ，国際的レベルでの情報発信を増や
すように努力したい．
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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（漢方治療，鍼灸治療）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，経験と理論の上に成り立つテーラーメード医療と言われている．当センターは，診療に
おいては医科大学（西洋医学の基盤）にある東洋医学診療を目指し，治療効果の科学的な評価，客観的な病態把握を
行える基準を設け，患者データーベースを作成している．教育においては医学部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っている．さらに研究領域において，当センター
から漢方治療，鍼灸治療の効果エビデンスを世界に発信出来るよう日々，研鑽を積んでいる．

業績
■論文・学会発表
1）磯部秀之：漢方による消化器疾患治療のための診断のポイント

消化器の臨床 14（3）：P263-266 2011 年 6

月
2）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 肘・手の痛み』
（南江堂）. 2011.07. 22-23
3）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（消化機能と鍼灸治療）. 唾液分泌異常

（dry mouth）に対する鍼灸治療 . 自律神経 48（3）：235-238,2011.
4）菊池友和他：頚椎症性神経根症に対する鍼治療 . 現代鍼灸学 .（1）55 − 64．2011.
5）新井千枝子：鍼灸クリニカルレポート
する鍼灸治療

ベル麻痺とラムゼイ・ハント症候群 . 医道の日本 . 2011.06. 70（6）:66-75

6）小内 愛：鍼灸クリニカルレポート
治療

総合医療に向けて医科大学からの発信（第 1 回） 顔面神経麻痺に対

総合医療に向けて医科大学からの発信（第 8 回） がん患者に対する鍼灸

リンパ浮腫に対する鍼治療の実際 . 医道の日本 . 2012.02. 71（2）:67-77

7）田中晃一：鍼灸クリニカルレポート

総合医療に向けて医科大学からの発信（第 7 回） 幻肢痛に対する鍼灸

治療 . 医道の日本 . 2011.12. 70（12）:76-86
8）鈴木真理：鍼灸クリニカルレポート
鍼灸治療

総合医療に向けて医科大学からの発信（第 4 回） 脳血管障害に対する

急性期における鍼治療効果 . 医道の日本 . 2011.09. 70（9）:

95-102
9）本澤慎也他：埼玉医科大学かわごえクリニックにおける鍼治療の実際 . 全日本鍼灸学会 . 2011.08. 東京
85-92
10）寺澤宏美 , 小俣浩 ,（山口智）, 磯部秀之 , 大野修嗣 , 三村俊英 , 荒木信夫：片頭痛と自律神経 片頭痛の発作予防
に対する鍼治療効果 . 第 39 回日本頭痛学会総会 . 2011.11. 埼玉
総数：論文 23 件，学会発表 48 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開設されてから 3 年になる．その活動の基本となるのは予防である．第一次予防は
健康増進，生活習慣の改善，生活環境の改善，健康教育による健康増進を図り，予防接種による疾病の発生予防，事故
防止による傷害の発生を予防することである．第二次予防は 早期発見，早期対処，疾病を健診などにより早期に発見し，
早期に治療や保健指導などの対策を行ない，疾病や傷害の重症化を予防すること

第三次予防は 治療の過程において

保健指導や，社会復帰を支援し，再発を予防することにある．
2008 年に開始された特定健診・特定保健指導はメタボリックシンドロームに注目し，保険者（埼玉医科大学の場合
は私学共済事業団）にその実施を義務付けた画期的な予防事業である．2012 年で 5 年間 1 期目が終わる．その評価は，
きちん実施されたところでは成果が上がっており，第 2 期として更に継続されることになっている．
埼玉医科大学に関して言えば特定保健指導の対象者となった職員で保健指導を受けた方は数えられる程度という状況
であった．特定健診がきっかけとなりメタボリックシンドロームの危険性は社会的にも浸透したように思われた．しか
し症状もなく何でもない状況で疾病予防のための指導を受けるという行動をとれる人は残念ながら少なかった．メタボ
リックシンドロームから多く発症する 2 型糖尿病に関して言えば，患者数は世界中で増加の一途をたどっており，治
療薬は進歩したが，第一次予防には成果が上がっていないのが実情である．
疾病を予防すること，養生（セルフケア）すること，未病のうちに癒すことの大切さをできるだけ若い時から，繰り
返し教育し，認識していただく必要がある．江戸時代に自らの病弱を克服し長寿を保ち，逝去する前年 84 歳の時，養
生訓を著した貝原益軒は養生の根幹として「畏れる心」が肝要と説いた．人の身体は自然や父母の恵であり，命への畏
敬の念こそがセルフケアにつながる．DNA により個体鑑別が可能であるように，それぞれの命がかけがえのないもの
であり，限られた時空の中にしか存在しえないがゆえにさらに尊い．特定保健指導の効果が上がったのは指導にあたっ
た保健師，看護師さんが画一的な指導ではなく個別の状況に応じて，それぞれの命への畏敬の念，生きていることの大
切さ，ありがたさへの核心に触れ，気づきを促されためであろう．
本学でも健康推進室で看護師，保健師さんが活躍されており，スタッフの充実が図られ，外部で保健指導を受けられ
なくとも，セルフケアができるように，3 キャンパスで共同して種々工夫され，それぞれの課題に取り組んでいる．医
療機関，医育機関であればこそ
その構成員は普段何気なく使用している「お大事に」という言葉を自身にも投げかけることが他者の命への畏敬の念
につながる．個々人の自覚がたかまれば，おのずと健康，安全レベルは上昇するであろう．

69

総論

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，
「人体の構造と機能 1-1」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」
，
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%，
「人体の構造と機能 1-1」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%，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
moodle を応用して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）
moodle を応用した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．

4．診療：該当なし
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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− 5 年間のデータ解析結果から− .

第 43 回日本医学教育学会大会 ,

広島 , 2011.07.22
②茅野秀一 , 椎橋実智男 , 土田哲也 , 別所正美 : 病理ＣＰＣ実習に対する学生の評価（2） 8 年間のアンケート解
析.

第 43 回日本医学教育学会大会 , 広島 , 2011.07.22

総数：論文

0 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
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
・川角キャンパスのネットワーク増設
・教員の専門性調査および検索システムの構築
・共用試験 CBT の支援
・医学教育ワークショップの支援
7-2．当センターの利用状況（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日）
・利用登録者数

教職員：3,987 名 , 学

生：2,065 名

・施設内機器の利用
延べ利用者数：1,477 名 ,

延べ利用時間：730 時間

大型ポスター印刷枚数：1,517 枚
・SMSNET の利用
電子メール利用数：17,033,132 通
WWW 接続回数：2,184,665,104 回（ファイルの転送回数）
接続端末台数

約 3,600 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．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．
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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，本センターはこうした部門構成とは別に，その実質的な機能を担保するために，基本学科としても機能し，
同基本学科は以下の専任教員等（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）によって構成される．
【専任教員等】
西山

正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：教授（ゲノム医学研究センタートランスレーショナルリサーチ部門兼担）
：

運営責任者：教育主任：研究主任：代表指導教員（大学院）：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：学位論文審査教員（大学院）：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
和田

智（WADA, Satoru）
：助教（〜 8/31）
：ゲノム医学，ゲノム薬理学，バイオインフォマティクス，トランスレー

ショナルリサーチ：博士
関根

あずさ（SEKINE, Azusa）
：特任技術員（〜 8/31）：修士

栗原

佳子（KURIHARA, Keiko）
：特任技術員（〜 8/31）：修士

柳館

智恵子（YANAGIDATE, Chieko）
：技術員

鹿江

千佳（KANOE, Chika）
：技術員（〜 12/31）

福ヶ野

優子（FUKUGANO, Yuko）
：特任研究補助員（〜 6/30）

大平

杏美（OOHIRA, Anmi）
：特任研究補助員（7/1 〜 9/30）

清水

恵美（SHIMIZU, Emi）
：事務員（〜 8/31），特任研究補助員（10/1 〜）

鈴木

興秀（SUZUKI, Okihide）
：大学院生

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
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（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．

4．活動報告（基本学科として）
4-1．教育
4-1-1．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
目的とし，これに必要な知識，技術を習得させることを目的とする．
「卒前教育」
将来トランスレーショナルリサーチを理解し，医師，研究者として幅広く活躍しうる人材の育成を目標とする．
「卒後教育」
「大学院教育」
主たる対象であり，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．
4-1-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」
学部での講義，実習等は担当していないが，夏期実習プログラムなどの研修希望者がいれば，これを受け入れ，
トランスレーショナルリサーチの基礎となる知識，技術を学ばせる（西山，江口，和田）．
「卒後教育」
「大学院教育」
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（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，和田）．大学院教育では，基礎腫瘍学，がんトランスレーショナルリサー
チ特別演習，がんトランスレーショナルリサーチ特別実習を担当するとともに，生命倫理と法的規制，臨床腫瘍
学概論，最新医学特別講義，を分担した（西山）．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，和田，関根，栗原）と臨床研究用データの整理（西山，江口，和田）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，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，和田，関根，柳館，鹿江）．
4-1-3．達成度
「卒後教育」
「大学院教育」
年度内に当初予定していた目標は概ね達成できた．
4-1-4．自己評価と次年度計画
「卒後教育」
「大学院教育」
続けて学位研究指導・支援を積極的に展開した．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．
4-2．研究
4-2-1．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．
4-2-2．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，和田）
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B）新規創薬標的遺伝子の機能解析（西山，江口，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）
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（西山，
江口，和田）
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（西山，江口，和田）
4-2-3．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．また，これを制御する化
合物候補の特定に至った．
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 ｢3 剤併用抗がん剤の感受性判定マーカー ｣,
出願日 2010.12.3 を外国特許出願した（外国特許出願番号 PTC/JP2011/077890 2011.12.2）．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）
，
③マイクロアレイ解析を用いた脳腫瘍におけるポルフィリン代謝経路の解析 ?5- アミノレブリン酸を用いた脳腫
瘍術中蛍光診断および蛍光治療へ向けての基礎研究（西山，江口，和田）④根治切除不能卵巣癌および腹膜癌
に対する TC 療法の新規投与法（腹腔内 Carboplatin/weekly-Paclitaxel）の検討 ? ゲノム薬理学的解析を加えた
第Ⅱ相試験 ?（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（西山，江口，和田），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）
4-2-4．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．
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4-4．診療：該当なし
4-5．その他
4-5-1．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
＊文部科学省高等教育局がんプロフェッショナル養成推進委員会副委員長
4-5-2．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
＊ World Journal of Clinical Oncology
【編集委員

Editorial Board】

＊ World Journal of Gastrointestinal Oncology
＊【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】
【編集委員

Editorial Board】

＊ Carcinogenesis
【査読委員】
＊ Cancer Science
＊ Journal of Epidemiology
4-5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
【西山正彦】
＊ FACO（Federation in Asia of Clinical Oncology）：会長
＊日本癌治療学会：理事長，代議員，編集委員会委員，プログラム委員会委員，がん診療連携委員会委員，がん専
門医等育成事業委員会委員，e ラーニング運営部会部会長
＊日本臨床腫瘍学会，日本消化器癌発生学会，がん分子標的治療学会：評議員
＊日本癌病態治療研究会，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 Web 試験問題専門部会部会長
＊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，臨床試験審査委員会委員，効果安全性評価委員会委員
＊国立がん研究センター：がん対策情報センター外部委員意見交換会委員
＊ Research Grants Council, Hong Kong：グラント審査員
＊第 2 回日中がん研究シンポジウム：組織委員会委員
＊第 20 回日本癌病態治療研究会：プログラム委員会委員
＊第 49 回日本癌治療学会学術集会：会長
＊第 49 回日本癌治療学会学術集会：スカラーシッププログラム選考委員
＊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非常勤講師
【江口英孝】
＊日本癌治療学会：理事長付き幹事，広報・渉外委員会委員
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＊広島大学原爆放射線医科学研究所非常勤講師
＊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

4-6．業績
4-6-1．論文・学会発表（代表 10 件 [g5]）
① Grant, EJ.*1, Neriishi, K.*2, Cologne, J.*3, Eguchi, H., Hayashi, T.*4, Geyer, S.*5, Izumi, S.*6, Nishi, N.*7, Land, C.*8,
Stevens, RG.*9, Sharp, GB.*10, Nakachi, K.*4（*1Dept. Epidemiol., RERF., *2Dept. Clin. Stud., RERF., *3Dept. Stat.,
RERF., *4Dept. Radiobiol./Mol. Epidemiol., RERF., *5Dept. Intern. Med., Ohio State Univ., Columbus, Ohio, *6Dept.
Comput. Sci. Intell. Syst., Oita Univ., *7Cent. Collab. Partnership, Natl. Inst. Health Nutr., *8Radiat. Epidemiol.
Branch, Natl. Cancer Inst., Bethesda, Maryland, *9Dept. Community Med., Univ. Connecticut Health Cent.,
Connecticut, *10Epidemiol. Branch, Basic Sci. Program, Div. AIDS, Natl. Inst. Allergy Infect. Dis., Natl. Inst. Health,
Bethesda, Maryland）: Associations of Ionizing Radiation and Breast Cancer-Related Serum Hormone and Growth
Factor Levels in Cancer-Free Female A-Bomb Survivors. Radiat. Res., 176（5）:678-687, 2011.11.
② Nishiyama, M. Personalized Medicine for Cancer: Progress and obstacles toward the Goal. 14th Annual Meeting
of Chin. Soc. of Clin. Oncol.,Xiamen, China, 2011.9.16.
③ Ito, R.*1, Eguchi, H., Hamatani, K.*1, Taga, M.*1, Oue, N.*2, Yasui, W.*2, Nakachi, K.*1, Kusunoki, Y.*1（*1Dept.
Radiobiol./Mol. Epidemiol., Radiat. Eﬀ. Res. Found. *2Dept. Mol. Pathol., Hiroshima Univ. Grad. Sch.）: Epigenetic
alterations in colorectal cancer among atomic-bomb survivors. 2nd AACR International Conference on Frontiers
in Basic Cancer Research, San Francisco, CA, USA, 2011.9.14-18.
④西山正彦：がん治療認定医．解説．腫瘍内科，7（6）:585-589, 2011.6.
⑤西山正彦：1．癌におけるバイオマーカーの定義と現状．Ⅰ 総論・病態．特集 消化管癌におけるバイオマーカー．
消化器外科，34（13）:1829-1835, 2011.12.
⑥西山正彦：2）その他の抗がん性抗生物質．6．抗がん性抗生物質．第Ⅱ章

抗がん化学療法薬およびホルモン

療法薬の各論（相羽恵介編）抗がん薬の臨床薬理，南山堂，東京，2011．
⑦西山正彦：トランスレーショナルリサーチ：より有用ながん薬物療法の開発を目指して．会長講演，第 49 回日
本癌治療学会学術集会，愛知，2011.10.28.
【以下大学院生】
⑧ 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, 19（1）:37-45, 2012.1.
⑨ Suzuki, O., Murata, K.*1, Fukunaga, M.*2, Takemoto, H.*2, Ohue, M.*3, Ikeda, R.*4, Wada, S., Eguchi, H., Tomita,
N.*5, Watanabe, M.*6, Ishida, H.*7, Nishiyama, M.（*1Suita Munic. Hosp., *2Sakai Munic. Hosp., *3Osaka Med.
Cent. Cancer Cardiovasc. Dis., *4Dev. Organ. Front. Med. Therap., *5Hyogo Coll. Med., *6Kitasato Univ. Sch. Med.,
*7Dept. Dig. Tract Gen. Surg., Saitama Med. Cent.）: Exploration for possible predictive biomarkers for individual
response to mFOLFOX6 in colorectal cancer patients. 102nd Annual Meeting of Am. Assoc. Cancer Res., Orlando,
FL, USA, 2011.4.5.
⑩ Suzuki, T.*, Wada, S., Eguchi, H., Wakiya, K.*, Adachi, J.*, Mishima, K.*, Nishikawa, R.*, Nishiyama, M.（*Dept.
Neuro Oncol., Saitama Int. Med. Cent.）: Identiﬁcation of molecules involved in PpIX accumulation in brain tumor
induced by oral administration of 5-ALA. 102nd Annual Meeting of Am. Assoc. Cancer Res., Orlando, FL, USA,
2011.4.5.
【総数：論文 7 件，学会発表 12 件，講演 3 件】
4-6-2．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

37,000,000 円

10,000,000 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
10,400,000 円
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＊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

1,430,000 円

4-6-3．受賞
該当なし
4-6-4．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 PTC/JP2011/077890，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
2011.12.2
4-6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
＊第 49 回日本癌治療学会学術集会市民公開講座 in 広島：2011.4.16，広島
＊第 3 回日本癌治療学会アップデート教育コース：2011.9.3，東京
＊第 49 回日本癌治療学会学術集会後援市民公開講座「パープルリボンキャラバン 2011 in 名古屋」：2011.9.24，
愛知
＊第 49 回日本癌治療学会学術集会：2011.10.26-29，愛知
＊第 49 回日本癌治療学会学術集会市民公開講座 in 名古屋：2011.10.30，愛知
＊第 45 回制癌剤適応研究会：2012.3.2，東京

5．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（大学院）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，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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20．医療人育成支援センター
医療人育成支援センターは，医療系総合大学である埼玉医科大学直属の組織として，卒前教育から卒後研修，専門
（医）研修，女性（医師）復職支援そして職業人としての自己研鑽など主に医師を中心とした医療人全般のシームレ
スな生涯教育を統括する．医療人教育は生涯にわたるが，各論的な教育は多くの場所で行われているとはいえ，総論
的，中長期的な視野に立った総合的な教育が十分に行われているとは言えないのが現状である．医学教育の中心であ
り，且つ高度先進医療の要である本学が，医療人の生涯教育を担う責務は多大なものがあり，また社会からも多くが
期待されている．本センターにおいては，埼玉医科大学の多くの部署の力を結集して，より質の高い，効率的な医療
人支援を行う．本センターの活動領域は広域にわたるため，機能的に以下の部門に分け，それぞれに部門長をおき業
務の効率的な遂行を目指している．
医療人育成支援センター部門
1．卒前部門
2．初期臨床研修部門
3．キャリア形成支援部門
4．生涯学習部門
5．女性医師支援部門
6．事務部門
具体的には，各部門による活動と，これら部門の統括組織として医療人育成支援センター運営会議を定期的に開催
し，大学間連携事業（大学病院人材養成機能強化事業），3 病院間の研修体制の改善，地域枠奨学生対応，地域連携病院，
女性医師支援セミナー，シミュレーション教育セミナー，研修修了医師のその後の動向の把握などに取り組んでいる．
今後，3 キャンパス横断的な視点から，医療人支援をさらに充実させていくことを目指し，将来的には医師以外の
医療人の支援も本格的に行うことを視野に入れている．
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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 23 年度に扱ったのは，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，喫煙や飲酒に関する事項
特に，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 23 年度第 54 回東日本医科学生総合体育大会（東医体）が無事終了した．
③大学祭
平成 23 年度大学祭（越華祭）が日高キャンパスで行われた．
テーマ：Loop 〜無限大の可能性〜
日程：平成 23 年 10 月 29 日（土）〜 30 日（日）
テーマは，大震災からの復興を目指し埼玉医大が一つになることを願って「Loop 〜無限大の可能性〜」とした．
新企画として，芸能人のトークショーと教職員・学生によるオペラ “ オペラ座の怪人 ” を行い，好評を博した．
昨年と同様，毛呂山町商工会に参加をお願いし，日高市商工会にも参加を要請して，参加していただいた．地元
名物の豚玉毛丼や高麗鍋，
名産品の販売やマスコットの参加もあって盛り上がった．テーマに沿った企画として，
募金活動を行った．
④学生保健管理
健康診断，喫煙アンケート，麻疹，風疹，水痘，ムンプス，結核などについての管理．
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，飲酒時の注意喚起，学外での行動に関する注意喚起など．

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，各学生部委員会の項
を参照のこと．
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22．大学病院
大学病院は，本年度も 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ました．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てきました．しかしながら，平成 23 年 3 月 11 日に生じた東日本大震災に端
を発する計画停電や夏季・冬季の節電，危機管理マニュアルの見直しなど，多忙で多難な年であった．

1．人事
平成 23 年度は，平成 22 年 8 月 1 日より引き続き片山茂裕が病院長（内分泌・糖尿病内）を務め，副院長以下の
メンバーは以下のとおりである．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）があたった．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
一昨年度までに南館・本館の改修工事をほぼ終了した．看護師数もほぼ昨年度並みに確保されも，全体で 801 床
のままでの運営となった．平成 23 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 15,542 人，延入院患
者数 272,027 人，平均入院患者数 743.2 人，平均在院日数 14.1 日，平均病床稼働率 92.8％であった．中央手術部・
アイセンター手術室を使用しての手術件数は年度総数が 7,371 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 468,505 人で，うち初診患者数は 40,184 人であっ
た．
一昨年度からスタートした「カルナ」ネットワークシステムも順調に稼動をしている．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いる．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 23 年 4 月から新しい職種としてメディカルアシスタント（MA）の採用が始まった．当院には 6 人が配属され，
手術室 2 名，健康管センンター 2 名，内視鏡室 1 名，医務部に広報担当として 1 名が配置された．昨年度手術室に
配属されていた 2 名を合わせて，総合支援部として発足した．
平成 22 年 4 月に行われた診療報酬の改正でプラス改訂によるところも大きいが，各科の努力もあり，稼働率が
92.8％と上昇し，手術件数も増加しており，予算をやや上回る決算となった．
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，建物の被害も軽微でした．この後の電子カルテシステムのダウンや 4 回にわたり約 3 時間
ずつ見舞われた計画停電への取り組みは平成 22 年度の年報に記しましたので省きます．被災地を支援すべく，4 月
いっぱい気仙沼市の M ウェーブに避難されている方々を埼玉医科大学の 3 病院で支援することとなり，大学病院か
らは 1 週間ずつ 2 回にわたり，医師 11 人，看護師 4 人，薬剤師 2 人が派遣された．これとは別に放射線技師 4 名
が福島県内で原発事故後の立ち入り禁止区域へ一時立ち入りで戻られる方々に支援活動を行った．最後に，夏の節電
は，照明を落としたり冷房温度を上げて協力いたしました．医学部の先生方も 25％程度の節電をしていただき，病
院も 15％程度の節電を達成したことを付記いたします．これを機会に，金澤
80

實副院長を中心に「災害対策マニュ

大学病院

アル」の停電時の見直しを行った．2 〜 3 時間以内の短時間停電，24 時間以内の長時間停電，24 時間を超える長時
間停電に分けて，電源の確保・水の確保・食料の確保・診療規模などについて改訂を加えた．常用発電機を持つべき
ではとの理事長のお考えもあり，700kW の常用発電機 2 台（病院消費量の 30％位をまかなえる）を発注していた
だきましたが，発電機の据え付けは平成 24 年夏になるようです．

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 23 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 28 名と歯科 2 名で，22 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 43 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
修医数が過去 2 年連続で減少し，理事長・学長の力も借りて，「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をしてきました．全国の他大学
医学部在学生へも情報発信を昨年度に続いて本年度も行いました．例年のレジナビなどへの参加に加えて，7 月には
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 33
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，結果的には新
規採用は 28 名ということになりましたが，ここ数年の減少傾向に歯止めをかけられたのではないかと考えています．
また，平成 24 年 3 月には新しい試みとして，他大学医学部 4-5 年生 16 名を対象に 3 病院共同で初めてのオープン
ホスピタルバスツアーを実施した．

5．医療安全と院内感染対策
平成 23 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 31
回開催され，その出席参加者は延 4,163 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（年 5 回開催，延 2,517 人参加）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．
今回，特筆すべきは，医療安全・院内感染の講習会の未受講者，それぞれ 10 名と 5 名を年度末に院長室に呼んで，
病院長が訓示を行い，補講を受けてもらい，全員が 1 回は受講という目標を達成したことである．

5．総括
平成 23 年度から始まる第三次長期総合計画は，丸木理事長の強いご希望で【誇り】と名付けられた．埼玉県唯一
の医育機関として平成 22 年 3 月までに 3,165 名の卒業生を送り出し，3,132 名が本学を始め全国各地で臨床医とし
て活躍しています．本学の附属病院は，開学と同年の昭和 47 年 8 月に大学病院が 424 床で開院され，その後，昭
和 60 年に川越に総合医療センターが，平成 19 年に日高に国際医療センターが開院し，本学の病院は今や 2,400 床
を有する全国でも有数の病院グループに成長したといえます．まさに，第一次・第二次長計の【夢】【飛躍】と発展
してきた本学の病院グループで，引き続き良き臨床医を育て，大学でしかできない医療を推進することが，私達教職
員の【誇り】といえるでしょう．本計画の中には，大学病院の 5 年後までの計画も盛り込まれています．病院機能
をさらに高めるため，第一・第二・中央ビルにある機能の本館・南館・神経精神科ビルへの集約と，外来・内視鏡セ
ンター・急患センター（ER）の改修が大きな目標です．
埼玉県では，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．
このような環境の中，
埼玉県唯一の医育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
ています．今後も，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
平成 23 年度は，日本全体が東日本大震災の後遺症への対応に苦慮することとなった．福島の原発事故のため原子
力発電そのものへの危険性の再認識，安全性の再確認のため，全原発の稼動停止へと進み，電力不足は関東，東北地
方のみならず全国的なものとなった．東京電力管内では計画停電が実施され，総合医療センターにおいても毎日々々，
その日の朝にならないと電力供給の予定が立たないため手術などをはじめとする診療体制に偉大な影響を受けたが，
緊急対策会議を年度初めには毎日のように行ない全職員の協力のもと大きな問題もなく対応出来たことは幸いであっ
た．この間被災地への医療支援を大学病院，国際医療センターと共に行ない計 7 陣に渡って支援チームの派遣を行っ
た．
懸案の地域医療再生計画に基づく総合周産期母子医療センターの増改築も震災の影響で再度遅れが生じたがようや
く最終決定し，12 月 19 日に地鎮祭が執り行われ建築が開始された．また別法人ではあるが重症心身障害児施設（か
るがもの家）の建設も決まり，来年度はじめの着工へ向けて準備が整った．また高度救命救急センター棟新築も補助
金交付が決定し，具体的な計画，設計図の作成へと建設委員会がスタートした．その後の新病棟建設までを含め，総
合医療センターの 20 年 30 年先の将来像を見据えたものにしたいと考えている．

1．人事
平成 23 年 4 月 1 日付けで大学病院より新井栄一教授が病理部へ配転昇格した．5 月 1 日付けで脳神経外科張

漢

秀教授が，9 月 1 日付けで健康管理科丸山義明教授が，平成 24 年 2 月 1 日付けで心臓内科の西岡利彦教授が昇格し
た．平成 24 年 2 月 1 日付けで周産期（小児循環器）へ国際医療センターより先崎秀明教授が配置転換，周産期（新
生児）へ加藤稲子教授が赴任された．
平成 23 年度 4 月 1 日付けで病診連携室長に救急科（ER）輿水健治教授が，新設の診療支援室長に高度救命救急
センターの堤

晴彦教授が就任した．11 月 1 日付けで総合周産期母子医療センター副センター長に副総看護師長の

内田美恵子師長が着任した．平成 24 年 3 月 1 日現在の教職員数は，教授 42 名，准教授 32 名，講師 51 名，助教
239 名，研修医 65 名，看護職員 1,019 名，薬剤師 67 名，事務部門その他 428 名，合計 1,943 名である．初期研
修医は 1 年目が 35 名（本学卒業 26 名

他大学 9 名），2 年目 30 名の計 65 名．後期研修医は，当院初期研修終了

の 15 名の他，大学病院より 2 名，日高より 1 名，他病院より 6 名の計 24 名が採用された．

2．診療
平成 23 年度の診療実績としては，入院患者延べ人数 305,861 人，病床稼働率 91.2％平均在院日数 14.2 日，また
外来部門では外来患者延べ人数 632,672 人，1 日平均患者数 2,145 人，紹介率 51.3％であった．
総合医療センターは 9 月 7 日に救急医療功労医療機関として知事表彰を受けた．また，10 月 25 日には川越市保
健所の立入検査が行われた．
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24．国際医療センター
国際医療センターは，本年度で開院 5 年が経過し，三大疾病（がん，心臓病，脳卒中）と救命救急医療を提供す
る高度医療提供機関としての使命を果たすことができた．また，さらなる医療の質の向上を図る時期である．

1．人事
① 2 期 4 年間病院長を勤められた松谷雅生病院長が平成 23 年 3 月 31 日付けで退任され，その後任として小山勇
副院長が 4 月 1 日付けで就任した．院長代理に加藤木利行副院長（心臓病センター担当），副院長に棚橋紀夫教
授（救命救急センター担当）
，佐伯俊昭教授（包括的がんセンター長担当），斉藤栄子総看護師長（看護部門担当）
が任命された．また，松本万夫教授，根本学教授，小林国彦教授，北村晶教授が院長補佐に任命された．
②副院長斉藤栄子総看護師長が総合医療センターに異動し，総合医療センター副院長藤山トキ総看護師長が 7 月 1
日付けで副院長（看護部門担当）に就任した．
③ 5 月 1 日付けで放射線腫瘍科教授に加藤眞吾，鹿間直人，関根広の各先生が就任した．
④平成 24 年 1 月 1 日付けで脳卒中外科教授に栗田浩樹准教授が就任した．

2．診療実績
①稼働病床数を 600 床から 640 床に増床した．
②平成 23 年度の診療実績は次のとおりであった．（1）新入院患者数 13,587 人，
（2）延入院患者数 218,913 人，
（3）
稼働率 93.5％，
（4）中央手術部手術件数 6,084 件，
（5）初診患者数 14,976 人，
（6）延外来患者数 202,569 人，
（7）救急車受け入れ件数 4,000 件，
（8）紹介率 95.5％，逆紹介率 57.2％
③心臓移植実施 2 例目（埼玉医科大学通算 5 例目，6 月）を実施した．

3．病院運営・管理
①国際医療センターでは，法人本部から担当専務理事，経理部長，総合企画部長・総務部長，病院から病院長，院
長代理，副院長等から構成される病院経営推進会議（隔週月曜日開催）で病院運営に関わる方針，経営改善等の
審議及び決定がなされ法人の方針を踏まえた病院運営を行った．
②病院経営戦略会議（隔週月曜日開催）は病院長，院長代理，副院長等から構成され病院経営推進会議に上程す
る事項の検討を行う機関として機能した．病院運営会議（毎週火曜日開催），科長会議（毎月第 3 水曜日開催）
，
合同医長連絡会議（毎月第 3 木曜日開催）等で病院運営の方針，情報共有等を行い職員への周知を図ることで，
すべての職員が同一ベクトルを目指し行動した．
③病院長年頭方針説明会を開催し，平成 24 年の医療活動について職員に周知を図った．

4．教育
①初期臨床研修医は，1 年目研修医 7 名（うち埼玉医大卒業生 5 名），2 年目研究医 5 名（全員埼玉医大卒業生）
の 12 名に対し臨床研修を行った．
②緩和ケア研修会を 2 回開催した（8 月，1 月）
③埼玉県がん診療連携協議会ャンサーボード開催した（10 月）

5．研究
①平成 23 年度科学研究費の採択は，文部科学省研究費補助金 31 件，厚生労働省科学研究費 31 件，がん研究開
発費 5 件，精神・神経疾患研究開発費 1 件であり合計 68 件の研究費補助金を獲得した．
②治験では，新規 22 件，前年度からの継続 46 件の合計 68 件の治験を行った．
③臨床試験では，病院ＩＲＢで 158 件の臨床試験を承認し，前年度からの継続 292 件を含む合計 450 件の臨床試
験を行った．

6．国際医療センターの主な活動
①第三次長期総合計画「誇り」を開始した（4 月より 5 年間）．
①地域医療連携懇話会を 8 回開催した．
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②ロビーコンサートを 9 回開催した．
③東日本大震災医療支援医師等派遣
（1）東北大学（4 月）
（2）福島県立医科大学（6 月）
（3）気仙沼市立病院（6 月）
④東日本大震災医療支援活動報告会（5 月）
⑤献血及び骨髄移植ドナー登録（5 月，1 月）
⑥学長・国際医療センター病院長感謝の集い（9 月）
⑦埼玉医科大学国際医療センター・6 地区医師会連絡協議会（1 月）
⑧救命救急センター運営評価委員会（2 月）
⑨私立医科大学病院医療安全相互ラウンド（2 月）

84

委員会・会議報告

1．1）
（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

祥（MATSUSITA, Sho）
：医学部免疫学教授

里見

員：池淵 研二（IKEBUCHI, Kenji）
：国際医療センター輸血･細胞移植部教授
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（〜Ｈ 23 年 5 月）
松下年子（MATSUSITA, Toshiko）保健医療学部看護学科教授（Ｈ 23 年 6 月〜）
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

野木尚郎（NOGI, Hisao）
：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で審査を行い，本委員会で報告を受ける．

3．活動報告
1）倫理委員会の開催
平成 23 年度は委員会（定例会議）が 11 回開催されたが，開催日と出席者数を下記に示す．新規申請 47 件，研
究計画書の変更申請 25 件（迅速審査に相当する軽微な研究計画書の変更を含む）等の審査を行った．
第 189 回（平成 23 年 4 月 12 日）：欠席 1 人，第 190 回（平成 23 年 5 月 10 日）：欠席 1 人
第 191 回（平成 23 年 6 月 14 日）：欠席 0 人，第 192 回（平成 23 年 7 月 12 日）：欠席 2 人
第 193 回（平成 23 年 9 月 6 日）：欠席 1 人，第 194 回（平成 23 年 10 月 11 日）：欠席 0 人
第 195 回（平成 23 年 11 月 8 日）：欠席 1 人，第 196 回（平成 23 年 12 月 6 日）：欠席 0 人
第 197 回（平成 24 年 1 月 10 日）：欠席 0 人，第 198 回（平成 24 年 2 月 14 日）：欠席 2 人
第 199 回（平成 24 年 3 月 13 日）：欠席 1 人
埼玉医科大学倫理委員会に関する情報は，学内 LAN の大学事務部内に倫理委員会のサイトがあり，①倫理委員会
規則，②議事録（審議内容，審査結果，倫理委員会での検討事項），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きるようになっている．
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なお，倫理委員会委員の任期は平成 24 年 3 月までであったが，平成 23 年 6 月に委員の変更が 1 件あった．自然
科学面の有識者・女性委員として村田栄子教授（保健医療学部健康医療科学科）が本委員会に参加し，保健医療学部
倫理委員会の代表を兼ねていたが，保健医療学部の人事異動の関係により平成 23 年 5 月で辞任し，平成 23 年 6 月
から松下年子（保健医療学部看護学科教授・保健医療学部倫理委員会委員長）に変更になった．なお，現委員の任期
は平成 24 年 3 月までであり，次年度の委員については，本年度末までに現委員の去就について調査し，学長に報告
した．
（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）
2）申請課題の審査
（1）新規申請（47 件）
1．申請番号 621：
「健常日本人末梢血単核細胞を用いたカツマキソマブの抗腫瘍効果を予備的に検討するための
末梢血単核細胞分離用の採血」
（遺伝子解析研究・臨床研究）
申請者：藤原恵一（国際医療センター産婦人科）
申請：平成 23 年 3 月 17 日 /5 月 20 日
審議結果：承認〔平成 23 年 6 月 14 日〕
，平成 23 年度実施報告書で終了
2．申請番号 622：
「治験におけるゲノム・遺伝子解析用 DNA 検体の保存」（③ DNA 検体の保存）
申請者：長谷川 元（総合医療センター腎高血圧内科）
申請：平成 23 年 3 月 18 日 /5 月 17 日 /7 月 8 日
審議結果：条件付承認〔平成 23 年 4 月 12 日〕，申請取り下げ〔平成 23 年 7 月 8 日〕
平成 23 年度実施報告書対象外
3．申請番号 623「日本人の固形がん患者における，アプレピタント併用によるドセタキセル，デキサメサゾンの
薬物動態に対する影響についての分析」
（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 23 年 3 月 19 日 /5 月 19 日
審議結果：承認〔平成 23 年 6 月 14 日〕
，平成 23 年度実施報告書で 623- Ⅱへ移行
4．申請番号 624「遺伝子解析による下咽頭癌 TPF（TXT/CDDP/5FU）療法の感受性及び副作用予測に関する臨床
的研究」
（遺伝子解析研究）
申請者：菅澤

正（国際医療センター頭頸部腫瘍科）

申請：平成 23 年 3 月 19 日 /5 月 24 日
審議結果：承認〔平成 23 年 4 月 12 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 6 月 14 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
5．申請番号 620：
「関節リウマチ患者滑膜細胞における DNA メチル化およびヒストン修飾の解析」（遺伝子の
DNA メチル化およびヒストン修飾解析）
申請者：三村俊英（大学病院リウマチ膠原病科）
申請：平成 23 年 4 月 7 日 /6 月 20 日
審議結果：承認〔平成 23 年 5 月 10 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 7 月 12 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
6．申請番号 625：
「Nasu-Hakola 病脳における DAP12 および TREM2 蛋白発現の解析」（その他：蛋白発現解析）
申請者：佐々木 惇（埼玉医科大学病理学）
申請：平成 23 年 4 月 7 日 /6 月 10 日
審議結果：承認〔平成 23 年 5 月 10 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 7 月 12 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
7．申請番号 626：
「卵巣子宮内膜症組織を用いた培養モデルの開発と新規治療法の開発」（組織検体を用いた培
養実験）
申請者：梶原 健（大学病院産科婦人科）
申請：平成 23 年 4 月 12 日 /6 月 21 日 /7 月 28 日
審議結果：承認〔平成 23 年 7 月 12 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 9 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
8．申請番号 627：
「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」
（遺
伝子解析研究）
申請者：佐川 森彦（総合医療センター血液内科）
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申請：平成 23 年 4 月 14 日 /6 月 20 日
審議結果：承認〔平成 23 年 5 月 10 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 7 月 12 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
9．申請番号 628：
「機能性ディスペプシアに対する六君子湯の有効性・安全性の科学的エビデンスを創出するた
めの二重盲検無作為プラセボ対照比較試験」（介入を伴う臨床研究）
申請者：今枝 博之（大学病院総合診療内科）
申請：平成 23 年 4 月 11 日 /6 月 3 日
審議結果：承認〔平成 23 年 5 月 10 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 6 月 14 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
10．申請番号 629：
「医学教育における腹腔鏡手術技術の習得―技術向上の予測因子の検討―」（医学教育）
申請者：三木明徳（大学病院産婦人科）
申請：平成 23 年 4 月 15 日 /6 月 20 日 /8 月 4 日
審議結果：条件付承認〔平成 23 年 7 月 12 日〕，訂正書類受理〔平成 23 年 9 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
11．申請番号 630：
「性同一性障害患者の卵巣を用いた卵巣組織および卵子の凍結保存・再利用法の開発」（手術検
体の利用）
申請者：高井 泰（総合医療センター産婦人科）
申請：平成 23 年 4 月 20 日 /5 月 31 日
審議結果：承認〔平成 23 年 5 月 10 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 6 月 14 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
12．申請番号 631：
「研究資源バンクへの臍帯組織提供」（その他 : 学外への組織提供）
申請者：石原 理（大学病院産科婦人科）
申請：平成 23 年 5 月 18 日 /7 月 1 日 /2 月 28 日
審議結果：承認〔平成 23 年 6 月 14 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 7 月 12 日〕，変更受理〔平
成 24 年 3 月 13 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
13．申請番号 632：
「WT4869 の骨髄異形成症候群（MDS）患者を対象とした第 1/2 相臨床試験新規バイオマーカー
検討のための補完治験」
（遺伝子解析研究，臨床研究）
申請者：得平 道英（総合医療センター血液内科）
申請：平成 23 年 5 月 19 日 /6 月 16 日
審議結果：非該当〔平成 23 年 7 月 12 日〕
平成 23 年度実施報告書対象外
14．申請番号 633：
「厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班 急性肝不全の全国調査（平成 23
年〜 25 年度）
」
（疫学研究）
申請者：持田 智（大学病院消化器内科・肝臓内科）
申請：平成 23 年 5 月 20 日
審議結果：承認〔平成 23 年 6 月 14 日〕
，修正書類未提出
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
15．申請番号 634：
「急性骨髄性白血病における微小残存白血病（MRD）としての WT1 遺伝子発現量測定の有用
性の検討」
（遺伝子発現に関する多施設共同研究）
申請者：得平道英（総合医療センター血液内科）
申請：平成 23 年 6 月 6 日 /8 月 9 日
審議結果：承認〔平成 23 年 7 月 12 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 9 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
16．申請番号 635：
「X 線格子干渉計（タルボ・ロー干渉計）を用いた人体撮影の基礎実験続編：正常ボランティ
アおよび臨床症例による試験撮像」
（新たな X 線診断機器の開発）
申請者：田中淳司（大学病院放射線科）
申請：平成 23 年 5 月 25 日 /7 月 26 日
審議結果：承認〔平成 23 年 7 月 12 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 9 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
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17．申請番号 636：
「リツキシマブを含む治療後に再発した濾胞性リンパ腫患者を対象としたオファツムマブ単剤
療法とリツキシマブ単剤療法とを比較する無作為化，非盲検，第Ⅲ相臨床試験」（治験）
申請者：木崎昌弘（総合医療センター血液内科）
申請：平成 23 年 6 月 15 日
審議結果：非該当〔平成 23 年 7 月 12 日〕
平成 23 年度実施報告書対象外
18．申請番号 637：
「B 型肝炎ウイルス感染の病態別における宿主遺伝因子の探索研究」（遺伝子解析研究）
申請者：持田 智（大学病院消化器内科・肝臓内科）
申請：平成 23 年 6 月 16 日 /7 月 27 日
審議結果：承認〔平成 23 年 7 月 12 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 9 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
19．申請番号 638：
「抗好中球細胞質抗体関連血管炎関連遺伝子に関する研究」（遺伝子解析研究）
申請者：天野宏一（大学病院リウマチ・膠原病内科）
申請：平成 23 年 6 月 17 日 /7 月 29 日
審議結果：承認〔平成 23 年 7 月 12 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 9 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
20．申請番号 639：
「悪性腫瘍患者における血液凝固能に関する検索研究」（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 23 年 6 月 18 日 /7 月 28 日
審議結果：条件付承認〔平成 23 年 7 月 12 日〕，訂正書類受理〔平成 23 年 9 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
21．申請番号 640：
「胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤的抗不整脈薬投与に関する臨床試験」（胎児治療）
申請者：竹田津美生（国際医療センター小児心臓科）
申請：平成 23 年 6 月 17 日 /7 月 30 日
審議結果：承認〔平成 23 年 7 月 12 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 9 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
22．申請番号 641：
「抗悪性腫瘍薬による化学療法にて予期せぬ薬物有害反応を発症した患者試料の保管システム」
（薬物有害反応の起きた患者の試料の保管）
申請者：佐々木康綱（国際医療センター腫瘍内科）
申請：平成 23 年 7 月 27 日
審議結果：承認〔平成 23 年 9 月 6 日〕
，修正書類未提出
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
23．申請番号 642：
「癌性胸膜炎細胞・正常細胞比較による，癌特異的染色体変異部位からの癌関連遺伝子同定」
（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 23 年 8 月 5 日 /9 月 26 日 /10 月 25 日 /11 月 29 日
審議結果：承認〔平成 23 年 9 月 6 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成年 12 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
24．申請番号 643：
「非小細胞肺癌臨床検体からの多種癌関連遺伝子の検出研究」（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 23 年 8 月 11 日 /9 月 30 日
審議結果：承認〔平成 23 年 9 月 6 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 10 月 11 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
25．申請番号 644：
「自己免疫疾患関連遺伝子に関する研究 ? 抗 IL-6 受容体抗体トシリズマブを使用した関節リウ
マチ患者の治療反応性に関連する遺伝子の探索」（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 23 年 8 月 13 日 /9 月 22 日
審議結果：承認〔平成 23 年 9 月 6 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 10 月 11 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
26．申請番号 645：
「Wolfram 症候群の実態調査に基づく早期診断法の確立と診療指針作成のための研究」（疫学研
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究･遺伝子解析研究）
申請者：雨宮 伸（大学病院小児科）
申請：平成 23 年 8 月 18 日 /9 月 20 日
審議結果：承認〔平成 23 年 9 月 6 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 10 月 11 日〕
平成 23 年度実施報告書で終了
27．申請番号 646：
「日本人 1 型糖尿病の包括的データベースの構築と臨床研究への展開」（遺伝子解析研究）
申請者：粟田卓也（大学病院大学病院内分泌・糖尿病内科）
申請：平成 23 年 9 月 16 日 /11 月 18 日
審議結果：承認〔平成 23 年 10 月 11 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 12 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
28．申請番号 647：
「ミトコンドリア呼吸鎖複合体異常症の iPS 細胞を用いた機能解析」（ヒト iPS 細胞研究）
申請者：岡﨑康司（ゲノム医学研究センター）
申請：平成 23 年 9 月 21 日 /11 月 15 日
審議結果：承認〔平成 23 年 10 月 11 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 12 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
29．申請番号 648：
「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 ± Bevacizumab および FOLFIRI ± Bevacizumab −」（遺伝子解析研究）
申請者：西山正彦（先端医療開発センター）
申請：平成 23 年 10 月 20 日 /11 月 30 日
審議結果：承認〔平成 23 年 11 月 8 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 12 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
30．申請番号 649：
「癌性胸膜炎細胞・正常細胞比較による癌特異的遺伝子変化・染色体変異の検索と癌関連遺伝
子同定，および癌関連遺伝子変化の臨床病理学的意義の解明」（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 23 年 10 月 20 日 /11 月 29 日
審議結果：承認〔平成 23 年 11 月 8 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 12 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
31． 申 請 番 号 650：
「 Ｃ 型 慢 性 肝 炎 に お け る PEG-IFN・ リ バ ビ リ ン・ プ ロ テ ア ー ゼ 阻 害 剤 3 剤 併 用 療 法
Adherence,Gene and Response Guided Therapy（AG ＆ RGT）の有用性に関する多施設共同研究究」（遺伝子解析
研究）
申請者：持田 智（大学病院消化器・肝臓内科）
申請：平成 23 年 11 月 8 日
審議結果：条件付承認〔平成 23 年 12 月 6 日〕，修正書類未提出
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
32．申請番号 651：
「高密度リポタンパク質の粒子形態の多様性と脂質代謝異常リスク相関」（観察研究）
申請者：瀬尾 誠（埼玉医科大学生化学）
申請：平成 23 年 11 月 9 日
審議結果：承認〔平成 23 年 12 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
33．申請番号 652：
「特発性大腿骨頭壊死症発生機構解明のための観察研究」（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 23 年 11 月 17 日
審議結果：条件付承認〔平成 23 年 12 月 6 日〕，修正書類未提出
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
34．申請番号 653：
「慢性期慢性骨髄性白血病の分子遺伝学的大寛解（Major Molecular Response; MMR）到達
患者を対象としたニロチニブの安全性と有効性を検討する多施設共同第Ⅱ相臨床試験 Switch to Tasigna Trial
（STAT1）
」
（遺伝子発現に関する研究）
申請者：木崎 昌弘（総合医療センター血液内科）
申請：平成 23 年 11 月 18 日 /12 月 20 日
審議結果：承認〔平成 23 年 12 月 6 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 24 年 1 月 10 日〕
89

委員会・会議報告

平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
35．申請番号 654：
「慢性期慢性骨髄性白血病の分子遺伝学的完全寛解（Complete Molecular Response; CMR）到
達患者を対象としたニロチニブ投与中止後の安全性と有効性を検討する多施設共同臨床研究

Stop Tasigna Trial

（STAT2）
」
（遺伝子発現に関する研究）
申請者：木崎昌弘（総合医療センター血液内科）
申請：平成 23 年 11 月 18 日 /12 月 20 日
審議結果：承認〔平成 23 年 12 月 6 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 24 年 1 月 10 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
36．申請番号 655
申請課題「性同一性障害を持つ生徒／児童の有病率調査」（疫学研究）
申請者：三木 明徳（大学病院産婦人科）
申請：平成 23 年 11 月 18 日 /12 月 21 日 / 平成 24 年 2 月 17 日
審議結果：承認〔平成 24 年 3 月 13 日〕
37．申請番号 656：
「ヒト上皮成長因子受容体遺伝子変異をもつ肺癌患者における肺癌発癌関連遺伝子同定に関す
る研究（NEJ study 007）
」
（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 23 年 12 月 17 日
審議結果：承認〔平成 23 年 1 月 10 日〕
，修正書類未提出
38．申請番号 657：
「埼玉医科大学国際医療センター心臓病センター（難治性心不全治療センター）による重症心
不全危険因子探索研究【abbrev. 重症心不全危険因子探索研究】」（遺伝子解析研究）
申請者：村松俊裕（国際医療センター心臓内科）
申請：平成 23 年 12 月 14 日
審議結果：承認〔平成 23 年 1 月 10 日〕
，修正書類未提出
39．申請番号 658：
「Klippel-Trenaunay 症候群の分子遺伝学的研究」（遺伝子解析研究）
申請者：山内秀雄（大学病院小児科）
申請：平成 23 年 12 月 20 日 / 平成 24 年 2 月 7 日
審議結果：承認〔平成 24 年 1 月 10 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 24 年 2 月 14 日〕
40．申請番号 659：
「消化管細菌叢と疾患の関連についての研究」（その他）
申請者：岡 政志（大学病院消化器内科･肝臓内科）
申請：平成 23 年 12 月 20 日 / 平成 24 年 2 月 20 日
審議結果：条件付承認〔平成 23 年 1 月 10 日〕，訂正書類受理〔平成 24 年 3 月 13 日〕
41．申請番号 660：
「EGFR 変異遺伝子，EML4-ALK 融合遺伝子検出にどのような検体が提出可能か」（その他）
申請者：萩原弘一（大学病院呼吸器内科）
申請：平成 23 年 12 月 22 日 /3 月 10 日
審議結果：承認〔平成 24 年 1 月 10 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 24 年 3 月 13 日〕
42．申請番号 661：
「薬物性肝障害の実態に関する前向き調査」（疫学研究）
申請者：持田 智（大学病院消化器・肝臓内科）
申請：平成 24 年 1 月 13 日
審議結果：承認〔平成 24 年 2 月 14 日〕
，修正書類未提出
43．申請番号 662：
「心臓カテーテル検査における詳細な心血管機能評価（一過性下大静脈閉鎖試験，ドブタミン
負荷試験）
」
（③その他：診療行為）
申請者：先崎秀明（国際医療センター小児心臓科）
申請：平成 24 年 1 月 14 日
審議結果：保留〔平成 24 年 2 月 14 日〕
44．申請番号 663：
「小児白血病患児での中枢転移の予防を目的としたメトトレキサート（MTX）の髄腔内投与に
おける体循環薬物動態および MTX 髄腔内投与伴う肝障害の発症メカニズムに関する研究」（遺伝子解析研究）
申請者：田中竜平（国際医療センター小児腫瘍科）
申請：平成 24 年 1 月 17 日 /2 月 25 日
審議結果：承認〔平成 24 年 2 月 14 日〕
，修正書類未提出
45．申請番号 664：
「薬物性肝障害に関連するバイオマーカーの探索研究」（遺伝子解析研究）
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申請者：持田 智（大学病院消化器・肝臓内科）
申請：平成 24 年 1 月 16 日
審議結果：承認〔平成 24 年 2 月 14 日〕
，修正書類未提出
46．申請番号 665：
「超高速・高分解能光干渉断層計の開発と臨床応用の有用性の検討」（新たに開発した装置の
臨床応用）
申請者：米谷 新（大学病院眼科）
申請：平成 24 年 1 月 20 日 /2 月 25 日
審議結果：承認〔平成 24 年 2 月 14 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 24 年 3 月 13 日〕
47．申請番号 666：
「トラスツズマブおよびタキサン系抗癌剤治療歴のある HER2 陽性の転移性または切除不能局
所進行乳癌において，トラスツズマブ＋カペシタビン併用療法（HX 療法）とラパチニブ＋カペシタビン併用療
法（LX 療法）とを比較するランダム化比較第 II 相試験における効果予測因子の探索的研究」（遺伝子解析を含
む臨床研究）
申請者：大崎昭彦（国際医療センター乳腺腫瘍科）
申請：平成 24 年 2 月 2 日
審議結果：条件付承認〔平成 24 年 3 月 13 日〕，修正書類未提出
（2）研究計画書の変更申請〔23 件〕
1．申請番号 582- Ⅱ：
「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」
（疫学研究・遺伝子解析）
申請者：西山正彦（先端医療開発センター）
申請：平成 23 年 3 月 19 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 4 月 12 日〕，平成 23 年度実施報告書で終了
2．申請番号 511：
「ヒト免疫応答修飾活性の試験管内評価」（③その他：ヒト細胞培養実験）
申請者：松下 祥（埼玉医科大学免疫学）
申請：平成 23 年 3 月 11 日
審議結果：変更受理〔平成 23 年 4 月 12 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
3．申請番号 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 23 年 3 月 17 日
審議結果：承認〔平成 23 年 4 月 12 日〕
，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
4．申請番号 568
申請課題：
「女子長距離走選手の引退後の妊孕性・卵巣機能に関するアンケート研究」
申請者：難波 聡（大学病院産科婦人科）
申請：平成 23 年 4 月 19 日
審議結果：条件付承認〔平成 23 年 5 月 10 日〕，修正書類未提出
5．申請番号 536- Ⅲ「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」（遺伝子解
析研究）
申請者：佐伯俊昭（国際医療センター乳腺腫瘍科）
申請：平成 23 年 4 月 7 日 /6 月 27 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 5 月 10 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 7 月 12 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
6．申請番号 570「性同一性障害患者の卵巣を用いた卵巣組織からの卵子採取および保存法の開発」（その他）
申請者：高井 泰（総合医療センター 産婦人科）
申請：平成 23 年 4 月 7 日 /4 月 27 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 5 月 10 日〕，平成 23 年度実施報告書で終了
7．申請番号 162- Ⅳ「神経疾患（遺伝性痙性対麻痺含む）の病態に関与する候補遺伝子研究」（遺伝子解析研究）
申請者：荒木 信夫（大学病院神経内科）
申請：平成 23 年 4 月 20 日 /8 月 20 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 9 月 6 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
8．申請番号 540- Ⅱ「アルツハイマー病総合診断体系実用プロジェクト（J-ADN 全国臨床研究）」（③その他：非
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ランダム化前向き研究）
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 4 月 12 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 5 月 10 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
9．申請番号 524「タモキシフェンの薬剤応答に関連した薬理遺伝学的・臨床薬理学的研究」
（遺伝子解析研究）
申請者：佐々木 康綱（国際医療センター臨床腫瘍科 腫瘍内科）
申請：平成 23 年 5 月 19 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 6 月 14 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
10．申請番号 554- Ⅱ
「Bevacizumab による高血圧症と蛋白尿発現の機序および予測に関する研究」
（遺伝子解析研究 ,
③その他（生体内代謝解析）
）
申請者：佐々木 康綱（国際医療センター腫瘍内科）
申請：平成 23 年 5 月 12 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 6 月 14 日〕，平成 23 年度実施報告書で終了
11．申請番号 600- Ⅱ「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：北村 晶（国際医療センター麻酔科）
申請：平成 23 年 5 月 17 日 /9 月 24 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 6 月 14 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 10 月 11 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
12．申請番号 262- Ⅳ「加齢黄斑変性の発症および進展に関する遺伝子の研究」（遺伝子解析研究）
申請者：森 圭介（大学病院 眼科）
申請：平成 23 年 6 月 9 日
審議結果：変更承認受理〔平成 23 年 7 月 12 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
13．申請番号 571- Ⅱ
「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」（疫学研究）
申請者：持田 智（大学病院消化器内科・肝臓内科）
申請：平成 23 年 6 月 10 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 7 月 12 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
14．申請番号 623- Ⅱ「日本人の固形がん患者におけるアプレピタント併用によるドセタキセル，デキサメサゾン
の薬物動態に対する影響についての分析」
（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 23 年 6 月 21 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 9 月 6 日〕, 平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
15．申請番号 416- Ⅱ「各種呼吸器関連疾患における遺伝因子同定に関する研究」（③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 23 年 8 月 6 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 9 月 6 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
16．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」
（その他）
申請者：荒木 信夫（大学病院神経内科）
申請：平成 23 年 9 月 21 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 10 月 11 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
17．申請番号 599- Ⅱ「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」（遺伝子解析研究）
申請者：杣 知行（大学病院呼吸器内科）
申請：平成 23 年 9 月 9 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 10 月 11 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
18．申請番号 532「1 型糖尿病における遺伝的素因の探索」（遺伝子解析研究）
申請者：雨宮 伸（大学病院小児科）
申請：平成 23 年 10 月 27 日
審議結果：軽微変更承認受理〔平成 23 年 11 月 8 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
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19．申請番号 626- Ⅱ「卵巣子宮内膜症組織を用いた培養モデルの開発と新規治療法の開発」（③組織検体を用いた
培養研究）
申請者：梶原 健（大学病院産科婦人科）
申請：平成 23 年 10 月 25 日 /11 月 29 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 11 月 8 日〕，修正書類受理〔平成 23 年 12 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
20．申請番号 482- Ⅳ「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」（遺伝子解析研究）
申請番号： 大竹 明（大学病院小児科）
申請：平成 23 年 6 月 23 日 /11 月 21 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 7 月 12 日〕修正書類受理〔平成 23 年 12 月 6 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
21．申請番号 587「妊娠初期における胎児性別診断についての研究」（遺伝子解析研究）
申請者：木村真智子（大学病院産婦人科）
申請：平成 23 年 12 月 19 日
審議結果：変更承認〔平成 24 年 1 月 10 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
22．申請番号 604- Ⅱ「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」（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 24 年 2 月 2 日
審議結果：変更承認〔平成 24 年 2 月 14 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
23．申請番号 631「研究資源バンクへの臍帯組織提供」（③学外への組織提供）
申請者：石原 理（大学病院産科婦人科）
申請：平成 24 年 2 月 28 日
審議結果：変更受理〔平成 24 年 3 月 13 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
（3）修正書類の受理等（3 件）
1．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」（その他）
申請者：山口 智 （埼玉医科大学東洋医学センター）
申請：平成 23 年 6 月 20 日
審議結果：修正書類受理〔平成 23 年 7 月 12 日〕平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
2．申請番号 203- Ⅱ「肺胞微石症の責任遺伝子同定に関する研究」（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 23 年 8 月 19 日
審議結果：研究再開承認〔平成 23 年 9 月 6 日〕，平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
3．申請番号 494- Ⅲ
「悪性高熱症の診断（筋生検および遺伝子解析による）」（遺伝子解析研究）
申請者：岡崎康司（ゲノム医学研究センター）
申請：平成 23 年 8 月 20 日 /9 月 28 日 /10 月 27 日
審議結果：承認〔平成 23 年 11 月 8 日〕平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
（4）研究の中止報告（3 件）
1．申請番号 538：
「癒着胎盤の発生機序と脱落膜との関連」（遺伝子解析研究）
申請者：梶原

健（大学病院産婦人科）

申請：平成 23 年 3 月 14 日
平成 23 年 4 月 12 日取り下げ書類提出

平成 22 年度実施報告書で終了

2．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安全性検討」（先進的研究）
申請者：宮澤光男（国際医療センター消化器外科）
申請：平成 23 年 3 月 16 日
平成 23 年 4 月 12 日取り下げ書類提出

平成 22 年度実施報告書で終了

3．申請番号 574「人胸鎖関節円板における神経終末の存在」（疫学研究）
申請者：織田 徹也（埼玉医科大学整形外科）
申請：平成 23 年 4 月 18 日
平成 23 年 5 月 10 日取下げ書類提出

平成 23 年度実施報告書で終了
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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）研究者に対する倫理の教育
平成 22 年 11 月 1 日付けで全部改正された『ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針』に関して，卒後教育委
員会主催，大学倫理委員会，ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会共催による講演会が，平成 23 年 7 月 1 日（金）
に開催された．
「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，講師は今井浩二郎先
生（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）であった．本講演会は，臨床研究に関す
る倫理指針で，
「臨床研究の実施に先立ち，
研究者等が臨床研究の倫理に関する講習その他必要な教育を受けること」
とされている講習を兼ね，倫理委員会委員，および研究者への倫理に関する教育として実施された．
（3）倫理委員会委員に対する教育
倫理委員会委員の教育の一環として，医学系大学倫理委員会連絡会議に出席し，情報を委員の間で共有している．
平成 24 年 2 月 3 日（金）〜 4 日（土）に第 44 回医学系大学倫理委員会連絡会議は岡山大学の主催で開催され，
大西委員と田邊委員が参加，総会には大西委員が出席した．
4）その他の委員会活動
（1）厚生労働省への報告等について
倫理審査委員会の設置者は，
「臨床研究に関する倫理指針」（平成 20 年厚生労働 省告示第 415 号）第 3 倫理審査
委員会（4）に基づき，平成 21 年 4 月 1 日以降平成 22 年度の情報について，厚生労働省へ報告した．さらに，
本委員会設置者，委員会規則，委員一覧，委員会業務手順，議事録〔一部〕を臨床研究倫理審査委員会報告システ
ムに登録し（IRB 番号：11000110）
，自由に閲覧できるようにしている．
（2）ヒトゲノム・遺伝子解析研究に対する実地調査
平成 23 年度の実地調査は，外部有識者（香川靖雄氏：学校法人香川栄養学園女子栄養大学 副学長）により平成
23 年 12 月 5 日と 6 日に実施された．大きな倫理指針の遵守違反は指摘されなかったが，連結可能匿名化の対応
表の保管場所について，LAN に接続した通常のコンピュータを使用していたため不適切とされたものが一件あっ
た．また，遺伝子解析研究の同意書の保存に関して，死後に試料の分析等を行う場合も考えられることから，電子
カルテ上だけでなく，
「同意書原本を別途保存すること」を原則とすることを，研究者に周知すべきとの指摘があっ
た．
（3）埼玉医科大学の他の倫理委員会との調整
埼玉医科大学関連の 3 病院，および保健医療学部の倫理審査委員会との調整に関しては，各倫理審査委員会から 1
人以上の委員が本委員会委員を兼任してもらい，定例会議において他の倫理審査委員会から議事録の提出を受け，
倫理審査で問題となった事例について，意見交換を行い，検討すべき問題を抽出している．平成 23 年度は，第
107 〜 117 回の大学病院 IRB 議事録，第 48 〜 59 回の国際医療センターアイ･アール･ビー委員会議事録，第 63
〜 72 回の総合医療センター倫理委員会議事録，および平成 22 年度第 7 回と平成 23 年度第 1 〜 9 回の保健医療
学部倫理委員会議事要旨を受理した．審査結果の表現について病院の倫理委員会は「承認」，
「条件付承認」，
「保留」
，
「非該当」となっているが，保健医療学部倫理委員会の審査結果に「変更の勧告」という表現が使用され（保留に
相当）
，修正した研究計画書を提出した場合には申請番号○ -2 として再申請となる．また，大学院修士課程の申請
には申請番号 M- ○という附番で審査を行っている．今後，大学院修士課程の申請は複数の倫理委員会に対して申
請する場合もあると予想されることから，他の倫理委員会と整合性をもたせる必要があるか，確認していく．また，
国際医療センターアイ･アール･ビー委員会にて，審議結果が「却下」となった事例があり，どの様な場合が「却下」
になるのか，意見交換を行ったが，ある程度基準がひつようとの意見があった．
（4）実施報告書の書式変更について
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針では，「研究責任者は，ヒトゲノム・遺伝子解析研究の実施状況に
ついて，研究を行う機関の長に 1 年に 1 回以上，定期的に文書で報告しなければならない．」とされており，報告
事項に関する細則において，実施状況の定期報告事項として，一般的に①提供された試料等の数，②試料等の保管
の方法，③外部の機関への試料等又は遺伝情報の提供数，提供理由，④ヒトゲノム・遺伝子解析研究が実施された
試料等の数，⑤研究結果，研究の進捗状況，⑥問題の発生の有無，⑦試料等の提供が行われる機関にあっては，上
記のほか，匿名化を行った試料等の数とされている．また，臨床研究に関する倫理指針でも，「研究責任者は，毎
年一回，臨床研究の進捗状況並びに有害事象及び不具合等の発生状況を臨床研究機関の長に報告しなければならな
い．また，臨床研究を終了したときは，臨床研究機関の長にその旨及び結果の概要を文書により報告しなければな
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らない．
」とあり，細則により，報告時期については各々の臨床研究機関において，適切な時期を定めることとなっ
ている．従来の実施報告書では不十分であり，平成 23 年度実施報告書から実施報告書（別紙様式 4），およびヒ
トゲノム・遺伝子解析研究経過報告書（別紙様式 4- Ⅱ）に「研究計画書に記載された研究期間（開始〜終了年月日）
」
の記載欄を設けること，および，ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書には個人情報管理責任者と個人情報管理
補助者の記載欄も設けることになった．提出期限は平成 23 年度末（平成 24 年 3 月 31 日締切）までとし，審査
結果通知書に『適切に修正した書類を研究開始前に提出すること』と記載されている研究課題については，修正書
類が提出されているかを確認することになった．また，「次年度への継続」という項目を削除する方向で検討して
いる．

4．評価と次年度（平成 24 年度）目標
研究計画の審査などに関しては，倫理指針に則って委員会の役割を果たしており，遺伝子解析研究に対しては，外
部有識者による実地調査を継続している．平成 23 年度は，概ねの目標は達成されている．
次年度については，各種倫理指針の遵守に関する通知がきており，本委員会に年 1 回提出する実施報告書の内容
から，指針を遵守して研究が実施されていることを把握することを目標にする．さらに，学外向けホームページ等へ
委員会規則，委員会委員名，委員会開催日などの項目はすでに公表しているが，倫理委員会議事要旨の公表範囲に関
しては検討中であり，研究課題・研究実施責任者名・審査結果のみを閲覧できるような議事録にして公表するか，次
年度に結論を出し，実施する．また，｢ 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 日から施行されたが，生殖医療の専門家を含めた倫理審査が必要で，倫理審査の申請があった場合は，埼玉医
科大学生殖補助医療研究審査専門部会等の設置を検討する．さらに，｢ ヒト幹細胞に関する臨床研究の倫理指針 ｣ も
施行され，ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会と協力して対応するように，専門部会の規則を変更する．
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1．1）
（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

部会員

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：大学病院精神医学科 : 教授

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

池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：国際医療センター輸血･細胞移植科 : 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 24 年 3 月 31 日までである．
事務局（対渉外）
：伴塲裕巳（BAMBA, Hiromi）：保健医療学部 健康医療科学科
（対学内）
：高木理英（Takagi, Rie）
：医学部免疫学

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 細胞の樹立及び分配に関する指針，ヒ
ト ES 細胞の使用に関する指針およびその他関連法令等を遵守しているかについて審議する．さらに本学において人
間の尊厳及び人権が尊重され社会の理解と協力を得られた研究の適正な推進を図ることを設置目的としている．平成
23 年度は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ことを目標とする．

3．活動報告
①卒後教育セミナーの開催
「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，部会員および研
究者の教育研修として研究倫理に関するセミナーを開催した．
開催日：平成 23 年 7 月 1 日
講演名：
「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
講

師：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，再生医療推進室再生医療専門官
今井 浩二郎
場

先生

所：本部棟 1 階第 3 講堂（全キャンパスに向けテレビ会議システムを使用）

参加者：36 名
内訳

毛呂山キャンパス

28 名

川越キャンパス

6名

日高キャンパス

2名

②ヒト ES 細胞使用研究に対する指針遵守指導
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 ES 細胞使用研究が最終年にあたり，指針に則り使用終了
に伴う諸手続きについて指導を行なった．

4．評価と次年度目標
平成 23 年度に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あたり，指針に則り使用終了の
手続きを行なった．これにより適正な生命倫理感を持ち，社会から信頼される研究を推進した教育機関としての役割
を果たしたことが証明できた．よって本部会の設置の目的は概ね達成された．
部会員と研究者間で情報の共有を図る目的で大学倫理委員会共に教育研修を積極的に行なったことは，本学において
生命倫理に関わる指針の遵守を推進する本部会の役割を果たし，当該年度の目標は達成された．今後も指針を遵守す
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べく他の倫理審査委員会と連携し，役割分担を考えながら申請において研究者が混乱を来さないよう鋭意努力する．
次年度は，再生医療研究の発展に伴い，関連省庁の指針の改廃に適合した研究が本学において円滑に行なわれるよう，
審査環境の整備をしていく方針である．
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1．2）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
各委員の都合等を考慮し，今年度より定例会議は概ね隔月とし，身体的治療の適応判定は，これまで通り毎月（但
し，定例会議のない月は書面による）判定とする．
①第 53 回

定例会議（平成 23 年 4 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 2 人

欠席 7 人

議事：身体的治療に関するパンフレット案に関しては，これまでに提示されたものを使用していくこととなった．
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から，総合医療センター IRB に申請するこ
とについて , 更に検討していくこととなった．平成 23 年 3 月 11 日の震災以後，ジェンダークリニックの患者
数は激減しており，性同一性障害以外の性障害も対象として検討することとなった．議事録あり．
②第 54 回

定例会議（平成 23 年 6 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 3 人

欠席 6 人

議事：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から，実施者を決め，医療センター
IRB に申請する方針を決めた．平成 23 年 3 月 11 日の震災以後，ジェンダークリニックの患者数の減少はやや
持ち直しており，性同一性障害以外の性障害も対象とするか否かは，ジェンダークリニックの現場に任せること
となった．議事録あり．
③第 55 回

定例会議（平成 23 年 7 月 15 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：手術療法の prospective な満足度調査について，更に検討を重ねることとなった．性同一性障害以外の性
障害も対象とするか否かは，患者数の回復傾向を見守りながら，原則的にはジェンダークリニックの現場に判断
を任せることを確認した．議事録あり．
④第 56 回

定例会議（平成 23 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：手術療法の prospective な満足度調査について，更に検討を重ねることとなった．性同一性障害以外の性
障害も対象とするか否かは，患者数の回復傾向も配慮して検討し，ジェンダークリニックの現場に判断を任せる
ことを改めて確認した．身体的治療の判定までの期間短縮することを検討した．ジェンダークリニックにおいて，
98

委員会・会議報告

乳房切除術についての手術費用について，患者の希望を訊いたところ，60 万円以下であれば，国内で乳房手術
を受けたいという意見が多かったことが報告された．議事録あり．議事録あり．
⑤第 57 回

定例会議（平成 23 年 11 月 7 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：手術療法の prospective な満足度調査について，進捗状況に関する報告があり，IRB への申請準備はでき
ているが，総合医療センター形成外科内において人事面で極めて流動的な事態があることから，実施者の問題も
あり，まだ提出に至っていない旨，報告があった．ジェンダークリニックの患者数は若干の回復ないし横ばい状
態であり，他の性障害に関する治療に関しては，若干名開始しているが推移を見守りたい旨，報告があった．議
事録あり．
⑥第 58 回

定例会議（平成 24 年 1 月 20 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：手術療法再会に尽力した総合医療センター形成外科・百澤明委員が山梨大学に移ることが報告された．手
術療法の prospective な満足度調査について，IRB への申請が必要なことに変わりはなく，実施者を決めて申請
するように要請した．山梨大学でも百澤委員が引き続き手術療法を行えるよう，協力体制を保っていくことを確
認した．議事録あり．
⑦第 59 回

定例会議（平成 24 年 3 月 23 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：百澤委員の山梨大学形成外科科長就任が正式に決まり，後任医師として着任する医師も決定したことが報
告された．手術療法の prospective な満足度調査について，IRB への申請を科長と後任の医師が実施者となって
申請することとなった．過去の手術例について，その合併症と認められるものについては，保険診療として請求
を出してみることについて議論された．平成 25 年 3 月 23 〜 24 日，石原理委員が大会長となって第 15 回 GID
学会が大宮ソニックシティで行われ，当委員会を中心として積極的に協力していくことが確認された．議事録あ
り．

4．自己評価と次年度活動方針
平成 23 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．国内での手術
療法を受け易くするための条件の検討．
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，FTM の乳房セ切除術と MTF の性別適合手術について，実施数も着実に増え，目標を達成しつつある．
③については，通院数は回復傾向を示しているものの，後半は横ばい状態で目標を達成できたとは言い難かった．
性同一性障害以外の性障害についても，少数ではあるが治療を開始した．
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し，北陸地方でも手術療法を行うべく
意見書を提出するなど，更に目標の達成に近づいた．
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という傾
向は昨年同様なお続いている．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，ここ数年同様の傾向にある．次年度は，百澤委員に引き続き，委員を継続してもらい，手術費用面
でも，山梨大学との協力・連携を深めて行きたい．
次年度は，②〜⑤を再度次年度目標として継続するほか，次を加えることとする．
⑥平成 25 年 3 月の GID 学会成功に向け，協力体制を築いて行く．
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1．3）特許委員会
1．構成員
委員長

岡﨑康司（OKAZAKI, Yasushi）: ゲノム医学研究センター : 教授（任期 H24.3.31）

副委員長
委員

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

濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）: 副理事長
丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）: 専務理事
別所正美（BESSHO, Masami）: 医学部長，大学病院血液内科 : 教授
石井郁夫（ISHII, Ikuo）: 保健医療学部医用生体工学科 : 教授
御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）: 総合医療センター腎高血圧内科
松下

: 教授

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

安河内正文（YASUKOCHI, Masafumi）: 医学研究センター : 客員講師
小室秀樹（KOMURO, Hideki）: 大学事務部々長
須田立雄（SUDA, Tatsuo）: ゲノム医学研究センター : 客員教授
飯野

顕（IINO, Akira）: 医学研究センター : 客員教授

オブザーバー
事務局

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）: 学長

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
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
渡辺

努（WATANABE, Tsutomu）: 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 23 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

3．平成 23 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 29 件の特許出願の申請が審議された．
第 57 回特許委員会

平成 23 年 4 月 26 日開催

3 件の特許出願を審議

第 58 回特許委員会

平成 23 年 5 月 24 日開催

1 件の特許出願を審議

第 59 回特許委員会

平成 23 年 7 月 26 日開催

1 件の特許出願を審議

第 60 回特許委員会

平成 23 年 9 月 27 日開催

5 件の特許出願を審議

第 61 回特許委員会

平成 23 年 10 月 25 日開催 2 件の特許出願を審議
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第 62 回特許委員会

平成 23 年 12 月 2 日開催

第 63 回特許委員会

平成 22 年 12 月 22 日開催 2 件の特許出願を審議

4 件の特許出願を審議

第 64 回特許委員会

平成 24 年 1 月 20 日開催

1 件の特許出願を審議

第 65 回特許委員会

平成 24 年 2 月 21 日開催

1 件の特許出願を審議

第 66 回特許委員会

平成 24 年 3 月 27 日開催

9 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 139 名 / 年）．平成 23 年度の科学研究費補助金の新規採択者 35 名のう
ち 18 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特許権を 2 件成立させること
ができた．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 5 件，採択 2 件，支援総額 106 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，医薬品・医療機器メーカーへのノウハウ提供
に係る契約 1 件，特許を実施したことによる実施料収入が 1 件あった．総計で 2 件 1207 万円の知的財産収入を得
ることができたが，目標数には至らなかった．次年度も，技術移転活動を引き続き挑戦する．
知財をベースとした外部研究資金の獲得については，JST A-STEP シーズ顕在化タイプに申請を行い 2 件採択に至
ることができた．
次年度も，知的財産の活用に向けて技術移転活動を活発に進めていくとともに，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 2 件）

④

知財をベースとした外部研究資金の獲得
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1．4）グラント選考委員会
1．構成員
委員長
松下
委

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

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長（医学部長）（任期：H24.3.31）
大野良三（OHNO, Ryouzo）: 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）
小山

勇（KOYAMA, Isamu）: 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, Koiti）
：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,Jyuniti）
：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（HMAGUTI, 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 23 年 8 月 24 日）於：本部棟 2 階会議室

出席 17 人

議事：平成 23 年学内グラント選考
23 年度学内グラント応募・審査状況
総応募数

29 件（医学部

26 件，保健医療学部

3 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：12 件
2）臨床に密着した単一の基本学科による研究

：16 件

3）社会医学的研究

：1 件

総採択件数：12 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：6 件
2）臨床に密着した単一の基本学科による研究：6 件
3）社会医学的研究
①増谷

：0 件）

聡（医学部・講師：国際医療センター小児心臓外科）23 年度 140 万円

小児の駆出率の保たれた心不全の発症予測と病態解明
②保坂利男（医学部・講師：大学病院内分泌・糖尿病内科）23 年度 140 万円
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GLUT4 小胞輸送による必須な蛋白同定による糖尿病治療薬の開発
③横尾友隆（医学部・助教：ゲノム医学研究センター）23 年度 140 万円
新規消化管ホルモン IBCAP を標的にした膵β細胞再生の分子基盤の解明
④宮内

浩（医学部・助教：大学病院脳神経外科）23 年度 140 万円

生体吸収性素材を併用した自己組織化素材と自己組織幹細胞を用いた頭蓋骨再生法の開発
⑤神田将和（医学部・助教：ゲノム医学研究センター）23 年度 140 万円
次世代シーケンサーによる高速な既知の疾患遺伝子スクリーニング系の開発
⑥宮澤光男（医学部・教授：国際医療センター消化器外科）23 年度 100 万円
肝胆膵術後，胆管−腸吻合部合併症予防を目的とした生体吸収性ステントの臨床応用
⑦佐藤

毅（医学部・講師：大学病院口腔外科）23 年度 100 万円

ビスフォスフォネート関連顎骨壊死に対する低侵襲な外科療法開発のための基礎的研究
⑧松本征仁（医学部・講師：分子生物学）23 年度 100 万円
神経ペプチドを利用した多能性幹細胞から膵β細胞の分化・再生誘導と糖尿病の再生医療
⑨伊地知暢広（医学部・特任研究員：ゲノム医学研究センター）23 年度 100 万円
次世代シーケンサーを活用した乳がんの新規診断・治療法の開発
⑩水野由美（医学部・特任研究員：ゲノム医学）23 年度 90 万円
ペルオキシゾーム局在プロテアーゼ Tysnd1 の脳神経系での役割
⑪阿部佳子（医学部・講師：総合医療センター病理学）23 年度 80 万円
皮膚扁平上皮癌におけるエストロゲンの役割
⑫周東真代（保健医療学部・助教：健康医療科学科）23 年度 80 万円
小型尿路上皮細胞癌が持つ癌幹細胞的性格について

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．
次年度においては，学内グラントの役割の一つに文科省等の科研費への積極的応募支援も視野に置き募集カテゴ
リーを改定し，丸木記念特別賞の復活と，文科省科研費応募研究計画調書を基にした一般の募集との 2 本立てで学
内グラントの募集を行い，医学研究センターと連携しなら，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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1．5）動物実験委員会
1．構成員
委員長

森

隆（MORI, Takashi）
：医学部 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
委員

鈴木政美（SUZUKI, Masami）
：医学部 中央研究施設 実験動物部門：准教授（任期：H24.3.31）

坂本

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

田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：医学部 総合医療センター 病理部：教授（任期：H24.3.31）
西川

亮（NISHIKAWA, Ryo）
：医学部 国際医療センター 脳神経外科 : 教授（任期：H24.3.31）

三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）
：医学部 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）
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：保健医療学部 健康医療科学科 : 教授（任期：H24.3.31）
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：医学部 薬理学：准教授（任期：H24.3.31）
中島孔志（Nagajima, Kohshi）
：保健医療学部 医用生体工学科：講師（任期：H24.3.31）
横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）
：医学部 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 23 年度各キャンパスから提出された動物実験計画書 206 件，実験室設置承認申請書 25 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 36 件，施設等（動物実験室）廃止
届 3 件，追加変更届 48 件について審査を行い承認した．
②随時メール審査を開催し，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審査
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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1．6）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
委

員

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：微生物学：教授（任期：H24.3.31）
池田正明（IKEDA, Masaaki）
：生理学：教授（任期：H24.3.31）
森

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

松井政則（MATSUI, Masanori）
：微生物学：准教授（任期：H24.3.31）
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：薬理学：准教授（任期：H24.3.31）
荒木智之（ARAKI,Tomoyuki）
：分子生物学：講師（任期：H24.3.31）
井上郁夫（INOUE, Ikuo）: 内分泌内科・糖尿病内科 : 准教授（任期：H24.3.31）
江口英孝（EGUCHI, Hidetaka）: 先端医療開発センター : 准教授（任期：H24.3.31）
荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）: 分子生物学 : 講師（任期：H24.3.31）
池田和博（IKEDA, Kazuhiro）: ゲノム医学研究センター : 講師（任期：H24.3.31）
加藤英政（KATO, Hidemasa）: ゲノム医学研究センター : 講師（任期：H24.3.31）
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）

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 24 年 3 月 15 日）於：基礎医学棟・4 階カンファレンスルーム

出席 11 人 委任状出席

者1人
議事：
1．本年度以降の新委員と委員長について
現委員長以下委員 12 名が継続することとなった．
2．平成 23 年度の「第二種使用等拡散防止措置承認申請書」申請数・「第二種内容変更願い」・
「遺伝子組換え生物等譲渡届」届出数について，報告があった．
3．
「組換え DNA 実験安全管理規則」の見直しについて
三谷委員長より，
「カルタヘナ法第 3 条の規定に基づく基本的事項」に対応するため，規則の見直しと体制の整
備の必要性が指摘され，来年度に向けて進めていくことが確認された．
4．組換え DNA 実験室設置の承認手続きについて
組換え DNA 実験室設置承認申請書（案）が委員長により提示された．承認申請書と承認書とは別様式にする方
向で，規則の見直しと同時進行で，改定案を作成することとなった．

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 ｣76 件，｢ 遺伝子組換え生物等譲渡届 ｣8 件であった．
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1．7）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）
長谷川正博（HASEGAWA, Masahiro）
：保健医療学部：准教授（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
①平成 23 年度第 1 回 RI 安全委員会（平成 23 年 5 月 12 日）
於：基礎医学棟地下 2 階カンファレンスルーム，出席者 11 人

欠席者 2 人

議事：
1）文部科学省からの依頼文書「放射線測定への協力依頼について」への対応について
2）全学 RI 安全委員会運営規則について
②平成 23 年度第 2 回 RI 安全委員会（平成 23 年 7 月 4 日）
於：基礎医学棟 4F カンファレンスルーム，出席者 9 人

欠席者 4 人

議事：
1）7 月以降の福島県における放射線測定への協力について
2）福島県への派遣に関する報告書について
3）大学 RI 研究施設の変更許可申請について

4．評価と次年度目標
毛呂山キャンパスでは，利用率の高い共同利用の測定装置である液体シンチレーションカウンターが更新され，利
便性が高められた．また，今年度は当委員会で議論し，文部科学省からの依頼である福島県警戒区域へ一時帰宅する
住民の放射線測定業務に派遣ができたことから社会貢献も果たせたと考える．
各放射線施設の安全管理に関する情報共有も進んでおり，委員会としての目標は概ね達成できたと考える．次年度
も全学的な放射線安全管理に貢献していき，中央省庁からの依頼などがあれば検討をしていきたい．
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1．8）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：H24.3.31）

副委員長 松井 政則（MATSUI, Masanori）
：微生物：准教授（任期：H24.3.31）
委員

渡辺 典之（WATANABE, Noriyuki）：臨床検査医学：技師（任期：H24.3.31）
堀江 公仁子（HORIE, Kuniko）ゲノム医学遺伝子情報制御：准教授（任期：H24.3.31）
森 隆（MORI, Takashi）: 総合医療センター研究部：准教授（任期：H24.3.31）
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：H24.3.31）
綿貫 公男（WATANUKI, Kimio）
：施設部：部長（任期：H24.3.31）

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
①第 1 回部門会議（平成 24 年 2 月 23 日）於：基礎医学棟 4F カンファレンスルーム

出席 7 人

欠席 1 人

議事：1）委員の紹介と連絡先の確認，2）委員会規則案と病原体等安全管理規程案の配布と説明（委員長）
，3）
管理規程案についての意見交換
議事に基づき，委員会規則案と管理規程案の細かい修正を行い，3 月の研究センター運営会議に諮ったうえで医
学研究センターホームページに約 1 月間掲載し，広く意見を求め修正後，5 月以降の研究センター運営会議およ
び教員代表者会議での承認を目指すこととした．
②本年度 3 月 8 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．これについて学内調査を行い，
H24 年 4 月 16 日回答を行った．

4．評価と次年度目標
今まで課題となっていた病原体等安全管理規程案をようやく作成することができた．次年度は教員代表者会議での
承認の後，常任理事会での承認をいただきたい．管理規程に基づく管理体制の確立は，組換え DNA 実験安全委員会
による管理活動と連携して進めていきたい．
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1．9）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）: 国際医療センター婦人科腫瘍科 : 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）

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
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．
4 月 8 日第一段階自己申告書の提出を依頼し，提出された第一段階自己申告書（253 件）と昨年著しく遅れて提
出されていた第一段階自己申告書（3 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（249 件）と第
二段階の申告書の提出が必要なもの（7 件）について 6 月 28 日第 1 回 COI 管理委員会を開催して審査し , 審査結果
を文書で通知した．その後文部科学省科学研究費補助金や厚生労働科学研究費補助金等公的研究費を受領しながら申
告のない者が認められたので改めて提出を依頼した．これによって提出された申告（79 件：企業等との関係等がい
ずれもないと申告されたもの 76 件と第二段階の申告書の提出が必要なもの 3 件）について第 2 回委員会（メ−ル会
議）を行い , 審査 , 結果通知をした．さらに遅れて提出された企業等との関係等がいずれもないと申告されたもの（1
件）について第 3 回委員会（メ−ル会議）で審査した．著しく遅れて提出された第一段階の申告書（18 件 ,5 件）に
ついては，来年度審査することとした．
平成 23 年度公的研究費
（厚生労働科学研究費 , 文部科学省科学研究費等）に係わる説明会において「利益相反
,
（COI）
管理について」説明した．6 月 13 日（川越）
・14 日（毛呂）
・16 日（日高）
・7 月 13 日（毛呂）
・9 月 7 日（毛呂）
・
10 月 25 日（毛呂）
1）審査の経過
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4月8日

自己申告書提出依頼（締め切り 5 月 16 日）

5 月 16 日

提出期限を 5 月 31 日に延長

6 月 28 日

第 1 回 COI 管理委員会

7月4日

第二段階申告の必要のないもの 249 件と必要な 7 件について , 審査結果を通知

7 月 12 日

学長へ審査結果の報告

7 月 13 日

文科研費・厚労科研費採択者の COI 申告書提出を照合

7 月 19 日

研究支援課より提出してない先生へ提出依頼メ−ル（締め切り 7 月 25 日）

7 月 25 日

未提出の研究者へ研究支援課より TEL 連絡（締め切り 7 月 31 日）

9月5日

第 2 回 COI 管理委員会

9月6日

遅れた申告書の第 2 段階申告が必要ないもの 75 件と必要な 3 件 , 審査結果を通知

9月7日

第一段階申告書 1 件提出あり

9 月 16 日

審査結果を通知

9 月 12 日

第 3 回 COI 管理委員会

9 月 29 日

第一段階申告書 18 件提出あり , 来年度審査する旨文書で通知した（9 月 30 日）

2 月 21 日

第一段階申告書 5 件提出あり , 来年度審査する旨文書で通知した（2 月 22 日）
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2011 年度 COI 申告，審査経過のまとめ

6.28 までの申告
追加申告（8/30）
遅れた申告
昨年度遅れた申告書
合計

計

第一段階
全てなし

253
79
1
3
336

236
75
1
3
315

今後の
可能性有
10
1

第二段階申告
要請必要
7
3

11

10

第二段階
申告要請
7
3

10

申告あり
審査済
7
3

10

2）委員会の開催
第 1 回 平成 23 年 6 月 28 日，9 号館

4F 会議室，出席 4 人 , 欠席 1 人

議事：第一段階申告への審査・第二段階申告に基づき審査
（議事の詳細は議事録に記載されている）
第 2 回 平成 23 年 9 月 5 日

メ−ル会議

議事：遅れた第一段階申告の審査 , 第二段階申告に基づき審査
（議事の詳細は議事録に記載されている）
第 3 回 平成 23 年 9 月 12 日

メ−ル会議

議事：遅れた第一段階申告 1 件の審査

4．評価と次年度目標
本年度は昨年同様，年度初めに自己申告書提出を依頼し , 学長への報告は昨年度より早く行うことができた．今年
度は文部科学省科学研究費補助金・厚生労働科学研究費補助金受領研究者で申告のなかった者を確認して提出を依頼
した．そのため提出期限が遅延して審査の終了に手間取った．公的研究費を受領した研究者は全員申告済みである．
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．来年度は利益相反規
定第 4 条 1 項第 2 号「大学内における研究費の配分を審査 , 決定する立場にある者」第 3 号「大学内に設置された
委員会の委員長」に拡大し，提出対象とする．
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1．10）図書館委員会
1．構成員
委員長

鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：附属図書館館長（大学病院腎臓内科教授，地域医学・医療センター教授）
平成 26 年 3 月まで

委

員

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）
：医学基礎部門英語准教授，平成 26 年 3 月まで

村越隆之（NAGASHIMA, Masabumi）：基礎医学部門生化学教授，平成 26 年 3 月まで
山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）：大学病院神経内科・脳卒中内科教授，平成 26 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）平成 26 年 3 月
まで
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 26 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 26 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）平成 26
年 3 月まで
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）
：保健医療学部理学療法学科教授，平成 26 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 26 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 23 年 6 月 7 日，附属図書館 1 階会議室，（代理 1 人を含む）出席 9 人，欠席 1 人），第 2 回（平
成 24 年 1 月 10 日，附属図書館 1 階会議室，出席 8 人，欠席 2 人）
2）主な協議事項（報告事項を含む）
第1回
1）平成 22 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．年度当初に間瀬年康教授（保健医療学部健康医療科学科）が日高キャンパス分
館長に就任したこと，附属図書館館長が交代し，鈴木洋通教授（腎臓内科，地域医学・医療センター）が第 11
代附属図書館館長に就任したこと，ほか 1 年間の人の動きが報告された．
・
「平成 22 年度利用サービスの状況」が報告された．入館者数が 4 キャンパスすべてで増え，トータルで
130,208 人となった（前年度比 106％）
．貸出者数が日高，川角でいずれも増えた．相互貸借件数で，貸し件数
が減少した（89％）
．データベースでは Ovid で減り（89％），医中誌で増えた（111％）．
・各キャンパス特記事項は，
次のとおり．データベース Scopus 提供開始（4 月），8 月休館して 2 階保存書庫内図書，
うち和書のバーコードラベル貼り，3 次長計（長期総合計画，「附属図書館」の項）原稿作成（10 月），図書館
業務システム CARIN リプレイス（手続き，移行作業，年度末），東日本大震災被災，復旧作業，計画停電対応（平
成 23 年 3 月 11 日以降，以下各キャンパスも同じ）（以上，附属図書館），8 月休館してシステムを使った初の
蔵書点検，
書架側板サイン取り付け（平成 23 年 3 月，以上総合医療センター分館），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（2 分野）設備図書受入（5 月，川角
も 1 分野について同様受入）
，10 月 1 日から開館時間を 45 分延長して 19：45 までとした，CiNii（NII 論文情
報ナビゲータ）機関定額制利用申請手続き（提供開始，平成 23 年 1 月，以上日高キャンパス分館），理学療法
学科 4 年生の実習期間中の貸出延長の扱い（平成 23 年 3 月），2 階ゼミ室（セミナールーム，6 室）設置工事（3
月，利用開始，5 月，以上川角キャンパス分館）
・大震災被災報告が行われた（詳細，資料あり）．附属図書館では，被害は概ね図書の落下に限定された．とくに
4 階（上・下積層書庫）で激しく（写真あり），これに，交通手段の問題もあり，復旧には，3 人から最大 9 人
態勢で 7 日間を要した，なお，図書館業務システムのリプレイスで，移行作業中ということもあり，以降の計
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画停電対応でも苦労した．また，全学で 2 桁の冊数で修理が必要になった．なお，「医学図書館」誌の 3 号（9
月刊）で大震災が特集され，当館も被災（事例）報告で原稿が依頼された．
・また，特定非営利活動法人日本医学図書館協会（以下「協会」）で行われた東日本大震災被災報告まとめ（資料
あり）から，概略報告が行われた．被災した 37 館（当館を含む）について，人的，物的被災，開館状況，その他，
ILL 受付対応，ほかの項目で調査が行われたもの．関連して，協会で行われた「復興支援活動」が紹介された（資
料あり）
．
・川角で報告中のゼミ室設置の経緯について，簡単な説明があった．
2）平成 22 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
算額に沿った執行が行われた．なお，別途，医科学専攻設置に伴う設備図書で 107 万円（生体機能科学分野，
生体医工学分野）
，44 万円（理学療法学分野）が支出され，ほかに，ゼミ室設置工事，これに伴う書架移動で，
それぞれ 199 万円，53 万円が支出された．
・すでに経理部提出済みの平成 23 年度予算要求（概算要求一覧）について，決算理事会後の 6 月 3 日に，附属図
書館，日高，川角各館宛て予算通知が行われたが，通知額は各部署からの要求額を取りまとめたもの，個別承認
したものでないことが付言されている．
3）電子コンテンツ関連（前回委員会以降の動きと 2012 年の課題，報告，資料あり）
・4 月 1 日に文献管理ツール RefWorks と同時に EndNote Web 版を提供することにした．EndNote Web 版の日本
語対応について，検証もできたので提供に踏み切ったもの．
・電子ジャーナルの利用統計が COUNTER でより正確にとれるようになったことから，パッケージ（8 件）個々に，
費用対効果をみたもの（利用データは，2010 年）．1 利用論文あたりの費用では，Springer で高く（1,969 円）
，
Oxford Journals で低かった（306 円）
．この評価が行われた．
・LWW Fixed 100（Print Retain）のパッケージとしての提供が 2012 年からなくなる．冊子体で 37 タイトル購読
中．100 で利用できていたタイトルのカバーが課題になる．
第2回
1）2012 年電子コンテンツ（報告，情報教育・管理室）を承認した．検討項目，結論部分が個々に次のとおり報
告された．
・
（3 キャンパスで）購読中の出版社 SAGE のタイトル（12 タイトル，契約形態はまちまち）を，とくに冊子 + 電
子で電子部分の利用できる範囲が最新年 + 過去 1 年でしかないことから，電子版に一本化した．
・相互貸借申込みデータからは，3 年連続で 5 教室以上からのものは 2 タイトル，いずれも既購読誌だったため，
新規購読候補誌はえられなかった．
・エンドユーザからの希望で，1 タイトルを電子切替，1 タイトルを後日シリーズまとめて検討に付すこととし，
見送った．
・SpringerLINK は，JUSTICE（大学図書館コンソーシアム連合）での提案（3 年間の特別包括提案）にバックファ
イルが含まれ，この部分の一括払いを含む前年比 13％アップもあるが，2013，2014 年の値上げなし，があり，
コンソーシアムに参加することにした．
・LWW のパッケージ Fixed 100（100 タイトル，冊子購読条件あり）がなくなったことに伴って，既購読冊子を
打ち切り，前年の費用総額内で，Fixed 50（冊子購読条件なし）を核にして，その他のタイトル（既購読誌，ほ
か 100 に含まれていて利用度の高いタイトル）を選択するというパッケージをボリュームディスカウントの有
無などから選択した．100 に含まれない 1 タイトルを含む既購読冊子（38 タイトル）は中止し，電子版 35 タ
イトルを 50 に追加した．結果的に 100 で利用できていたタイトルの累積利用件数（2010 年）の 98.92％がカバー
できることになった．なお，Fixed 50 は 100 に含まれない 5 タイトルを含む．
・最新看護索引 Web で日本看護学会論文集の電子版 PDF が無料で閲覧できるようになったこと，（年間換算で 63
千円と）安価であることから最新看護索引 Web を新規に契約することにした（1 月提供開始，予算は，保健医
療学部看護学科図書館費）
．
・STAT!Ref で，Schwartz's Principles of Surgery が提供されなくなり，入替候補 2 タイトルのうちから，価格，評
価指標（Doody's Star Rating）などから Oxford Textbook of Surgery を選択した．
2）平成 24 年度事業計画（案，4 キャンパス）を承認した．提出期限は，1 月 31 日（火）である．各館ごと，特
記事項は次のとおり．
3 階一般書架が窮屈になり，夏に休館しての除架作業，ほか（附属図書館），取得申請中のブックポスト設置，ほ
か（総合医療センター分館）
，購読中の国内誌の電子化状況調査，ほか（日高キャンパス分館），視聴覚室テレビ
1 台の地デジ化対応，更新，ほか（川角キャンパス分館）
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3）平成 24 年度予算要求（概算要求一覧，報告，4 キャンパス）を承認した．12 月 24 日（土）期限内に，各館
ですでに提出済み．日高，川角，川越では，それぞれ 12 月 20 日，12 月 22 日開催の各分館図書館委員会で，
概算要求一覧（案）が検討された．特記事項は，各館，次のとおり．
・附属図書館では，電子切替がすすみ，電子版予算が増額されたが，資料費，維持費合わせた額で前年度比 4,300
千円の減額となった．
・総合医療センター分館でも外国雑誌代を大幅に減らし，資料費，維持費の括りでともに減額とした．
・日高キャンパス分館では，大学院修士課程のために，医科学専攻理学療法学分野を含み，資料費で 1,000 千円
を計上済み．
・川角キャンパス分館では電子版に 300 千円を計上した．

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 23 年度は 2 回の開催にとどまった．
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1．11）全学自己点検・評価委員会
1．構成員
委員長

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長（〜 7 月），別所正美（BESSHO, Masami）：学長（8 月〜）

副委員長

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長（〜 7 月）
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）（8 月〜副委員長）
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，副学長（8 月〜副委員長）
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：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
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）：国際交流センター長
織田弘美（ODA, Hiromi）
：学生部長
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：図書館長
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：医学教育センター長
石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
：看護学研究科長
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：保健医療学部看護学科長
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
堀口一夫（HORIGUCHI, Kazuo）
：事務局長
茂木

明（MOGI, Akira）
：総合企画部長

村田正樹（MURATA, Masaki）
：総合企画部課長
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部長
水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）：大学事務部次長
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部学生課長
松尾有裕（MATSUO, Arihiro）
：保健医療学部事務室長
笠間

忍（KASAMA, Shinobu）
：大学事務部庶務課長

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．
25 年度の大学評価受審に向けて，本委員会のもとに，ワーキンググループを設置し，法人班，医学部班，保健医
療学部班に分かれて具体的な作業を開始した．本年度は，各班において，ます，基準に関するエビデンスのチェック
を行った．
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，自己点検評価に一定の役
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割を果たしている．客観的項目・評価基準についてはさらなる改善を要する．まだ両学部を合わせた全学的な活動は
徐々に行われるようになってきたが，今後も両学部が自己点検・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．大学評価受審に向けて，次年度は，本年度設置したワーキンググループの活動を充実させ，具体的な作業を行っ
ていくが，大学機関別認証評価の合格を目指すのみではなく，本学に恒常的な PDCA サイクルを確立することを目指
す．
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1．12）学生部委員会
1．構成員
委員長

織田弘美（ODA, Hiormi）
：医学部学生部長／整形外科：教授（任期：H25.3.31）

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）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部（任期：H25.3.31）

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）合同学生部委員会（平成 23 年 9 月 2 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
出席者：医学部 8 名，保健医療学部 8 名
議事：平成 23 年度越華祭実行委員長，副委員長から以下の報告があった．
1）10 月 29 日，30 日に行う予定で，テーマは「Loop 〜無限大の可能性〜」とした．大震災からの復興
を目指し埼玉医大が一つになることを願っている．
2）新企画として，芸能人のトークショー，教職員・学生によるオペラ（オペラ座の怪人）を行う．
3）昨年同様毛呂山町商工会は参加するが，日高市にも参加を要請している．
4）テーマに沿った企画として，募金活動を行う予定である．
5）地域との交流を深めるため日高市のケーブルテレビやテレビ埼玉での宣伝活動を予定している．
これに対し，委員から，例年寄付やパンフレットへの寄稿などに対するお礼や実施報告がないので，今年は必ず実
行するようにとの要請があった．
来年度の越華祭は平成 24 年 10 月 27 日，28 日に実施することに決定した．
保健医療学部学生部長から，7 月 24 日のオープンキャンパスにスタッフとして参加した保健医療学部学生が教員
の金銭を盗むという事態が発生し，8 月 12 日付で当該学生を無期停学処分とした，との報告があった．

4．評価と次年度目標
例年は 3 月に行っている第 2 回委員会を 4 月 13 日に行うことになったため，今年度の開催は 1 回のみとなった．
大学祭に関しては，例年と同様に本委員会が関与することで，合同開催をスムーズに行うことができた．共同開催に
対する学生の意識も高くなっていることを実感できたが，来年度はさらに会計を一本化するなどの全面協力ができる
ように指導していきたい．
両学部の学生生活に共通する，就学環境の整備，クラブ活動に供する諸問題，特に施設設備の改善要求などについ
て，協力関係を維持して行きたい．
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1．13）喫煙問題検討委員会
1．構成員
委員長

織田弘美（ODA, Hiromi）
：

医学部学生部長／整形外科：教授（任期：H24.3.31）
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）
鈴木妙（SUZUKI，Tae）短期大学看護学科：教授（任期：H24.3.31）
根本多美子（NEMOTO，Tamiko）看護部：南館 9 階師長（任期：H24.3.31）
渡邉幸子（WATANABE，Sachiko）看護部：本館 10 階主任（任期：H24.3.31）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）大学事務部長（任期：H24.3.31）
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）
井上哲郎（YAMAGUCHI，Tetsuro）保健医療学部事務室川角分室（任期：H24.3.31）

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，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 23 年度
出席者 11 名

第 89 回（平成 23 年 5 月 13 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
欠席者 11 名

議事：禁煙パトロールの実施．
日高キャンパスの喫煙違反状況について以下の報告があった．
1）創立 30 周年記念講堂前の灰皿は撤去した．保健医療学部での違反喫煙はない．今後は喫煙場所も選定して
いくように進めている．
2）日高キャンパス 3 施設職員の違反者はだいぶ見かけなくなってきた．
②平成 23 年度
出席者 12 名

第 90 回（平成 23 年 7 月 8 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
欠席者 10 名

議事：禁煙パトロールの実施．
毛呂山キャンパスでの喫煙状況について以下の報告があった．
1）沢又食堂仮設喫煙所については 8 月 1 日閉鎖予定で準備を進めているが，契約の問題もあり，確約できない．
移設先も早急に検討したい．
2）喫煙患者さんへは禁煙外来への受診を積極的に勧めたい．
川越キャンパスの喫煙状況について，特段の問題はないことが報告された．
禁煙パトロールの頻度は現状のままとすることが確認された．
③平成 23 年度
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出席者 8 名

欠席者 14 名

議事：台風接近による悪天候のため禁煙パトロールは実施しなかった．
構内美化を呼び掛ける看板の内容が構内全面禁煙の現状と合わなくなっているため，今後は看板を禁煙に特化し
たものに作り直す方向で検討することになった．
総務課から，以下の報告があった．
1）第 3 ビル地下一階検査室内ベランダの網戸サッシ間に吸い殻が捨ててあった．
2）本館 2 階眼科外来奥の階段に吸い殻が入った空き缶が捨ててあった．
3）彩花苑付近に吸い殻が捨ててあった．
看護部から，沢又食堂の仮設喫煙所は撤去されたが，まだ喫煙をしている人がおり，南館 2 階病棟の患者さん
からクレームが寄せられている，との報告があった．
④平成 23 年度
出席者 9 名

第 92 回（平成 23 年 11 月 18 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
欠席者 13 名

議事：禁煙パトロールの実施．
沢又食堂仮設喫煙所は 7 月をもって契約を解除したが，沢又食堂によってバケツが置かれているため喫
煙者が後を絶たず，病棟からクレームが出ている．
沢又食堂にはバケツを奥の目立たないところへ移動するよう依頼している．
教職員に対しては沢又食堂駐車場で喫煙しないよう通達等を検討したい．
禁煙看板の設置について，他大学の禁煙看板を参考にしてデザインを検討する．
彩花苑付近での吸い殻のポイ捨て状況が，以前より悪化している．
学生の喫煙状況が提示され，喫煙率は高学年が高く，医学部より保健医療学部の学生の喫煙率が高いこと
が明らかになった．
⑤平成 23 年度
出席者 13 名

第 93 回（平成 24 年 1 月 13 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
欠席者 9 名

議事：禁煙パトロールの実施．
教職員は沢又食堂駐車場で喫煙しないよう，科長会等で通達した．
禁煙看板の設置について，従来の構内美化の看板を撤去し，新たに構内全面禁煙の看板を設置するよう施
設部に要望していくことになった．
本部棟内で職員に対する喫煙が発覚し，医療安全対策室にヒヤリ・ハット報告書が提出された．委員会と
して職員に注意を促す文書を作成することになった．
⑥平成 23 年度
出席者 13 名

第 94 回（平成 24 年 3 月 9 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
欠席者 9 名

議事：強い風雨のため，禁煙パトロールは実施しなかった．
大学構内全面禁煙の新しい看板の案が決定し，施設部長に設置を要望した．
本部棟内での職員の喫煙に関し，注意喚起文書を各部署に通達することとする．
委員の定年，勤務異動に伴い，後任を検討することになった．

4．評価と次年度目標
平成 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．移行措置として，大学敷地外の沢又食堂
駐車場に 1 年間をめどに仮設喫煙所が設けられた．平成 23 年からは，この仮設喫煙所は撤去される予定であったが，
契約の関係などで手続きが遅れ，7 月中で撤去となった．
構内美化を促す看板が分煙を認める内容となっていて現状にそぐわないことから，すべて全面禁煙の看板に変更す
る方針とし，原案を決定した．来年度早々に，看板の全面的な入れ替えが実施される見込みである．
構内の人目につかない場所に吸い殻が捨てられているという指摘や，沢又食堂駐車場での教職員の喫煙に対する患
者さんからのクレームがたびたびあり，さらに本部棟自室内での喫煙が発覚するなどの事態も続いている．
禁煙パトロールをいくら行っても，喫煙者のモラルが向上しないことには改善は望めないと思われる．機会がある
毎に，口頭・文書を問わず，構内全面禁煙を訴え続けるしか方法はないと考えられる．
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1．14）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

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
小山

勇（KOYAMA, Isamu）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寄附研究部門（埼玉医科大学救急医療人材育成研究部門）の設置について
電子メール会議（6 月）
議事：当該部門の人事について，教員人事委員会で平成 23 年 4 月 1 日付遡及設置を承認した．

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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1．15）教員短期留学制度選考委員会
1．構成員
委員長

松本万夫 （MATSUMOTO, Kazuo）：国際医療センタ ? 心臓内科：教授（任期：H24.3.31）

副委員長 三村 俊英（MIMURA, Toshihide）: リウマチ膠原病科：教授（任期：H24.3.31）
委員

荒木信夫 （ARAKI, Nobuo）
：大学病院神経内科：教授（任期：H24.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理学：教授（任期：H24.3.31）
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授（任期：H24.3.31）
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）
：ゲノム医学研究センター：教授（任期：H24.3.31）
辻

美隆 （TSUJI, Yoshitaka）
：保健医療学部：准教授（任期：H24.3.31）

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

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次年度（24 年度）に留学を行う対象者の選考を行った．
平成 23 年 11 月 8 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 6 名に対し，書類による選考審査を行った．選考の方式は書類を読み上げ，内容の吟味，人物の
評価など各委員が意見を述べ合ったのちに，各委員が応募者に順位をつけ，総合得点の高い順に採用する形式と
した．欠席の委員へは申請書類と審査結果を後日送付し，承認頂く形をとった．

4．評価と次年度目標
4 年目となる次年度の留学者の選考審査であり，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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2．1）大学院委員会
1. 構成員（任期：平成 24 年 3 月 31 日）
議

長

学長

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）（平成 23 年 7 月まで）

別所正美（BESSHO, Masami）
（平成 23 年 8 月より）
委

員（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 1 号，3 号構成員）
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）

学長，理事（平成 23 年 7 月まで）

別所正美（BESSHO, Masami）

学長，理事（平成 23 年 8 月より）

（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 2 号）
※別所正美（BESSHO, Masami）

医学研究科長，医学部長

大野良三（OHNO, Ryozo）

看護学研究科長代行（平成 23 年 5 月まで）

石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）

看護学研究科長（平成 23 年 6 月より）

（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

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）

医学教育センター長

松下

医学研究センター長

祥（MATSUSHITA, Sho）

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

小山

国際医療センター病院長

勇（KOYAMA, Isamu）

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）

医学研究科博士課程選出代表指導教員

赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）

医学研究科修士課程選出代表指導教員

石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）

看護学研究科修士課程選出代表指導教員（平成 23 年 5 月まで）

千田みゆき（CHIDA, Miyuki）

看護学研究科修士課程選出代表指導教員（平成 23 年 6 月より）

◇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
水村頼孝（MIZUMURA，Yoritaka）

医学部事務室

次長

教務課

課長（平成 23 年 7 月より）

堀江正人（HORIE, Masahito）

医学部事務室 教務課 課長（平成 23 年 6 月まで）

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

鳥海佳代（TORIUMI, Kayo）

医学部事務室 教務課 主任

吉山美穂子（YOSHIYAMA, Mihoko） 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．
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3．活動報告
1）委員会の開催
以下の通り開催した．
第 1 回平成 23 年 4 月 5 日
第 2 回平成 23 年 7 月 12 日
第 3 回平成 23 年 10 月 18 日
第 4 回平成 24 年 1 月 17 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 32 件（甲種 15 件，乙種 17 件）の報告
（2）平成 23 年度後期入学大学院入学者選抜試験ならびに平成 24 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
（3）第 59，60 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
（4）大学院医学研究科科目等履修生のうち特別なコース（がんプロインテンシブコース）の履修者についての細
則の改正
（5）修士課程からの進学に対応する科目と大学院基本学科の新設の検討
（6）協力研究員，特別協力研究員の受入について医学研究センターと連携
（7）大学院のあり方検討ワーキンググループの開催
（8）今後の医学教育の方向性に関するワーキンググループ（第 2 班）の開催
（医学研究科修士課程）
（9）博士課程に繋がる大学院基本学科の新設の検討
（10）平成 24 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
（11）学位審査について，具体的な審査手順，日程等を検討し研究発表会を実施
（看護学研究科修士課程）
（12）平成 24 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
（13）高度実践看護学分野の「がん看護学」について日本看護系大学協議会の専門看護師教育課程に認定
（14）学位審査について，具体的な審査手順，日程等を検討し研究発表会を実施
（全体）
（15）学位規則の改正（修士課程に対応するための改正）
（16）大学院長期履修生規則の改正（現状則した申請時期の改正）
（17）研究倫理に関する注意喚起
（18）大学院のあり方検討ワーキンググループの開催

4．評価と次年度目標
昨年度，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）が設置されたことに伴い，本委員会は，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．本年度も，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 333 回‐第 343 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（平成 23 年 7 月まで）
別所正美（BESSHO, Masami）
：学長（平成 23 年 8 月より）
※別所正美（BESSHO, Masami）
：医学研究科長
※別所正美（BESSHO, Masami）
：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
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：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
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：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（平成 23 年 4 月まで）

※松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：分子生物学（平成 23 年 5 月より）

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
光武耕太郎（MITSUTAKE, Kotaro）: 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
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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
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
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
堤

晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）
：救急医学（平成 23 年 5 月より）

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
※松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：研究科長推薦

宮尾秀樹（MIYAO, Hideki）
：研究科長推薦
計：60 名（欠員 1 名，休職 1 名） 定足数：39 名（第 333 回）
59 名

定足数：40 名（第 334 回‐336 回）

58 名

定足数：39 名（第 337 回‐343 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
水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）
：医学部事務室 次長（平成 23 年 7 月より）
堀江正人（HORIE, Masahito）
：医学部事務室 教務課 課長（平成 23 年 6 月まで）
松尾有裕（MATSUO, Arihiro）
：保健医療学部事務室 室長
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：医学部事務室 学生課 課長（平成 23 年 7 月より）
笠間

忍（KASAMA, Shinobu）
：医学部事務室 庶務課 課長
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蛭間庄司（HIRUMA, Syoji）
：医学部事務室 学生課 課長補佐（平成 23 年 6 月まで）
大嶋利夫（OSHIMA, Toshio）
：保健医療学部事務室 顧問
鳥海佳代（TORIUMI, Kayo）
：医学部事務室 教務課 主任
吉山美穂子（YOSHIYAMA, Mihoko）
：医学部事務室 教務課員

2．目的
大学院医学研究科委員会は，新しい教員組織の「教育・研究組織」の基，大学院教育の最高決議機関として，運営
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 333 回： 4 月 22 日（金）出席者 46 名 学位審査：博士課程 1 件
第 334 回： 5 月 27 日（金）出席者 45 名 学位審査：博士課程 6 件
第 335 回： 6 月 24 日（金）出席者 44 名 学位審査：博士課程 4 件
第 336 回： 7 月 22 日（金）出席者 44 名 学位審査：博士課程 2 件
第 337 回： 9 月 16 日（金）出席者 43 名 学位審査：博士課程 2 件
第 338 回：10 月 28 日（金）出席者 39 名 学位審査：なし
第 339 回：11 月 25 日（金）出席者 42 名 学位審査：博士課程 2 件
第 340 回：12 月 16 日（金）出席者 44 名 学位審査：なし
第 341 回： 1 月 27 日（金）出席者 46 名 学位審査：博士課程 6 件
第 342 回： 2 月 24 日（金）出席者 45 名 学位審査：博士課程 5 件，修士課程 10 件
第 343 回： 3 月 23 日（金）出席者 44 名 学位審査：博士課程 4 件
開催回数：11 回
平均出席者数：44 名
学位審査計：32 件（合格 32 件）
◇主な審議内容
（1）学位審査の申請と審査手順の整備
（2）学位規則の改正
（3）大学院長期履修生規則の改正
（4）科目等履修生のうち特別なコースの履修者についての細則の改正
（5）学位審査申請時の指導教員の人数について（指導教員が複数の場合は，原則として 2 名まで）
（6）特別協力研究員の受託について（企業に所属している研究員）
（7）平成 24 年度からの博士課程における修士課程学生の受入れについて
（8）修士課程における基本学科の新設について
（9）修士課程大学院教員資格認定について
（10）研究倫理に関すること
（11）研究マインドの育成について
（12）学位審査申請に関わる相談願について
（13）大学院のあり方検討ワーキンググループ最終報告について
大学院教員について（新規登録，更新手続き，資格要件等）
専攻統合について
定員充足率について（社会人大学院生の奨励，受験機会の複数化，経済的支援等）
論文博士（乙種）について
大学院教員に対する FD について
（14）学位審査申請者の申請資格の承認と審査委員会設置：博士課程 33 件，修士課程 10 件
（15）平成 23 年度博士課程後期入学大学院入学者選抜試験ならびに平成 24 年度博士課程前期入学大学院第 1 回，
第 2 回入学者選抜の実施と合否判定
平成 23 年度後期入学：出願者 3 名，受験者 3 名，合格者 3 名
平成 24 年度前期入学第 1 回：出願者 4 名，受験者 4 名 ，合格者 4 名
平成 24 年度前期入学第 2 回：出願者 14 名，受験者 14 名，合格者 11 名
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（16）平成 24 年度医科学専攻修士課程第 1 回，第 2 回募集入学者選抜の実施と合否判定
第 1 回募集：出願者 8 名，受験者 8 名 ，合格者 5 名
第 2 回募集：出願者 6 名，受験者 6 名，合格者 6 名
（17）第 59，60 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 59 回

申込 23 名

受験者 23 名

合格者 20 名

第 60 回

申込 31 名

受験者 31 名

合格者 23 名

（18）語学試験不合格判定者に成績を通知
（19）学位授与
博士課程

甲種 15 名，乙種 17 名 計 32 名（内本学卒業生：甲種 6 名 , 乙種 8 名 計 14 名）

修士課程

10 名

（20）学位授与式の挙行
博士課程（平成 24 年 3 月 31 日，創立 30 周年記念講堂）
修士課程（平成 24 年 3 月 10 日，創立 30 周年記念講堂）
（21）大学院生身分変更承認：3 名（博）
（22）大学院学生国内外留学承認：2 名（博）
（23）大学院生退学の承認：1 名（博）
，1 名（修）
（24）大学院生休学の承認： 1 名（修）
（25）大学院生復学の承認： 1 名（修）
（26）大学院生 TA の承認： 2 名（博）
，4 名（修）
（27）大学院生長期履修の承認： 2 名（修）
（28）特別研究学生（他大学院）受託：新規 3 名，継続 1 名 計 4 名
（29）協力研究員（他機関）受託：新規 0 名，継続 2 名，
（30）特別協力研究員（他機関）受託：新規 1 名，継続 10 名

計 11 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 23 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，依然として充足率は
低く定員を下回っている．
「大学院に関する諸制度検討会議」の報告に基づき，
「大学院のあり方検討ワーキンググルー
プ」において，学生確保の具体策，定員の見直し，修士課程完成年度であることも踏まえた大学院教員の資格認定の
見直し，入学試験に関わること等を検討した．次年度については，引き続き魅力ある大学院を目指し，さらに検討を
推し進め具体的な改善策の実施に取り組む．

125

委員会・会議報告（大学院）

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

石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
：看護学研究科長（任期：24.3.31）

委員

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学研究科長学長（任期：24.3.31）
大野良三（OHNO, Ryozo）
：保健医療学部長（任期：24.3.31）
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：医学教育センター：教授（任期：24.3.31）
佐々木榮子（SASAKI, Eiko）
：成人看護学：教授（任期：24.3.31）
古地順子（KOCHI, Junko）
：成人看護学：教授（任期：24.3.31）
松下年子（MATUSHITA, Toshiko）
：精神保健看護学：教授：（任期：24.3.31）
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：小児看護学：教授（任期：24.3.31）
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：地域看護学：教授（任期：24.3.31）
加藤基子（KATOH, Motoko）
：地域看護学：教授（任期：24.3.31）
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
：人体統合機能論：教授（任期：24.3.31）
久保恭子（KUBO, Kyoko）
：小児看護学：准教授（任期：24.3.31）

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．

3．活動報告
①第 12 回定例会議（平成 23 年 4 月 21 日）（研究科委員会と合同開催）於：保健医療学部 4 階会議室
欠席

出席 9 人

1人

議事：①専門看護師教育課程申請（以下 CNS 申請）の 7 月書類提出の予定についての報告
1 回大学院委員会の報告

③学生 1 名の休学の承認

⑥川越キャンパス講義日程の承認

④学生募集要項への意見の募集

⑦ 4/30 研究計画発表会実施の報告

単位）の履修の困難について，次年度カリキュラムの検討

②平成 23 年度第

⑤委員会開催日程の承認

⑧専門領域以外の領域の特論Ⅰ（2

⑨長期履修生の申請のあり方のついての検討

⑩院

生の図書館利用の便宜を図ることに関する検討
②第 13 回定例会議（平成 23 年 5 月 19 日）（研究科委員会と合同開催）於：保健医療学部 4 階会議室
欠席

出席 9 人

1人

議事：①学位記書式の検討

②休学願・退学願書式から保証人欄削除および学長宛とする旨の決定

集要項に追加する研究指導教員の検討

④長期履修制度申請時期を 1 年次末と変更する旨の決定

③学生募
⑤次年度カ

リキュラムは専門領域以外の領域の特論Ⅰ（2 単位）の履修しなくともよいよう変更することの決定
ビュー調査の際の謝金額の決定

⑦研究科委員会と運営委員会を分離することの検討

用により日高・川越キャンパス同時開講のための調査を行う予定

⑥インタ

⑧ TV 会議システムの利

⑨川越キャンパスのコピー機設置の検討

⑩

母性看護学等の新領域設置の検討の予定に関する報告
③第 14 回定例会議（平成 23 年 6 月 16 日）（研究科委員会と合同開催）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 7 人

欠席 3 人
議事：①石津新研究科長就任の報告・挨拶
会で承認を得た旨の報告

②長期履修生申請手続きの規則改正を医学研究科修士課程運営委員

③修士課程学位審査委員を 3 名とするよう規則を改正することの承認

より研究科委員会と運営委員会を分けて開催することの承認
員会の設置の承認

⑤論文審査手順の集約版の提示

⑦今後開講する新領域（母性看護，老年看護）の検討

④次回会議

⑥入試実施小委

⑧図書館の開館時間延長の要望

⑨

研究科長による大学院委員会委員の選出
④第 15 回定例会議（平成 23 年 7 月 21 日）（研究科委員会と合同開催）於：保健医療学部 4 階会議室
人

欠席なし

議事：①平成 23 年度第 2 回大学院委員会の報告
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②学位論文提出・審査の手引きの承認

③学生一人当たり研
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究費の決定の報告

④長期履修生志願及び履修期間変更申請の 3 名についての審議および志願書等の書式の検

討
⑤第 16 回定例会議（平成 23 年 9 月 22 日）於：保健医療学部 2 階会議室
議事： ①長期履修志願者 1 名の承認

出席 11 人

②研究指導教員の申し合わせ事項試行の承認

欠席

1人

③副研究指導教員（今年

度のみ導入）の承認
⑥第 17 回定例会議（平成 23 年 10 月 27 日）於：保健医療学部 2 階会議室
議事：①研究計画発表会開催の承認

②研究発表会開催の承認

設定については運営委員会で検討することの承認
討することの承認

出席 8 人

欠席

4人

③各領域の学生募集枠

④退職予定教員の学生受け入れの取り決めを運営委員会で検

⑤患者へのインタビュー時のフラッシュバックへの対応を運営委員会で検討することの承認

⑦第 18 回定例会議（平成 23 年 11 月 24 日）於：保健医療学部 4 階会議室
議事：①各領域の学生募集枠（2 名程度）の承認
定者に関する学生募集要項取り扱いの承認

欠席なし
③退職予

④修士論文審査委員会，および学生への通知方法の承認

⑧第 19 回定例会議（平成 23 年 12 月 22 日）於：保健医療学部 2 階会議室
議事：①平成 24 年度カリキュラムの承認

出席 12 人

②研究対象者のフラッシュバックへの対応の承認
出席 9 人

欠席 3 人

②修了予定者 10 名の修了要件認定

⑨第 20 回定例会議（平成 24 年 1 月 26 日）保健医療学部 2 階会議室
議事：①研究科委員会における論文審査決定方法の承認

出席 10 人

欠席 2 人

②平成 24 年度入学試験 2 回募集の合否判定

⑩第 21 回定例会議（平成 24 年 2 月 23 日）於：保健医療学部 2 階会議室
議事：①平成 24 年度入学予定者 1 名からの入学辞退の承認

出席 12 人

欠席なし

②修士論文提出者 10 名の論文審査，および合否

判定
⑪第 22 回定例会議（平成 24 年 3 月 22 日）於：保健医療学部 2 階会議室

出席 10 人

議事：①学則別表 3（看護学研究科）備考欄「他の領域を 2 単位以上」の削除の承認
の改正の承認

③長期履修志願者 7 名の承認

導担当者の承認

②学則別表 1，2（医学研究科）

④平成 24 年度共通科目担当者の承認

⑥運営委員会構成メンバーの承認

欠席 2 人
⑤退職教員の代替研究指

⑦平成 24 年度学事日程・運営委員会・研究科委員会日程

の承認

4．評価と次年度目標
研究科委員会は，平成 22 年修士課程設置当初から運営委員会と合同で開催してきたが，審議や運営の円滑化のた
めに，第 16 回研究科委員会から運営委員会とは別日程で開催し，当初の目的は達成されたと考える．
看護学研究科における研究指導に関する事項では，個々の教員の研究の特色を生かし，学生への研究指導を適切に
指導するために副指導教員制度を設けた．学生から研究が円滑に進められたと好評を得ており，研究指導に関して十
分効果があったと考える．次年度は，研究指導教員の複数欠員が見込まれるが，学生への指導に支障がないよう指導
体制を検討・整備していく．学位論文の審査に関する事項では，論文審査方法等の検討・整備を行った．平成 23 年
度は第 1 回修了生 10 名の論文審査を行い，学位（看護学修士）を授与し，目標を達成できたと考える．
授業に関する事項では，今年度は，がん看護学・精神保健看護学分野では，専門看護師教育課程の申請を行い，が
ん看護分野が認定された．
次年度は，
がん看護分野の修了者に日本看護協会の専門看護師認定審査受験に向けフォロー
アップ体制を整える．精神保健看護学分野は，次年度以降，教授の欠員の補充を行い専門看護師教育課程認定に向け
再申請し，教育体制を整えていく．
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2．4）大学院入学語学試験委員会
1．構成員
医学研究科長

別所 正美（BESSHO, Masami）：学長，医学部長

博士課程運営委員長
委

員

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

土田

哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：皮膚科：教授

松下

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

＜以上 4 名の任期＞

平成 23 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

永島

雅文（NAGASHIMA, Masabumi）：解剖学：教授

三村

俊英（MIMURA, Toshihide）
：リウマチ膠原病科：教授

＜以上 2 名の任期＞

平成 22 年 9 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

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
第1回

定例会議（平成 23 年 9 月 6 日）於：大学院講義室

出席 6 人

議事：平成 23 年 9 月 3 日施行の平成 23 年度大学院博士課程後期入学試験，平成 24 年度大学院博士課程前期
第 1 回入学試験ならびに第 59 回語学試験の採点結果について合格基準の検討．
第2回

定例会議（平成 23 年 12 月 27 日）於：学長室

出席 6 人

議事：平成 24 年 2 月 4 日実施の平成 24 年度大学院博士課程前期第 2 回入学試験および第 60 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．
第3回

定例会議（平成 24 年 2 月 14 日）於：本部棟 2 階会議室

出席 6 人

議事：平成 24 年 2 月 4 日実施の平成 24 年度大学院博士課程前期第 2 回入学試験および第 60 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．昨年度より問題作成ワーキンググループにおいて「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，さらに大学院生としての研究を遂行し，英文論文として情報発信できる能力を見極めるに必要
な適切な語学試験となるように問題の質の向上を目指したい．

128

委員会・会議報告（大学院）

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）
：国際医療センター臨床腫瘍学（がんプロ）：特任教授
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）：国際医療センター先端医療開発センター：センター長
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：医学教育センター長，神経内科：教授
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授（6 月より）
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長，オブザーバー（7 月まで）
＜任期＞

平成 23 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

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．医学研究科における授業及び研究指導に関する事項．
3．大学院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博士課程の円滑な運営を
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．
第1回

定例会議（平成 23 年 4 月 5 日）於：大学院講義室

出席 14 人

第2回

定例会議（平成 23 年 5 月 17 日）於：大学院講義室

出席 13 人

欠席 2 人

第3回

定例会議（平成 23 年 6 月 14 日）於：大学院講義室

出席 13 人

欠席 3 人

第4回

定例会議（平成 23 年 7 月 12 日）於：大学院講義室

出席 15 人

欠席 1 人

第5回

定例会議（平成 23 年 9 月 6 日）於：大学院講義室

第6回

定例会議（平成 23 年 10 月 18 日）於：大学院講義室

第7回

定例会議（平成 23 年 11 月 15 日）於：大学院講義室

第8回

定例会議（平成 23 年 12 月 6 日）於：大学院講義室

出席 13 人

欠席 2 人

第9回

定例会議（平成 24 年 1 月 17 日）於：大学院講義室

出席 14 人

欠席 1 人

出席 14 人

欠席 1 人

欠席 1 人

出席 12 人
出席 15 人

第 10 回

定例会議（平成 24 年 2 月 14 日）於：大学院講義室

出席 15 人

第 11 回

定例会議（平成 24 年 3 月 13 日）於：本部棟 2 階会議室

欠席 3 人
欠席 0 人

欠席 0 人

出席 13 人欠席 2 人

2．主な審議内容
1）33 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）
「大学院あり方検討ワーキンググループ」
を立ち上げ，医学研究科博士課程の抱える諸問題を検討した．その結果，
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以下について大学院委員会に報告した．
①大学院教員の規定を明確にし，登録と更新を厳格に行う．
②専攻毎の教員数の適正配置および入学者の偏りをなくすために現在の 3 専攻を 1 専攻に統合する．
③大学院生の充足率を向上するために社会人大学院生を奨励する．受験機会の複数化や奨学金の充実を図る．
④学位取得者に対し評価する仕組みを導入する．
⑤乙種論文を将来的には廃止する．
⑥大学院教員に対する FD を行う．
3）文部科学省「がんプロ e-learning クラウド」に関し，9 月 1 日より新システムを導入した．
4）企業所属の特別協力研究員と協力研究員の受託を厳格に審議する事とした．
5）語学試験および大学院入試学力試験における語学辞書 1 冊の持ち込みに関して再確認した．
6）
「科目等履修生のうち特別なコースの履修者についての内規新旧対照表」を改訂した．
7）Thesis 論文を埼玉医科大学雑誌に投稿した際に，利益相反（COI）に関する自己申告書を提出する事を明記した．
8）学位申請論文の指導教員数は原則として 2 名とし，3 名以上の申請があった場合は博士課程運営委員会にて審
議する事とした．
9）
「学位規則のうち博士に関する運用催促」第 3 条第 2 項 1 号の文言を，「学位申請者が筆頭著者（identical coauthor を含む）
」と改訂した．
10）大学院博士課程教員資格確認シートが提示された．
11）
「今後の医学教育の方向性に関するワーキンググループ第 2 班」を立ち上げ．本学における研究マインドの育
成について検討し，以下の報告を行った．
①若手医師と大学院生の充足を目的に初期臨床研修プログラムと社会人大学院を両立させるプログラムを発足さ
せるべく，大学院博士課程運営委員会と研修管理委員会にて協議する事とした．
②学部教育における「研究マインド」向上を図る．そのために，「夏期プロ」の充実や正規カリキュラムに選択
必修の形で研究入門（案）を設定する．
③ HP を活用し，本学における研究情報を周知する．
④大学院ポリシーを策定する．
⑤研究業績に関して大学からの評価を行う事で，意識改革を図る．
12）
「学位規定の運用細則検討ワーキンググループ」を立ち上げ，学位審査のあり方を見直す事とした．
13）平成 24 年度大学院講義（共通科目）について検討した．最新医学特別講義について，平成 24 年度は 2 単位
とするが，平成 25 年度以降は運用を含め検討することとした．
14）
「がんプロ最終実績報告書」が提出された．
15）本学大学院生を他学へ国内留学として派遣した（2 名）．
16）他学の大学院生を特別研究学生として受託した（6 名）．
17）他機関より協力研究員，特別協力研究員を受託した（16 名）．

4．評価と次年度目標
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大学院博士課程をスムーズに運営するため
に，多くの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．本年度は本学の研究
水準の向上を目的に，大学院博士課程のあり方を根本的に検討するとともに，本学における「研究マインド」をいか
に育成し醸成するかについて具体的に検討を行った．さらに，昨年度から学位審査のあり方について改革を行ってい
るが，迅速かつ適切な審査が行われるようにシステムを構築した．また，大学院生の充足率を高め，本学における研
究マインドを向上させるために平成 24 年度から，初期臨床研修プログラムと社会人大学院を一体化した「研究マイ
ンド育成自由選択プログラム」を初期臨床研修の中に設定した．これに伴い，大学院入試に必須の語学試験を学部 3
年生から受験可能とするなど，卒前教育の段階から研究マインドの育成を図る取り組みを行った．また，本学におけ
る大学院教育の方針を明確にするために 3 つのポリシー（アドミッション，カリキュラム，デイプローマ）を策定
すべく検討している．
次年度は，
「研究マインド育成自由選択プログラム」の初年度社会人大学院生を迎える事も有り，初期臨床研修と
の両立が可能となるように質の高い大学院教育を行い，懸案である大学院生の充足率向上を目指したい．また，本学
大学院のポリシーを確定し，学生の選抜，教育，学位授与にいたる課程を明確にし，わかりやすく門戸の広い大学院
を目指すとともに，本学の研究レベルのなお一層の向上を目標にしたい．
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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
委員長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副医学部長

委員

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

オブザーバー

別所正美（BESSHO, Masami）：医学研究科長，医学部長

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
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 23 年 4 月 12 日）出席者 4 人

欠席者 3 人

②第 2 回（平成 23 年 5 月 10 日）出席者 6 人

欠席者 1 人

③第 3 回（平成 23 年 6 月 7 日）出席者 6 人

欠席者 1 人

④第 4 回（平成 23 年 7 月 5 日）出席者 6 人

欠席者 1 人

⑤第 5 回（平成 23 年 9 月 13 日）出席者 6 人
⑥第 6 回（平成 23 年 10 月 11 日）出席者 7 人
⑦第 7 回（平成 23 年 11 月 8 日）出席者 6 人
⑨第 8 回（平成 23 年 12 月 13 日）出席者 6 人
⑩第 9 回（平成 23 年 1 月 13 日）出席者 7 人
⑪臨時（平成 24 年 1 月 24 日）出席者 6 人

欠席者 1 人
欠席者 0 人
欠席者 1 人
欠席者 1 人
欠席者 0 人

欠席者 1 人

⑫第 10 回（平成 24 年 2 月 7 日）出席者 7 人

欠席者 0 人

⑫第 11 回（平成 24 年 3 月 6 日）出席者 5 人

欠席者 2 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．合否は学力試験と面接を合わせて総合的に判断し，合否案を研究科委
員会に提出した．
第 1 回目入試（平成 23 年 9 月 13 日実施）結果：受験者数 8 名（生体機能科学分野 2 名，生体医工学分野 2 名，
理学療法学分野 4 名）
，合格者 5 名（生体機能科学分野 1 名（一般），生体医工学分野 2 名（一般），理学療法学
分野 2 名（社会人）
）
．
第 2 回目入試（平成 24 年 1 月 20 日実施）結果：受験者数 6 名（生体機能科学分野 1 名，理学療法学分野 5 名）
，
合格者 6 名（生体機能科学分野 1 名（一般），理学療法学分野 5 名（一般 3 名，社会人 2 名））．ただし，1 名辞退．
（2）修士課程と継続性のある博士課程における新たな基本学科の設置
（3）修士課程において博士課程の基本学科と連続性のある基本学科の設置
（4）修士課程における早期終了要件の設定
（5）学位審査手順の設定
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（6）学位規則改定案の作成
（7）発表会の実施，学位審査委員候補選抜
（8）修士課程の教員（指導教員，学位審査論文委員，大学院教員）審査要件の設定
（9）ティーチングアシスタント制度の確立・実地運用
（10）授業科目の変更，履修方法の検討
（11）長期履修生制度の改善
（12）研究費使用の検討
（13）川越ビルの講義室，学生研究室などの教育設備の検討
（14）大学院案内改訂
（15）学位申請者 10 名（生体機能科学分野 1 名，生体医工学分野 3 名，理学療法学分野 6 名は，研究科委員会に
おける投票の結果，全員合格
（16）退学 1 名（進路変更）

4．評価と次年度目標
修士課程の完成年度にあたり，教育環境，組織，制度，手順の確立に努力を注いだ．ハード，ソフトとも整備は一
段落し，入試，学生教育，学位審査はほぼ予定通りにできたと考えている．完成年度における文科省への報告につい
ても，それに対する指摘事項はなかった．次年度においては，教育内容の更なる充実にむけて努力してゆきたい．
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2．7）大学院看護学研究科修士課程運営委員会
1．構成員
委員長

松下年子（MATUSHITA, Toshiko）
：精神保健看護学：教授（任期：24.3.31）

委員

石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
：看護技術学：看護学研究科長（任期：24.3.31）
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：医学教育センター：教授（任期：24.3.31）
佐々木榮子（SASAKI, Eiko）
：成人看護学：教授（任期：24.3.31）
古地順子（KOCHI, Junko）
：成人看護学：教授（任期：24.3.31）
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：小児看護学：教授（任期：24.3.31）
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：地域看護学：教授（任期：24.3.31）
加藤基子（KATOH, Motoko）
：地域看護学：教授（任期：24.3.31）
江連和久：
（EZURE, Kazuhisa）
：人体統合機能論：教授（任期：24.3.31）
久保恭子（KUBO, Kyoko）
：小児看護学：准教授（任期：24.3.31）

2．目的
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第 1 回定例会議（平成 23 年 4 月 21 日）
（研究科委員会と合同開催）於：保健医療学部 4 階会議室
欠席

出席 9 人

1人

議事：①専門看護師教育課程申請（以下 CNS 申請）の 7 月書類提出の予定についての報告
1 回大学院委員会の報告

③学生 1 名の休学の承認

⑥川越キャンパス講義日程の承認

④学生募集要項への意見の募集

⑦ 4/30 研究計画発表会実施の報告

位）の履修の困難について，次年度カリキュラムの検討

②平成 23 年度第

⑤委員会開催日程の承認

⑧専門領域以外の領域の特論Ⅰ（2 単

⑨長期履修生の申請のあり方のついての検討

⑩院生

の図書館利用の便宜を図ることに関する検討
②第 2 回定例会議（平成 23 年 5 月 19 日）
（研究科委員会と合同開催）於：保健医療学部 4 階会議室
欠席

出席 9 人

1人

議事：①学位記書式の検討

②休学願・退学願書式から保証人欄削除および学長宛とする旨の決定

集要項に追加する研究指導教員の検討

④長期履修制度申請時期を 1 年次末と変更する旨の決定

③学生募
⑤次年度カ

リキュラムは専門領域以外の領域の特論Ⅰ（2 単位）の履修しなくともよいよう変更することの決定
ビュー調査の際の謝金額の決定

⑦研究科委員会と運営委員会を分離することの検討

用により日高・川越キャンパス同時開講のための調査を行う予定

⑥インタ

⑧ TV 会議システムの利

⑨川越キャンパスのコピー機設置の検討

⑩

母性看護学等の新領域設置の検討の予定に関する報告
③第 3 回定例会議（平成 23 年 6 月 16 日）
（研究科委員会と合同開催）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 7 人

欠席 3 人
議事：①石津新研究科長就任の報告・挨拶
会で承認を得た旨の報告

②長期履修生申請手続きの規則改正を医学研究科修士課程運営委員

③修士課程学位審査委員を 3 名とするよう規則を改正することの承認

より研究科委員会と運営委員会を分けて開催することの承認
員会の設置の承認

⑤論文審査手順の集約版の提示

⑦今後開講する新領域（母性看護，老年看護）の検討

④次回会議

⑥入試実施小委

⑧図書館の開館時間延長の要望

⑨

研究科長による大学院委員会委員の選出
④第 4 回定例会議（平成 23 年 7 月 21 日）
（研究科委員会と合同開催）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 10 人

欠席なし
議事：①平成 23 年度第 2 回大学院委員会の報告
究費の決定の報告

②学位論文提出・審査の手引きの承認

③学生一人当たり研

④長期履修生志願及び履修期間変更申請の 3 名についての審議および志願書等の書式の検

討
⑤臨時会議（平成 23 年 8 月 16 日）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 10 人

欠席なし
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議事：出願資格審査
⑥第 5 回定例会議（平成 23 年 9 月 15 日）保健医療学部 4 階会議室

出席 10 人

欠席なし

議事：①研究指導の複数指導体制について検討し，副指導教員を置くことを決定
ついての確認
検討

③退職を予定している入学志願者の推薦状は求めない旨を検討

②川越キャンパス使用日程に
④出願資格審査申請書の改正を

⑤ 2 名の長期履修生志願者の承認と 1 名の長期履修生履修期間変更の承認

⑦第 6 回

定例会議（平成 23 年 10 月 20 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：①平成 23 年度第 3 回大学院委員会報告
④共通科目の履修登録状況の確認

出席 9 人

② CNS 申請の進捗状況報告

欠席 1 人

③副指導教員の指導状況報告

⑤ 11/19 研究計画発表会及び 12/10 研究発表会の日程等確認

⑥論文審査

出願資格審査受付
⑧第 7 回

定例会議（平成 23 年 11 月 17 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：①学位審査願，学位審査報告の様式の説明
表会に関する報告

出席 9 人

② CNS 申請の進捗状況報告

④論文審査主査及び副査の決定

欠席 1 人

③研究計画発表会及び研究発

⑤次年度入学定員は各領域 2 名程度とする旨を検討

退職予定者を募集要項の指導教員欄から削除することを決定

⑥

⑦論文審査の基準に関するチェックリストは用い

ないことを決定
⑨第 8 回

定例会議（平成 23 年 12 月 13 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：①学位記案の検討

出席 9 人

欠席 1 人

②論文審査主査，副査を指導教授から院生に伝える旨伝達

③完成年度を迎えるに当

たり，次年度カリキュラムの変更の必要について検討
⑩臨時会議（平成 23 年 12 月 22 日）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 10 人

欠席なし

議事：出願資格審査
⑪第 9 回

定例会議（平成 24 年 1 月 19 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：①入学志願者一覧の確認

出席 9 人

②平成 23 年度第 4 回大学院委員会の報告

にする旨，審査委員会を非公開とする旨，を検討

欠席 1 人

③学位論文審査について，投票制

④第 2 回募集入学試験の配点の検討

⑫臨時会議（平成 24 年 1 月 23 日）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 7 人

欠席 3 人

議事：第 2 回募集の入学試験合否判定（4 名合格）
⑬第 10 回

定例会議（平成 24 年 2 月 16 日）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 10 人

議事：①最終論文の英文校閲，製本に関する経費及び提出方法についての説明

欠席なし

② CNS 申請結果について，が

ん看護学は合格，精神看護学は不合格の旨および今後の対応についての報告
⑭第 11 回

定例会議（平成 24 年 3 月 15 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：① 7 名の長期履修申請の承認
及び新委員の一部についての報告
について要請

②大学院委員会報告

出席 9 人

欠席 1 人

③学位論文製本の進捗状況報告

⑤次年度共通科目担当者決定

④次年度委員長

⑥論文指導教授退職に伴う院生の指導の担当

⑦次年度入学式，新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ，学生主催の新入生歓迎会の日程の決定

4．評価と次年度目標
今年度は出願書類の整備・改正，入学試験の配点，募集定員等を検討した．また，初めて修了生を輩出する年度で
あり，学位論文に関する研究指導の在り方について，進捗状況を委員会で確認しながら，副指導教員制度，研究発表
会，論文審査方法等を検討・整備し研究科委員会へ提案した．これにより 10 名の修士論文審査を行い，研究科委員
会に報告・した．また，専門看護師教育課程の申請を行い，がん看護が承認された．次年度の課題としては，欠員と
なっている教授陣の補充を行い，現在認可されている全領域で募集ができるようにすること，さらに母性看護学分野
の開講準備を進めること，また，精神看護学の専門看護師教育課程の再申請の準備をすること，がん看護学修了生へ
の専門看護師認定審査受験へのフォローアップを行うことである．
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3．1）教員代表者会議
1．構成員（任期 H22.4.1 〜 H24.3.31）
（第 428 回 4 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
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：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
織田弘美（ODA, Hiromi）
：学生部長
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：図書館長
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：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
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：ＦＤ部門長（任期 H23.4.1 より）

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：企画部門長
辻

義隆（TSUJI, Yoshitaka）
：シミュレーション教育部門長（任期 H23.4.1 より）

渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：卒前医学教育部門

カリキュラム室長

※持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：卒前医学教育部門

試験管理室長

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：卒前医学教育部門

調査解析室長

※森

茂久（MORI, Shigehisa）
：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

新（YONEYA, Shin）
：共同利用施設運営部門長
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赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：安全管理部門長
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
加藤木利行（KATOHGI, Toshiyuki）
：副病院長 , 心臓血管外科
棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：IRB 委員会委員長 , 神経内科・脳卒中内科
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）: 副院長 , 包括的がんセンター長（任期 H23.4.1 より）
根本

学（NEMOTO, Manabu）
：院長補佐 , 救急外傷センター長（任期 H23.4.1 より）

山口茂樹（YAMAGUCHI, Shigeki）
：消化器病センター長（任期 H23.4.1 より）
佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）
：通院治療センター長
石原正一郎（ISHIHARA, Syoichiro）
：研修医委員会委員長 （任期 H23.4.1 より）
◇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

今井康雄（IMAI, Yasuo）
：教職員・学生健康推進センター長
永田

真（NAGATA, Makoto）
：アレルギーセンター長

西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：先端医療開発センター長
※山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：アドミッションセンター長
※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
※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター長
※三村俊英（MIMURA,Toshihide）: 東洋医学センター長
※西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：医療人育成支援センター長
計：63 名

定足数 :42 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
136

委員会・会議報告（医学部）

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 429 回 5 月−第 431 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（任期 H23.7.31 迄）
※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
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：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
織田弘美（ODA, Hiromi）
：学生部長
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：図書館長
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：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
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：ＦＤ部門長

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：企画部門長
辻

義隆（TSUJI, Yoshitaka）
：シミュレーション教育部門長

渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：卒前医学教育部門

カリキュラム室長

※持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：卒前医学教育部門

試験管理室長

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：卒前医学教育部門

調査解析室長

※森

茂久（MORI, Shigehisa）
：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

新（YONEYA, Shin）
：共同利用施設運営部門長
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赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：安全管理部門長
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
堤

徹（MATSUI, Toru）
：脳神経外科
晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）: 高度救命救急センター長（任期 H23.5.1 より）

石田秀行（ISHIDA, Masahiro）: 消化管外科・一般外科
○国際医療センター
加藤木利行（KATOHGI, Toshiyuki）
：副病院長 , 心臓血管外科
棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：IRB 委員会委員長 , 神経内科・脳卒中内科
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）: 副院長 , 包括的がんセンター長
根本

学（NEMOTO, Manabu）
：院長補佐 , 救急外傷センター長

山口茂樹（YAMAGUCHI, Shigeki）
：消化器病センター長
佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）
：通院治療センター長
石原正一郎（ISHIHARA, Syoichiro）
◇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

今井康雄（IMAI, Yasuo）
：教職員・学生健康推進センター長
永田

真（NAGATA, Makoto）
：アレルギーセンター長

西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：先端医療開発センター長
※山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：アドミッションセンター長
※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
※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター長
※三村俊英（MIMURA,Toshihide）: 東洋医学センター長
※西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：医療人育成支援センター長
計：64 名

定足数 :43 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（〜 6 月）, 課長（7 月〜）

小野寺晴美（ONODERA, Harumi）
：庶務課 主任
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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（〜 6 月）
蛭間庄司（HIRUMA, Syoji）
：学生課 課長補佐（〜 6 月）
水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）
：医学部事務室次長 兼 教務課 課長（7 月〜）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：学生課 課長（7 月〜）
◇総務部
茂木

明（MOGI, Akira）
：部長

（第 432 回 9 月 - 第 438 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
※別所正美（BESSHO, Masami）
：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
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：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
織田弘美（ODA, Hiromi）
：学生部長
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：図書館長
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：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
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：ＦＤ部門長

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：企画部門長
辻

義隆（TSUJI, Yoshitaka）
：シミュレーション教育部門長

渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：卒前医学教育部門

カリキュラム室長

※持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：卒前医学教育部門

試験管理室長

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：卒前医学教育部門

調査解析室長

※森

茂久（MORI, Shigehisa）
：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）
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池淵研二（Ikebuchi, Kenji）
：研究主任部門長
坂本

安（SAKAMOTO, Yasushi）
：共同利用施設運営部門長（任期 H23.9.1 より）

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：安全管理部門長
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
堤

徹（MATSUI, Toru）
：脳神経外科
晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）: 高度救命救急センター長

石田秀行（ISHIDA, Masahiro）: 消化管外科・一般外科
○国際医療センター
加藤木利行（KATOHGI, Toshiyuki）
：副病院長 , 心臓血管外科
棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：IRB 委員会委員長 , 神経内科・脳卒中内科
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）: 副院長 , 包括的がんセンター長
根本

学（NEMOTO, Manabu）
：院長補佐 , 救急外傷センター長

山口茂樹（YAMAGUCHI, Shigeki）
：消化器病センター長
佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）
：通院治療センター長
石原正一郎（ISHIHARA, Syoichiro）
◇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
米谷

新（YONEYA, Shin）
：大学病院

生化学

眼科

今井康雄（IMAI, Yasuo）
：教職員・学生健康推進センター長
永田

真（NAGATA, Makoto）
：アレルギーセンター長

西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：先端医療開発センター長
※別所正美（BESSHO, Masami）
：アドミッションセンター長
※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
※椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター長
※三村俊英（MIMURA,Toshihide）: 東洋医学センター長
※西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：医療人育成支援センター長
計：64 名

定足数 :43 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
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小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：部長
笠間

忍（KASAMA, Shinobu）
：庶務課 課長

小野寺晴美（ONODERA, Harumi）
：庶務課 主任
渡邊春香（WATANABE, Haruka）
：庶務課員
水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）
：医学部事務室次長 兼 教務課 課長
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：学生課 課長
◇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医学部の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，医学部の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 428 回：4 月 22 日（金）出席者 53 名
第 429 回：5 月 27 日（金）出席者 51 名
第 430 回：6 月 24 日（金）出席者 49 名
第 431 回：7 月 22 日（金）出席者 48 名
第 432 回：9 月 16 日（金）出席者 47 名
第 433 回：10 月 28 日（金）出席者 46 名
第 434 回：11 月 25 日（金）出席者 47 名
第 435 回：12 月 16 日（金）出席者 51 名
第 436 回：1 月 27 日（金）出席者 54 名
第 437 回：2 月 24 日（金）出席者 50 名
第 438 回：3 月 23 日（金）出席者 53 名
◇臨時開催
推薦入学試験合否判定：11 月 16 日（水）出席者 63 名（委任状出席者 39 名）
前期 1 次入学試験合否判定：2 月 1 日（水）出席者 62 名（委任状出席者 37 名）
前期 2 次入学試験合否判定：2 月 8 日（水）出席者 63 名（委任状出席者 42 名）
後期 1 次入学試験合否判定：2 月 22 日（水）出席者 64 名（委任状出席者 41 名）
後期 2 次入学試験合否判定：2 月 29 日（水）出席者 60 名（委任状出席者 36 名）
1 年生から 5 年生の進級判定：3 月 15 日（木）出席者 61 名（委任状出席者 40 名）
◇開催回数
定期開催：11 回
臨時開催：6 回
合

計：17 回

平均 50 名
平均 62 名（委任状平均 39 名）
平均 54 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
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6．国際医療センター報告
7．かわごえクリニック報告
8．図書館報告
9．学生部報告
10．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
医学部の新しい組織として発足した本会議は，医学部の各組織から推薦された教員の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，一部に准教授等も構成員と
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，それぞれの組織の代表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．議事の内容は，各組織で十分に議論されたものが順に報告され，教員全体の
共通認識を持つという役割を果たしている．また，各組織から提示された提案を教員組織として了承するか否かにつ
いて審議されるので，各組織が独走してしまうことや，整合性が失われてしまうこと等はない．
以上のような考えの下に設置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，決定事項を全教員に伝達するという点においては，やや問題があった．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ない事案が見受けられたからである．そこで，
平成 20 年度より本会議の議事録の要約版を，学内ホームページにおいて公開して行くこととした．
今年度は ,7 月 31 日をもって山内先生が学長職を退いた．8 月 1 日より別所医学部長が新たな学長として就任し，
医学部長の職も併せて遂行して行くこととなった．
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，構成員の選出や審議形態等の運営方法など，
常に点検・評価されて行かなければならない．

142

委員会・会議報告（医学部）

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

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

員

吉本信雄（YOS Ｈ IMOTO, Nobuo）
：総合医療センター病院長（任期：H24.3.31）
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：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, Hirou）
：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）：医学部長補佐（任期：H24.3.31）
松下

祥（MATSUSHITA, Syou）
：副医学部長・医学研究センター長（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（KIZAKI, Masahiro）
：医学部長補佐（任期：H24.3.31）
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：副医学部長・医学教育センター長（任期：H24.3.31）
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長・オブザーバー（任期：H23.7.31）
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長・オブザーバー（任期：H24.3.31）
※医学部長，副医学部長，医学部長補佐，各診療施設の病院長，同副院長（各 1 名），医学教育センター長，医学
研究センター長，その他医学部長が必要と認めた者

2．目的
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行う．
（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）教員人事委員会の要請により教授等候補者選考委員会を設置する．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．
また，本委員会は同時に医学部自己点検評価委員会を兼ねており，埼玉医科大学自
己点検・評価委員会規則第 1 条の目的達成のため，医学部における必要な点検評価を自らが行うため，自己点検・
評価に係わる様々な事項について審議を行う．大学年報（自己点検・評価報告書）は，正に「自己点検・評価の実施」
を形にしたものであり，その提出に係わる依頼等についても本会議で審議し承認した上で実施されている．

3．活動報告
（1）委員会開催日
第 110 回

定例会議（平成 23 年 4 月 5 日）

（学長室）

出席 13 人

欠席 0 人

第 111 回

定例会議（平成 23 年 4 月 19 日）

（学長室）

出席 11 人

欠席 3 人

第 112 回

定例会議（平成 23 年 5 月 17 日）

（学長室）

出席 10 人

欠席 4 人

第 113 回

定例会議（平成 23 年 5 月 24 日）

（学長室）

出席 10 人

欠席 4 人

第 114 回

定例会議（平成 23 年 6 月 7 日）

（学長室）

出席 13 人

欠席 1 人

第 115 回

定例会議（平成 23 年 6 月 21 日）

（学長室）

出席 11 人

欠席 3 人

第 116 回

定例会議（平成 23 年 7 月 5 日）

（学長室）

出席 12 人

欠席 2 人

第 117 回

定例会議（平成 23 年 7 月 19 日）

（学長室）

出席 13 人

欠席 1 人

第 118 回

定例会議（平成 23 年 9 月 6 日）

（学長室）

出席 12 人

欠席 1 人

第 119 回

定例会議（平成 23 年 9 月 20 日）

（学長室）

出席 11 人

欠席 2 人

第 120 回

定例会議（平成 23 年 10 月 4 日）

（学長室）

出席 10 人

欠席 3 人
143

委員会・会議報告（医学部）

第 121 回

定例会議（平成 23 年 10 月 18 日） （学長室）

出席 11 人

欠席 2 人

第 122 回

定例会議（平成 23 年 11 月 8 日）

（学長室）

出席 11 人

欠席 2 人

第 123 回

定例会議（平成 23 年 11 月 22 日） （学長室）

出席 11 人

欠席 2 人

第 124 回

定例会議（平成 23 年 12 月 6 日）

（学長室）

出席 11 人

欠席 2 人

第 125 回

定例会議（平成 23 年 12 月 20 日） （学長室）

出席 12 人

欠席 1 人

第 126 回

定例会議（平成 24 年 1 月 10 日）

（学長室）

出席 11 人

欠席 2 人

第 127 回

定例会議（平成 24 年 1 月 25 日）

（学長室）

出席 10 人

欠席 3 人

第 128 回

定例会議（平成 24 年 2 月 7 日）

（学長室）

出席 11 人

第 129 回

定例会議（平成 24 年 2 月 22 日）

（学長室）

出席 9 人

第 130 回

定例会議（平成 24 年 3 月 6 日）

（学長室）

出席 13 人

第 131 回

定例会議（平成 24 年 3 月 19 日）

（学長室）

出席 8 人

欠席 2 人
欠席 4 人
欠席 0 人
欠席 5 人

以上の 22 回の定例会議の開催
（2）主な活動内容（議事内容）
：
・教授・准教授選考委員会の選考委員の選出について
・講師任用の審議について
・客員教員の採用について
・教員代表者会議議事要約について
・大学院医学研究科委員会議事要約について
・平成 23 年度医学研究科委員会構成員について
・医学研究科博士課程運営委員会について
・平成 23 年度教員組織運営会議構成員について
・休講等緊急時連絡網について
・平成 23 年度医学部入試委員会年間日程について
・平成 23 年度埼玉県地域枠奨学生・本学地域医療奨学生採用について
・解剖学教員の公募について
・医学部関連会議・委員会について
・教員の職位について
・基本学科の変更について
・節電対策について
・職位変更について
・平成 23 年度医学部教員代表者会議構成員について
・平成 23 年度大学院の専攻分野と科目・大学院基本学科（案）について
・埼玉医科大学 15 号館オルコスホール利用に関する細則（案）について
・生化学教員の公募について
・平成 23 年度本学奨学金奨学生の選考について
・RI 安全委員会運営規則について
・埼玉医科大学医学部毛呂山キャンパススキルスラボ利用規則について
・上気道感染に関する調査について
・新地域医療再生計画の概要について
・中央研究施設実験動物部門・部門長の公募について
・平成 23 年度医学部教授総会について
・医学教育ワークショップについて
・医学研究センターに係る教員人事について
・論文投稿報告書について
・医学部関連会議・委員会一覧表について
・6 年生学習のポイントとマッチング対策講演プログラム
・
（特別）協力研究員に関するヒアリング調査について
・大学評価作業組織について
・科目等履修生のうち特別なコースの履修者についての内規新旧比較対照表について（大学院医学研究科）
・埼玉医科大学医学部医学教育フォーラムについて
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・卒後医学教育部門主催の学術集会について（アートプログラム）
・エフォート値の管理の徹底について
・平成 23 年度公的研究費に係わる説明会開催について
・学内グラント選考について
・3 病院における研修医受験状況について
・10 月の医学部長懇談会および医学部教員組織運営会議について
・平成 23 年度医学部教授総会について（アンケート調査結果報告）
・医学教育ワークショップについて
・日本のメイヨー・クリニックを目指す会について
・解剖学教員の選考について
・生化学教員の選考について
・中央研究施設の人事について
・寄附講座担当教員の発令について
・医学部医学教育フォーラムについて
・今後の医学教育の方向性に関するワーキンググループについて
・センター試験について
・女子栄養大学との包括的協定締結について
・教授および准教授の採用，昇格に係る管理運営能力調査について
・解剖学教員及び生化学准教授の選考日程と会場について
・解剖学教員及び生化学准教授の選考について（摸擬講義のご案内）
・セキュリティに関する事案について
・医学部医学教育フォーラムについてのアンケート調査結果について
・論文投稿報告書の改定について
・女子栄養大学及び埼玉医科大学における教育研究協力に関する包括的協定書について
・医学部長懇談会および医学部教員組織運営会議【11 月】【12 月】案について
・平成 23 年度 医学部・保健医療学部合同教授総会について
・教育研究部門（毛呂山キャンパス）電力使用量について
・埼玉医科大学 臨床フェロー取扱規則・レジデント取扱規則について
・臨時教員代表者会議議事要約について
・大学評価ワーキンググループについて
・平成 23 年度 マッチング最終結果について
・第 3 回講演会のお知らせ，演者の募集について（日本の Mayo Clinic を目指す会）
・平成 24 年度 医学部推薦入試応募状況について
・平成 24 年度 埼玉医科大学各組織の会議日程予定（案）について
・医学部長懇談会及び医学部教員組織運営会議【1 月】【2 月】【3 月】（案）について
・女子栄養大学との協力推進委員会（仮称）について
・配置転換願いの書式変更について
・医学部非常勤教員，助教，助手採用願の書式一部変更について
・コーディネータ会議について
・文部科学省科学研究費について
・監査実施報告について
・今冬の電力需給対策について
・諸規程の見直しについて
・教員便覧の見直しについて
・職位の任期更新について
・中央研究施設の人事について
・生化学准教授候補者の採用について
・解剖学講師候補者，助教候補者の採用について
・平成 23 年度公的研究費の執行状況について
・職位の任期更新について
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・医学部一般入試出願状況について
・大学院医学研究科博士課程第 2 回学生募集について
・委員会の更新について
・教員便覧の更新について
・教職員・学生健康推進センター規程について
・医学部入試実施委員会からの報告について
・諸規程の見直しについて
・大学機関別認証評価について
・平成 23 年度 合同教授総会質問意見書及び回答について
・平成 24 年度 9 月の教員代表者会議・医学研究科委員会の開催日変更希望について
・客員教授の採用について
・教員任期制に伴う 5 年任期満了予定者の動向について
・任期満了予定者（任期制以外）について
・役職者の任期について
・平成 24 年度客員教員について
・名誉教授の称号について
・医学部入試委員会からの報告について
・職員健康相談室規程について
・医学部入試委員会からの報告について
・特任教授の採用について
・ゲノム医学研究センターの教員任期の更新について
・役職者の選任について
・教員人事委員会審議結果報告書（通知）について
・大学院のあり方ワーキンググループからの報告について
・実地修練生の受入れについて
・教員の専門性登録について
・公的研究費の執行に係る遅延理由調査について
・臨床医学生認定式について
・医学部卒業式について
・医学部入学試験に関わる報告について
・教員代表者会議出席状況について
・医学部長懇談会および医学部教員組織運営会議（4 月）【案】について
・兼担発令申請書（臨床部門用）について
・先端医療開発センターについて
・教員人事に関わる学内公募のお知らせについて
・医学部特別待遇奨学生規程新旧比較対照表（案）について
・教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会規則新旧比較対照表（案）について
・平成 24 年度教員代表者会議構成員（案）について
・平成 24 年度医学研究科委員会構成員（案）について
・地域における医療についての意向調査について
・学校法人埼玉医科大学シニアレジデント取扱規則（案）について
・中央研究施設（ＲＩ部門）の人事について
・教養教育の担当教員の公募について
・教員の職位について
・職員健康相談室規程新旧比較対照表（案）について
・平成 23 年度医学部臨床医学生認定式のご案内について
・第 41 回医学部入学式のご案内について
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4．評価と次年度目標
平成 23 年度は，上記に示したように，教育・研究・診療の様々な問題に対応し，検討をおこなった．平成 23 年
3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波による未曾有の大災害は，本学にとっても
様々な形で課題を与えた．教員組織運営会議においても，被災地への医療チーム派遣の問題，被災者の受診の問題，
節電対策の問題等々の関連した事案が提起され検討をおこなった．また，平成 23 年度は，｢ 第 3 次長期総合計画」
の 1 年目に当り，教育部門・研究部門・診療部門・管理部門のそれぞれが，5 年間計画のコンセプトを「誇り」とし
て新たな計画の実現に向けて歩みだした年でもあった．
教員の採用については，解剖学教員と生化学教員の一般公募をおこなった．書類審査後，一般公開で模擬講義を実
施し選考するなど透明性をもった教員選考をおこなった．その他教員人事に関しては，人事委員会と良好な関係を維
持しつつ，多くの教員の採用，昇格について審議し，選考結果の報告等をおこなった．他に「女子栄養大学との包括
的協定締結について」
，
「日本のメイヨー・クリニックを目指す会について」，「シニアレジデントに関する取扱いにつ
いて」は，何度となく挙がった議題であった．
本委員会は医学部自己点検評価委員会も兼ねていることから，平成 25 年度の大学機関別認証評価受審に向けて検
討をおこなった．その一つとして，
教員便覧の見直しをおこない，新しい教員便覧として改訂版をホームページにアッ
プすることができた．また，平成 22 年度の大学年報（自己点検・評価報告書）の提出に係わる事案が審議された．
医学部自己点検評価に関連した議事についても，概ね良好な審議を行えることができたと判断している．
以上は本会議が検討した一部であり，大学が当面する課題や緊急に対応する問題の検討，また，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役割を果たした．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，恒常的・継続的に評価・点検がおこなわれた．
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きたい．
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3．3）自己点検・評価委員会
1．構成員
委員長

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

委

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

員

吉本信雄（YOS Ｈ IMOTO, Nobuo）
：総合医療センター病院長（任期：H24.3.31）
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：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, Hirou）
：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）：医学部長補佐（任期：H24.3.31）
松下

祥（MATSUSHITA, Syou）
：副医学部長・医学研究センター長（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（KIZAKI, Masahiro）
：医学部長補佐（任期：H24.3.31）
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：副医学部長・医学教育センター長（任期：H24.3.31）
山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：学長・オブザーバー（任期：H23.7.31）
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長・オブザーバー（任期：H24.3.31）
※医学部長，副医学部長，医学部長補佐，各診療施設の病院長，同副院長（各 1 名），医学教育センター長，医学
研究センター長，その他医学部長が必要と認めた者

2．目的
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 122 名のうち，退職のため再任希望なしの 4 名を除く 118 名から再任希望があった．審
議の結果，118 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．
25 年度の大学評価受審に向けて，全学自己点検評価委員会のもとに，作業ワーキンググループが設置され，法人班，
医学部班，保健医療学部班に分かれて作業を開始した．本委員会は主としてその中の医学部班の活動を統括した．

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．大学評価受審については，大学評価受審作業ワーキンググループ医学部班の活動を通して，大学機関別
認証評価の合格を目指すのみではなく，本学に恒常的な PDCA サイクルを確立することを目指す．
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3．4）教員数調整委員会
1．構成員
委員長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：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，23 年度からは，後期研修医（シニアレジデントと呼称）を助教として採用する枠を大幅に広げ
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
本委員会の教員数調整に関する実際の活動としては，20 年度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．今後は，人事委員会が教員数調整機能も担うことにな
るため，本年度で本委員会の活動は終了する．
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3．5）学生部委員会
1．構成員
委員長

織田弘美（ODA, Hiromi）
：学生部長 ／ 整形外科：教授（任期：H24.3.31）

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）
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 23 年 5 月 13 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 8 名

欠席 6 名

議事：東医体について，ゴルフ部顧問の交代について，新人歓迎コンパについて，
プール・体育館・グランドについて，23 時以降の騒音について，
2 年生学生の交通事故について，健康診断受診状況について，
学生の健康状態について（咳・マイコプラズマ様気管支炎が多発）
②第 2 回（平成 23 年 6 月 10 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 10 名

欠席 4 名

議事：ゴルフ部新顧問の決定，毛呂山町大類グランドの使用について，
グランド整備について，東医体の日程について，学生の健康状態について，
オルコスホールの使用状況について，バイク通学について
③第 3 回（平成 23 年 7 月 8 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 11 名

欠席 3 名

議事：学生の染髪について，学生の健康状態について，東医体の予定について，
学生相互交換留学制度河口湖セミナーについて，学生の居残りについて，
他大学の自家用車等乗り入れ状況について，合同委員会の開催日程について，
学生便覧の補遺（避難経路，緊急連絡網）について
④第 4 回（平成 23 年 9 月 2 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 7 名

欠席 7 名

議事：オルコスホール入口の認証装置について，災害時の避難マニュアルについて，
緊急時連絡網について，学内施設の AED 設置状況について，
1 年生の肥満・血液検査異常について，学生の喫煙状況について，
学生会代表の学生部委員会への出席について
⑤第 5 回（平成 23 年 10 月 14 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 8 名

欠席 6 名

議事：9 号館女子トイレの盗撮未遂事件について，災害時避難マニュアルの決定，
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緊急時連絡網の決定，各キャンパスの AED 設置状況について，
学生の健康状態について，平成 23 年度東医体夏季大会の報告，
毛呂山町大類グランドの使用状況について，
学生相談室へのカウンセラー配置について ，
学生相互交換留学制度・職員短期留学制度の帰国報告会について
⑥第 6 回（平成 23 年 11 月 18 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 8 名

欠席 6 名

議事：災害時緊急避難マニュアルと緊急時連絡網の学生便覧への掲載について，
オルコスホールへの AED 設置について ，学生の 9 号館利用状況について，
緊急時のオルコスホールへの入館について，学生の利用状況について，
学生の健康状態について，学生相談室への臨床心理士配置要望書について，
次年度消防防災訓練について
⑦第 7 回（平成 23 年 12 月 9 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 9 名

欠席 5 名

議事：災害時緊急避難マニュアルと休日・夜間連絡網の最終確認について，
1 年生のマイコプラズマ肺炎および 1・2 年生の体調不良について，
学生相互交換留学制度説明会の実施報告と今後の予定について，
主将・顧問会議の実施について，学生会幹部の委員会への出席について
⑧第 8 回（平成 24 年 1 月 13 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 12 名

オブザーバー出席 2 名（学生会長，副会長） 欠席 2 名

議事：現在の学生会活動について（学生会長），学生部から学生会への要望
次年度消防防災訓練・オリエンテーション（防災対策の追加）について，
学生相互交換留学制度の募集状況と今後の日程について，
東医体冬季大会について（アイスホッケー部 B リーグ全勝優勝）
⑨第 9 回（平成 24 年 2 月 10 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 8 名

オブザーバー出席 2 名（学生会長，副会長） 欠席 6 名

議事：学生会活動の改善案について（学生会長），学生部から学生会への提案，
次年度学生健康推進室年間予定について，学生の健康状態について，
大学代表メールアドレス宛ての，学生の飲食店利用に関する苦情について
⑩第 10 回（平成 24 年 3 月 9 日） 於：本部棟 1 階大学院講義室
出席 11 名

オブザーバー出席 2 名（学生会長，副会長） 欠席者 3 名

議事：学生会の今後のあり方について（学生会長），学生部から学生会への説明，
学生の近隣飲食店利用に関する苦情の実態報告と今後の対策について，
夜間の学生の居残りと 9 号館の施錠について，クラブ顧問の変更について，
新入生に対する部活動勧誘（特に飲酒・個人情報保護）について，
委員の交代について（赤羽委員→山崎委員，名越委員→藤田委員）

4．評価と次年度目標
東日本大震災の影響を受けて第一回委員会は 5 月から開始した．
4 月からオルコスホールでの授業が始まり，学生の教育環境は大きく改善された．
新入生オリエンテーションは例年通りに行われたが，特に防災訓練については災害発生を前提にした本格的訓練が
行われ，学生の参加意欲も高かった．
バイクにて乗用車と衝突して重傷を負った事例が発生し，自動車・バイク通学者に対する注意喚起を行った．
学生の定期健康診断の結果，成人病予備軍の学生も少なくないことが報告された．
第 54 会東医体夏季大会は例年通りの日程で行われ，陸上部，空手部，柔道部，バドミントン部，ゴルフ部などの
健闘が目立った．
9 号館女子トイレにおいて盗撮未遂事件が発生し，注意喚起した．
災害時緊急避難マニュアルと学生緊急時連絡網を整備した．
学生相談室へのカウンセラー（臨床心理士）配置の要望があり，要望書を提出した．
交換留学は例年通り行われ，10 月 12 日には報告会が行われた．
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越華祭は 10 月 29 日（土）
，30 日（日）に行われた．例年と同様の企画に加え，学生・教職員有志によるオペラ（オ
ペラ座の怪人）が上演され，好評を博した．
学生会を活性化するよう学生に指導すべきではないかという提言があり，第 8 回委員会から学生会長・副会長に
オブザーバーとして参加してもらい，検討を始めた．
近隣レストランにおける本学学生の迷惑行為の通告があり，学生に注意喚起した．
立教大学で起きた飲酒による死亡事例の報道を受け，学生に注意喚起した．
4 月の新入生オリエンテーションの前にクラブ勧誘に関する注意喚起をすべきではないかという意見があり，4 月
第一週にクラブ主将・顧問会議を開催することにした．
一年間を通じて学生の生活全般，健康問題，東医体，学園祭，交換留学などについて検討を行い，注意すべき点や
改善すべき点は個々に対応した．オブザーバーとして学生会役員の参加を求め，学生会とのつながりを築く足掛かり
を作った．次年度はこれをさらに推進して学生会の活性化につなげたい．主将・顧問会議を定期開催とし，クラブ活
動にも積極的に提言したい．
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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

委員長

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長・医学部長（任期：H24.3.31）
名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：消化器内科・肝臓内科：教授（任期：H24.3.31）
岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：医学部長補佐（任期：H23.9.1 〜 H24.3.31）
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：教育センター長（任期：H24.3.31）
里見 昭（SATOMI, Akira）
：大学病院副院長（任期：H24.3.31）
穐田真澄（AKITA, Masumi）
：中央研究施設形態部門：教授（任期：H24.3.31）
金 潤澤（KIN, Jyuntaku）
：整形外科：准教授（任期：H24.3.31）
青木正康（AOKI, Masayasu）
： 大学病院長補佐（任期：H24.3.31）
内野

敏（UCHINO, Satoshi）
：第二購買課：係長（任期：H24.3.31）

村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部学生課：課長（任期：H24.3.31）
石山

直（ISHIYAMA, Tadashi）
：大学事務部学生課（任期：H24.3.31）

2．目的
当委員会は教員棟（8 号館・11 号館）
，会議室，講堂等の利用について，円滑な管理運営の遂行を目的とする．

3．活動内容
①平成 23 年度は計 10 回の委員会が開催され，各施設の利用状況について報告を行い，現状把握に努めた．
②教員棟居室の運用（返却・借用）が円滑に行われるよう，適宜，調整を行った．
③ 8 号館への温水洗浄便座の設置および PHS 電波状況改善のためのアンテナ移設を申請し，実施された．
④教員棟への電子カルテ端末導入の申請を行った．
⑤会議室・講堂等のオンライン予約システムが順調に活用されていることを確認した．
⑥学生の自己学習以外のオルコスホールの利用については，学長の許可を取得するよう徹底させた．

4．評価と次年度目標
オルコスホールの開設にともない講堂数も増加したが，管理運営に支障はきたさなかった．また職員の移動にとも
なう教員棟利用者の入れ替わりも，適切に調整して円滑に行われた．
次年度以降，
新外来棟建設にともない学内施設の再編が予定されている．本委員会も協調して活動する必要があり，
名越委員長の任期終了・総合医療センター移動に際し，上部委員会である毛呂山キャンパス整備委員会の委員長であ
る岡田が次年度より本委員長を兼任することとなった．今後の委員会は，適宜，メイル会議を利用しつつ，隔月開催
を予定している．
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3．7）毛呂山キャンパス整備委員会
1．構成員
顧問

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

委員長

岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：医学部長補佐（任期：H23.4.1~H24.3.31）

副委員長

丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）
：専務理事（任期：H24.3.31）
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）：大学病院長（任期：H24.3.31）
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：図書館長（任期：H24.3.31）
織田弘美（ODA, Hiromi）
：副院長（任期：H24.3.31）
松下

祥（MATSUSHITA, Shou）
：副医学部長・研究センター長（任期：H24.3.31）

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：教育センター長（任期：H24.3.31）
渡辺修一（WATANABE, Shuichi）
：生理学：教授（任期：H24.3.31）
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：化学：教授（任期：H24.3.31）
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：医学部長補佐（任期：H24.3.31）

堀口一夫（HORIGUCHI, Kazuo）
：事務局長（任期：H24.3.31）
北沢

清（KITAZAWA, Kiyoshi）
：施設部建設企画室長（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）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部長（任期：H24.3.31）
水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）：大学事務部次長・教務課：課長（任期：H24.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部学生課：課長（任期：H24.3.31）
片山博雄（KATAYAMA, Hiroo）
：短期大学：副学長（任期：H24.3.31）
所ミヨ子（TOKORO, Miyoko）
：短期大学：教授（任期：H24.3.31）

2．目的
当委員会は毛呂山キャンパスの教育，研究，診療，管理の各部門の環境を整備し，将来を展望したスペースの有効
利用を促進させることを目的とする．

3．活動内容
平成 23 年度は新たに岡田医学部長補佐が委員長に就任し，第 18 回の委員会を 12 月 13 日に開催した．
①前回（第 17 回）委員会（平成 21 年 2 月）以降のキャンパス内外の情勢変化を考慮し，進展なく残されている
懸案事項について，新たに検討し直すこととした．
②今後の方針として各基本学科に固有の研究スペースを新たに配分することはせず，新たに派生した研究利用可能
スペースは，原則として医学研究センター共同施設運用部門が管理する共同利用実験室とすることとなった．そ
れに伴い，分子生物学教室の生化学教室への吸収合併により生じる研究室跡地について，医学研究センター事務
部門および共同利用実験室として利用することとした．
③次年度に新外来棟として建て替えが予定されている福祉棟について，その中にある学生勉強会室，学生ホール，
事務部門および消化器内科・産婦人科研究室の移転先を検討することとなった．勉強会室および学生ホールにつ
いては，改装後の第 4 宿舎および建設予定の新学生ホールにそれぞれ移転する予定である．
④図書館に保管中の入院患者の紙カルテの移動先を検討することとなった．

4．評価と次年度目標
2 年ぶりに委員会活動を再開し，現状の把握と問題点の抽出を行い，関係部署に周知した．次年度の目標としては，
旧分子生物学教室および基礎医学棟 1F 事務部などの転出跡地の有効利用の方法，および新外来棟建設のための福祉
棟解体に先立つ内部部門・施設の移転先を，毛呂山キャンパスの全体構想のなかでその機能向上を図りつつ，法人お
よび総合企画部との連携の上で決定していくこととする．今後の委員会は，適宜，メイル会議を利用しつつ，定期的
に開催する予定である．
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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

（TSUCHIDA, Tetsuya）

（毛呂）皮膚科

同上

（ARAKI, Nobuo）

（毛呂）神経内科

同上

平成 23 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日
副議長： 土田哲也
医学教育センター長：
荒木信夫
＜卒前教育委員＞
1 年生担当委員：
森

茂久

（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

荒木信夫

（ARAKI, Nobuo）

（毛呂）神経内科

同上

吉田喜太郎

（YOSHIDA, Kitaro）

（基礎）化学

同上

山崎芳仁

（YAMAZAKI, Yoshihito） （基礎）生物学

同上

菅原

隆

（SUGAWARA, Takashi） （基礎）生物学

同上

笹島

茂

（SASAJIMA, Shigeru）

同上

（基礎）英語

永島雅文

（NAGASHIMA, Masafumi）
（基礎）解剖学

藤田恵子

（FUJITA, Keiko）

同上

（基礎）解剖学

同上

（基礎）生理学

同上

渡辺修一

（WATANABE, Schu-ichi） （基礎）生理学

同上

金

（KIM Yoon Taek）

池田正明 （IKEDA, Masaaki）
2 年生担当委員：
潤澤

（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

椎橋実智男

（SHIIBASHI, Michio）

佐々木淳

（SASAKI, Atsushi）

山元敏正

（YAMAMOTO, Toshimasa）
（毛呂）神経内科

村越隆之

（MURAKOSHI, Takayuki）（毛呂）生化学

高野和敬

（TAKANO, Kazuhiro）

（毛呂）解剖学

同上

荒木智之

（ARAKI, Tomoyuki）

（毛呂）分子生物学

同上

中平健祐

（NAKAHIRA, Kensuke） （毛呂）生理学

同上

新津

（日高）病理学

同上
同上

平成 23 年 7 月 12 日〜平成 24 年 3 月 31 日

（NIITSU, Mamoru）

（毛呂）放射線科

同上

朝倉博孝

守

（ASAKURA, Hirotaka）

（毛呂）泌尿器科

同上

山本啓二

（YAMAMOTO, Keiji）

（毛呂）心臓内科

同上

（NAGOSHI, Sumiko）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科

3 年生担当委員：
名越澄子

平成 23 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日
萩原弘一

（HAGIWARA, Kouichi） （毛呂）呼吸器内科

同上

丸山

（MARUYAMA, Kei）

（基礎）薬理学

同上

鈴木洋通

敬

（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

4 年生担当委員：
倉持

朗

（KURAMOCHI, Akira）

（毛呂）皮膚科

同上

土田哲也

（TSUCHIDA, Tetsuya）

（毛呂）皮膚科

同上

齋藤一之

（SAITO, Kazuyuki）

（基礎）法医学

同上

松本延幸

（毛呂）麻酔科
（MATSUMOTO, Nobuyuki）

同上

加瀬康弘

（KASE, Yasuhiro）

同上

（毛呂）耳鼻咽喉科
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5 年生担当委員：
間嶋
辻

満

（MAJIMA, Mitsuru）

美隆

（TSUJI, Yoshitaka）

（毛呂）リハビリテーション科
医学教育センター

同上
同上

豊嶋良一

（TOYOSHIMA, Ryoichi） （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

（MITSUHASHI, Tomoaki）（川越）臨床検査医学

同上

松田

（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

大竹

（OHTAKE, Akira）

（毛呂）小児科

同上

茅野秀一

（KAYANO, Hidekazu）

（基礎）病理学

同上

石原

晃
明

6 年生担当委員：
（ISHIHARA, Osamu）

（毛呂）産科・婦人科

同上

三村俊英

理

（MIMURA, Toshihide）

（毛呂）リウマチ・膠原病科

同上

永田

（NAGATA, Makoto）

（毛呂）呼吸器内科

同上

真

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

別所正美

（MESSYO,Masami）学長・医学部長

同上

織田弘美

（ODA,Hiromi）
（毛呂）

整形外科

同上

稲葉宗通

（INABA, Munemichi）

毛呂病院

同上

柴崎智美

（SHIBASAKI, Satomi）

地域医学・医療センター

同上

山田泰子

（YAMADA, Yasuko）

医学教育センター

同上

守屋

オブザーバー：

（MORIYA, Osamu）

医学教育センター

同上

荒関かやの

修

（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

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

同上

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（医学セミナー）
菅原
自然科学の基礎

隆

赤間啓一

（SUGAWARA, Takashi） （基礎）生物学

同上

（AKAMA, Keiichi）

（基礎）物理学

同上
同上

1 年生「細胞生物学 -1」コース
菅原

隆

（SUGAWARA, Takashi） （基礎）生物学

細胞生物学 -1-1

守屋

修

（MORIYA, Osamu）

細胞生物学 -1-2

村越隆之 （MURAKOSHI, Takayuki）

細胞生物学 -1-3

山崎芳仁

細胞生物学 -1 実習 穂苅

茂

（基礎）微生物学

同上

（毛呂）生化学

同上

（YAMAZAKI, Yoshihito） （基礎）生物学

同上

（HOKARI, Shigeru）

（基礎）生化学

同上

（NAGASHIMA, Masafumi）
（基礎）解剖学

同上

（NAGASHIMA, Masafumi）
（基礎）解剖学

同上

1 年生「人体の構造と機能 -1」コース
永島雅文
人体の構造と機能 -1-1
永島雅文
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人体の構造と機能 -1-2
藤田恵子

（FUJITA, Keiko）

（基礎）解剖学

同上

高野和敬 （TAKANO, Kazuhiro）

（毛呂）解剖学

同上

人体の構造と機能 -1-3
1 年生「医学の基礎」コース
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

英語 -3

笹島

茂

（SASAJIMA, Shigeru）

（基礎）英語

同上

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

（AKABANE, Akira）

（基礎）物理学

同上

（ISOBE, Masayoshi）

（基礎）化学

同上

（YOSHIDA, Kitaro）

（基礎）化学

同上

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）

医学の数学 -3

椎橋実智男

（SHIIBASHI, Michio）

明

医学の化学 -1（物理化学）
磯辺正良
医学の化学 -2（無機化学）
吉田喜太郎
医学の化学 -3（有機化学）

（基礎）物理学

同上

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

（YOSHIDA, Kitaro）

（基礎）化学

同上

基礎科学実験 -2（化学実験）
吉田喜太郎
1 年生「良医への道 -1」コース
渡辺修一

（WATANABE, Schu-ichi） （基礎）生理学

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

森口武史

（MORIGUCHI, Takeshi） （基礎）化学

同上

同上

2 年生「細胞生物学 -2（実習）
」コース
穂苅

茂

（HOKARI, Shigeru）

（基礎）生化学

同上

細胞生物学 2 実習 穂苅

茂

（HOKARI, Shigeru）

（基礎）生化学

同上

疾患の理解に役立つ細胞生物学
池田正明

（IKEDA, Masaaki）

（基礎）生理学

同上

2 年生「人体の構造と機能 -2」コース
総論（代謝）

渡辺修一

（WATANABE, Schu-ichi） （基礎）生理学

同上

穂苅

（HOKARI, Shigeru）

（基礎）生化学

同上

（NAGASHIMA, Masafumi）
（基礎）解剖学

同上

茂

総論（組織・発生）永島雅文
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

高田眞理

（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）

（基礎）生理学

同上

血液

坂本

（SAKAMOTO, Yasushi）

中央研究施設

同上

内分泌

高田眞理

（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

（基礎）生理学

同上

遺伝

荒木智之 （ARAKI, Tomoyuki）

（基礎）生理学

同上

安

（TAKADA, Makoto）
（NAKAO, Keiko）
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感覚器

渡辺修一

（WATANABE, Schu-ichi） （基礎）生理学

同上

池田正明

（IKEDA, Masaaki）

（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

（MARUYAMA, Kei）

同上

神経（脳実習を含む）

2 年生「病気の基礎 -1」コース
丸山

敬

（基礎）薬理学

病理総論

佐々木淳

（SASAKI, Atsushi）

（日高）病理学

同上

薬理総論

丸山

（MARUYAMA, Kei）

（基礎）薬理学

同上

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

医学英語

松本万夫

（MATSUMOTO Kazuo） （日高）心臓内科

同上

選択必修

森口武史

（MORIGUCHI, Takeshi） （基礎）化学

同上

永井正規

（NAGAI, Masaki）

同上

感染

赤塚俊隆

（AKATSUKA, Toshitaka） （基礎）微生物

同上

免疫

松下

（MATSUSITA, Sho）

（基礎）免疫

同上

疫学

永井正規

（NAGAI, Masaki）

（基礎）公衆衛生学

同上

（毛呂）皮膚科

敬

2 年生「良医への道 -2」コース

3 年生「病気の基礎 -2」コース

祥

（基礎）公衆衛生学

3 年生「ヒトの病気 -1」コース
土田哲也

（TSUCHIDA, Tetsuya）

診療の基本

萩原弘一

（HAGIWARA, Kouichi） （毛呂）呼吸器内科

同上

同上

呼吸器

村山芳武

（MURAYAMA, Yoshitake）（日高）呼吸器内科

同上

循環器

小宮山伸之

（KOMIYAMA, Nobuyuki）（日高）心臓内科

同上

消化器

名越澄子

（NAGOSHI, Sumiko）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科

血液

中村裕一

（NAKAMURA, Yuichi）

（毛呂）血液内科

同上

腎・泌尿器

鈴木洋通

（SUZUKI, Hiromichi）

（毛呂）腎臓内科

同上

（ISHIHARA, Osamu）

（毛呂）腎臓内科

同上

（INOUE, Ikuo）

（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科

生殖器

石原

内分泌・代謝

井上郁夫

理

同上

同上

3 年生「良医への道 -3」
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

医学英語

松本万夫

（MATSUMOTO Kazuo） （日高）心臓内科

同上

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

4 年生「ヒトの病気― 2」コース
神経
感覚器

米谷

（YONEYA, Shin）

（毛呂）眼科

同上

皮膚・運動器

織田弘美

新

（ODA, Hiromi）

（毛呂）整形外科

同上

感染

山口敏行

（YAMAGUCHI, Toshiyuki）
（毛呂）感染症科・感染制御科

免疫

三村俊英 （MIMURA, Toshihide）

（毛呂）リウマチ・膠原病科

腫瘍

奈良林至 （NARABAYASHI, Masaru）

（日高）腫瘍内科

同上

（UCHINO, Akira）
（日高）放射線科

同上

画像

内野

晃

母体・胎児・新生児 板倉敦夫（ITAKURA, Atsuo）

（毛呂）産科・婦人科 同上

小児

森野正明 （MORINO, Masaaki）

（日高）救急医学科

精神

豊島良一

救急・麻酔

根本
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同上
同上

同上

（TOYOSHIMA, Ryouichi）（毛呂）精神神経科・心療内科

学 （NEMOTO, Manabu）

同上

同上

同上
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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）

異常死の診断

齋藤一之 （SAITO, Kazuyuki）

（毛呂）腎臓内科

同上

（基礎）法医学

同上

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）

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

4 年生「良医への道 -4」

（毛呂）皮膚科

同上

5 年生「臨床学習 -1」コース
間嶋

満

（MAJIMA, Mitsuru）

（毛呂）リハビリテーション科 同上

智

（MOCHIDA, Satoshi）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科 同上

満

（MAJIMA, Mitsuru）

（毛呂）リハビリテーション科 同上

6 年生「総合学習」コース
持田
「臨床学習 -2」コース
間嶋
＜教育主任＞
共通：

医学教育センター

医学研究センター

森

茂久

仁科正実

（MORI, Shigehisa）

同上

（NISHINA, Masami）

同上

中央研究施設

穐田真澄

（AKITA, Masumi）

同上

地域医学・医療センター

柴崎智美

（SHIBASAKI, Satomi）

同上

情報技術支援推進センター

椎橋実智男

（SHIIBASHI, Michio）

同上

基礎：医学基礎

菅原

（SUGAWARA, Takashi）

同上

解剖学

永島雅文

（NAGASHIMA, Masafumi）

同上

隆

生理学

池田正明

（IKEDA, Masaaki）

同上

生化学

穂苅

（HOKARI, Shigeru）

同上

分子生物学

荒木智之

（ARAKI, Tomoyuki）

分子生物学

松本征仁

（MATSUMOTO, Masahito）平成 23 年 5 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

薬理学

丸山

病理学

佐々木淳

（SASAKI, Atsushi）

同上

微生物学

赤塚俊隆

（AKATSUKA, Toshitaka）

同上

免疫学

曽根敏雄

（SONE, Toshio）

同上

茂

敬

平成 23 年 4 月 1 日〜平成 23 年 4 月 30 日

（MARUYAMA, Kei）

平成 23 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

公衆衛生学

永井正規

（NAGAI, Masaki）

同上

法医学

齋藤一之

（SAITOH, Kazuyuki）

同上

ゲノム医学研究センター

奥田晶彦 （OKUDA, Akihiko）

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

（YAMAMOTO, Keiji）

同上

山本啓二

呼吸器内科

永田

（NAGATA, Makoto）

同上

内分泌内科・糖尿病内科

井上郁夫

真

（INOUE, Ikuo）

同上

血液内科

脇本直樹

（WAKIMOTO, Naoki）

同上

神経内科

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

（SHINOZUKA, Nozomi）

同上

乳腺腫瘍科

大崎昭彦

（OSAKI, Akihiko）

乳腺腫瘍科

松浦一生

（MATSUURA, Kazuo） 平成 24 年 1 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

小児外科

大野康治

（OHNO, Yasuharu）

望

平成 23 年 4 月 1 日〜平成 23 年 12 月 31 日
平成 23 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日
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整形外科・脊椎外科

金

（KIM, Yoon Taek）

同上

脳神経外科

藤巻高光

潤澤

（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）

同上

眼科

米谷

（YONEYA, Shin）

同上

新

耳鼻咽喉科

加瀨康弘

（KASE, Yasuhiro）

同上

産科・婦人科

石原

（ISHIHARA, Osamu）

同上

理

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

（MAJIMA, Mitsuru）

同上

満

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

太田敏男

（OTA, Toshio）

同上

臨床検査医学

森吉美穂

（MORIYOSHI, Miho）

同上

中央病理診断部

茅野秀一

（KAYANO, Hidekazu）

同上

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

屋嘉比康治

（YAKABI, Koji）

同上

心臓内科

伊藤博之

（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）

同上

神経内科

野村恭一

（NOMUARA, Kyoichi）

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

（KATOH, Hitoshi）

同上

消化器外科・一般外科

芳賀紀裕

（HAGA, Norihiro）

同上

肝胆膵外科・小児外科

小髙明雄

（ODAKA, Akio）

同上

血管外科

松本晴信

（MATSUMOTO, Harunobu） 同上

乳腺・内分泌外科

大西

（ONISHI, Kiyoshi）

同上

呼吸器外科

中山光男

（NAKAYAMA, Mitsuo）

同上

心臓血管外科

山火秀明

（YAMABI, Hideaki）

心臓血管外科

河田光弘

（KAWATA, Mitsuhiro） 平成 23 年 6 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

整形外科

平岡久忠

（HIRAOKA, Hisatada） 平成 23 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

脳神経外科

張

（CHANG, Han Soo）

同上

形成外科・美容外科

百澤

（MOMOSAWA, Akira）

同上

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

（KAWAI, Shin-ichiro）

同上

耳鼻咽喉科

菊池

（KIKUCHI, Shigeru）

同上

産婦人科

馬場一憲

（BABA, Kazunori）

同上

清

漢秀
明

茂

平成 23 年 4 月 1 日〜平成 23 年 5 月 31 日

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

（YAMAMOTO, Mitsuru）

同上

満

麻酔科

宮尾秀樹

（MIYAO, Hideki）

同上

救急科（ER）

輿水健治

（KOSHIMIZU, Kenji）

同上

高度救急救命センター

杉山

（SUGIYAMA, Satoru）

同上

放射線科

長田久人

（OSADA, Hisato）

同上
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精神神経科

堀川直史

（HORIKAWA, Naoshi）

同上

臨床検査医学

三橋知明

（MITSUHASHI, Tomoaki）

同上

病理部

新井栄一

（ARAI, Eiichi）

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

日高：消化器内科

新井

（ARAI, Shin）

同上

心臓内科

小宮山伸之

（KOMIYAMA, Nobuyuki）

同上

晋

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

造血器腫瘍科

松田

神経内科・脳卒中内科

傳法倫久

晃

腎臓内科

髙根裕史

（TAKANE, Hiroshi）

平成 23 年 4 月 1 日〜平成 23 年 12 月 31 日

腎臓内科

渡邊裕輔（WATANABE, Yusuke）

平成 24 年 1 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

腫瘍内科

奈良林至（NARABAYASHI, Masaru） 平成 23 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

感染症科・感染制御科

宮里明子

消化器外科

宮澤光男

（MIYAZAWA, Mitsuo）

乳腺腫瘍科

藤内伸子

（FUJIUCHI, Nobuko）

乳腺腫瘍科

大崎昭彦

（OSAKI, Akihiko）

呼吸器外科

金子公一

（KANEKO, Koichi）

呼吸器外科

坂口浩三（SAKAGUCHI, Hirozou）

平成 23 年 5 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

心臓血管外科

上部一彦

（UWABE, Kazuhiko）

平成 23 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

整形外科

矢澤康男

（YAZAWA, Yasuo）

同上

脳神経外科

西川

（NISHIKAWA, Ryo）

同上

形成外科

横川秀樹

（YOKOGAWA, Hideki）

同上

小児心臓科

竹田津未生

（TAKETAZU, Mio）

同上

小児心臓外科

鈴木孝明

（SUZUKI, Takaaki）

同上

小児腫瘍科

田中竜平

（TANAKA, Ryuhei）

同上

皮膚科

須山孝雪

（SUYAMA, Takayuki）

同上

泌尿器科

小山政史

（OYAMA, Masafumi）

同上

耳鼻咽喉科

菅澤

（SUGASAWA, Masashi）

同上

産婦人科

長尾昌二

（NAGAO, Shoji）

同上

亮

正

（MATSUDA, Akira）

同上

（DEMBO, Tomohisa）

同上

（MIYAZATO, Akiko）

同上
同上
平成 23 年 4 月 1 日〜平成 23 年 7 月 31 日
平成 23 年 8 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日
平成 23 年 4 月 1 日〜平成 23 年 4 月 30 日

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

磨田

裕

（USUDA, Yutaka）

同上

救急医学科

根本

学

（NEMOTO, Manabu）

同上

晃

放射線科

内野

（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）

輸血・細胞移植科

池淵研二

（IKEBUCHI, Kenji）

輸血・細胞移植科

浅田留美子

（ASADA Rumiko）

トランスレーショナルリサーチセンター 西山正彦（NISHIMURA, Masahiko）

2．目

同上
平成 23 年 4 月 1 日〜平成 23 年 7 月 31 日
平成 23 年 8 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

平成 23 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

的

卒前教育合同会議は卒前教育委員会が月 1 回開催する定例会議を，教育主任部門会議と合同で実施しているもの
である．同会議にはコース，ユニットディレクター，医学教育センターの専任教員もオブザーバーとして参加してい
る．従って，本会議は医学教育センター卒前医学教育部門の「カリキュラム室」，「臨床実習推進室」，「試験管理室」
，
「調査解析室」
，
「学生支援室」の各室および「OSCE 委員会」と「スキルスラボ運営委員会」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討議を行い，卒前医学教育に関する方針を決定するとともに，こ
れら事項に関する情報を全教員に公開することを目的としている．
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3．活動報告
第 56 回卒前教育合同会議（平成 23 年 4 月 12 日，議事録あり）
第 57 回卒前教育合同会議（平成 23 年 5 月 10 日，議事録あり）
第 58 回卒前教育合同会議（平成 23 年 6 月 14 日，議事録あり）
第 59 回卒前教育合同会議（平成 23 年 7 月 12 日，議事録あり）
第 60 回卒前教育合同会議（平成 23 年 9 月 6 日，議事録あり）
第 61 回卒前教育合同会議（平成 23 年 10 月 11 日，議事録あり）
第 62 回卒前教育合同会議（平成 23 年 11 月 8 日，議事録あり）
第 63 回卒前教育合同会議（平成 23 年 12 月 6 日，議事録あり）
第 64 回卒前教育合同会議（平成 24 年 1 月 17 日，議事録あり）
第 65 回卒前教育合同会議（平成 24 年 2 月 14 日，議事録あり）
第 66 回卒前教育合同会議（平成 24 年 3 月 13 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．

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 24 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 23 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日

副委員長：土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya） （毛呂）皮膚科

同上

委

医学教育センター長

同上

医学教育センター

同上

医学教育センター長

同上

員：荒木信夫（ARAKI, Nobuo）

1 年生担当委員：
森

茂久

（MORI, Shigehisa）

荒木信夫

（ARAKI, Nobuo）

吉田喜太郎

（YOSHIDA,Kitaro）

（医学基礎）化学

同上

菅原

（SUGAWARA, Takashi）

（基礎基礎）生物学

同上

山崎芳仁

（YAMAZAKI, Yoshihito） （医学基礎）生物学

同上

笹島

（SASAJIMA, Shigeru）

同上

隆
茂

（医学基礎）英語

永島雅文

（NAGASHIMA,Masafumi） （基礎）解剖学

同上

藤田恵子

（FUJITA, Keiko）

（基礎）解剖学

同上

池田正明

（IKEDA,Masaaki）

（基礎）生理学

同上

2 年生担当委員：
渡辺修一

（WATANABE,Schu-ichi） （基礎）生理学

同上

金

（KIM Yoon Taek）

（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

潤澤

椎橋実智男

（SHIIBASHI,Michio）

佐々木淳

（SASAKI, Atsushi）

山元敏正

（YAMAMOTO,Toshimasa）（毛呂）神経内科

村越隆之

（MURAKOSHI, Takayuki） （毛呂）生化学

高野和敬

（TAKANO, Kazuhiro）

荒木智之
中平健祐
新津

守

（基礎）病理学

同上
同上
平成 23 年 7 月 12 日〜平成 24 年 3 月 31 日

（毛呂）解剖学

同上

（ARAKI, Tomoyuki）

（毛呂）分子生物学

同上

（NAKAHIRA, Kensuke）

（毛呂）生理学

同上

（NIITSU, Mamoru）

（毛呂）放射線科

同上

朝倉博孝

（ASAKURA, Hirotaka）

（毛呂）泌尿器科

同上

山本啓二

（YAMAMOTO, Keiji）

（毛呂）心臓内科

同上

（NAGOSHI,Sumiko）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科

3 年生担当委員：
名越澄子

平成 23 年 4 月 1 日〜平成 24 年 3 月 31 日
萩原弘一

（HAGIWARA,Kouichi）

（毛呂）呼吸器内科

同上

丸山

（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

敬

4 年生担当委員：
倉持

朗

（KURAMOCHI, Akira）

（毛呂）皮膚科

同上

土田哲也

（TSUCHIDA, Tetsuya）

（毛呂）皮膚科

同上

齋藤一之

（SAITOH, Kazuyuki）

（基礎）法医学

同上

松本延幸

（MATSUMOTO, Nobuyuki）
（毛呂）麻酔科

同上

加瀬康弘

（KASE, Yasuhiro）

（毛呂）耳鼻咽喉科

同上

（MAJIMA, Mitsuru）

（毛呂）リハビリテーション科

同上

5 年生担当委員：
間嶋
辻

満
美隆

（TSUJI, Yoshitaka）

医学教育センター

同上
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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

（MATSUDA, Akira）

（日高）造血器腫瘍科

同上

井上郁夫

晃

（INOUE,Ikuo）

（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科

同上

大竹

（OHTAKE, Akira）

（毛呂）小児科

同上

茅野秀一

（KAYANO,Hidekazu）

（基礎）病理学

同上

石原

（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

（NAGATA, Makoto）

（毛呂）呼吸器内科

同上

松本万夫

（MATSUMOTO,Kazuo）

（日高）心臓内科

同上

中元秀友

（NAKAMOTO,Hidetomo）（毛呂）総合診療内科

明

6 年生担当委員：
理
真

同上

オブザーバー：
別所正美

（MESSYO,Masami）

織田弘美

（ODA,Hiromi）

稲葉宗通

（INABA,Munemichi）

毛呂病院

同上

柴崎智美

（SHIBASAKI,Satomi）

地域医学・医療センター

同上

山田泰子

（YAMADA, Yasuko）

医学教育センター

同上

守屋

（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

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

修

学長・医学部長

同上

（毛呂）整形外科

同上

学生委員：
（1 年生）

井川佑郎，小川尋海，徳山仁美，中津

（2 年生）

伊藤竜臣，金田光平，小林高之，小吉伸治，中井葉子

賢，長谷川優，丸茂雄太，山本恵太

（3 年生）

安藤

（4 年生）

家村秀俊，押川一達，柏原聡一郎，相馬直人，三宅高史，

（5 年生）

植村隼人，下出崇輝，宮内健一郎，

（6 年生）

阿久澤有，伊藤浩平，佐藤聡子，竹治真明

渚，遠藤由佳，岡元啓太，奥山智輝，橋本ばく，

国試対策委員
（3 年生）

新井徳子，安藤

（4 年生）

池田

渚，碓氷桃子，遠藤由佳，岡元啓太，奥山智輝，長坂恭子

（5 年生）

岡田真里子，澤井

（6 年生）

佐々木諒子，久保田麻由，小川公巳，印藤佳織，四宮

舞，加藤安声，末永慎吾，杉浦

彩，高柳裕子，深谷大地，福島史人，吉田智昭

梓，長谷川早紀，廣瀬賢人，松田尚子，森

悠樹，師田瑞樹，井本匡哉

俊，小林由美子，菅野道貴，

伊藤浩平，竹治真明

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−クショップに関すること
（4）学生に対する教育指導
（5）その他，卒前医学教育全般に関すること

3．活動報告
卒前教育委員会では，医学教育センター卒前医学教育部門の「カリキュラム室」，
「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 つの室および OSCE 委員会とスキルスラボ運営委員会におけ
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 56 回卒前教育合同会議（平成 23 年 4 月 12 日，議事録あり）
第 57 回卒前教育合同会議（平成 23 年 5 月 10 日，議事録あり）
第 58 回卒前教育合同会議（平成 23 年 6 月 14 日，議事録あり）
第 59 回卒前教育合同会議（平成 23 年 7 月 12 日，議事録あり）
第 60 回卒前教育合同会議（平成 23 年 9 月 6 日，議事録あり）
第 61 回卒前教育合同会議（平成 23 年 10 月 11 日，議事録あり）
第 62 回卒前教育合同会議（平成 23 年 11 月 8 日，議事録あり）
第 63 回卒前教育合同会議（平成 23 年 12 月 6 日，議事録あり）
第 64 回卒前教育合同会議（平成 24 年 1 月 17 日，議事録あり）
第 65 回卒前教育合同会議（平成 24 年 2 月 14 日，議事録あり）
第 66 回卒前教育合同会議（平成 24 年 3 月 13 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」お
よび「OSCE 委員会」と「スキルスラボ運営委員会」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原則的に月 1 回に開催した．また，1 年生は「5 分の 1 の会」を 5 回開催した．
「国試対策委員会」は 3 〜 6 年生が中心となって原則的に月 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，7 月 29 日〜 30 日に川越ビルにて第 32 回医学教育ワークショッップを
開催した．
（4）平成 24 年 2 月 11 日〜 13 日に実施された第 106 回医師国家試験の合格率は，新卒 96.9%（89/90）
，既卒
75.0%（12/16）
，全体で 95.3%（101/106）であり，新卒合格率は私学 29 校中 3 位，全医科大学，医学部 80
校中 3 位であった．
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（5）平成 23 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
1年
126
121（3）
4
2年
139
126（12）
9
3年
105
99（10）
4
4年
118
107（4）
11
5年
106
102（0）
4
6年
100
90（0）
8
計
694
645（29）
40

休学
1
1
1
0
0
0
3

退学
0
3
1
0
0
2
6

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は新卒が 96.9% と良好であったが，6 年生での留年
および退学者が 10 名存在した．同学年のストレート卒業率は 74.3%（81/109），ストレート国試合格率は 73.4%
（80/109）であり，80% を下回っていた．また，2 年生と 4 年生には留年生が多く，2 年と 3 年では 4 名の退学生
が発生した．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
24 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）
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）
上野宗久（UENO, Munehisa）
：国際医療センター泌尿器腫瘍科：教授（任期：H23.8.31）
石原正一郎（ISHIHARA, Shoichiro）国際医療センター脳神経外科：教授（任期：H24.3.31）

委

員

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：医学教育センター長（任期：H24.3.31）
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）
伊藤博之（ITO, Hiroyuki）
：総合医療センター心臓内科：准教授（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，卒後臨床研修は附属病院
に設定された研修医委員会が担当することになり，当委員会は，卒後臨床研修以外の卒後教育を担当することとなっ
た．現在の当委員会の目的は①卒後教育を目的とした学術集会の主催及び後援，②日本医師会の生涯教育プログラム
への協力を含めた卒後教育の立案と実施，③卒後教育を推進するための研究などである．

3．活動報告
（1）委員会開催
①第 1 回（平成 23 年 4 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）
国際医療センター教員棟 1 階会議室（テレビ会議）
出席者 6 人

欠席者 4 人

議事：a. 本委員会主催の学術集会 1 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. 平成 22 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 23 年 5 月 24 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）
国際医療センター教員棟 1 階会議室（テレビ会議）
出席者 5 人

欠席者 5 人

議事：a. 本委員会主催の学術集会 1 件と本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．
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．
③第 3 回（平成 23 年 6 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）
国際医療センター教員棟 1 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. 本委員会後援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 23 年 7 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）
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国際医療センター教員棟 1 階会議室（テレビ会議）
出席者 6 人

欠席者 4 人

議事：a. 本委員会主催の学術集会 1 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．
⑤第 5 回（平成 23 年 9 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）
国際医療センター教員棟 1 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. 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 23 年 11 月 1 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）
国際医療センター教員棟 1 階会議室（テレビ会議）
出席者 2 人

欠席者 8 人

議事：a. 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．
⑦第 7 回（平成 23 年 11 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）
国際医療センター教員棟 1 階会議室（テレビ会議）
出席者 5 人

欠席者 5 人

議事：a. 本委員会主催の学術集会 1 件と本委員会後援の学術集会 3 件が申請され，審議の結果承認された．
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．
⑧第 8 回（平成 23 年 12 月 27 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター 5 階ゼミ室 1（テレビ会議）
国際医療センター管理棟 2 階研修医学生講義室（テレビ会議）
出席者 5 人

欠席者 5 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 1 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 24 年 1 月 24 日）
於：本部棟 2 階会議室
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター教員棟 1 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 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．
⑩第 10 回（平成 24 年 2 月 28 日）
於：本部棟 2 階会議室
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター教員棟 1 階会議室（テレビ会議）
出席者 6 人

欠席者 4 人

議事：a. 本委員会主催の学術集会 2 件と本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．
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 24 年 3 月 27 日）
於：本部棟 2 階会議室
総合医療センター 2 階第三会議室（テレビ会議）
国際医療センター教員棟 1 階会議室（テレビ会議）
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出席者 5 人

欠席者 5 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．
（2）卒後教育委員会主催学術集会
以下の 10 件の学術集会を主催とした．
第1回

講師：厚生労働省医政局研究開発振興課
今井

浩二郎

ヒト幹細胞臨床研究対策専門官

先生

演題：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
日時：平成 23 年 7 月 1 日（金） 18:00 〜 19:00
申請：ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会
第2回

講師：防衛医科大学校防衛医学研究センター
高橋

祥友

行動科学研究部門

教授

先生

演題：自殺予防の基礎知識
日時：平成 23 年 7 月 8 日（金） 18:00 〜 19:30
申請：生理学
第3回

講師：教育測定研究所
野上

康子

研究開発部

先生

演題：
「テストの科学」に学ぶテスト作成の心得
平成 23 年 9 月 6 日（火） 17:45 〜 19:00
申請：医学部
第4回

講師：岡山大学医学部
吉野

正

医学部長

病理学

教授

先生

演題：ART プログラムによるシームレスな医学研究人材の育成
日時：平成 23 年 9 月 16 日（金） 17:30 〜 18:30
申請：総合医療センター病理部
第5回

講師：東京慈恵会医科大学教育センター
福島

統

センター長

先生

演題：医学教育の国際基準について - 卒業時のアウトカム
日時：平成 23 年 10 月 1 日（土） 16:30 〜 17:30
申請：医学教育センター
第6回

講師：厚生労働省 DMAT
独立行政法人
小井土

事務局長

国立病院機構災害医療センター臨床研究部 部長

雄一

先生

演題：震災の教訓と災害医療・救急医療 -DMAT の活動と地域救急医療 日時：平成 23 年 10 月 11 日（火）18:00 〜 19:00
申請：埼玉医科大学病院
第7回

講師：徳島大学病院栄養部

部長

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
中屋

豊

代謝栄養学分野

教授

先生

演題：がん悪液質 - 栄養評価・栄養管理
日時：平成 24 年 1 月 24 日（火） 18:00 〜 19:00
申請：NST 運営委員会
第8回

講師：慶應義塾大学病院感染制御センター
高野

八百子

先生

演題：感染の視点からみた看護
日時：平成 24 年 3 月 5 日（金） 18:00 〜 19:00
申請：感染症科・感染制御科
第9回

講師：京都大学大学院医学研究科
京都大学医学部附属病院
一山

智

臨床病態検査学

検査部

教授

部長

先生
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演題：みんなで取り組む院内感染対策と医療安全−地域における
バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）の感染制御−
日時：平成 24 年 3 月 23 日（金） 18:00 〜 19:00
申請：感染症科・感染制御科
第 10 回

講師：日本医科大学呼吸器内科
齋藤

好信

講師

先生

演題：臨床試験の全体像と臨床試験・臨床研究における倫理的な問題点
日時：平成 24 年 3 月 26 日（月） 18:30 〜 19:30
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 25 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：①北翔大学生涯スポーツ学部スポーツ教育学科
沖田

孝一

教授

先生

②（財）田附興風会医学研究所 北野病院 副院長
野原

隆司

心臓センター長

先生

演題：①心臓リハビリテーションとバイオマーカー
②運動療法の分子生物学的機序
日時：平成 23 年 4 月 16 日（土） 14:00 〜 17:30
申請：国際医療センター心臓リハビリテーション科
第2回

講師：①東京女子医科大学先端生命医科学系専攻
大和

雅之

先生

②東京女子医科大学先端生命医科学系専攻
岩田

教授

隆紀

特任講師

先生

演題：①再生医療本格化のための細胞シート工学：臨床応用の現状
②細胞シートによる歯周組織の再生 - 臨床試験と細胞治療の展望 日時：平成 23 年 4 月 25 日（月） 17:30 〜 19:30
申請：口腔外科
第3回

講師：大野クリニック
大野

修嗣

院長

先生

演題：第 1 回漢方セミナー「漢方医学の特質」
日時：平成 23 年 5 月 13 日（金） 19:00 〜 20:00
申請：リウマチ膠原病科
第4回

講師：独立行政法人 国立精神・神経医療センター神経研究所 名誉所長
小澤

鍈二郎

先生

演題：細胞膜下細胞骨格の機能とその障害による筋ジストロフィー
日時：平成 23 年 6 月 8 日（水） 16:00 〜 18:00
申請：生化学
第5回

講師：アンコール小児病院
赤尾

和美

先生

演題：カンボジアの小児病院における HIV/AIDS 診療と訪問看護
日時：平成 23 年 6 月 27 日（月） 18:00 〜 19:00
申請：感染症科・感染制御科
第6回

講師：Associate Professor, Pathology and Oncology
The Johns Hopkins University School Of Medicine
Karen Eileen King,MD
演題：Why and how is Johns Hopkins as number one in US?
日時：平成 23 年 7 月 14 日（木） 17:00 〜 18:15
申請：国際交流センター

第7回

講師：大野クリニック
大野
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演題：運動器の痛みに対する漢方治療
日時：平成 23 年 7 月 22 日（金） 19:00 〜 20:00
申請：リウマチ膠原病科
第8回

講師：Professor of Pathology, Harvard Medical School, Chief,
Gastrointestinal Pathology Service, Massachusetts General Hospital
Professor Gregory Y, Lauwers
演題：New concepts in Epithelial Dysplasia of the Gut
日時：平成 23 年 9 月 6 日（火） 15:00 〜 16:00
申請：国際医療センター病理診断科

第9回

講師：東京大学医学部
野入

英世

腎臓内分内科血液浄化療法部

准教授

先生

演題：ネフローゼ：GCP5 の一塩基多型は後天性ネフローゼ症候群に関連する
日時：平成 23 年 9 月 14 日（水） 18:30 〜 20:00
申請：リウマチ膠原病科
第 10 回

講師：聖路加国際病院
細谷 亮太

副院長，小児総合医療センター長

先生

演題：小児がんのトータルケアのこれまでとこれから
日時：平成 23 年 9 月 26 日（月） 18:30 〜 19:30
申請：国際医療センター脳脊髄腫瘍科
第 11 回

講師：静岡県立がんセンター食道外科
佐藤

弘

医長

先生

演題：ERAS の実践−胸部食道癌手術を中心に−
平成 23 年 9 月 28 日（水） 18:00 〜 19:00
申請：国際医療センター消化器外科
第 12 回

講師：Head of the Biochemistry Department and
Head of the School of Molecular Sciences at La Trobe University
Professor Nick Hoogenraad
演題：A Mitochondrial Stress Response（ミトコンドリアのストレス応答）
日時：平成 23 年 10 月 20 日（木） 16:00 〜 17:30
申請：小児科／ゲノム医学研究センター

第 13 回

講師：京都大学医学部附属病院
増田

薬剤部

智先 先生

演題：尿中バイオマーカーの探索と薬剤性腎障害検出のための応用
日時：平成 23 年 10 月 21 日（金） 18:00 〜 19:30
申請：国際医療センター腫瘍内科
第 14 回

講師：東京医科歯科大学医学部

教授

国立成育医療センター研究所
浅原

弘嗣

システム発生・再生医学

先生

演題：RNA 階層における炎症と組織恒常性の調節機構
日時：平成 23 年 11 月 3 日（木） 14:40 〜 15:30
申請：ゲノム医学研究センター
第 15 回

講師：北里大学北里生命科学研究所・細菌感染制御学研究室
阿部 章夫

教授

先生

演題：病原因子排出装置を介した細菌の感染戦略
日時：平成 23 年 11 月 18 日（金） 16:00 〜 17:30
申請：ゲノム医学研究センター
第 16 回

講師：Head, Mitochondria Research Laboratory, Murdoch Childrens Research
Institute and Professor, University of Melbourne.
Prof David Ross Thorburn
演題：Next Generation DNA Sequencing of Mitochondrial Disease
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日時：平成 23 年 11 月 28 日（月） 17:30 〜 18:30
申請：小児科／ゲノム医学研究センター
第 17 回

講師：群馬大学大学院医学系研究科
中里

洋一

病態病理学分野

教授

先生

演題：グリオーマの病理診断：その要点と最近の話題
日時：平成 23 年 12 月 26 日（月） 18:00 〜 19:00
申請：国際医療センター病理診断科
第 18 回

講師：Depts.of Developmental and Cell Biology, Pharmaceutical Sciences
and Biomedical Engineering, University of California, Irvine
Professor Blumberg, Bruce
演題：Obesogeons, stem cells and the maternal programming of obesity
日時：平成 24 年 1 月 23 日（月） 16:00 〜 17:00
申請：ゲノム医学研究センター

第 19 回

講師：独立行政法人

国立国際医療研究センター研究所

免疫病理研究部
千田 大

免疫生体防御研究室

室長

先生

演題：ストレス関連疾患病態モデルによる視床下部
−下垂体 - 副腎軸の生理的役割の解析−
日時：平成 24 年 2 月 13 日（月） 18:30 〜 19:30
申請：口腔外科
第 20 回

講師：済生会
溝口

前橋病院
史剛

小児科

先生

演題：子どもの虐待におけるあなたの果たすべき 1 ピースは？
〜医療機関として虐待に適切に対応するために〜
日時：平成 24 年 2 月 27 日（月） 14:30 〜 16:00
申請：小児科
第 21 回

講師：日本大学法医学
押田 茂實

名誉教授

先生

演題：医療事故とリスクマネジメント−日本の常識

世界の？？？−

日時：平成 24 年 2 月 27 日（月） 18:30 〜 20:00
申請：国際医療センター脳脊髄腫瘍科
第 22 回

講師：ベイラー医科大学小児科
西村 正高

博士研究員

先生

演題：てんかんによる海馬錐体細胞樹状突起成長の変化とそのメカニズム
日時：平成 24 年 3 月 1 日（木） 17:00 〜 18:00
申請：生理学
第 23 回

講師：慶應義塾大学薬学部
木津 純子

教授

先生

演題：抗菌薬の適正使用に関わる薬剤師の役割
日時：平成 24 年 3 月 1 日（木） 18:00 〜 19:00
申請：感染症科・感染制御科
第 24 回

講師：金沢大学医薬保健研究域保健学校系

量子医療技術学講座

教授

川井 恵一 先生
演題：放射性医薬品の体内動態制御と薬物代謝機能診断法の可能性
日時：平成 24 年 3 月 2 日（金） 18:00 〜 19:30
申請：国際医療センター腫瘍内科
第 25 回

講師：京都大学大学院
平澤 明

薬学研究科ゲノム創薬学学分野

准教授

先生

演題：脂肪センサー GPR120 が食事性肥満の原因遺伝子であることの発見
日時：平成 24 年 3 月 23 日（金） 18:00 〜 19:30
172

委員会・会議報告（医学部）

申請：薬理学

4．評価と次年度目標
本年度は，10 件の学術集会を主催し，25 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の毛呂山キャンパス以外での開催が日高キャンパスにて 1 件行われた．また，卒後
教育委員会による主催学術集会の企画を目標としたが，今年度は開催に至らなかった．来年度以降の課題としたい．
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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 1 年

泰壽（NOGI, Yasuhisa）
：分子生物学教室：教授：任期 1 年

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：生化学教室：教授：任期 1 年
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：神経内科・脳卒中内科学教室：教授：任期 1 年
中村晃一郎（NAKAMURA, Kouichiroh）：皮膚科学教室：教授：任期 1 年
名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：消化器内科・肝臓内科学教室：教授：任期 1 年
森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）
：化学教室：講師：任期：1 年
犬飼浩一（INUKAI, kouichi）
：中央研究施設・RI 部門：准教授：任期 1 年
鈴木政美（SUZUKI, Masami）
：中央研究施設・実験動物部門：准教授：任期 1 年
穐田真澄（AKITA, Masumi）
：中央研究施設・形態部門：教授：任期 1 年
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：IT センター：准教授：任期 1 年
オブザ−バー：和田

実（WADA, Minoru）
：第二購買課：第二購買課長：任期 1 年

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

2．目的
施設は，最先端の高度な研究を行うとともに，学内共同利用施設として，本学研究者の研究遂行のための便宜をは
かり，本学における臨床および基礎医学研究の推進・発展の基礎となることを目的とする．

3．活動報告
①第 47 回中央研究施設運営委員会議事録
開催日：平成 23 年 4 月 21 日（木）
主な議題：Ⅰ）共同利用実験室について Ⅱ）中央研究施設設置希望機器について Ⅲ）人事について

Ⅳ）中央

研究施設利用登録について
審議結果：Ⅰ）共同利用実験室について，次の内容で説明が成された．a）設置場所を第 2 研究棟 301 号室とし，
設置備品・機器類等は，複数の講座より供出品が集まり，各供出品の状態を調査検討中．b）設置の趣旨として
研究室（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する（管理
運営は，医学研究センター・共同利用施設運営部門が当たる．常駐することは不可．作業スペースや保管スペー
スは有料の貸出制）
．運営における中央研究施設の対応に関して，a）中央研究施設規則第 9 条として共同利用
実験室について追加を検討する．b）利用の詳細については共同利用実験室利用内規を作成した．b-1）実験台
の使用料について短時間（2 〜 3 時間）の使用は可能か．また，ディープフリーザー容量以上のサンプル保管の
希望者が多数現れた場合についての質問があった．→短時間の使用は可能だが，使用後の実験台は現状復帰，実
験台等に私物を放置しないことが原則である．また，利用者は申請書を提出し許可を受ける事で活動が調整さ
れ，多人数が長期にスペースを占有する可能性は少なく，当面フリーザーが飽和する可能性は低い．b-2）設置
機器類が故障した場合の費用の負担について質問があった．→現状としては，管財番号のある供出元になる．但
し，遠心機等は多くが中古品であり，ストックが存在するケースもあるため故障の場合は，一部は修理せずに
廃棄する．c）共同実験室の運営における，中央研究施設運営委員会の位置づけについて質問があった．→試験
運用であるため現段階では，中央研究施設が実験室の整備と利用者へのサポートを行い，医学研究センター・共
同利用施設運営部門が管理体制を検討し整える．d）一度に実験台を使用できる人数について質問があった．→
現状では実験台を 4 ブロックに区切ることが可能であり，最大 4 名程が一度に利用できる．

Ⅱ）中央研究施

設設置希望機器について a）新規希望機器 「6．ROBOSEP 磁気細胞分離装置」（免疫学教室他）があり，今後セ
ミナー等を開催し検討する．b）
「1 − 2．LSM 700Flexibe Confocal Microscope，共焦点スキャンボックス Cell
Voyager CV100」は，1 組の装置として平成 23 年度私学助成金
c）
「ED FACS Aria セルソーターオプション
オプション

研究装置申請に向けて具体的な検討を進める．

375nm レーザー増幅キット」，
「4 − 2．ED FACS Aria セルソーター

フルコンバージョンキット」については，平成 23 年度私学助成金

研究設備への申請に関して

検討する．d）
「5．Tri-Carb 2910TR バリセット B システム B29100J」については，和田委員より，緊急性が高
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いことから別の予算枠で早期に購入を検討中．e）上記以外の設置希望機器については次年度に向けて更に検討
を進める．

Ⅲ）人事について，1）実験動物部門主任が平成 23 年度 3 月 31 日をもって退官予定であり，後

任人事について委員長より状況等が報告された．2）実験動物部門は，登録人数が最も多く，実験計画書の申請
業務等もあるため，今年中に後任が決まれば引き継ぎ等が円滑に進められる．3）実験動物の主任の資格等の必
要性について質問があった．→必要な専門知識があれば，特に資格は不要．→現状では薬品管理・購入（特に麻
酔薬等）責任者として実験動物部門主任の印が必要であり，獣医師が最も適任である．

Ⅳ）中央研究施設利用

登録に関して，平成 23 年度の利用登録は 4 月に入り，すでにホームページの各講座データベース更新が自主的
にされている．学内に登録更新作業が周知されてきている．今年度は機能部門が登録者の集計作業を行う．今後
改良した新しいデータベースへの更新も予定している．
②第 48 回中央研究施設運営委員会
開催日：平成 21 年 5 月 17 日〜（メール会議）
主な議題：Ⅰ）超純水製造装置の買い替えについて（緊急且つ高額予算）
審議結果：Ⅰ）超純水製造装置買い替えが了承された．
③第 49 回中央研究施設運営委員会
開催日：平成 23 年 10 月 13 日
主な議題：Ⅰ）RI 研究施設火災・地震時の対応マニュアルについて Ⅱ）各部門経理報告について
希望機器の申請と経過について

Ⅲ）新設置

Ⅳ）共同利用実験室について，Ⅳ）中央研究施設・利用登録プログラム新バー

ジョンについて
審議結果：Ⅰ）RI 研究施設火災・地震時の対応マニュアルについて審議された．1）東北地方太平洋沖地震（東
日本大震災）の発生を受け，対応マニュアルの作成を検討している．2）学内研究者が放射性物質取扱い時に災
害が起こった場合を想定して検討する．
3）火災，地震時の対応について消防署との災害時対応の検討会実施を模索中である．4）実験動物部門は RI 部
門と同じ第 3 研究棟内なので有事の際には連絡経路を明確にすべき．5）事務部門を含めた連絡網の設置が必要．
6）対応マニュアル作成後の周知徹底を図ることが重要である．7）東日本大震災により実際に被害のあった大
学等 RI 関連施設の被害状況等やその後の対応を調査する．

Ⅱ）各部門経理報告について，1）機能部門：a）

主な支出については，機器の修理，維持管理費用．b）高額な修理費については，大型設備特別補助金を受けて
いるが，22 年度は赤字．c）機器購入に関する調査・実験に必要な旅費については，受益者負担金を使用．2）
形態部門について 1）講座負担金は，消耗品の実費を請求 .b）22 年度は，大きな修理費用が無く黒字．c）RI 部
門について，a）備品としてメディカルフリーザーを購入．b）シンチレーションカウンター買い替え．c）川越・
日高キャンパスの施設への職員の移動費用の負担について検討が必要．4）実験動物部門について，a）講座負
担金については，動物飼育にかかる消耗品を請求．c）消耗品（ケージや給水ビンの劣化による買い替え）が大
きな金額．c）定期的な動物の検査費用が必要．d）週 2 回，日高の施設も管理しているためスタッフの交通費
も支出．Ⅲ）新設置希望機器の申請と経過について，1）新規設置希望機器の候補の紹介と機器セミナー開催の
予定．2 ）当運営委員会で機器購入に関する施設内での優先順位は審議できるが，学内の優先順位に反映される
かは不明．3 ）穐田委員より，レーザーマイクロダイセクション装置のレーザーが劣化し，使用できない状態に
あるので買い替え申請候補として欲しい．4）マイクロプレートリーダーは，医学部学生実習等でも使用してお
り需要が多いため，早期に買い替えを希望する．Ⅳ）共同利用実験室について，開設については，節電対策等の
対応に依存して遅れる．Ⅴ）中央研究施設・利用登録プログラム新バージョンについて，来年 3 月の使用を目
指すのが理想．
③第 50 回中央研究施設運営委員会
開催日：平成 23 年 12 月 20 日
主な議題：Ⅰ）新規利用登録プログラムについて

Ⅱ）設置希望機器について

審議結果：Ⅰ）新規利用登録プログラムについて，1）来年度より新規プログラムの導入を実施することで了承．
2）変更点・特徴・利便性について説明された．

Ⅱ）設置希望機器について，1）私学助成申請研究機器が不採

択の報告．2）また前回議事録に基づき，設置希望機器に関する検討事項等について説明．a）3 基本学科以上の
利用希望が必要．b）私学助成に申請される機器のなかで大学が本来所有しているべき基本的な設備・装置は採
択されにくい．c）機器の購入金額により私学助成に関しては，設備助成と装置助成の 2 種類．d）当該委員会は，
助成金等への申請順位に関して指定はない．e）修理不能な状態となり，緊急性をもって買換を考慮する必要が
ある場合は，
学内予算で購入の事例有り．f）購入希望機器については，視察あるいは学内デモを行う．g）オーバー
ホール，メンテナンスにかかる消耗品の価格や，ランニングコストについて事前の検討が重要．h）購入後のメー
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カーの買収，特許権に絡む製造中止等で維持に苦慮した例があり，慎重な調査が不可欠．3）私学助成に申請し
た共焦点レーザー顕微鏡について正立型と倒立型の違いと利用講座数等について質問・説明がった．Ⅲ）人事に
ついて，実験動物部門主任の後任が決定し，4 月 1 日付けで異動．
④第 51 回中央研究施設運営委員会
開催日：平成 23 年 12 月 28 日〜（メール会議）
主な議題：Ⅰ）諸規定の見直しに関する調査について
Ⅰ）1）諸規定見直しに関して，委員長より，埼玉医科大学中央研究施設運営委員会規則に関する変更案が提案
が提出され了承．2）埼玉医科大学中央研究施設規則に関する以下の変更が提案され了承．3）埼玉医科大学中
央研究施設運営委員会規則に関して追加変更案が提出され，了承．

4．評価と次年度目標
東日本震災による節電の影響があり，
今年度の共同利用実験室の開設を予定していたが，次年度への持ち越しとなっ
たが，次年度に関して開設場所の変更等が予定されており，医学研究センター・共同利用施設運営部門と連携して具
体的な運営体制を整える段階であるため計画は順調に進行している．新たな，施設利用登録プログラムの導入により，
利用者と現場に混乱が生じる恐れもあるが，全施設を上げて解決して行かなければならない．また，設備の老朽化が
目立つため，更新に関する新たな案，順位付け等を具体的にすることを次年度の目標とする．
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3．12）環境安全委員会
1．構成員
委員長

松下

委員

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

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学部免疫学･教授（任期 : 平成 24 年 3 月 31 日）
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）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：H23.7.31）

〃

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長（任期：H23.8.1 〜 H24.3.31）

副委員長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：皮膚科教授（任期：H24.3.31）

委

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

員

吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）：総合医療センター病院長（任期：H24.3.31）
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：国際医療センター病院長（任期：H24.3.31）

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長（任期：H23.7.31）
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitarou）
：医学基礎教授

科目統括責任者（任期：H24.3.31）

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryouichi）：神経精神科・心療内科教授 面接責任者（任期：H24.3.31）
渡辺修一（WATANABE, Shuuichi）：生理学教授

小論文責任者（任期：H24.3.31）

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：教育センター長（任期：H24.3.31）
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：消化器内科・肝臓内科教授（任期：H24.3.31）

織田弘美（ODA, Hiromi）
：学生部長（任期：H24.3.31）
上原政治（UEAHARA, Seiji）
：アドミッションセンター特任教授（任期：H24.3.31）
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長
堀口一夫（HORIGUCHI, Kazuo）
：事務局長

オブザーバー（任期：H24.3.31）

オブザーバー（任期：H24.3.31）

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）アドミッションセンター調査・研究・解析部門
オブザーバー（任期：H24.3.31）
水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）アドミッションセンター事務部門
小室秀樹（KOMURO, Hideki）入試事務室長・大学事務部長
笠間

忍（KASAMA, Shinobu）大学事務部庶務課長

オブザーバー（任期：H24.3.31）

オブザーバー（任期：H24.3.31）

オブザーバー（任期：H24.3.31）

村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）大学事務部学生課長

事務局（任期：H24.3.31）

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る．本委員会は，公正かつ適切な入学試験を実施するために，各科目の試
験，面接を含む全ての入学試験問題の内容と形式等を検討することにあり，また，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上
程し，その承認を得るという手続に従って行われている．
なお，本委員会は，入試方式・入試成績と入学後の成績を分析，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 23 年 4 月 19 日（火））：大学院講義室

出席 14 人，欠席 3 人
議題：入試実施委員会からの報告について，センター試験準備委員会からの報告について，平成 24 年度医学部
入試日程について，平成 23 年度入試委員会日程について，他
第2回

定例会議（平成 23 年 5 月 17 日（火））：大学院講義室

出席 13 人，欠席 3 人
議題：入試実施委員会からの報告について，親族の受験について，推薦入学試験合格者の学習課題について，入
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試問題の直前点検について，センター試験準備委員会からの報告について，平成 23 年度私立医科大学合同入試
説明会・相談会について，平成 24 年度私立医科大学入学試験日程について，他
第3回

定例会議（平成 23 年 6 月 14 日（火））：大学院講義室

出席 13 人，欠席 2 人
議題：文部科学省連絡協議会報告について，推薦入学試験合格者の学習課題について，大学入試センター試験に
ついて，センター試験準備委員会からの報告について，センター試験の試験科目と配点について，他
第4回

定例会議（平成 23 年 9 月 13 日（火））：大学院講義室

出席 18 人， 欠席 0 人
議題：入試実施委員会からの報告について，推薦入学試験について，センター試験について，面接試験評定票に
ついて，面接試験の重み付けと評定の取り扱いについて，他
第5回

定例会議（平成 23 年 11 月 15 日）：大学院講義室

出席 18 人，欠席 1 人
議題：平成 24 年度推薦入学試験合否判定について，平成 24 年度推薦入試地域医療意向調査集計結果について，
他
第6回

定例会議（平成 24 年 1 月 17 日）
：大学院講義室

出席 16 人，欠席 3 人
議題：推薦入学試験合格者の学習課題について，入試実施委員会からの報告について，一般入試監督者事前説明
会の開催について，センター試験 2 次試験について，女子栄養大学で実施されたセンター試験について，大学
入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止について，他
第7回

定例会議（平成 24 年 1 月 31 日）
：本部棟 2 階会議室

出席 16 人，欠席 3 人
議題：平成 24 年度医学部前期入学試験 1 次試験結果について，他
第8回

定例会議（平成 24 年 2 月 7 日）
：丸木記念館 7 階会議室

出席 18 人，欠席 1 人
議題：平成 24 年度医学部前期入学試験 2 次試験結果について，特待生について，他
第9回

定例会議（平成 24 年 2 月 21 日）
：本部棟 2 階会議室

出席 19 人，欠席 0 人
議題：平成 24 年度医学部後期入学試験 1 次試験結果について，センター試験実施について HP への掲載について，
他
第 10 回 定例会議（平成 24 年 2 月 28 日）
：丸木記念館 7 階会議室
出席 18 人，欠席 1 人
議題：平成 24 年度医学部後期入学試験 2 次試験結果について，特待生について，他
（2）平成 24 年度新入生数
124 名（男 84 名，女 30 名）
推薦試験入学者

11 名（男 3 名，女 8 名）

前期試験入学者

45 名（男 33 名，女 12 名）

後期試験入学者

68 名（男 48 名，女 20 名）

（3）平成 23 年度の主な活動内容
①本委員会の下部組織（医学部入学試験実施委員会）への指示と連携（問題作成班，面接班，情報宣伝班，一般入
試実施班）
②入学試験合格者決定のための検討
③特待生決定のための検討
④入試問題作成のための特任講師の採用（アドミッションセンター）
⑤平成 24 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
⑥一般入学試験監督者の改善アンケート結果による検討
⑦入学試験問題作成についての検討
⑧地域医療への貢献に関する意向調査についての検討
⑨医学部オープンキャンパスの開催
・1 回目

平成 23 年 7 月 24 日（日）

・2 回目

平成 23 年 9 月 11 日（日）
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⑩平成 24 年度一般選抜科目試験問題第三者評価についての検討
・一般入試全科目の点検評価協力者（高校教員等）への委嘱
・試験当日の実施時間内での問題点検と事後の問題評価の依頼
⑪大学入試センター試験参加に係わる検討と準備（女子栄養大学との連携等）
⑫センター試験利用入学試験の検討（2 次試験の実施時期と内容の検討等）
⑬その他
（4）平成 24 年度医学部入学試験
①入学試験日程
・推薦入試

平成 23 年 11 月 13 日（日）

合格発表

平成 23 年 11 月 16 日（水）

・一般（前期）
一次試験

平成 24 年 1 月 29 日（日）

合格発表

平成 24 年 2 月 1 日（水）

二次試験

平成 24 年 2 月 5 日（日）

合格発表

平成 24 年 2 月 8 日（水）

・一般（後期）
一次試験

平成 24 年 2 月 19 日（日）

合格発表

平成 24 年 2 月 22 日（水）

二次試験

平成 24 年 2 月 26 日（日）

合格発表

平成 24 年 2 月 29 日（水）

②平成 24 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

一般入学試験（後期）募集人員

約 45 名

一次試験合格者数の目途：前期約 350 名 , 後期約 300 名
③平成 24 年度推薦入学試験
・志願者数 38 名（内，男子 19 名，女子 19 名）
・受験者数 38 名（内，現役 23 名，浪人 15 名）
・合格者数 11 名（内，男子 3 名，女子 8 名）
（内，現役 6 名，浪人 5 名）
（内，指定校 4 校 5 名）
（埼玉県出身者 5 名）
④前期一般入学試験第一次試験
〔出願者概要〕
・出願者数：2，193 名（前年比 2 名減）
・男子：1，439 名（65.6%）
，女子：754 名（34.4%）
・年令：18 才〜 20 才（72.6%）
・出身校：私立高校（74.6%）公立高校（22.7%）
・卒後経歴：現役（21.1%）予備校生（64.4%）
・高校在学中の評点平均：Ａ（15.9%）
，Ｂ（46.3%）
〔受験者概要〕
・受験者数：1,898 名（出願者の 86.5%）
・欠席者数：295 名（出願者の 13.5%）
〔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 402 点

合計 500 点
最低点 65 点

平均点 252.4 点

〔合否判定結果〕
・合格者数：372 名（得点 309 点，362 位まで）
・男女の別：男子 245 名（65.9％）
，女子 127 名（34.1％）
⑤前期一般入学試験第二次試験
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〔受験者概要〕
・前期第 2 次試験受験者数：316 名（欠席者数：56 名）
・男女別：男子 205 名（64.9％）
，女子 111 名（35.1％）
・現役，浪人年数：現役 39 名（12.3％）
，1 浪 89 名（28.2％），2 浪 81 名（25.6％）3 浪 46 名（14.6％）
，
4 浪以上 61 名（19.3％）
〔第 2 次試験（面接）統計〕
・最高点：20 点／最低点：7 点／平均点：13.40 点
・標準偏差：2.73
・評価結果集計：
（対象評価数 1,264 面接委員数 4 名×受験者 316 名）
評価 A：133（10.52％）※昨年度 評価 A：129/ 対象 1,324（9.74％）
評価 B：381（30.14％）※昨年度 評価 B：361/ 対象 1,324（27.27％）
評価 C：556（43.99％）※昨年度 評価 C：648/ 対象 1,324（48.94％）
評価 D：183（14.48％）※昨年度 評価 D：169/ 対象 1,324（12.76％）
評価 E：11（0.87％）※昨年度 評価 E：17/ 対象 1,324（1.28％）
〔合否判定結果〕
・合格候補者：65 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：1,852 名
・男子：1,159 名（62.6％）
，女子：693 名（37.4％）
・年令：18 歳〜 20 歳（67.1％）
・出身校：私立高校 76.6％，公立校 20.9％
・現役，高卒後の経歴：現役 20.0％，予備校 63.6％
・高校在学中の評点平均：Ａ 15.3％，Ｂ 45.5％
・受験者数：1,535 名（82.9％）
，欠席者数：317 名（17.1％）
・科目別配点：英語 150，数学 100，理科 200 点（2 科目計） 小論文 50 点
合計 500 点
〔合否判定結果〕
・合格者数：343 名（得点 323 点，333 位まで）
・男女別：男子 235 名（68.5％）
，女子 108 名（31.5％）
〔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：413 点， 最低点：60 点
（前期最高点：402 点，最低点：65 点）
・合計得点平均点：前期 252.4 点

後期 276.0 点

・科目別平均点（100 点換算）
英語：60.6 点，数学：52.1 点，物理：55.3 点，化学：49.0 点，生物：50.4 点，小論文：63.1 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：343 名
・男女別：男子 235 名（68.5％）, 女子 108 名（31.5％）
〔受験者概要〕
・後期第 2 次試験受験者数：315 名（欠席者数：28 名）
・男女別：男子 213 名（67.6％）, 女子 102 名（32.4％）
〔第 2 次試験（面接）統計〕
・最高点：20 点 , 最低点：6 点 , 平均点：13.20 点 , 標準偏差：2.91
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・評価結果の集計
評価 A 11.19％ , B 27.46％ , C 43.73％ , D 15.48％ , E 2.14％
・面接評価と内申点の相関関係 0.312
〔合否判定結果〕
・合格者：47 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 24 年度医学部入学者選抜試験は，平成 23 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．募集定員は昨年度と同じ 120 名であった．平成 23 年度一般入学試験志願者数 4，142 名に対し，平成
24 年度は，前期 2，193 名，後期 1，852 名で合計 4，045 名であり，97 名の減員であった．推薦入試においては，
志願者数 38 名であり，昨年度比 5 名の増加であった．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，
最終的に合計 124 名（男性 84 名，女性 40 名）の新入生が入学した．
入試方式としては，推薦入試は適正試験（午前）と個人面接（午後）を実施し，一般入試は前年と同様に 1 次試
験を TOC で実施し，
2 次試験（面接）は短期大学校舎を使用して実施された．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の実施に向けて努力した．前
期，後期一般入試の 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 2 回開催した．また，試験監督者に対しアンケートをおこない，更なる実施要領の改善に努めた．
一次試験においては，本年度もアドミッションセンターに特任講師を採用し，入試問題の精度向上に努力した．本
学が求める入学者を選抜するため，面接試験の重み付けについても継続的に検討を重ねた．
平成 24 年度の一般入試試験問題に対する第三者評価は，全科目について実施した．試験当日の問題点検と事後の
問題評価を依頼し，
「概ね良好」との評価をいただいた．今後も継続して外部評価と科学的な解析によって出題問題
の信頼性，妥当性等を向上させていきたいと考えている．
減少し続ける 18 歳人口の中で，優れた入学者を確保することは，医学部においても例外ではなく益々重要になっ
てくるはずである．入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）は，大学の教育理念・目標に基づいて明確化
され，一連の入学者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よう明確な形で発信する必要がある．その意味で，今年度も継続し
て医学部入学者受け入れ方針をホームページ入試情報のトップに掲載するとともに，オープンキャンパス，進学相談
会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きたい．
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教育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，情報公開が益々重要となる．平成 23 年度も引き続き IT センターの協力により，常時，入試情
報を含めた大学の情報公開が実施できていることはその意味から大きな点と言える．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していきたい．
オープンキャンパスは，入学試験実施委員会情報宣伝班が中心となり，2 回の開催を実現することができた．今年
度も多くの教員の協力を得て，体験学習として外科系デモンストレーション・模擬講義・胸部診察バイタルサイン・
BLS を実施し，受験者・保護者から好評をいただき，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，資料の提供と多くの相談を受け大学の宣伝に努めた．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，今後も更に充実を図る予定である．
平成 25 年度から大学入試センター試験に参加することが決まっており，準備委員会，ワーキンググループ等を通
じて，様々な準備と検討が行われた．本学のアドミッションポリシーは，本学の教育目標である「すぐれた臨床医の
育成」を達成するためのものであり，医学部入試委員会では，入学試験のあり方，選抜方法，広報等様々な角度から
分析・検証・評価を繰り返し，更なる入学試験の充実を図っていきたいと考えている．
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3．14）医学部入学試験実施委員会
1．構成員
実施委員長

土田哲也（THUCHIDA, Tetsuya）：皮膚科学

副委員長

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitarou）：医学基礎（化学）教授（任期：H24.3.31）

科目責任者

赤間啓一（AKAMA, Keiichi）：医学基礎（物理学）教授（任期：H24.3.31）
笹島

（科目責任者）

教授（任期：H24.3.31）

茂（SASAJIMA, Sigeru）：医学基礎（英語）准教授（任期：H24.3.31）

（吉田喜太郎）
（YOSIDA, Kitarou）：医学基礎（化学）教授（任期：H24.3.31）
菅原

隆（SUGAWARA, Takashi）：医学基礎（生物）准教授（任期：H24.3.31）

勝浦一雄（KATHUURA, Kazuo）：医学基礎（数学）准教授（任期：H24.3.31）
面接担当

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryouichi）：神経精神科・心療内科学

小論文担当

渡辺修一（WATANABE, Shuuichi）：生理学

採点集計担当

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター

実施に必要な者

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）
森

教授（任期：H24.3.31）

教授（任期：H24.3.31）

茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター

准教授（任期：H24.3.31）

教授（任期：H24.3.31）

荒関かやの（ARAZEKI, Kayano）：医学教育センター

講師（任期：H24.3.31）

山田泰子（YAMADA, Yasuko）：医学教育センター 教授（任期：H24.3.31）
山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：医学基礎（生物）准教授（任期：H24.3.31）
村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：生化学 教授（任期：H24.3.31）
岡田浩一（OKADA, Kouichi）：総合診療内科 准教授（任期：H24.3.31）
魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）：生化学 講師（任期：H24.3.31）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）：大学事務部 部長（任期：H24.3.31）
堀江正人（HRIE, Masahito）：アドミッションセンター（任期：H23.6.30）
水村順孝（MIZUMURA,Yoritaka）：アドミッションセンター事務部門
（任期：H23.7.1 〜 H24.3.31）
蛭間庄司（HIRUMA, Shouji）：大学事務部学生課 課長補佐 事務局（任期：H23.6.30）
村嶌隆義（MURASHIMA,Takayoshi）大学事務部学生課 課長 事務局
（任期：H23.7.1 〜 H24.3.31）
オブザーバー

別所正美（BESSHO,Masami）学長・医学部長

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会議日程と議事内容
・第 1 回

定例会議（平成 23 年 5 月 10 日（火））：本部棟 2 階会議室

出席 17 人

欠席 2 人

議事：平成 24 年度入試日程について，募集総数について，出題委員・面接委員について，オープンキャンパス
日程について，親族の受験について，推薦入試合格者に対する課題について，他
・第 2 回

定例会議（平成 23 年 7 月 12 日（火））：オルコスホール 1541 号室

出席 18 人

欠席 2 人

議事：第 1 回オープンキャンパスの開催について，センター試験準備委員会からの報告について，試験監督者・
面接委員の依頼について，問題作成班の問題校正日程について，他
・第 3 回

定例会議（平成 23 年 9 月 9 日（金））：本部棟 2 階会議室

出席 16 人

欠席 4 人

議事：第 1 回オープンキャンパスの実施結果と第 2 回オープンキャンパスについて，試験監督者の事前調査に
ついて，女子栄養大学との包括的協定について，進学相談会の参加状況について，センター試験ワーキンググルー
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プについて，推薦入試実施要領（案）について，他
・第 4 回

定例会議（平成 24 年 1 月 6 日（金））：本部棟 2 階会議室

出席 17 人

欠席 2 人

議事：一般入試問題の納品日と袋詰めについて，直前点検について，試験当日の採点・集計について，出題・合
否判定ミス等への対応について，2 次試験の面接委員について，第 2 回オープンキャンパスの実施結果について，
1 次試験会場（TOC）について，センター試験ワーキンググループからの報告について，女子栄養大学で実施さ
れるセンター試験への監督者の派遣について，他
・第 5 回

定例会議（平成 24 年 3 月 27 日（火））：本部棟 2 階会議室

出席 16 人

欠席 4 人

議事：平成 24 年度入試実施委員会日程について，平成 25 年度一般入試 1 次試験会場について，平成 25 入試
日程について，平成 24 年度オープンキャンパス日程について，一般入試（前期・後期）の改善アンケート結果
について，入試委員会からの報告（一般入試・（後期））について，他
②各班（問題作成班・面接班・情報宣伝班・一般入試実施班・事務）の活動内容
イ．一般入学試験の 1 次試験について
（1）
「平成 24 年度入試実施要領」の作成
（2）一次試験監督者の依頼
（3）試験問題の校正
（4）試験問題の袋詰
（5）問題点検助言者の確定と依頼
（7）問題の最終点検の実施
（8）
「平成 24 年度入試実施要領」の事前説明会の開催
（9）採点と集計
（10）合格発表（掲示・HP）
ロ．一般入学試験の二次試験（面接）について
（1）実施要領の作成
（2）面接班の編成と依頼
（3）採点と集計
（4）合格発表（掲示・HP）
ハ．推薦入試について
（1）実施要領の作成
（2）面接班の編成と依頼
（3）適正試験の実施準備
（4）採点と集計
（5）合格発表（掲示・HP）
二．センター試験利用入学試験について
（1）女子栄養大学へ試験監督者の派遣
（2）大学入試センターとの連携協議
（3）センター試験日程の検討
（4）センター試験利用入学試験（2 次試験）についての検討
ホ．オープンキャンパスの実施
（1）実施内容の検討
（2）アンケートの実施と改善計画
（3）オープンキャンパスの開催（7 月 24 日，9 月 11 日）
へ．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，二次試験の合格発表

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 回実施した．体験学習（手術体験，胸部診察，BLS，模擬講義）も好評であった．
平成 24 年度入試は募集定員 120 名で実施し，124 名の新入生を選抜した．平成 25 年度はセンター試験利用の入
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学試験を予定しており，入試実施委員会の中にセンター試験ワーキンググループを設置し，2 次試験内容等について
検討を行った．
各班として実施すべき事項は概ね良好に遂行することができ，推薦入試，一般入試（前期），一般入試（後期）も，
滞りなく実施できたと判断している．
実施内容は入試委員会へ報告した．
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4．1）教授会
1．構成員
議長：大野良三（OHNO,Ryozo）
：保健医療学部長・看護学科長代行
委員：山内俊雄（YAMAUCHI,Toshio）
：学長（平成 23 年 7 月 31 日退任）
別所正美（BESSHO Masami）
：学長（平成 23 年 8 月 1 日就任）
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・学科長（平成 23 年 6 月 1 日就任）
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
見目恭一（Kenmoku,Kyoichi）
：医用生体工学科 教授
黒川幸雄（KUROKAWA,Yukio）
：理学療法学科 教授・学科長
赤坂清和（Akasaka,Kiyokazu）
：理学療法学科 教授
高倉保幸（TAKAKURA,Yasuyuki）
：理学療法学科 教授
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
計：29 名

定足数：20 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）
：事務室長，教務課 課長
荒川浩明（ARAKAWA,Hihoaki）
：教務課 係長
山口哲郎（YAMAGUCHI Tetsuro）
：川角分室 室長（平成 23 年 4 月 1 日着任）

3．開催日
（1）定時開催
第 55 回：4 月 28 日（木）出席者 25 名
第 56 回：5 月 26 日（木）出席者 25 名
第 57 回：6 月 23 日（木）出席者 27 名
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第 58 回：7 月 28 日（木）出席者 27 名
第 59 回：9 月 22 日（木）出席者 27 名
第 60 回：10 月 27 日（木）出席者 26 名
第 61 回：11 月 24 日（木）出席者 27 名
第 62 回：12 月 22 日（木）出席者 24 名
第 63 回：1 月 26 日（木）出席者 25 名
第 64 回：2 月 23 日（木）出席者 26 名
第 65 回：3 月 22 日（木）出席者 27 名
（2）臨時開催
学生の懲戒処分：8 月 12 日（金）出席者 22 名（委任状 6 名）
3 年次編入合否判定：9 月 27 日（火）出席者 23 名（委任状 7 名）
推薦入試合否判定：11 月 8 日（火）出席者 23 名（委任状 6 名）
AO 入試合否判定：12 月 20 日（火）出席者 24 名（委任状 2 名）
一般入試前期 2 次合否判定：2 月 6 日（月）出席者 26 名（委任状 1 名）
一般入試後期合否判定：3 月 2 日（金）出席者 24 名（委任状 3 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
山内俊雄学長が退任され（平成 23 年 7 月 31 日付），新たに別所正美医学部長が新学長に就任された（平成 23 年
8 月 1 日付）
．学部内人事では，岡部恵子看護学科長の退任を受け，大野良三学部長が看護学科長代行に就任（平成
23 年 4 月 1 日付）
，その後，佐鹿孝子教授が看護学科長に就任された（平成 23 年 6 月 1 日付）．また，佐々木榮子，
松下年子，加藤基子各教授が退任された（平成 24 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 55 回教授会（4 月）では，看護学科 3 年次編入学生 4 名の既修得
単位認定案および平成 22 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 2 名が承認された．第 56
回教授会（5 月）では，指定規則の改訂（保健師課程）に伴う学則別表の改定案および初年度納付金の減額に伴う学
則改定案が承認された．第 58 回教授会（7 月）では，平成 24 年度学事予定案および退学 1 名が承認された．第 59
回教授会（9 月）では，医用生体工学科の 2 年次編入試験に係わる既修得単位認定に関する学則の一部改正案および
平成 23 年度保健医療学部プロジェクト研究の審査結果（申請 29 件，採択 27 件）が承認された．また，退学 4 名，
除籍 1 名が承認された．第 60 回教授会（10 月）では，埼玉医科大学臨床フェロー取扱規則，既修得単位認定に係
わる細則，休学 1 名が承認された．また，東日本大震災で大きな被害を受けた学生 26 名についての学費減免案が承
187

委員会・会議報告（保健医療学部）

認された．第 62 回教授会
（12 月）
では，
平成 25 年度入学試験日程案が一部修正の上承認された．第 63 回教授会
（1 月）
では，年間履修単位数の上限設定案，埼玉医科大学保健医療学部ハラスメント防止規則案および防止のためのガイド
ライン案（学生用）が承認された．また，休学 1 名が承認されるとともに，看護学科の教授昇任人事に関する選考
委員会委員案（教員組織運営会議）が承認された．第 64 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，4 年生の奨学賞案および退学 1 名が承認された．また，教育業績評価表（暫
定案）を用いた教育業績評価の実施が承認されるとともに，看護学科の教授選考および医用生体工学科の准教授昇任
に関する選考委員会委員案（教員組織運営会議）が承認された．第 65 回教授会（3 月）では，各学科の進級判定案，
1 〜 3 年生の奨学賞案，学生の授業評価に基づく平成 23 年度教員表彰案，平成 24 年度各種委員会の委員交代案お
よび退学 4 名，復学 1 名が承認された．また，学校法人埼玉医科大学職員健康相談室規程改正案，埼玉医科大学医
学部特別待遇奨学生規程改正案，埼玉医科大学教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会規則改正案，埼玉医科大学実
地研修生取扱要領，医学部のカリキュラム改訂に伴う学則別表改正案が承認された．
さらに，臨時教授会を 6 回開催し，看護学科 3 年次編入学試験，医用生体工学科 2 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．
また，各種の委員会活動を通じて，1 〜 3 年生の平成 22 年度奨学賞の表彰，シラバスおよび学生便覧の作成，新
入生オリエンテーションの実施，
入学者への PC 斡旋，健康診断の実施，医学部主催の市民公開講座への参加（年 3 回）
，
保健医療学部公開講座の企画・運営（年 2 回）
，学生代表との懇談会（年 6 回），研究業績データベース説明会の開催，
試験用マークシートの改変，
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（年 2 回）
，
スポー
ツ等の優秀者表彰，オープンキャンパスにおける新企画の実施，学部内プロジェクト研究の審査，各種国家試験と授
業内容との対応チェック，越華祭の開催支援，謝恩会の運営支援，平成 23 年度学長賞・奨学賞候補者の選定，たち
ばな会会長賞の推薦，1 〜 3 年生の平成 23 年度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，各種
委員会の活動状況評価等が実施された．

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，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．とくに，入学者選抜においては，数年来の受験者数減少傾向について検討を重ね，初年度納付金の減額を
実施することで，受験者数の増加を実現できた．また，理学療法学科では国家試験合格率 100％を達成した．健康
医療科学科および医用生体工学科では，今年度入学生からカリキュラムの一部改訂を行い，順調に推移している．看
護学科では平成 24 年度からカリキュラム改訂を実施予定である．
なお，東日本大震災に伴う被災学生の安否確認，被災状況調査と学費減免措置の検討・実施，全学的な節電対策プ
ロジェクトに則った節電対策についても，年間を通じて教授会として適切に対応した．
学部開設から 7 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，学内各種センターとの機能的連携などを教授会として検討
していく．
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4．2）学務委員会
1．構成員
委員長

大野良三（OHNO, Ryozo）
：学部長（任期：H24.3,31）

委

古地順子（KOCHI, Junko）
：看護学科：教授（任期：H23.3,31）

員

富田幸江（Tomita, Sachie）
：看護学科：准教授（任期：H24.3,31）
有田

彰（ARITA, Akira）
：健康医療科学科：教授（任期：H23.3,31）

渡辺宏志（WATANABE, Hiroshi）
：健康医療科学科：准教授（任期：H24.3,31）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：医用生体工学科：教授（任期：H23.3,31）
脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi）
：医用生体工学科：講師（任期：H24.3,31）
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
：理学療法学科：教授（任期：H23.3,31）
細井俊希（Hosoi, Toshiki）
：理学療法学科：講師（任期：H24.3,31）
間山

伸（MAYAMA, Shin）
：健康医療科学科：講師（任期：H24.3,31）

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 23 年度の活動目標：
①平成 23 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
・学生名簿の作成
・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
・卒業，進級判定案の策定
・休学・退学者の認定
②平成 24 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
・新入生オリエンテーションの企画
・平成 24 年度以降の看護学科カリキュラム改訂の検討
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に対応チェック
・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）
・海外研修への支援
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・携帯電話から閲覧可能な掲示板の運営
・BLS 訓練の全学的実施
・学務に関する医学部との連携協議
・進級判定基準の見直し
・防災訓練の実施に関する見直し
・夏季休暇中の特別プログラムの見直し
・医療人教育者のための WS の見直し
・Web 履修登録手順の見直し
・大学メールの携帯電話への転送システムの普及
・就職活動に伴う欠席者の取扱いに関する検討
・担任制度の見直し
・電子シラバス等の見直し
・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
・教室での飲食に関する検討

3．活動報告
（1）第 56 回学務委員会
（平成 23 年 4 月 15 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席 1 名，議事録あり）
①委員交代（看護学科の佐鹿教授から冨田准教授へ，理学療法学科の神小嶋講師から細井講師へ）の紹介
②平成 22 年度活動概要の報告と平成 23 年度活動目標の確認
③国家試験合格率，就職率および学生の在籍状況（留年者等）の報告
④シラバス，学生便覧の配布報告
⑤新入生オリエンテーション実施報告
⑥学生に対する PC 斡旋報告：新入生 49 名
⑦学生名簿の新規作成報告
⑧ Web 履修登録の状況報告
⑨学生の現住所確認の状況報告
⑩ロッカー室の整備状況報告
⑪平成 21 年度成績優秀者（42 名）の表彰報告
⑫各小委員会の委員長および委員の選定
⑬編入学生 4 名の既習得単位認定案の承認
（2）第 57 回学務委員会
（平成 23 年 5 月 20 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席 1 名，議事録あり）
①東日本大震災に伴う夏季の節電対策の報告
②新入生オリエンテーションのポストアンケート報告：肯定的な評価が多かったが，スケジュールや内容のさらな
る改善について意見交換
③医学部主催の市民公開講座への参加報告（4 月 16 日）：健康医療科学科が担当
④第 8 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 25 日〜 26 日）：新任教員を除き全ての教員が同
一テーマを終了し，新たに “ 評価 ” に焦点をあてたテーマで行う．
⑤第 9 回医療人教育者のためのワークショップとして，新任教員 6 名と事務職員 2 名を対象に，平日午後の 2 日間，
ミニワークショップを実施する（テーマ：curriculum planning）．
（3）第 58 回学務委員会
（平成 23 年 6 月 17 日，於：2F 会議室，出席 8 名，欠席 2 名，議事録あり）
①平成 24 年度学事予定案に関する意見交換
（4）第 59 回学務委員会
（平成 23 年 7 月 16 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席 1 名，議事録あり）
①平成 24 年度学事予定案の承認
②試験用マークシートの新規フォーマットの作成承認
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③退学（1 名）の承認
（5）第 60 回学務委員会
（平成 23 年 9 月 16 日，於：2F 会議室，出席 8 名，欠席 2 名，議事録あり）
①第 8 回および第 9 回医療人教育者のためのワークショップの実施報告：第 8 回では参加者 21 名，第 9 回では
参加者 10 名（含む事務職員 2 名）で，近日中に報告書を全国の関係大学に送付予定
②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
③第 7 回公開講座（看護学科担当）の予定報告
④医用生体工学科の 2 年次編入制度に係わる学則改訂案の承認
⑤ Basic Life Support 実習の中止：消防本部から協力できない旨の連絡あり今年度は中止
⑥退学（4 名）および除籍（1 名）の承認
（6）第 61 回学務委員会
（平成 23 年 10 月 21 日，於：2F 会議室，出席 8 名，欠席 2 名，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報告
③提出書類の新規様式採用の報告
④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
⑤看護学科の 3 年次編入学生の既修得単位の認定に係わる「埼玉医科大学保健医療学部の既修得単位の認定に係
わる細則」の修正案承認
⑥休学（1 名）の承認
（7）第 62 回学務委員会
（平成 23 年 11 月 18 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席 1 名，議事録あり）
①医学部主催の市民公開講座への参加報告（10 月 22 日）：健康医療科学科が担当
②夏期プログラムへの学生参加数集計報告
③欠席届に添付する診断書の代替：医療機関の領収書も認める案が承認された．
（8）第 63 回学務委員会
（平成 23 年 12 月 16 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 0 名，議事録あり）
①校舎の施錠時間変更報告：日曜を除き 21 時とする（19 時以降は学生証をかざす）．
②後期定期試験日程案の提示
③平成 24 年度時間割案の承認
④理学療法学科の授業科目の開講年度変更案の承認
（9）第 64 回学務委員会
（平成 24 年 1 月 20 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席 1 名，議事録あり）
①平成 24 年度医学部市民公開講座への一部参加の報告：看護学科から 2 回，理学療法学科から 1 回
②年間履修単位数の上限設定：審議の結果，49 単位までと決定した．（次年度より実施）
③卒業判定および進級判定の日程について概要決定
④休学（1 名）の承認
（10）拡大学務委員会（平成 23 年度卒業判定会議）
（平成 24 年 2 月 17 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 0 名，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を実施した．
②看護学科では 94 名の卒業，健康医療科学科では 65 名の卒業（留年 4 名），医用生体工学科では 33 名の卒業，
理学療法学科では 40 名の卒業（留年 3 名）となる卒業判定案が承認された．
③学長賞および奨学賞案の承認
（11）第 65 回学務委員会
（平成 24 年 2 月 17 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 0 名，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新入生オリエンテーションの内容案報告
③医用生体工学科の授業科目の開講年度変更案の承認
④医用生体工学科の進級要件変更案の承認
⑤退学（1 名）の承認
191

委員会・会議報告（保健医療学部）

（12）拡大学務委員会（平成 23 年度進級判定会議）
（平成 24 年 3 月 16 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席 0 名，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を実施した．
②看護学科では 1 年生 85 名（留年 2 名）
，2 年生 91 名，3 年生 93 名の進級，健康医療科学科では 1 年生 70 名
（留年 3 名）
，2 年生 77 名（留年 2 名）
，3 年生 66 名（留年 3 名）の進級，医用生体工学科では 1 年生 36 名（留
年 5 名）
，
2 年生 35 名（留年 4 名）
，
3 年生 40 名（留年 3 名）の進級，理学療法学科では 1 年生 48 名（留年 3 名）
，
2 年生 44 名（留年 8 名）
，3 年生 46 名（留年 1 名）の進級となる進級判定案が承認された．
（13）第 66 回学務委員会
（平成 24 年 3 月 16 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 0 名，議事録あり）
①看護学科 FD の実施報告（3 月 9 日）
：“ 医学教育におけるシミュレーションに学ぶ ”
②退学者および留年者に関する事由および対応の報告（各学科各学年）
③平成 23 年度奨学賞候補者の選定：1 〜 3 年生 44 名
④退学（4 名）
，復学（1 名）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 23 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 23 年度学長賞および奨学賞の選定，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，新入学者の既修
得単位の認定手順および Web 履修登録については，さらなる改善策の検討が必要である．
②平成 24 年度カリキュラム等の準備：
平成 24 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 24 年度新入生
オリエンテーションを企画した．なお，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．
③その他の事項（設定した目標以外の事項も含む）：
東日本大震災に伴う節電対策について，教員研究室，事務室，講義室および演習・実験室の冷房温度の制限，学
部棟内の照明やエレベータ稼動数の削減により対応した．
第 8 回および第 9 回医療人教育者のためのワークショップを開催し，前者では新たにテーマを「評価」に特化，
後者では新任教員および事務職員 2 名を対象として教育の原理に関する理解を促進した．また，看護学科では，
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
するとともに，医学部主催の市民公開講座にも一部参加した．
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．
医用生体工学科に 2 年次編入制度を導入した．また，年間履修単位数の上限を設定し，次年度以降から実施する．
なお，昨年度から導入した 1 年生後期の Basic Life Support 実習については，主体となる消防本部から継続不可
能との連絡があり中止とした．これについては，次年度以降の再開について検討予定である．
（2）次年度の目標
①平成 24 年度カリキュラム等の実施と評価
②平成 25 年度カリキュラム等の準備と評価
③既修得単位の認定手順に関する見直し（継続）
④ Web 履修登録手順の見直し（継続）
⑤各種国家試験と授業内容の対応チェックに見直し（継続）
⑥防災訓練の実施に関する見直し（継続）
⑦ Basic Life Support 実習の全学的実施に関する再検討
⑧電子シラバス等の見直し（継続）
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⑪成績不良者への対応策の検討（今年度未実施）
⑫授業の出欠席管理に関する見直し（今年度未実施）
⑬担任制度の見直し（今年度未実施）
⑭進級判定基準の見直し（継続）
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4．3）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：H25.3.31）

委員

淺川典子

（ASAKAWA, Noriko）：看護学科：准教授（任期：H25.3.31）

本山仁美

（MOTOYAMA, Hitomi）：看護学科：准教授（任期：H24.3.31）

間山

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

伸

見目恭一

（KENMOKU, Kyoichi）：医用生体工学科：教授（任期：H25.3.31）

中島孔志

（NAKASHIMA, Kohshi）：医用生体工学科：講師（任期：H24.3.31）

澤田

（SAWADA, Yutaka）
：理学療法学科：講師（任期：H24.3.31）

豊

神子嶋誠

（KAMIKOJIMA, Makoto）：理学療法学科：講師（任期：H25.3.31）

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）23 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 23 年 4 月 1 日より平成 24 年 3 月 31 日の間，計 13 回の委員会を開催し以下の審議を行った．
なお，そのうち 1 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），1 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 23 年 4 月 18 日）於 :C 棟 2F 会議室

出席 8 人

欠席 0 人

出席 8 人

欠席 0 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 23 年 5 月 16 日）於 :C 棟 2F 会議室
①ハラスメント相談員の人選
（3）第 3 回学生部委員会（平成 23 年 6 月 13 日）於 : 川角キャンパスゼミ室 301
出席 8 人

欠席 0 人

①学生会運営費の扱いについて検討
②学生懇談会での議事ついて検討
（4）第 4 回学生部委員会（平成 23 年 7 月 11 日）於 :C 棟 2F 会議室

出席 7 人

欠席 1 人

①学生の夜間における保健医療学部棟の出入りについて検討
（5）臨時学生部委員会（平成 23 年 8 月 1 日）於 :C 棟 2F 会議室

出席 7 人

欠席 1 人

①学生の懲罰について検討
（6）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 23 年 9 月 2 日）
①越華祭の企画運営についての検討
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（7）第 5 回学生部委員会（平成 23 年 9 月 12 日）於 :C 棟 2F 会議室

出席 7 人

欠席 1 人

①課外活動で活躍した学生について，表彰内規を参照に審議
②ゼミ室の利用方法について検討
（8）第 6 回学生部委員会（平成 23 年 10 月 17 日）於 :C 棟 2F 会議室

出席 8 人

欠席 0 人

①課外活動で活躍した学生について，表彰内規を参照に審議
②本学部の学生が，医学部のクラブに入部した際に起こるトラブルについて，対策を検討
（9）第 7 回学生部委員会（平成 23 年 11 月 7 日）於 :C 棟 2F 会議室

出席 5 人

欠席 3 人

①学生に連絡事項を通知する方法について検討
②越華祭の反省と，今後の課題について検討
（10）第 8 回学生部委員会（平成 23 年 12 月 12 日）於 :C 棟 2F 会議室

出席 8 人 欠席 0 人

①学生ロッカーでの盗難被害対策について検討
②課外活動で活躍した学生について，表彰内規を参照に審議
（11）第 9 回学生部委員会（平成 24 年 1 月 16 日）於 : 川角キャンパスゼミ室 301
出席 5 人

欠席 3 人

①課外活動で活躍した学生について，表彰内規を参照に審議
②学生懇談会での議事ついて検討
（12）第 10 回学生部委員会（平成 24 年 2 月 13 日）於 :C 棟 2F 会議室

出席 8 人 欠席 0 人

①講義並びに実習の始業終業時間と，路線バス運行時刻との関連について検討
②川角キャンパス駐車場の環境改善について検討
③試験期間に伴う学生の自習場所でのマナーの問題について検討
④定期健康診断の結果を取りに来ない学生への対応について検討
（13）第 11 回学生部委員会（平成 24 年 3 月 12 日）於 :C 棟 2F 会議室

出席 8 人 欠席 0 人

①謝恩会の反省点の報告及び，次年度に向けての対応を検討
②理学療法学科の実習に際しての諸問題について検討

4．評価と次年度目標
1）今年度の活動目標の達成状況
（1）定期健康診断について，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．よって，平成 23 年度は新入生オリエンテーション
の前の週に組み込んだことによって業務が円滑に進んだ．
（2）学生の行事支援
①学生会企画の年間行事の支援：七夕会（7 月初旬），音楽祭（7/29），大学祭（越華祭 10/29・30）などの学生
が企画した行事を指導・支援し無事終了した．
（3）課外活動の支援
表彰内規に則り，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，学部長ならびにたちばな会に上申した．
①山本遥菜（看護学科 2 年）
：第 28 回関東医科大学対抗陸上競技大会
女子砲丸投げ優勝

女子やり投げ優勝

②新井礼（看護学科 3 年）
：第 28 回関東医科大学対抗陸上競技大会
女子 100M 優勝

女子 200M 優勝

③青柳菜智香（看護学科 3 年）
：2011 春季関東医科歯科空手道大会
女子団体型優勝

女子団体組手優勝，女子個人組手優勝

④佐田彩夏（健康医療科学科 2 年）
：関東医科歯科バドミントン 1 部リーグ新人戦優勝
⑤伊藤寛大（理学療法学科 4 年）
：第 20 回看護学生交流剣道大会男子個人戦優勝
（4）処罰の審議
1 件の事案を審議し，無期停学を教授会に上申した．
（5）学生と教職員との懇談会の開催
学生会執行部及び越華祭実行委員 2 回（H23/7/1，H23/11/25），学年代表 2 回（H23/7/8，H23/12/16），クラブ・
同好会・サークル代表者懇談会 2 回（H23/6/10，H23/12/2）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．
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①改善された主な事案
・コピー機の増設（オスラーホール・図書館前各 1 台）
・保健医療学部棟への出入時間延長（21 時まで）
・日高キャンパス図書館の土曜日開館
②未解決の主な事案
・屋内体育施設の設備
・部室の整備
2）次年度の目標
医学部学生部委員会と連携を取り，
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
平成 23 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．
（5）学生への教育的指導
本学部学生の公共交通機関でのマナーの悪さについては，居合わせた外来患者から苦情が来ている．今後も学生
懇談会等を通じて根気よく指導する．
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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.25.3.31.）

教授 （任期：H.24.3.31.）

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.24.3.31.）

教授 （任期：H.25.3.31.）

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

定例会議（平成 23 年 6 月 20 日）於：保健医療学部日高キャンパスＡ棟 2 階

図書館情報室

出席者

4名

欠席者

2名

議事の経過
1．報告事項
1）平成 22 年度決算報告
本館の図書館委員会にて，平成 22 年度図書館利用サ−ビス状況について報告した．
（資料 1）
2）日高キャンパス：シラバス掲載図書は所蔵のない図書について書店に見積書の作成依頼．
＊発注条件：納品時定価の 15％ディスカウント．
＊今後は丸善 1 社ではなく，管理棟に出店した文光堂にも発注したい．
3）
「学生用教育図書購入申請」について各学科に購入申請依頼を配布する．
〆切りは 7 月半ばを予定している．
4）新入生オリエンテーションで「学科別ガイダンス」を実施した．
今後の方針として，学部のオリエンテーションとセットして行うには無理がある．
今回のように概略の説明とは別に学科別に日程を組んだ方が確実に伝わるようだ．
5）川角キャンパス：上期教育用図書の購入申請についてと，川角キャンパスの図書館 2 階にゼミ室が 5 月にオ−
プンした報告があった．
2．審議事項
1）平成 23 年度図書館委員会日程
今年度の予算使用状況と次年度の予算要求・業務計画の検討．具体的な日時に関しては，1 か月前に開催日決定
のためのメールを配信します．必要な場合（予算・設備など），年度末に第 5 回を用意します．
年 4 回の開催予定日
第 1 回：6 月 20 日

年間予定の検討

第 2 回：7 月 25 日
夏期休暇中の開館日程 ------ 平成 23 年 8 月 8 日（月）〜 8 月 21（日）
を休館とし，その他の日時を開館とする．
利用者アンケート＝内容の検討 ---- 夏季休暇明けにアンケ−ト調査を実施．調査内容をまとめ，後日報告する．
第 3 回：9 月下旬〜 10 月初旬

次年のための雑誌契約など

第 4 回：12 月下旬〜 2 月中旬

今年度予算状況と次年度の予算要求と業務計画検討

2）夏季休暇中の開館について
節電のあおりを受けて，
開館時間の短縮や開館日数の削減を求められている．関係施設全体に及ぶことであるが，
「保健医療学部」としての方針を出したい．本館図書館に「全学の図書館日程作成の申し合わせ」を依頼中であ
る．
保健医療学部図書館の考え方：基本的に本館の休館と重ならない方がよいと思われる．：学部学生の実習期間な
ども検討する必要がある．
②

第2回

定例会議（平成 23 年 7 月 25 日）於：保健医療学部日高キャンパスＡ棟 2 階
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ゼミ室（8） 出席者

5名

欠席者

1名

議事の経過
1．報告事項
1）平成 23 年度学生代表者懇談会報告
図書館への要望事項等
1．日高キャンパス：開館時間の延長について
開館時間の延長は，スタッフも終バスを利用するため現状不可能である．
又，路線バス，スクールバスの運行は，経済的にもかなり難しい．
2．日高キャンパス：PC 台数の増設について（レポート作成で使用）
PC の増設はきりがない．図書館のＰＣ増設より，各自が持参してくれた方が効果的である．「川角キャンパス
ＭＭ教室」の PC を，
日高キャンパス図書館に設置する案が検討されているが，バージョンが古く不向きであり，
新しい PC を増設していただきたい．
3．川角キャンパス：開館時間の延長とスクールバスの最終便の時間変更
まずは，スクールバスの出発時間から検討していただく．
2）日高 3 学科教員に購入申請依頼を配布した「学生用教育図書購入申請」は 7 月 14 日に〆切り，現在集計中．
医用生体工学科臨床工学講座向け，ライセンス購入について質疑があり，調査検討することとなった．
3）夏季休暇中関係図書館の開館予定（別紙）．
日高キャンパス：8 月 8 日〜 20 日を休館とする．
川角キャンパス：休館予定なし（蔵書点検 8 月 5 日），開館時間 8:30 〜 17:30
4）学生の「学生カード不携帯」増加傾向について．
全学生に対して「必ず携帯する」と周知徹底を指導する．各学年別に掲示する．
5）川角キャンパス図書館にブックポストが設置された．
2．審議事項
1）利用者アンケートについて
※スクールバスの問題
※土曜開館にむけて検討中
※コピー機についてプリペイドカード形式導入
（オスラーホール・就職コーナー検討中）
③

第3回
Ａ棟 2 階

定例会議（平成 23 年 10 月 20 日）於：保健医療学部日高キャンパス
ゼミ室（8）出席者

6名

欠席者

なし

議事の経過
報告事項（本多館員）
1）9 月より開始した「土曜日開館」について入館者数を報告する．
入館状況

9月

3日

10 日

17 日

24 日

81 人

12 人

46 人

22 人

161 人

10 月

1日

8日

15 日

22 日

63 人

42 人

51 人

29 人

185 人

合計

9 月の利用率は予想以下であったが，10 月は増加傾向．大学院生の利用は多くはなかった．開館日と重なる学
部の行事予定を把握する必要を確認した．
2）
「附属図書館日高キャンパス分館図書館委員会規則」は改正された．
（改正日：3 月 18 日

更新日：8 月 8 日：総務部ＨＰ「規程集」参照）

3）3 階閲覧室「キャレルデスク（個室型）
」に設置予定の手元照明の追加工事は現在，
LED 照明で見積もり中（年内予定）
．概算で 80 万円程度になると思われる．
4）医学図書館協会より本館を通じて「国際医療センター見学」の依頼があった．
予定は来年 2 月 23 日（木）
．詳細未定．
見学窓口担当：堀江正人（国際医療センター総務課）
受け入れ担当：，小野沢繁雄（本館事務長）本多貞夫（保健医療学部図書館）
5）図書館員選書の日高 3 学科学生教育用図書購入申請リストについて 3 学科長に内容を評価していただくよう購
入希望図書リストを近日中に配布予定．
6）川角キャンパス分館からの報告（岩澤）
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理学療法学科 23 年度図書予算（別紙）
7）川角キャンパス分館購入の外国雑誌 3 誌の電子化について（岩澤）
本館担当者に報告する．詳細は後日．
議案
1）保健医療学部関係の「規定類」の見直しについて．
本来，
「規程類」にはあるはずの「改廃規定」がない．改めて追加したい．
規定類を再度調査，確認の上，あらためて議案提出する．
追加
1）利用者アンケートについて
2 年前からの学部・環境の変化に伴う利用者の動向調査とする．
追加項目として「読書量の調査」が看護・加藤委員よりあげられた．（了承）
次回開催日

平成 23 年 12 月

配布資料：別紙
④

第4回
Ａ棟 2 階

10：00 〜

理学療法学科 23 年図書予算

定例会議（平成 23 年 12 月 20 日） 於：保健医療学部日高キャンパス
ゼミ室（8） 出席者

6名

議事の経過
報告事項（本多館員）
1）
学部教員よりリクエストのあった図書，
館員選書図書など取りまとめたものを発注した．
（昨日入荷．現在整理中）
2）
「最新看護索引Ｗｅｂ」を契約した．
かねてから契約について検討し，進めていたがこのたび契約が成立した．
予算枠は「図書館費内：看護学科」
．利用開始は 1 月 1 日より．
現在，本館，情報担当が設定準備を進めている．
（日本看護学会論文集の冊子版廃刊，電子化に伴う最新看護索引へ掲載のため）
3）3 階閲覧室の「キャレルデスク（ブース型机）」に設置予定の手元照明の追加工事は現在，工事の詳細について
検討中．概算で 80 万円程度になると思われる．
4）医学図書館協会より本館を通じて「国際医療センター見学」の依頼があった．
予定は来年 2 月 23 日（木）
．詳細未定（日本医学図書館協会ＨＰで閲覧可）．
見学窓口担当：堀江正人（国際医療センター総務部）
受け入れ担当：，小野沢繁雄（本館事務長）本多貞夫（保健医療学部図書館）
5）川角キャンパス分館からの報告（岩澤）
議案
1）平成 24 年度予算申請書，業務計画書の提出について
（別紙参照）
2）次年度業務計画として取り上げる「国内学術雑誌購入の見直し」についてすでに各学科長宛に「丸善契約更新書」
は配布済み．
学術雑誌の冊子版から電子版への変更について，ご意見をいただきたい．

3．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．以下，主だった項目について明記する．
自己評価
節電について
昨年春の東日本大震災の影響で電力不足が深刻化した．
図書館の場合，照明設備に関しては開設時より消灯していた部分もあったが，今回の震災を受けて全体の 1 ／ 3
の消灯を実施した．
また，平成 21 年度より検討をすすめている「節電のための照明設備の再検討」についても予算化されたが実現
できなかった．次年度は早々に対応したい．
図書購入について
今年度は日高キャンパス 3 回，川角キャンパス 2 回の図書購入を行った．
基本的対応として，教員より購入希望のあった図書は全て購入している．
開設より 6 年が経過し，購入図書も徐々にではあるが，技術書シフトから学術書シフトへと変更しつつある．
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昨年度より図書館員の選書した図書も購入対象とし，今年度は臨床医学の基本図書や学術雑誌などで推薦してい
る図書などの購入をおこなった．
次年度は，購入図書を，より学術研究図書にシフトし各臨床分野の充実を図りたい．
土曜日の開館について
学部学生，大学院生の要望を受けて，土曜日の開館を実施した．
（開館時間 9：00 〜 17：00）
開館から半年経過し，入館者数は毎土曜日平均 40 人程度だが確実に増えている．
ゼミ室の設置について（川角キャンパス）
学部長からの要請により川角キャンパス図書館 2 階フロアーに 6 部屋用意した．
次年度目標
平成 24 年度は平成 23 年度同様，節電対策が運営上の課題となるだろう．
特に，長期休暇中の開館は単に「照明を 1/3 にする」とかではなく，開館時間や開館日数の見直しから考える
必要がある．
図書館にとって開館時間の延長と節電は反比例することであり，それを実現することは，「照明の配線や設備そ
のものを見直す事」と考えている．例えば書架照明などは「32 ｗ蛍光管 2 本」の照明をＬＥＤダウンライト（人
感センサータイプ）に交換するだけで 1/10 以下にまで節電が期待できるし，図書の劣化防止にもなる．
今後，
「配線から見直す照明設備の検討」は図書館だけでなく，埼玉医大の全ての施設で検討する必要があると
考えている．
資料収集について，特に「電子ジャーナル化」が急速に進んでいる学術雑誌に関しては，目的を「経費節減」だけ
でなく，
「PC 利用による電子文献の入手は学生への教育指導としても有益であること」の視点から，現在購入してい
る学術雑誌のうち，電子化されている雑誌は極力電子版に変更し，必要ではあるが冊子版のみしか存在しない雑誌の
購入に切り替えるといった，学術雑誌の入れ替えを計画している．
以
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4．5）自己点検・評価委員会
1．構成員
委員長：大野良三（OHNO, Ryozo）
，学部長（任期：H24.3,31）
委員：佐々木栄子（SASAKI, Eiko）
，看護学科教授（任期：H25.3,31）
菊池チトセ（KIKUCHI, Chitose）
，看護学科准教授（任期：H24.3,31）
村田栄子（MURATA, Eiko）
，健康医療科学科教授（任期：H25.3,31）
佐藤正夫（SATO, Masao）
，健康医療科学科准教授（任期：H24.3,31）
戸井田昌宏（TOIDA, Masahiro）
，医用生体工学科教授（任期：H24.3,31）
加納

隆（Kano, Takashi）
，医用生体工学科教授（任期：H25.3,31）

小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）
，理学療法学科教授（任期：H24.3,31）
福田敏幸（Fukuda, Toshiyuki）
，理学療法学科准教授（任期：H25.3,31）

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 23 年度の活動目標：
①平成 22 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
③学生による授業評価の実施
④教員表彰制度の企画・運営
⑤各種委員会の活動評価
⑥学部プロジェクト研究の運用状況評価
⑦ FD 活動の実施に関する評価
⑧大学機関別認証評価の検証に基づく点検評価
・市民公開講座の開催（学務委員会）
・学生の意見吸い上げ（学生部委員会，学務委員会）
・海外研修の充実（学務委員会，国際交流センター）
・学生保健管理体制の構築（学生部委員会）
・教員組織のあり方検討（自己点検・評価委員会）
・職員組織のあり方検討（自己点検・評価委員会）
・各種規程の整備（各委員会，教授会）

3．活動報告
（1）第 1 回自己点検・評価委員会
（平成 23 年 4 月 13 日，於：2F 会議室，出席 8 名，欠席 1 名，議事録あり）
①委員交代（看護学科の松下教授から佐々木教授へ，医用生体工学科の脇田講師から加納教授へ，理学療法学科
の藤田教授から福田准教授へ）の紹介
②平成 22 年度活動概要の報告と平成 23 年度活動目標の確認
③委員会日程の確認
④学生による授業評価のまとめの提示（日本医学教育学会にて発表予定）
⑤平成 23 年度活動予定に関する意見交換
・年報作成は学科単位でまとめる．
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・委員長提示の活動目標に加え，教育業績評価に関する指標作成を目指す．
・研究業績データベース説明会（菊池委員，村田委員）
・学生による授業評価の運営方針確認
・各種委員会の活動評価（平成 22 年度年報の完成後に実施）
・学部プロジェクト研究の運用状況評価（平成 18 年度からの 4 年間を対象）
・FD 活動の実施に関する検討（平成 17 年からのアンケート資料で評価）
（2）第 2 回自己点検・評価委員会
（平成 23 年 6 月 8 日，於：2F 会議室，出席 8 名，欠席 1 名，議事録あり）
①研究業績データベースの説明会実施報告（新規入職者 7 名が参加）
②教育業績評価制度（教員活動実績報告システム）の構築
・内外の事例レビュー
・評価項目に関する概括的な意見交換
（3）第 3 回自己点検・評価委員会
（平成 23 年 9 月 7 日，於：2F 会議室，出席 8 名，欠席 1 名，議事録あり）
①前期授業評価の実施報告
②教育業績評価制度（教員活動実績報告システム）の構築
・委員長による具体案提示と意見交換
③災害時の避難対策マニュアルの作成に関する意見交換
（4）第 4 回自己点検・評価委員会
（平成 23 年 11 月 9 日，於：2F 会議室，出席 7 名，欠席 2 名，議事録あり）
①大学機関別認証評価の受審予定に関する報告
②教育業績評価制度（教員活動実績報告システム）の構築
・評価項目の具体案に関する検討
・点数化の指標（重みづけ）の具体案に関する検討
・委員会委員および複数の教員を対象としたトライアル企画
（5）第 5 回自己点検・評価委員会
（平成 24 年 1 月 11 日，於：2F 会議室，出席 7 名，欠席 2 名，議事録あり）
①平成 22 年度各種委員会活動の評価：平成 22 年度年報および各委員会議事録を基に，次回委員会までに評価する．
②教育業績評価制度（教員活動実績報告システム）の構築
・トライアル結果を踏まえた評価項目と点数化の見直し作業
・暫定案を作成し，1 月教授会に提示予定
（6）第 6 回自己点検・評価委員会
（平成 24 年 3 月 14 日，於：2F 会議室，出席 8 名，欠席 1 名，議事録あり）
①学生による授業評価に基づいた教員表彰：候補者の選定（Teacher of the Year 賞；各学科 3 名，Subject of the
Year 賞；各学科 3 科目，Best Eﬀort of the Year 賞；各学科 1 名）
②平成 22 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
③教育業績評価制度（教員活動実績報告システム）の構築
・評価表暫定案による全教員の教育業績評価の実施開始

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 年度人事考課の書式等検討
すでに保健医療学部に特化した書式が完成しており，今年度は委員長判断により内容の確認を行うにとどめた．
今後も現状に即した書式となるよう，必要に応じて検討を続ける．
②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 5 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．
③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．平成 18 年度以降，経年的に評価を行い得た教員延べ 93 名について検討したが，
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初年度に評価が低い教員群で，最終年度での評価向上が大きいことが確認でき，学生による授業評価は教員の
教育能力開発に有用と結論した（平成 23 年 7 月，日本医学教育学会にて発表）．
④教員表彰制度の企画・運営
学生による授業評価の結果を基に，Teacher of the Year 賞，Subject of the Year 賞および Best Eﬀort of the
Year 賞の計 28 名の表彰者を選定した（平成 24 年 4 月の教授会にて表彰）．新規の表彰数は，講義科目で 12
名中 7 名，演習科目で 12 科目中 8 科目となっており，この表彰制度によって教員のモチベーション向上がも
たらされたものと考えた．
⑤各種委員会の活動評価
年報および各委員会議事録を基に，平成 22 年度各種委員会活動の評価を実施した．評価項目は，1）定期的
な開催，2）委員の出席状況，3）目標に即した活動，4）目標の達成度，5）当該年度の自己点検・評価，6）
次年度目標の設定とした．各委員会とも活動状況は適切と判定されたが，一部の委員会では自己点検・評価と
次年度目標が議事録等に記載されていない場合があり改善が望まれる．なお，評価資料に年報を含むため，評
価時期が遅れ，結果のフィードバック機能が有効に働かないことが問題点として残っている．
⑥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．
⑦ 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．
⑧大学機関別認証評価の内容検証とそれに基づく点検評価
ａ．市民公開講座の開催については学務委員会で検討し，今年度から医学部で行っている市民公開講座の部分
的に参入した．
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を継続している．
ｄ．学生保健管理体制については，教職員・学生健康推進センターが学生部委員会と連携して，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ている．
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，さらなる整備が必要と思われる．
⑨教育業績評価制度の構築
新規事業として，
教員の教育業績評価制度の構築を試みた．平成 23 年度中に教育業績評価表（暫定案）を作成し，
全教員による業績評価トライアルを開始した．また，これに伴い，評価手順のマニュアル，学生や保護者との
面談報告書等も作成した．
この制度の目的は，教員個々人が自らの教育業績に対する適切な自己点検・評価を行い，その結果を次年度以
降の教育活動に生かしていくことにある．また，大学が実施する人事考課で教育業績の自己評価を行う際の目
安となる．トライアル結果を基に，資格ごとの自己評価基準を設定することも視野に入れ，次年度以降の正式
実施を目指す．
（2）次年度の目標
①研究業績データベースの運用支援（継続）
②学生による授業評価の実施（継続）
③教員表彰制度の運営（継続）
④平成 24 年度各種委員会の活動評価（継続）
⑤教育業績評価の最終案策定・実施（継続）
⑥学部プロジェクト研究の運用状況評価（継続・未実施事項）
⑦ FD 活動の実施に関する評価（継続・未実施事項）
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）入学試験委員会
1．構成員
委員長：大野良三（OHNO, Ryozo）
，学部長（任期：H24.3,31）
副委員長：市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）
，健康医療科学科教授（任期：H24.3,31）
委員：山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
，学長（平成 23 年 7 月 31 日退任）
別所正美（BESSHO, Masami）
：学長（平成 23 年 8 月 1 日就任，任期：H24.3,31）
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：看護学科学科長（平成 23 年 6 月 1 日昇格：任期：H24.3,31）
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
，看護学科教授（任期：H25.3,31）
丸山昭子（MARUYAMA, Akiko）
，看護学科准教授（任期：H24.3,31）
和合治久（SATO, Masao）
，健康医療科学科学科長（任期：H24.3,31）
北村邦男（KITAMURA, Kunio）
，健康医療科学科教授（任期：H24.3,31）
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
，医用生体工学科学科長（任期：H24.3,31）
小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
，医用生体工学科教授（任期：H24.3,31）
宮本裕一（MIYAMOTO, Yuichi）医用生体工学科准教授（任期：H25.3,31）
黒川幸雄（KUROKAWA, Yukio）
，理学療法学科学科長（任期：H24.3,31）
細井俊希（HOSOI, Toshiki）
，理学療法学科講師（任期：H24.3,31）
乙戸崇寛（OTSUDO, Takahiro）
，理学療法学科講師（任期：H25.3,31）

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 23 年度の活動目標：
①平成 23 年度入学試験の見直し
②平成 24 年度入学試験の募集要項作成
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
④平成 24 年度入学試験の問題選定，印刷，保管
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）
⑥平成 24 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示
⑦平成 24 年度入学試験の見直し
⑧平成 25 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の概要検討

3．活動報告
（1）第 1 回入学試験委員会
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（平成 23 年 4 月 8 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 1 名，議事録あり）
①委員交代（看護学科の冨田准教授から丸山准教授へ，医用生体工学科の山下講師から宮本准教授へ，理学療法学
科の国澤講師から細井講師へ）の紹介
②平成 22 年度活動概要と平成 23 年度時活動予定についての説明と意見交換
③平成 24 年度入学試験日程の確認
④平成 23 年度委員会日程の確認
⑤入学試験実施小委員会の委員選出（市岡委員長，江連，小林，乙戸各委員）
⑥入試問題の内部監査，外部監査に関する方針の決定
⑦オープンキャンパスでの入試説明担当者の決定（主：小林委員，副：丸山委員）
（2）第 2 回入学試験委員会
（平成 23 年 5 月 13 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 2 名，議事録あり）
①平成 21 〜 23 年度過去問題集の作成
②平成 23 年度入試の見直しと平成 24 年度入試に関する意見交換
③推薦入試指定校案の決定
（3）第 3 回入学試験委員会
（平成 23 年 6 月 10 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 1 名，議事録あり）
①入試問題の内部監査者（医学部教員）への依頼
②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
③平成 24 年度入試の出題責任者および問題作成者の選出・承認
④平成 24 年度学生募集要項案の提示
⑤平成 23 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．
・東日本大震災の被災者への配慮
・不正行為の防止
・理数系分野の能力の適切な評価
・健康状況の把握および障害のある者への配慮
・入試情報の取り扱い
・入学までに取り組むべき課題（推薦および AO 入試）
⑤センター試験導入に関する意見交換
（4）第 4 回入学試験委員会
（平成 23 年 7 月 8 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 3 名，議事録あり）
①医学教育センター特任講師の入試問題内部監査への参加につき方針決定
②入試問題の外部監査者（埼玉平成高校教員）への依頼
③募集要項の作成状況報告（7 月中旬に完成予定）
（5）第 5 回入学試験委員会
（平成 23 年 9 月 9 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 2 名，議事録あり）
①医学教育センター特任講師に入試問題内部監査を依頼
②入試問題外部監査の担当者決定
③看護学科 3 年次編入学試験の準備状況報告
④医用生体工学科の 2 年次編入学導入に関する報告，意見交換
（6）臨時入学試験委員会
（平成 23 年 9 月 26 日，於：大会議室，出席 14 名，欠席 0 名，議事録あり）
①看護学科 3 年次編入学試験（9 月 25 日実施）の合否判定案の作成：5 名合格（受験者数 7 名）
（7）第 6 回入学試験委員会
（平成 23 年 10 月 7 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 2 名，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，AO 入学試験，一般入学試験（前期）の準備状況報告
③推薦入学試験の小論文採点方法も見直しに関する意見交換
（8）臨時入学試験委員会
（平成 23 年 11 月 7 日，於：大会議室，出席 13 名，欠席 1 名，議事録あり）
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①推薦入学試験（11 月 6 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 45 名合格（受験者数 90 名），健康医療科学科
18 名合格（受験者数 21 名）
，医用生体工学科 19 名合格（受験者数 22 名），理学療法学科 24 名合格（受験者
数 32 名）
（9）第 7 回入学試験委員会
（平成 23 年 11 月 11 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 2 名，議事録あり）
①推薦入学試験の実施報告
② AO 入試，医用生体工学科の 2 年次編入試験および一般入学試験の準備状況報告
③推薦入学試験の事後評価：小論文の採点方式についての意見交換
④指定校推薦での不合格に係る高等学校側との対応についての意見交換
（10）第 8 回入学試験委員会
（平成 23 年 12 月 9 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 3 名，議事録あり）
① AO 入試，医用生体工学科の 2 年次編入試験および一般入学試験の準備状況報告
②平成 25 年度入試の日程案の策定
③外国の学校を卒業した学生の受験資格認定（1 名）
④推薦入試合格者に対する課題送付の現状報告
（11）臨時入学試験委員会
（平成 23 年 12 月 19 日，於：大会議室，出席 13 名，欠席 1 名，議事録あり）
① AO 入学試験（12 月 18 日実施）の合否判定案の作成：健康医療科学科 12 名合格（受験者数 16 名），医用生体
工学科 4 名合格（受験者数 7 名）
②医用生体工学科 2 年次編入試験（12 月 18 日実施）の合否判定案の作成：1 名合格（受験者数 1 名）
（12）第 9 回入学試験委員会
（平成 24 年 1 月 13 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 2 名，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推薦入試合格者に対する課題送付の終了報告
④一般入学試験における受験者の携帯電話の取り扱いについて意見交換
（13）臨時入学試験委員会
（平成 24 年 2 月 1 日，於：大会議室，出席 14 名，欠席 0 名，議事録あり）
①一般入学試験（前期）第一次試験（2 月 1 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 103 名合格（受験者数 242 名）
，
健康医療科学科 59 名合格（受験者数 64 名），医用生体工学科 32 名合格（受験者数 38 名），理学療法学科 57
名合格（受験者数 71 名）
（14）臨時入学試験委員会
（平成 24 年 2 月 4 日，於：大会議室，出席 14 名，欠席 0 名，議事録あり）
①一般入学試験（前期）第二次試験（2 月 3 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 53 名合格（受験者数 102 名）
，
健康医療科学科 50 名合格（受験者数 58 名），医用生体工学科 20 名合格（受験者数 32 名），理学療法学科 30
名合格（受験者数 55 名）
（15）第 10 回入学試験委員会
（平成 24 年 2 月 13 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 1 名，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
③一般入学試験（前期）の事後評価
④平成 25 年度入試の問題作成責任者の決定
（16）臨時入学試験委員会
（平成 24 年 3 月 1 日，於：大会議室，出席 14 名，欠席 0 名，議事録あり）
①一般入学試験（後期，2 月 29 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 5 名合格（受験者数 53 名），健康医療科
学科 10 名合格（受験者数 23 名）
，医用生体工学科 4 名合格（受験者数 9 名），理学療法学科 3 名合格（受験者
数 29 名）
（17）第 11 回入学試験委員会
（平成 24 年 3 月 9 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 2 名，議事録あり）
①一般入試（後期）の実施報告
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②各種入試の入学手続き状況報告
③平成 24 年度入学試験の総括
④平成 25 年度入学試験日程案の最終確認
⑤各種入試の受験者数の経年変化資料をもとにした意見交換
⑥平成 25 年度入学試験委員会・臨時委員会の日程案の承認

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 23 年度入試の見直し
平成 23 年度入学試験では，定員 250 名に対して受験者数 634 名，入学者数 253 名（定員充足率約 101％）と，
平成 22 年度入試の受験者数 740 名，入学者数 266 名（定員充足率 106％）と比較して，とくに受験者数の減
少が明らかとなった．受験者数の減少は数年来の傾向であり，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の努力に加えて，新たな施策の導入が必
要と判断し，初年度納付金の減額を提案し承認された．
なお，初年度納付金の減額を実施した平成 24 年度入学試験では，受験者数 717 名（前年比 113％），入学者数
257 名
（定員充足率 103％）
となり，
とくに看護学科および理学療法学科の推薦入学試験受験者が約 2 倍となった．
②平成 24 年度入学試験の募集要項を作成，配布した．
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・委嘱を，概ね前年度に準じて実施した．
④平成 24 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．
⑤平成 24 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．
⑥平成 24 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．
⑦平成 24 年度入試の見直し
⑧平成 25 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 24 年度入試の結果をふまえ，平成 25 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 24 年度入学試験の見直し：前年度委員会での見直し結果をふまえ，25 年度入試の改善につなげていく．
②平成 25 年度入学試験の募集要項作成：6 年間の経験をもとに遅滞のない作成を心がける．
③平成 25 年度入学試験の出題・採点委員，面接委員等の選定・委嘱：24 年度に準じる．
④平成 25 年度入学試験の問題選定，印刷，保管：24 年度に準じる．
⑤平成 25 年度入学試験の実施（試験場設営，試験監督者選定）：24 年度に準じる．
⑥平成 25 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示：24 年度に準じる．
⑦平成 25 年度入学試験の見直し：入試区分ごとに点検・評価を実施する．
⑧平成 26 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の決定：25 年度入試の成果をふまえて検討する．
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4．7）広報委員会
1）構成員
委員長：市岡正適（ICHIOKA Masayuki）
：健康医療科学科教授：平成 18 年 4 月 1 日より
（任期：平成 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 25 年 3 月 31 日）
久保恭子（KUBO Kyouko）
：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 24 年 3 月 31 日）
山下芳久（YAMASHITA Yoshihisa）
：医用生体工学科准教授：平成 23 年 4 月 1 日より（任期：平成 25 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）
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 24 年 3 月 31 日）
乙戸崇寛（OTUDO Takahiro）
：理学療法学科講師：平成 24 年 4 月 1 日より（任期：平成 25 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 23 年度の活動目標
①平成 25 年度保健医療学部パンフレット及び，平成 24 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
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 23 年 4 月 8 日） 於：C 棟 2 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 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）第 2 回広報委員会（平成 23 年 5 月 17 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

①昨年度第 9 回オープンキャンパスのプログラムを基に，第 1 回オープンキャンパスプログラムの詳細検討
（3）第 3 回広報委員会（平成 23 年 6 月 15 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 7 人

欠席者 1 人

①中学生向けオープンキャンパスプログラムの検討
②第 1 回オープンキャンパスの報告を基に，第 2 回オープンキャンパスプログラムの詳細検討
（4）第 4 回広報委員会（平成 23 年 7 月 5 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 6 人

欠席者 2 人

①昨年度第 4 ･ 5 ･ 6 ･ 7 回オープンキャンパスのプログラムを基に，第 3 ･ 4 ･ 5 ･ 6 回オープンキャンパスプログ
ラムの詳細検討
（5）第 5 回広報委員会（平成 23 年 9 月 8 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 7 人（内 1 名代理） 欠席者 2 人

①越華祭期間中の個別相談会及び推薦入試面接講座実施について詳細検討
②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
③昨年度第 8 回オープンキャンパスのプログラムを基に，第 7 回オープンキャンパスのプログラムの詳細検討
④平成 25 年度保健医療学部案内及び平成 24 年度オープンキャンパスポスター制作について検討
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（6）第 6 回広報委員会（平成 23 年 11 月 10 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 5 人

欠席者 3 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
②平成 25 年度保健医療学部案内及び平成 24 年度オープンキャンパスポスター制作について検討
③一般入学試験の宣伝を主とした DM 送付について検討
（7）第 7 回広報委員会（平成 23 年 1 月 17 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 5 人

欠席者 3 人

①来年度オープンキャンパス日程について検討
②来年度の実施企画について検討

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 7 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 23 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 5 日（84 名）
，6 月 26 日（73 名）
，7 月 23 日（94 名）
7 月 24 日（143 名）
，8 月 20 日（269 名），8 月 21 日（149 名）
10 月 2 日（107 名）
（B）高校教員対象キャンパス見学会（6 月 16 日・6 月 24 日） 7 校参加
（C）個人見学

54 名対応

（D）個別相談会

10 月 29 日，10 月 30 日（越華祭との共催） 相談者 40 名対応

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

25 箇所

4 箇所

（C）高校の進学相談会
（D）高校の出張講義

7 箇所
23 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

④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」
⑤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」
⑦電車広告・新聞広告・ポスター作成の企画と実施
（A）東武東上絵沿線キャンパスマップ連合広告
（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）西武新宿線本川越駅構内電照掲示板
（D）イーグルバス時刻表への広告掲載
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）
（C）医用生体工学科オリジナルリーフレットの作成
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（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 を整備，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）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．
（C）常に新規の企画を思案する．
（D）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．
（E）オール埼玉医大の観点から，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．
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4．8）保健医療学部倫理委員会
1．構成員
委員長：松下年子（MATSUSHITA, Toshiko）
，看護学科教授，平成 22 年 4 月より 2 年間
委員：山路真佐子（YAMAJI, Masako）
，看護学科准教授，平成 23 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
佐藤正夫（SATOH, Masao）
，健康医療科学科准教授，平成 23 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 23 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
小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）
，理学療法学科教授，平成 23 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 22 年 4 月より 2 年間
幸田恵幸（KODA, Keiko）
，真言宗光明寺住職，平成 23 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．なお，大学院修士課程からの審査依頼があった研究も審査対象とする．

3．活動報告
1）委員会の開催
平成 23 年度保健医療学部倫理委員会は，平成 24 年 3 月までに 10 回開催した．
第 1 回：平成 23 年 4 月 21 日
第 2 回：平成 23 年 5 月 19 日
第 3 回：平成 23 年 6 月 16 日
第 4 回：平成 23 年 7 月 21 日
第 5 回：平成 23 年 9 月 15 日
第 6 回：平成 23 年 11 月 17 日
第 7 回：平成 23 年 12 月 15 日
第 8 回：平成 24 年 1 月 19 日
第 9 回：平成 24 年 2 月 16 日
第 10 回：平成 24 年 3 月 15 日
2）申請課題平成 22 年度実施報告書の提出
・対象件数

22 件

・報告件数

9 件（研究終了：5 件，研究継続：4 件）

3）主な審議事項
（1）申請課題の審査：審査件数 41 件

新規申請 39 件（内大学院学生の申請 17 件），再申請 2 件

1．申請番号 49：
「地域高齢者の健康増進を促す支援技術の開発のための基礎的研究」
申請者：新井智之（理学療法学科）
審議結果：条件付承認（4 月 21 日）
2．申請番号 50：
「三次元動作解析装置を用いた膝関節の動的不安定性に関する研究」
申請者：澤田

豊（理学療法学科）

審議結果：条件付承認（5 月 19 日）
3．申請番号 51：
「高齢者の性意識に関する研究 −高齢者へのインタビュー調査と看護職者へのフォーカスグルー
プインタビュー調査−」
申請者：大森智美（看護学科）
変更の勧告（6 月 16 日）
4．申請番号 52：
「アルコール依存症回復者とその家族の回復過程に関する研究」
申請者：松下年子（看護学科）
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審査結果：承認（6 月 16 日）
5．申請番号 53：
「新人看護師の離職防止を意図した『首尾一貫感覚向上プログラム』の有用性の検討」
申請者：松下年子（看護学科）
審査結果：条件付承認（6 月 16 日）
6．申請番号 51-2（6 月委員会で変更の勧告と通知した研究課題の再審査）：「高齢者の性意識に関する研究 その 1
−高齢者へのインタビュー調査−」
申請者：大森智美（看護学科）
審査結果：承認（7 月 21 日）
7．申請番号 54：
「高齢者の性意識に関する研究 その 2 −看護職者へのフォーカスグループインタビュー調査−」
申請者：大森智美（看護学科）
審査結果：条件付承認（7 月 21 日）
8．申請番号 55：
「障害のある子どもの親へのグリーフケアに関する研究」
申請者：佐鹿孝子（看護学科）
審査結果：承認（7 月 21 日）
9．申請番号 56：
「患児の家族のための終末期ケアおよびグリーフケアの実態 −全国の小児病棟を対象とした質問
紙調査−」
申請者：丸山昭子（看護学科）
審査結果：承認（7 月 21 日）
10．申請番号 57：
「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」
申請者：菊池チトセ（看護学科）
審査結果：承認（7 月 21 日）
11．申請番号 58：
「操作を伴う 3 次元映像における生体への悪影響の定量的解析に関する研究」
申請者：小林直樹（医用生体工学科）
審査結果：条件付承認（7 月 21 日）
12．申請番号 59：
「精神科病院および，総合病院精神科病棟における精神疾患患者の終末期医療の実態調査」
申請者：丸山昭子（看護学科）
審査結果：承認（9 月 15 日）
13．申請番号 60：
「心の健康に関する研究 −大都市近郊住民を対象として−」
申請者：山路真佐子（看護学科）
審査結果：承認（9 月 15 日）
14．申請番号 61：
「精神科スーパー救急病棟における身体拘束の実態」
申請者：デッカー清美（看護学科）
審査結果：条件付承認（11 月 17 日）
15．申請番号 62：
「認知高齢者を対象とした理解の深まりにおける研究（1）」
申請者：根岸貴子（看護学科）
審査結果：条件付承認（12 月 15 日）
16．申請番号 63：
「認知高齢者を対象とした理解の深まりにおける研究（2）」
申請者：根岸貴子（看護学科）
審査結果：条件付承認（12 月 15 日）
17．申請番号 64：
「有職の高年初産婦に関する研究」
申請者：藤村博恵（看護学科）
審査結果：承認（12 月 15 日）
18．申請番号 65：
「埼玉県内における精神科訪問看護の実態調査」
申請者：大澤優子（看護学科）
審査結果：条件付承認（1 月 19 日）
19．申請番号 66：
「看護系大学生における共依存傾向と親の養育態度，自己価値観の関連性について」
申請者：大澤優子（看護学科）
審査結果：条件付承認（3 月 15 日）
20．申請番号 67：
「看護学生の携帯電話依存に関する要因と心理」
申請者：デッカー清美
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審査結果：承認（3 月 15 日）
21．申請番号 68：
「子宮頸がんの予防行動に対する女子学生の認識調査」
申請者：デッカー清美
審査結果：承認（3 月 15 日）
22．申請番号 69：
「要支援後期高齢者におけるデイサービス継続利用に関する研究」
申請者：根岸貴子（看護学科）
審査結果：承認（3 月 15 日）
23．申請番号 70：
「地域在住高齢者を対象とした『継続可能な運動に関する尺度
（Sustainable exercise scale: SES）
』の信頼性および実用性の検討」
申請者：細井俊希（理学療法学科）
審査結果：承認（3 月 15 日）
24．申請番号 M-5：
「ターミナル期における小児がんの子どもの語りに関する研究 −看護師の面接調査から−」
申請者：杉山智江（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（4 月 21 日）
25．申請番号 M-6：
「精神科特定看護師（仮称）の業務範囲に関する意識調査 −精神科領域に従事する医療職者
を対象とした自記式質問紙調査−」
申請者：荒木とも子（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（4 月 21 日）
26．申請番号 M-7：
「精神科看護師の死生観育成のプロセス」
申請者：内野小百合（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（4 月 21 日）
27．申請番号 M-8：
「筋バランスを重視した肩甲骨エクササイズが肩甲骨アライメントに与える影響」
申請者：雨宮克也（医学研究科修士課程）
審査結果：承認（5 月 19 日）
28．申請番号 M-9：
「予測の有無がカッティング動作における着地時の筋活動と床反力応答に与える影響」
申請者：仲川真悟（医学研究科修士課程）
審査結果：条件付承認（5 月 19 日）
29．申請番号 M-10：
「拮抗筋に対するストレッチの違いによる主動作筋筋活動への影響」
申請者：丸尾達也（医学研究科修士課程）
審査結果：承認（5 月 19 日）
30．申請番号 M-11：
「フォワードランジにおける前脚の運動解析と前脚膝関節外反モーメントに対する前脚足部
因子についての検討」
申請者：渡部賢二（医学研究科修士課程）
審査結果：承認（5 月 19 日）
31．申請番号 M-12：
「造血幹細胞移植のリハビリテーションに携わる看護師の役割遂行に関する認識と自己効力
感の関連」
申請者：関口みどり（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（5 月 19 日）
32．申請番号 M-13：
「看護師のスピリチュアリティと看護師が実践しているスピリチュアルケアの実践 −ホスピ
ス，緩和ケア病棟対象に−」
申請者：津村久美子（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（5 月 19 日）
33．申請番号 M-14：
「精神科領域における看護師の処方権に関する予備調査 −精神科病院の管理的立場にある精
神科医師及び薬剤師を対象とした意識調査−」
申請者：辻脇邦彦（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（5 月 19 日）
34．申請番号 M-15：
「看護師が否定的な感情を抱いた場面における看護師の行動の様相」
申請者：河田純子（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（6 月 16 日）
35．申請番号 M-16：
「インタラクティブ映像における生体影響の定量的評価法の研究」
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申請者：濱田雅美（医学研究科修士課程）
審査結果：条件付承認（7 月 21 日）
36．申請番号 M-17：
「地域高齢者の家族健康度と社会ネットワークの関連」
申請者：松岡由美子（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（9 月 15 日）
37．申請番号 M-18：
「透析中の抜針予防のための体動感知センサの有用性に関する検討」
申請者：高橋良光（医学研究科修士課程）
審査結果：変更の勧告（11 月 17 日）
38．申請番号 M-19：
「不眠を訴える精神疾患患者における「就寝前アロマテラピー」の有用性 −精神科急性期病
棟入院患者を対象とした試み−」
申請者：丸山達也（看護学研究科修士課程）
審査結果：条件付承認（11 月 17 日）
39．申請番号 M-18-2（11 月委員会で変更の勧告と通知した研究課題の再審査）：「透析中の抜針予防のための体
動感知センサの有用性に関する検討」
申請者：高橋良光（医学研究科修士課程）
審査結果：承認（12 月 15 日）
40．申請番号 M-20：
「脊髄損傷患者が辿るプロセスに看護師の言動がどのような影響を与えたのかについて」
申請者：梶原貴宏（看護学研究科修士課程）
審査結果：条件付承認（2 月 16 日）
41．申請番号 M-21：
「被災地外派遣の災害支援看護師が受けた身体的・精神的影響 ? 東日本大震災において ?」
申請者：新山和也（看護学研究科修士課程）
審議結果：条件付承認（2 月 16 日）

4．評価と次年度目標
23 年度の審査件数 41 件のうち，承認 24 件（内大学院 12 件），条件付承認 15 件（内大学院 5 件），変更の勧告
2 件（内大学院 1 件）であった．審査は問題なく行われた．ただし，条件付承認について，書類の不備で条件付きと
なることが多いことから，申請書類の書き方等の説明に改良する点があること，条件の解除の方法について検討が必
要と思われる．また，年度末に提出が義務づけられている実施報告書の提出率がひくかった．
24 年度の目標は適正・迅速な審査により，より研究がスムーズに開始できるようにすること．さらに研究が倫理
的に問題なく推移しているか確認するための実施経過・終了報告書の提出を的確におこなうよう厳正に指導したい．
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5．1）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 58 回（平成 22 年 9 月 13 日（火）
）
於：SMS-NET

出席 14 人，欠席なし

学術集会実施報告のみ
第 59 回（平成 24 年 1 月 17 日（火）
）
於：SMS-NET 出席 15 名，欠席なし
議

事：

・設備・備品搬入申請について
・感染動物実験（ウィルス等接種実験）実施ガイドライン作成について
・大型機器使用申請について
第 60 回（平成 24 年 3 月 13 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階

会議室 出席 14 人，欠席 1 人
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議

事：

・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 1 件，成果報告･延長申請 1 件
中間報告審査 2 件，新規申請審査 1 件
・新たな基本学科の受入について
②

ゲノム医学研究センター承認学術集会開催

以下の 21 件の学術集会につき審査の上，承認し開催した．
第 124 回

中止につき欠番

第 125 回

日

講

時：平成 23 年 5 月 13 日（金） 16:00 〜 17:00

師：静岡大学理学部化学科

講師

大吉

崇文

先生

テーマ：核酸高次構造を認識するタンパク質の解析
主

催：遺伝構造機能部門

第 126 回
講

日

時：平成 23 年 5 月 27 日（金） 16:00 〜 17:15

師：昭和大学歯学部口腔生化学教室

准教授

宮本

洋一

先生

テーマ：活性窒素・酸素種による軟骨細胞変性
主

催：病態生理部門

第 127 回
講

日

時：平成 23 年 6 月 21 日（火） 16:00 〜 17:15

師：立教大学 極限生命情報研究センター（

東京大学（

名誉教授

） 黒岩

常祥

センター長

）

先生

テーマ：細胞の起源と増殖の基盤となるミトコンドリアと葉緑体の分裂・遺伝のしくみのゲノム科学的解明
主

催：所長室

第 128 回
講

日

時：平成 23 年 5 月 30 日（月） 16:00 〜 17:00

師：東京大学大学院医学系研究科

特任教授

藤堂 具紀

先生

テーマ：遺伝子組換え HSV-1 を用いたがんのウイルス療法の開発
主

催：遺伝子情報制御部門

第 129 回
講

日

時：平成 23 年 7 月 4 日（月） 16:00 〜 17:00

師：財団法人東京都医学総合研究所・運動・感覚システム研究分野

副参事研究員

橋本

款

先生

テーマ：新規シヌクレインマウスモデルを用いた神経変性機序の解明，及び治療法開発への応用
主

催：遺伝子情報制御部門

第 130 回
講

日

時：平成 23 年 7 月 13 日（水） 16:00 〜 17:00

教授

師：順天堂大学大学院医学研究科認知症診断・予防・治療学
田平

武

先生

テーマ：アルツハイマー病のアミロイド仮説に基づいた予防・治療法の開発
主

催：遺伝子情報制御部門

第 131 回
講

日

時：平成 23 年 7 月 19 日（火） 16:00 〜 17:30

師：東京都健康長寿医療センター研究所

チームリーダー

田中

健康長寿ゲノム探索

先生

テーマ：ミトコンドリア病の診断と治療の新戦略：
ピルビン酸療法に関するエクソームとメタボローム解析
主

催：トランスレーショナルリサーチ部門

第 132 回
講

日

時：平成 23 年 7 月 20 日（水） 16:00 〜 17:00

師：大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構

ライフサイエンス統合データベースセンター
特任准教授

坊農 秀雅

先生

テーマ：データベース統合による知のめぐりのよい実験医学研究への招待
主
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第 133 回
講

日

時：平成 23 年 10 月 3 日（月） 16:00 〜 17:15

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

Research Fellow

古株

彰一郎

先生

テーマ：骨量調節における BMP3 の役割
主

催：病態生理部門

第 134 回
講

日

時：平成 23 年 10 月 7 日（水） 16:00 〜 17:00

教授

師：埼玉医科大学病院
池園 哲郎

耳鼻咽喉科

先生

テーマ：難聴・めまいのバイオマーカー CTP
―基礎研究の臨床応用をめざして―
主

催：ゲノム科学部門

第 135 回
講

日

時：平成 23 年 11 月 3 日（木） 13:50 〜 14:40

教授

師：慶應義塾大学大学院医学研究科 分子生物学
塩見

春彦

先生

テーマ：小分子 RNA によるトランスポゾンの制御
主

催：遺伝子構造機能部門

第 136 回
講

日

時：平成 23 年 11 月 3 日（木） 15:50 〜 16:40

師：理化学研究所 基幹研究所 中川 RNA 生物学研究室

准主任研究員

中川

真一

先生

テーマ：核内長鎖ノンコーディング RNA と疾患との関連
主

催：遺伝構造機能部門

第 137 回
講

日

時：平成 23 年 11 月 3 日（木） 16:40 〜 17:30

師：東京大学分子細胞生物学研究所 核内情報研究分野

教授

加藤

茂明

先生

テーマ：転写とエピゲノムの共制御因子群の機能
主

催：遺伝構造機能部門

第 138 回
講

日

時：平成 23 年 12 月 7 日（水） 16:30 〜 17:30

師：東北大学大学院医学系研究科病理検査学分野

教授

鈴木

貴

先生

テーマ：乳腺疾患とエストロゲン
主

催：遺伝子情報制御部門

第 139 回
講

日

時：平成 24 年 1 月 17 日（火） 16:00 〜 17:30

師：独立行政法人国立成育医療研究センター研究所

システム発生・再生医学研究部
部長

高田 修治

先生

テーマ：哺乳類の性決定，性分化の分子メカニズムの解明に向けて
主

催：ゲノム科学部門

第 140 回
講

日

時：平成 24 年 1 月 6 日（金） 16:30 〜 17:30

師：日本医科大学老人病研究所免疫部門

教授

田中

信之

先生

テーマ：炎症・癌化における糖代謝制御の役割と糖代謝を標的とした新たな治療法の開発
主

催：遺伝子情報制御部門

第 141 回
講

日

時：平成 24 年 2 月 14 日（火） 16:00 〜 17:00

教授

師：先端医療開発センター
西山

正彦

先生

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 - スの構築と必須情報及びその推
定モデルの策定（厚生労働科学研究費補助金第 3 次対がん総合戦略研究事業）終了報告
主

催：プロジェクト研究部門（西山チーム）

第 142 回
講

日

時：平成 24 年 2 月 14 日（火） 15:30 〜 16:00

師：リウマチ膠原病内科
217

委員会・会議報告（各種センター）

助教

荒木

靖人

先生

テーマ：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
主

催：プロジェクト研究部門（三村チーム）

第 143 回
講

日

時：平成 24 年 2 月 29 日（水） 13:00 〜 14:30

師：DLA Piper 法律事務所

東京マネージャー

ヘンリー幸田

先生

メキキ・クリエイツ株式会社
常務取締役

粕川

敏夫

先生

テーマ：米国特許法改正と，戦略的な特許出願・ラボノート活用法
主

催：所長室

第 144 回
講

日

時：平成 24 年 3 月 2 日（金） 10:30 〜 11:30

師：神戸大学大学院医学研究科外科系講座耳鼻咽喉科

頭頸部外科学分野
教授

丹生

健一

先生

テーマ：頭頸部癌とウイルスと遺伝子
主
③

催：所長室

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 23 年 4 月 19 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：遺伝子治療部門
助

教

曽根

岳史

テーマ：バキュロウイルス発現系による人工多能性幹細胞の誘導
第2回

日

時：平成 23 年 5 月 17 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・トランスレーショナルリサーチセンター）
助

教

和田

智

テーマ：新規創薬標的遺伝子の機能解析
演

者：プロジェクト研究部門（埼玉医科大学
助

教

荒木

リウマチ膠原病科）

靖人

テーマ：関節リウマチ滑膜線維芽細胞における IL‐6 刺激による MMP 遺伝子転写活性化とヒストン修
飾の関連
第3回

日

時：平成 23 年 6 月 21 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：遺伝子情報制御部門
特任研究員

伊地知

暢広

テーマ：エストロゲン依存性がんにおけるフォークヘッド転写因子 FOXP1 ならびに FOXA1 の機能的
役割と臨床的意義
第4回

日

時：平成 23 年 7 月 19 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：遺伝子構造機能部門
助

教

荒井

重紀

テーマ：RNA 結合タンパク質 TLS/FUS の翻訳後修飾制御因子としての機能評価
第5回

日

時：平成 23 年 9 月 20 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：病態生理部門
研究員

笠沼

寛樹

テーマ：進行性骨化性線維異形成症（FOP）における骨形成前駆細胞の同定
第6回

日

時：平成 23 年 10 月 18 日（火）13：00 〜 14：00

演

者：プロジェクト研究部門（埼玉医科大学
准教授

岡田

腎臓内科）

浩一

テーマ：腎線維化における EMT の関与
演

者：プロジェクト研究部門（国際医療センター
講

師

藤田

腫瘍内科）

健一

テーマ：1．ABCC2 genotype to eﬃcacy of ﬁrst-line FOLFIRI in Japanese
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Patients with advanced colorectal cancer
2．Sorafenib and sunitinib, two anti-cancer drugs, inhibit
CYP3A4- and activate CYP3A5-mediated midazolam
1'-hydroxylation
第7回

日

時：平成 23 年 12 月 27 日（火）10：30 〜 11：15

演

者：RI 実験施設
講

師

西本

正純

テーマ：UTF1 遺伝子は胎盤をもつ哺乳動物特異的に存在し，また機能的には胎盤の増殖に寄与している
第8回

日

時：平成 24 年 2 月 21 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：発生・分化：再生部門
ポストドクター

加門

正義

テーマ：Partial iPS 細胞を真の iPS 細胞へと変換する能力を持つ遺伝子のゲノムワイドスクリーニン
グによる同定
第9回

日

時：平成 24 年 3 月 27 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：ゲノム科学部門
特任研究員

伊関

大敬

テーマ：ES 細胞および卵母細胞特異的発現遺伝子による iPS 細胞誘導効率化の検討
④

プロジェクト研究部門（受入，中間，延長，終了）審査
1）新規受入：
・なし
2）中

間：

・鈴木チーム（埼玉医科大学病院腎臓内科）
・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：

・三村チーム（埼玉医科大学病院リウマチ・膠原病内科）
4）終

了：

・西山チーム（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）−
⑤

プロジェクト研究部門
1）池田

参加チーム：6 チーム（順不同）

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）三村

俊英チーム（埼玉医科大学病院リウマチ・膠原病内科）

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
5）西山

正彦チーム（国際医療センタートランスレーショナルリサーチセンター）

研究課題：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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5．2）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：H24.3.31）

◇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：H24.3.31）
◇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：H24.3.31）
米谷

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

坂本

安（SAKAMOTO, Yasushi）
：共同利用施設運営部門（任期：H23.8.1- H24.3.31）

※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：知財戦略研究推進部門（任期：H24.3.31）
飯野

顕（IINO, Akira）
：研究支援管理部門（任期：H23.7.31）

※松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：研究支援管理部門長（任期：H23.8.1- H24.3.31）

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：安全管理部門 ( 感染分野 )（任期：H24.3.31）
丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：フェローシップ部門（任期：H24.3.31）

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：研究評価部門（任期：H24.3.31）
◇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：H24.3.31）
木崎昌弘（KISAKI, Masahiro）
：研究主任部門（任期：H24.3.31）退任
※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：研究主任部門（任期：H24.3.31）
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：研究主任部門（任期：H24.3.31）
森

圭介（MORI, Keisuke）
：共同利用施設運営部門（任期：H24.3.31）

田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）
：共同利用施設運営部門（任期：H24.3.31）
西川

亮（RYO, Nishikawa）
：共同利用施設運営部門（任期：H23.7.31）退任

小林国彦（KOBAYASHI,Kunihiko）: 共同利用施設運営部門（任期：H23.8.1- H24.3.31）
西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：知財戦略研究推進部門（任期：H24.3.31）
安河内正文（YASUKOCHI, Masafumi）
：知財戦略研究推進部門（任期：H24.3.31）
村越隆之（MURAKOSHI,Takayuki）: 研究支援管理部門（任期：H24.3.31）
仁科正実（NISHINA, Masami）
：研究支援管理部門（任期：H24.3.31）
三谷幸之介（MITANI, Kounosuke）
：安全管理部門（DNA 分野）（任期：H24.3.31）
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：安全管理部門（廃液等環境分野）（任期：H24.3.31）
森

隆（MORI, Takashi）
：安全管理部門（動物分野）（任期：H24.3.31）

※丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：安全管理部門（薬物分野）（任期：H24.3.31）

犬飼浩一（INUKAI, Koichi）
：安全管理部門（RI 分野）（任期：H24.3.31）
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：フェローシップ部門（任期：H24.3.31）

伊崎誠一（IZAKI, Seiichi）
：研究評価部門（任期：H24.3.31）
◇ブランチ長（医学研究センター運営会議規則第 3 条 3 号構成員）
※松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：毛呂山キャンパス担当（任期：H24.3.31）

※田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）
：総合医療センター担当（任期：H24.3.31）
※小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）
：国際医療センター担当（任期：H24.3.31）
※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター担当（任期：H24.3.31）
◇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

顕（IINO, Akira）
：知財戦略研究推進部門

部門長代理（任期：H24.3.31）

※は重複構成員･･･計 26 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
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町田早苗（MACHIDA, Sanae）：医学研究センター 助教
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

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 23 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 26 名で構成されている．

3．活動報告
◇定期開催
第 62 回：4 月 20 日（火）返

信 18 通（電子メール会議）

第 63 回：5 月 17 日（火）出席者 24 名（委任状 9 名）
第 64 回：6 月 7 日（火）出席者 26 名（委任状 10 名）
第 65 回：7 月 12 日（火）出席者 25 名（委任状 5 名）
第 66 回：9 月 5 日（月）出席者 23 名（委任状 9 名）
第 67 回：10 月 18 日（火）出席者 24 名（委任状 9 名）
第 68 回：11 月 15 日（火）出席者 24 名（委任状 8 名）
第 69 回：1 月 17 日（火）出席者 24 名（委任状 9 名）
第 70 回：2 月 13 日（火）出席者 23 名（委任状 10 名）
第 71 回：3 月 12 日（月）出席者 24 名（委任状 9 名）
◇開催回数
定期開催：10 回

平均 24 名（委任状平均 9 名）

※但し第 62 回は，電子メールによる会議であったため，平均値は 9 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 71 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
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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5．3）国際交流センター委員会
1．構成員
委員長

松本万夫 （MATSUMOTO, Kazuo）：国際医療センター心臓内科：教授（任期：H24.3.31）

副委員長

三村俊英（MIMURA, Toshihide）：リウマチ膠原病科：教授（任期：H24.3.31）

委員

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：大学病院神経内科：教授（任期：H24.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Junichi）：総合医療センター病理学：教授（任期：H24.3.31）
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授（任期：H24.3.31）
篠塚

望（SHINOZUKA, Nozomi）：消化器・一般外科：教授（任期：H24.3.31）

奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）：ゲノム医学研究センター：教授（任期：H24.3.31）
石原正一郎（ISHIHARA, Shoichiro）：国際医療センター脳神経外科：教授（任期：

H24.3.31）

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（任期：

H24.3.31）

村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センタ ? 心臓内科：准教授（任期：

H24.3.31）

千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：医学部薬理学：准教授（任期：H24.3.31）
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）：医学部病理学：准教授（任期：H24.3.31）
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）：保健医療学部：准教授（任期：H24.3.31）

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）：医学基礎：准教授（任期：H24.3.31）

飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）：国際医療センタ ? 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（任期：H24.3.31）
菅

理江（SUGE, Rie）
：医学部生理学：助教（任期：H24.3.31）

堀江正人（HORIE, Masahito）：大学事務部教務課：課長
水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）：大学事務部教務課：次長
劉
オブザーバー

文甫 （LIU, Wenfu）
：顧問（任期：H24.3.31）

野村正彦（NOMURA, Masahiko）：顧問（任期：H24.3.31）
小山

勇（KOYAMA, Isamu）：国際医療センタ ? 消化器外科：教授（任期：H24.3.31）

藤田惠子（FUJITA, Keiko）
：医学部解剖学：准教授（任期：H24.3.31）
丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）：専務理事（任期：H24.3.31）

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 23 年 4 月 21 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
②第 2 回（平成 23 年 5 月 26 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
③第 3 回（平成 23 年 6 月 23 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
④第 4 回（平成 23 年 8 月 25 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
⑤第 5 回（平成 23 年 10 月 6 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
⑥第 6 回（平成 23 年 11 月 8 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
⑦第 7 回（平成 23 年 12 月 8 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 7 人 欠席者 17 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
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⑧第 8 回（平成 24 年 1 月 17 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
⑨第 9 回（平成 24 年 2 月 23 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 7 人 欠席者 17 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 24 年 3 月 23 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 6 人 欠席者 18 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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5．4）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（〜 H23.7.31）
別所正美（BESSYO, Masami）センター長（H23.8.1 〜）
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（〜 H23.7.31）
土田哲也（TUCHIDA, Tetsuya）副センター長（H23.8.1 〜）
丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）広報部門長，専務理事
堀口一夫（HORIGUTI, 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（MATUO, 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．人事異動
山内

俊雄学長の退任に伴い，別所 正美新学長がセンター長に就任し，土田

哲也皮膚科学教授が副センターに

就任した．

3．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．

4．活動報告
平成 23 年 5 月 13 日に「アドミッションセンター拡大会議」を開催し，意見交換を実施した．また，平成 23 年
度入試報告ならびに平成 24 年度入試の実施計画等が報告された．特に次年度入試実施に関しては，特任講師の増強
を行い各関連学校への支援体制と有機的連携の強化が図られた．
医学部のセンター試験導入については，共同実施校として女子栄養大学（坂戸市）を検討し，センター試験の共同
実施のみならず，包括的な提携を視野に入れ協議を進めた．結果，平成 23 年 9 月 29 日包括協定締結に至り，平成
25 年 1 月の大学入試センター試験より実施することとなった．

5．自己点検・評価と次年度目標
特任講師の増強により，入試問題作成関連業務を円滑に進めることができた．また，各関連学校への支援の強化が
図られた．医学部のセンター試験導入については，女子栄養大学との包括協定締結により H25 年度より実施可能と
なった．次年度は，さらに入試問題作成関連業務の円滑な推進を図り，センター試験を利用した選別入試の実施に向
けた準備を行う．
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5．5）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

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

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）
丸山

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

依田哲也 （YODA, Tetsuya）
：大学病院口腔外科：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）
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）
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）
有田
オブザーバー

彰 （ARITA, Akira）
：保健医療学部健康医療科学科：教授（任期：H24.3.31）
別所正美 （BESSHO, Masami）：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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5．6）
（1）地域医学･医療センター運営委員会
1．構成員
委員長

鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学･医療センター：センター長（任期：H24.3.31）

委員

大野良三（OHNO，Ryouzou）
：保健医療学部：学部長（任期：同上）
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：保健医療学部看護学科：教授（任期：同上）
宮山徳司（MIYAYAMA, Tokuji）
：医療政策学：特任教授（任期：同上）
足立雅樹（ADACHI, Masaki）
：健康管理センター：准教授（任期：同上）
柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）
：地域医学･医療センター：准教授（任期：同上）
大野洋一（OHNO, Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：同上）
荒木隆一郎（ARAKI, Ryuichirou）
：地域医学･医療センター：助教（任期：同上）
宮﨑

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

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：IT センター：准教授（任期：同上）
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 23 年度は以下の事項について検討された．
1）教育研修，情報統計疫学，地域支援検討の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，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充実した．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，医学部 1 年生に選択必修地域医学入門と医学部 1 〜 3 年生の医学概論で
地域医療･チーム医療の視点を養うための教育を新たに開始した．
3）従来より進めている疫学統計解析支援は継続していく．
4）現在プロジェクトとして実施している，
感染症情報収集システムの構築，毛呂山町健診受診率向上プロジェクト，
比企医療圏の医療体制についての検討 , 埼玉県のがん検診統一集計に関する協力についても継続した．
5）地域医学･医療センター独自の研究として , 毛呂山町坂戸市の新型インフルエンザの流行に関する調査を実施し
た．

4．評価と次年度目標
平成 23 年度は，地域医療に関する教育研修，地域連携を中心とした活動が活発に実施された．4 年生では，臨床
前実習として，地域診療所での体験実習 , また，1 年生では，選択必修科目として地域医学入門 ,1-3 年医学概論にお
けるチーム・地域医療に関する講義を開始し，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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5．6）
（2）地域医学･医療センター教育研修委員会
1．構成員
委員長

鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学･医療センター：センター長（任期：H24.3.31）

委

森

員

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

千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：保健医療学部看護学科：教授（任期：同上）
足立雅樹（ADACHI, Masaki）
：健康管理センター：准教授（任期：同上）
柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）
：地域医学･医療センター：准教授（任期：同上）
大野洋一（OHNO, Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：同上）
荒木隆一郎（ARAKI, Ryuichirou）
：地域医学･医療センター：助教（任期：同上）
宮﨑

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

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

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 23 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，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 28 名を参加させるのと同時に，そのほか 40 名程度を地域医
療･地域保健･福祉施設，学校 , 健康管理センターで体験実習を行った . この中で，臨床前実習として，地域診療
所で 14 名の学生が実習した．1 年生では，選択必修科目として地域医学入門を行い 8 名の学生が履修した．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．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開始した．
2）4 年生臨床推論実践的ケーススタディを担当し，地域医療の視点を取り入れ，医療面接を意識した臨床推論を行っ
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，研修医に対して地域医療研修について，ランチョンセミナーで紹介を行い，長崎県の離島
の病院，診療所における研修や県内の特色ある医療機関の研修を選択できるよう情報提供を行った．
5）6 年生に対する地域医療教育のまとめの内容について検討した．

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．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．
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5．6）
（3）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 :H22.4.1-H24.3.31）
委

員：椎橋実智男（SHIIBASHI Michio）
：IT センター：准教授 （任期：同上）
柴﨑智美（SHIBAZAKI Satomi）
：地域医学・医療センター：准教授（任期：同上）
大野洋一（OHNO Yoichi）
：地域医学・医療センター：講師（任期：同上）
荒木隆一郎（ARAKI Ryuichiro）
：地域医学・医療センター：助教（任期：同上）
宮﨑

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

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上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ならびに学内各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
究の支援を目的とする．

3．活動報告
1）前年度に引き続き，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保守・整備を行なった．
ハードウェア資源としては前年度までに概ね導入を終了し，新規購入機器はなかった．ソフトウェア資源につい
ては，SAS, SAS JMP, SPSS, Matlab 等の統計解析・数値解析ツールのバージョンアップと保守契約更新を行った．
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ってきている．
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）埼玉医科大学感染症情報収集システムを引き続き運用し，地域の小・中学校区単位での感染症流行状況を把握
して各校養護教諭他学校関係者，坂戸市・毛呂山町教育委員会などに情報還元した．また小地域レベルでの流行
状況の特徴を検討するため学区ごとの累積罹患率の解析を行ない，国際学会 1，国内学会 3 の学会発表，国際誌
2，国内誌 1 の論文・proceedings を公表した．
4）学内他部局で生物統計・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 23 年度は支援件数 39 件，論文 7 件（共著 4，謝辞 3），学会発表
4 件であった．支援対象はいずれも臨床研究で，後ろ向き症例対照研究，多施設共同研究での診断基準値策定等
の他，学内から依頼を受け日本産科婦人科学会，大腸癌研究会等の学会主導の大規模調査研究にも解析担当者，
データ解析責任者（荒木）として参画した．

4．評価と次年度目標
地域医学・医療センターのミッションならびに学内各部局・学外機関等との共同研究や支援を行うための計算機資
源の整備は概ね一段落し，今後機器のリプレース時期まで継続してハードウェアの保守管理とソフトウェアのバー
ジョンアップを実施してゆく予定である．埼玉医科大学感染症情報収集システムの継続的運用と小地域レベルでの感
染症流行状況の解析については順調に推移し，また臨床統計・生物統計コンサルティングの依頼も件数・規模ともに
増加し成果の公表件数も増加した．これらの活動については一定の成果を挙げることが出来たと自己評価している．
次年度以降も引き続き検討を進め，また学外他部局・学外研究機関ならびに地域関係諸機関や行政との連携をさらに
強化して，一層の質の向上を図りたいと考えている．
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5．6）
（4）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

千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：保健医療学部看護学科：教授（任期：同上）

員

宮山徳司（MIYAYAMA, Tokuji）
：医療政策学：特任教授（任期：同上）
足立雅樹（ADACHI, Masaki）
：健康管理センター：准教授（任期：同上）
柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）
：地域医学･医療センター：准教授（任期：同上）
大野洋一（OHNO, Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：同上）
荒木隆一郎（ARAKI, Ryuichirou）
：地域医学･医療センター：助教（任期：同上）
宮﨑

孝（MIYAZAKI, Takashi）
：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）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．
2）埼玉県のがん検診統一集計の分析について協力し , 市町村に対する教育に関して支援した．

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の向上，保健師の能力向上に寄
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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5．7）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：H24.3.31）

真（NAGATA, Makoto）: 埼玉医科大学病院呼吸器内科：教授（任期：H24.3.31）

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
上條
森

篤（KAMIJYO, Atushi）: 埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：講師
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

杣

知行（SOMA, Tomoyuki）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：講師

2．目的
アレルギーセンターは，医師，学生やコメディカルへの卒前・卒後教育活動，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することを目的と
して活動をおこなっている．本会議はその活動が効率的におこなわれるよう，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．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（原則月 1 回）
：すべて議事録あり
①第 22 回

定例会議（平成 23 年 6 月 10 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
②第 23 回

定例会議（平成 23 年 7 月 15 日）於：本部棟 1 階会議室

出席 10 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 24 回

定例会議（平成 23 年 9 月 9 日）於：本部棟 1 階会議室

出席 10 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 25 回

定例会議（平成 23 年 10 月 9 日）於：本部棟 3 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
⑤第 26 回

定例会議（平成 23 年 11 月 4 日）於：本部棟 3 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
⑥第 27 回

定例会議（平成 23 年 12 月 2 日）於：本部棟 3 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
⑦第 28 回

定例会議（平成 24 年 1 月 6 日）於：本部棟 3 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
⑧第 29 回

定例会議（平成 24 年 2 月 10 日）於：本部棟 3 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）組織構築
①部門長は全員留任を決定した．
②臨床研究の補助などの目的で非常勤職員を雇用した．
（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，センターから負担することを決
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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・モストグラフを購入した．
（4）事業展開
各部門の年報を参照
（5）プロジェクト検討
関連基本学科によるアレルギー領域の基礎・臨床研究を，特にアレルギーセンター組織を活用した横断的研究を中
心にプロジェクト検討を行い，
研究のプレゼンテーションとともに研究発展・相互活用の可能性等について討議を行っ
た．

4．評価と次年度目標
アレルギーセンター創設より 3 年が経過した．今年度は，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，
また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，さらに卒後教育にも力点をおいてセンター事業を発展させていきたい．研究情報については
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．また
本運営会議は基本的に各科若手医師などのオブザーバー参加を認めており，引き続きアレルギー領域に関心のある医
師，研究者にとって開かれた運営会議であることを目指していきたい．
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1．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 24 年 3 月末現在 1199 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
を目標に掲げ，平成 24 年 3 月末に大学院修士課程第 1 回修了生 10 件の学位 ( 修士 ) を授与した．
平成 23 年度は，博士課程，修士課程の 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．
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2．看護学研究科
1．構成員
石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
：研究科長：教授：代表指導教員：看護技術学：修士
佐々木榮子（SASAKI, Eiko）
：教授：代表指導教員：成人看護学：博士
古地順子（KOCHI, Junko）
：教授：代表指導教員：成人看護学：修士
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：教授：代表指導教員：小児看護学：博士
松下年子（MATUSHITA, Toshiko）
：教授：代表指導教員：精神保健看護学：博士
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：教授：代表指導教員：地域看護学：博士
加藤基子（KATOH, Motoko）
：教授：代表指導教員：地域看護学：博士
久保恭子（KUBO, Kyoko）
：准教授：代表指導教員：小児看護学：博士
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
：看護学研究科：人体統合機能論：教授
原田真里子（HARATA,Mariko）
：准教授： 成人看護学：修士
本山仁美（MOTOYAMA, Hitomi）
：准教授： 成人看護学：修士
大森智美（OMORI, Tomomi）
：准教授： 指導教員：小児看護学：修士
丸山昭子（MARUYAMA, Akiko）
：准教授： 精神保健看護学：修士
冨田幸江（TOMITA, Sachie）
：准教授：指導教員：看護管理学：修士
菊池チトセ（KIKUCHI, Chitose）
：准教授：指導教員：地域看護学：修士
山路真佐子（YAMAJI, Masako）
：准教授：指導教員：地域看護学：博士
小倉邦子（OGURA, Kuniko）
：講師：看護技術学：修士
大堀
林

昇（OHORI, Noboru）
：講師：看護管理学：修士
静子（HAYASHI, Shizuko）
：講師：看護技術学：修士

2．教育
2-1．目的・目標
成人看護学領域：がん看護学においては，がん看護に有用な主要概念や理論，最先端のがん看護に関する知識を習
得し，看護実践に活かす具体的方法を身につけ，臨床看護における課題を見出すことを，クリティカルケア学では，
基礎的理論を習得しつつクリティカルな状況にある人のとらえ方および臨床実践における具体的課題について検討
し，実際の臨床場面で展開できることを目指した．
小児看護学領域：小児看護学特論Ⅰ・Ⅱでは，子どもと家族を取りまく社会の特徴をとらえ，健康上の問題を抱え
る子どもと家族を支援するために関連する理論を活用し，アセスメントおよび適切な看護実践ができるような能力を
修得する．さらに，あらゆる 健康状態と発達段階の子どもの生涯を見越して子どもと家族のウェルビーイングの実
現に向け，保健・福祉・教育の協働を検討し小児看護専門職の役割を探求し，小児看護専門職としての実践能力を修
得する．小児看護学演習Ｉ・Ⅱでは，小児看護学特論で学習した諸理論や方法論を基盤とした看護実践を事例や臨床
実践で展開する．その過程で理論と看護実践の統合を行い，小児看護学領域における高度なアセスメント能力と総合
的な実践能力を養う．小児看護学特別研究では，既習科目の学修を基盤とし小児看護学および母子保健に関する自己
の研究課題を設定し，主体的に研究を進め修士論文を完成させる．
精神保健看護学領域：精神保健看護学特論Ⅰ・Ⅱでは，国内外の精神保健医療福祉の歴史と背景，法律や制度・体
制等を理解し，精神保健医療福祉が抱える課題と看護職の役割，退院支援活動と家族支援の実際，セルフヘルプグルー
プとの連携等について探求し，精神力動論，システムズアプローチ論，危機理諭，記述的操作的診断等の諸原理とそ
れらを活用・応用して，対象の精神の健康状態を評価することを修得する．さらに，認知行動療法や集団療法等の精
神療法の役割・機能を理解し，治療的介入技法（セラピー）を修得する．精神保健看護学演習Ⅰ・Ⅱでは，高度実践
看護のための基本的なカウンセリング技術，精神医学・心理学的評価技法等の精神看護のセラピーを修得する．精神
療法以外の介入方法，精神科薬物療法，精神疾患，精神科救急看護，精神科リハビリテーション看護，リエゾン精神
看護，コンサルテーション活動，アディクション看護における高度実践看護の役割・機能について理解し，事例にて
高度実践看護を展開する．精神保健看護学実習Ⅰでは，精神科医療施設における精神看護専門看護師の活動の見学，
実践を通し，専門看護師の役割と機能の実際を学ぶ．精神保健看護学実習Ⅱでは，精神科医療施設において直接的看
護介入を行い精神看護専門看護師としての高度看護実践能力を修得する．精神保健看護学特別研究・課題研究では，
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特論，演習における学修を通じて，精神保健看護学領域における研究課題を見定め，設定し，研究計画にそって研究
をすすめ，修士論文を作成する．
基礎看護学・看護管理学領域：看護技術学特論Ⅰでは，看護技術の基本的概念・特性を理解し，看護技術の展開に
対する反応と効果を科学的に解明するために知識の習得や看護技術研究の現状分析を行い，実践の場における技術と
専門的知識・研究成果とを照合しつつ今日的な課題を探求する．看護技術学特論Ⅱでは，看護基礎教育，現任教育の
場における看護技術教育のあり方について探求し，看護技術研究結果を考察し看護技術教育に反映するための方略や
臨床看護技術への応用について学修する．看護技術学演習Ⅰでは，既習学習を踏まえて，文献講読を基に関心ある看
護技術について研究課題を明確にし，看護技術の展開に対する反応と効果を考察する．看護技術学演習Ⅱでは，既習
学修を基盤とし，看護技術教育に関する文献講読を行い自己の研究課題設定の学修をする．看護管理学特論Ⅰでは，
看護管理の基本となる組織論，管理論，看護管理論等の諸理論，管理の原則，管理実践の基本，看護管理者に必要な
能力について学修し，看護管理のあり方を探究する．看護管理特論Ⅱでは，医療制度･看護制度，医療経済について
学び，制度の活用及び保健医療福祉に関する各職種と調整･連携のあり方について探求する．看護管理学演習Ⅰでは，
既習学修・看護管理学全般に関する学びを事例に適用し，問題の明確化，問題解決行動につなげる．さらに，自己及
び自己をめぐる管理実践を評価し，看護管理の今後の課題を明確化し，問題解決のための方策を具体的にし，研究課
題につなげる．基礎看護学・看護管理学特別研究では，特論や演習における学修を基に自己の研究課題を設定し，研
究計画にそって実施し修士論文を作成する．
地域活動看護学領域：地域活動看護学演習Ⅱでは，関心ある地域活動分野において地域診断を行い，特論での学習
を踏まえて地域保健活動を計画，実施，評価し学習を深める．地域活動看護学特別研究では，特論や演習で学んだこ
とを基盤として研究課題に沿って研究を進める．
2-2．教育内容
【共通科目】
・看護管理学：1 年生 , 2 単位 30 時間（小寺栄子）
・看護倫理学：1 年生 , 2 単位 30 時間（荻野 雅）
・看護理論：1 年生 , 2 単位 30 時間（石津みゑ子）
・看護継続教育論：1 年生 , 2 単位 30 時間（古地順子）
・看護研究方法論：1 年生 , 2 単位 30 時間（松下年子 , 千田みゆき）
・ヒューマン・セクシュアリティ：1 年生 , 2 単位 30 時間（大森智美）
・コンサルテーション論：1 年生 , 2 単位 30 時間（松下年子）
・看護情報処理論：1 年生 , 2 単位 30 時間（椎橋実智男）
・人体統合機能論：1 年生 , 2 単位 30 時間（江連和久）
・看護政策論：1 年生 , 2 単位 30 時間（斉藤恵美子）
【専門科目】
・がん看護学特論Ⅰ：2 単位 30 時間（佐々木榮子）
・がん看護学特論Ⅱ：2 単位 30 時間（佐々木榮子 , 原田真里子）
・がん看護学特論Ⅲ：2 単位 30 時間（佐々木榮子）
・がん看護学演習Ⅰ：2 単位 60 時間（佐々木榮子）
・がん看護学演習Ⅱ：2 単位 60 時間（佐々木榮子 , 原田真里子）
・がん看護学演習Ⅰ：2 単位 60 時間（佐々木榮子）
・がん看護学実習Ⅰ：2 単位 90 時間（佐々木榮子 , 原田真里子）
・がん看護学実習Ⅱ：2 単位 180 時間（佐々木榮子 , 原田真里子）
・がん看護学実習Ⅲ：2 単位 90 時間（佐々木榮子 , 原田真里子）
・クリティカルケア学特論Ⅰ：3 単位 45 時間（古地順子）
・クリティカルケア学特論Ⅱ：3 単位 45 時間（古地順子）
・クリティカルケア学演習Ⅰ：3 単位 45 時間（古地順子 , 本山仁美）
・クリティカルケア学演習Ⅱ：3 単位 45 時間（古地順子 , 本山仁美）
・クリティカルケア実習Ⅰ：6 単位 270 時間（古地順子 , 本山仁美）
・成人看護学特別研究：8 単位（佐々木榮子 , 古地順子）
・成人看護学課題研究：4 単位（佐々木榮子 , 古地順子）
・小児看護学特論Ｉ：1 年生，3 単位 45 時間（佐鹿 孝子）
・小児看護学演習Ⅱ：2 年生，3 単位 90 時間（佐鹿孝子，久保恭子，大森智美）
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・小児看護学特別研究：2 年生，8 単位 240 時間 3 年間継続（佐鹿孝子，久保恭子，大森智美）
・精神保健看護学特論Ⅰ：1 年生，3 単位 45 時間（松下年子）
・精神保健看護学特論Ⅱ：1 年生，3 単位 45 時間（松下年子）
・精神保健看護学演習Ⅰ：1 年生，3 単位 90 時間（松下年子 , 丸山昭子）
・精神保健看護学演習Ⅱ：1 年生，3 単位 90 時間（松下年子 , 丸山昭子）
・精神保健看護学実習Ⅰ：1 年生，2 単位 90 時間（松下年子 , 丸山昭子）
・精神保健看護学実習Ⅱ：2 年生，4 単位 180 時間（松下年子 , 丸山昭子）
・精神保健看護学課題研究：2 年生，4 単位 120 時間（松下年子）
・看護技術学特論Ⅰ：1 年生，3 単位 45 時間（石津みゑ子 , 小倉邦子 , 林静子）
・看護技術学特論Ⅱ：1 年生 , 3 単位 45 時間（石津みゑ子 , 小倉邦子 , 林静子）
・看護管理学特論Ⅰ：1 年生，3 単位 45 時間（小寺栄子 , 冨田幸江 , 大堀昇）
・看護管理学特論Ⅱ：1 年生，3 単位 45 時間（小寺栄子 , 冨田幸江 , 大堀昇）
・看護技術学・看護管理学演習Ⅰ：1 年生，3 単位 90 時間（石津みゑ子 , 冨田幸江 , 小倉邦子 , 林静子 , 大堀昇）
・看護技術学演習Ⅱ：2 年生 ,3 単位 90 時間（石津みゑ子 , 小倉邦子 , 林静子）
・基礎看護学・看護管理学特別研究：2 年生，8 単位 240 時間（石津みゑ子 , 冨田幸江）
・地域活動看護学演習Ⅱ：2 年生，3 単位 90 時間（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子）
・地域活動看護学特別研究：2 年生，8 単位 240 時間（千田みゆき , 加藤基子 , 菊池チトセ , 山路真佐子）
2-3．達成度
成人看護学領域：がん看護学においては，特論Ⅰではがん看護に有用とされる主要概念および理論の理解を目指し，
実践への活用について考察した．特論Ⅱではがん患者に関する援助論を教授し，臨床看護における課題について検討
した．特論Ⅲではがん看護に関する病態生理学を教授し，根拠に基づく実践について検討した．演習Ⅰではがん化学
療法に伴う有害事象の予防･発見･対処に関する基本的知識と技術を教授し，臨床看護における課題を検討した．演習
Ⅲではがんとともに生きる人とその家族の特徴および身体症状や心理面へのケアについて教授し，体験学習を行った．
演習Ⅲでは放射線療法とその看護について教授した．実習ではがん専門看護師の指導のもとに専門看護師としての役
割活動，がん看護における自己の課題に関する困難事例について実践をとおして学んだ．クリティカルケア学におい
ては，特論Ⅰでは生命危機状況が人間に及ぼす影響を理論的に学修し，クリティカルな状況にある人の特徴や看護の
課題について検討した．特論Ⅱではクリティカルな状況にある人とその家族がもつ問題に焦点を当てて各種文献によ
る学修をした上で，看護における課題について考察した．演習Ⅰでは臨床事例をもとにクリティカルな状況にある人
についての具体的問題について検討し，解決のための看護モデルについて考察した．演習Ⅱでは演習Ⅰでの学修をも
とに，実際の臨床実践における効果について検討した．実習ではポストクリティカルな状況にある人の看護実践をと
おして理解を深め，クリティカル領域における看護の視野を拡大した．課題研究ではこれらの学修を総合して自らの
研究課題を明確にし，実証的研究を行った．特別研究では，それぞれの研究課題を明らかにし，適切な研究方法を用
いた実証的研究に取り組んだ．大学院生は，主体的に学修することを学び，看護師として自らの課題を明らかにし，
看護実践に活かすことを身につけることができた．
小児看護学領域：小児看護学特論Ⅰでは，1 回生が他領域特論の選択科目として 4 名の学生が受講した．他領域の
学生であるため，小児各期の成長・発達と発達課題の復習し，その後に子どもと家族を取りまく社会と現代の課題を
ディスカッションした．学生全員が社会人であり討議が深まった．発達理論や家族システム理論などの諸理論を活用
し，各学生が小児に関する課題と考えていることをプレゼンテーションしてもらい意見交換を行った．これらのディ
スカッションは各学生の研究課題を考える動機に繋がり，他領域の特論選択の目標は達成できた．
小児看護学演習Ⅱは，受講該当学生が，療養のため長期欠席となり，再履修することとなった．小児看護学特別研
究では，受講該当学生が療養のため長期欠席となり文献検討の段階である．長期履修生のため支障はない．
精神保健看護学領域：精神保健看護学特論Ⅰ・Ⅱでは，国内外の精神保健医療福祉の歴史と背景，法律や制度・体
制等について教授した．また，精神保健医療福祉が抱える課題と看護職の役割，退院支援活動と家族支援の実際，セ
ルフヘルプグループとの連携等について学生は主体的にディスカッションの中で意見を出し合い学びが深められた．
精神力動論，システムズアプローチ論，危機理諭，記述的操作的診断等の諸原理とそれらの活用法，対象の精神の健
康状態の評価，認知行動療法や集団療法等の精神療法の役割・機能，治療的介入技法（セラピー）につい教授し，ディ
スカッション行い考察した．精神保健看護学演習Ⅰ・Ⅱでは，基本的なカウンセリング技術，精神医学・心理学的評
価技法，精神療法以外の介入方法，精神科薬物療法および精神疾患，精神科救急看護，精神科リハビリテーション看護，
リエゾン精神看護，コンサルテーション活動，アディクション看護における高度実践看護の役割・機能について事例
を用いて意見交換し学びを深めた．精神保健看護学実習Ⅰでは，東京武蔵野病院において 4 名が精神看護専門看護
236

看護学研究科

師の活動の見学を通し，専門看護師の役割と機能の実際を学んだ．精神保健看護学実習Ⅱでは，埼玉県立精神医療セ
ンターにおいて 4 名が看護介入を通して高度看護実践能力を修得した．精神保健看護学課題研究では，学生 3 名に
研究指導を行い，学生はそれぞれの課題を明らかにした．修士論文は，学位論文としての基準を満たしており，達成
度としては十分であったと考える．
基礎看護学・看護管理学領域：看護技術学特論Ⅰでは，2 名の学生に看護技術の基本的概念や構成要素，種類，特
性を理解し，看護技術に対する反応と効果を科学的に解明するための専門的な知識を教授した．実践の場における技
術と専門的な知識・技術研究の成果とを照合し，看護技術の課題についてディスカッションし学びを深めた．看護技
術学特論Ⅱでは，看護基礎教育の教育者や，現任教育における技術指導の視点から，看護技術教育についてディスカッ
ションし意見を出し合うことにより学びを深めた．看護技術学演習Ⅰと看護管理学演習Ⅰは，看護管理学教授が不在
であったため合同授業を行い，5 名の学生が学修した．看護技術，並びに看護管理学に関する文献を読みディスカッ
ションし考察を行った．また，事例を用いて看護管理の問題の明確化を図り，問題解決行動について意見交換し，看
護管理実践に応用する方策について考えることができた．この過程で学生は，主体的に学習し意見交換を行い，そこ
から各自の研究課題を明確にし，研究方法についても考えられた．看護技術学演習Ⅱは，2 名の学生に看護技術の教
育に焦点を当てた教育内容であり，学修内容・方法，達成状況は，演習Ⅰと同様な達成状況であった．看護管理学特
論Ⅰでは，3 名の学生が看護管理に関する諸理論，管理の原則等を教授し，看護管理のあり方についてディスカッショ
ンし，学びが深められた．看護管理学特論Ⅱでは，3 名の学生が医療・看護制度や医療経済について学び，制度の活
用，保健医療福祉に携わる職種との連携・調整のあり方についてディスカッションし，学びが深められた．看護技術
学特別研究では，2 名の学生に研究指導を行い，学生は主体的に自らの課題を明らかにした．完成させた論文は，学
位論文（修士）としての基準を満たしており，十分に高い達成度であると考える．
地域活動看護学領域：演習Ⅱは各学生の関心あるテーマに沿って行政地区（川越市，ときがわ町）を選択し，フィー
ルドワークの協力を得ることができた．学生は地域診断を行い，保健師から助言を得ながら地域保健活動の実施・評
価までを行うことができ，現地にて発表することにより学びも深まった．教員のかかわりも学生の主体性を重視しつ
つ，演習施設や保健師と連絡調整を行い，円滑な授業運営および教育的指導ができた．達成度は 100% と考える．特
別研究は，1 名の学生が長期履修生としての履修期間を 2 年に変更したため，倫理審査を 9 月受審し，本格的研究
指導の開始は遅くなった．しかし，論文の内容は修士学位論文として十分基準を満たしており，達成度は 100% と考
える．
2-4．自己評価と次年度計画
成人看護学領域：初年度は大学院で学ぶことの意味を知らない学生が多く，その意義から教授する必要があり，特
論等における本来的学修に至るまでに時間を要したが，2 年目よりようやく大学院教育としての授業が展開できた．
今後は，院生自らが主体的に学修することを教授することもまた大学院教育の役割となるのかもしれない．
小児看護学領域：小児看護学特論Ⅰは，目的・目標を踏まえつつ他領域の学生が選択しているので，小児看護学に
興味を持ちつつ，各学生の研究課題を考える動機に繋がり内容が深まるように工夫したので，他領域の特論選択の目
標は達成できた．小児看護学演習Ⅱは，受講該当学生が次年度に再履修するのでシラバスにそって目的・目標が達成
できるようにする．小児看護学特別研究は，継続科目なので研究課題にそって自主的に進められるように指導する．
精神保健看護学領域：特論および演習では，学生が自主的・主体的に学べるよう意見交換の時間を設け，視野が広
げられたと考える．実習では，
学生は特論や演習での学修を実践に活用して高度な看護実践を体験することができた．
そのため，次年度も同様に実習を行っていく．課題研究では，学生が実習を行いながらの研究のため十分な時間を確
保できない難点があったが，課題研究としては基準を満たしていると考える．今後の課題は，専門看護師教育課程の
再申請に向けて教育内容の見直し等準備をしていく．
基礎看護学・看護管理学領域：特論および演習では，科目目標にそって，学生が興味・関心を示せるよう努め，学
修内容が深められたと考える．次年度は，演習の開講時間を考慮して 1・2 年生合同の授業とし活発なディスカッショ
ンを行い考察するなど，さらに，学修を深められるよう工夫する．看護技術学特別研究では，丁寧に研究指導を行な
い十分な成果があったと考える．学会発表や学会誌への公刊をすすめることが今後の課題である．
地域活動看護学領域： 23 年度の演習Ⅱ及び特別研究は十分な指導が行え，成果も十分であったと考える．特別研
究については，学位取得後の学会誌への発表に関するアフターケアが課題である．次年度は 1 年次生と最終学年の
学生がいるため，特論Ⅰ，特論Ⅱ，演習Ⅰおよび特別研究の開講となる．社会情勢の変化や法律・制度の改正等に合
わせて新知識を加味しながら最新の内容となるよう努めたい．
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3．研究：学部報告に同じ
4．診療：該当なし
5．その他：学部報告に同じ
6．業績：学部報告に同じ
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3．臨床腫瘍学（がんプロ）
1．構成員
プログラム責任者：松谷雅生（MATSUTANI, Masao）: 名誉病院長
コーディネーター：佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）: 教授（国際医療センター・腫瘍内科）
実務責任者：佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）: 教授（包括的がんセンター長，国際医療センター・乳腺腫瘍科）
コース・分担責任者：
腫瘍外科医養成コース：佐伯俊昭

同上

腫瘍内科医養成コース：佐々木康綱

同上

放射線腫瘍医養成コース：加藤真吾 （KATO, Shingo）：教授（国際医療センター・放射線腫瘍科）
緩和ケア医養成コース：奈良林至（NARABAYASHI, Masaru）：教授（国際医療センター・緩和医療科），大西秀
樹（OHNISHI, Hideki）
：教授（国際医療センター・精神腫瘍科）
がん看護専門看護師養成コース（修士）
：佐々木榮子（SASAKI, Eiko）: 教授（保健医療学部看護学科）
がん専門薬剤師養成コース（インテンシブコース）：藤田健一（FUJITA, Kenichi）：講師（国際医療センター・腫
瘍内科）
医学物理士養成コース（インテンシブコース）：熊崎

祐（KUMAZAKI, Yuu）：助教

H23/4/1-12/31，講師

H24/1/1-（国際医療センター・放射線腫瘍科）
e ラーニング担当：椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：准教授（情報技術支援推進センター）
実務担当者
和田

智（WADA, Satoru）
：助教（先端医療開発センター兼担国際医療センター・トランスレーショナルリサー

チセンター

H23/4/1-8/31，国際医療センター・乳腺腫瘍科

H23/9/1-H24/3/31）

関根あずさ（SEKINE, Azusa）
：非常勤特任技術員（同上）
栗原佳子（KURIHARA, Keiko）
：非常勤特任技術員（同上）
清水恵美（SHIMIZU, Emi）
：非常勤事務員（同上）
佐藤真弓（SATOH, Mayumi）
：助手（国際医療センター・乳腺腫瘍科

H23/8/1-H24/3/31）

戸塚典子（TOTSUKA, Noriko）非常勤特任技術員（国際医療センター・乳腺腫瘍科

H23/12/1-H24/3/31）

2．概要
平成 19 年，本学は千葉大学，筑波大学（後に茨城県立医療大学が参画）と共に，多様化するがん治療における各
分野でのがん専門医療者の養成システムの改善，およびがん専門医療機関の充実とがん専門機関の地域偏在化の改善
を目的とした文部科学省補助事業であるがんプロフェッショナル養成プランに採択された．当事業の推進にあたり，
「関東広域多職種がん専門家チーム養成拠点」としてがん専門医を育成する大学院コースを設置するため，平成 20 年，
大学院医学研究科臨床医学研究系専攻に臨床腫瘍学講座を開設し，①外科系腫瘍学，②腫瘍内科学，③放射線腫瘍学，
④緩和医療学，⑤トランスレーショナルリサーチからなる臨床腫瘍学（がんプロ）専攻分野を新設した．学生はそれ
ぞれの専門性によって，腫瘍外科，腫瘍内科放射線腫瘍や緩和ケア医養成コースに分類され，それぞれの分野におけ
る専門医取得に必要な知識と臨床技能を学ぶとともに博士（医学）の学位取得に向けたカリキュラムを受講する．
なお，
その臨床実習，学位研究を進めるにあたり，がん医療を専門とする国際医療センター包括的がんセンター，埼玉医科
大学病院，総合医療センター（腫瘍内科・臨床腫瘍科，放射線腫瘍科など）の 3 病院の各診療科が協力・補完する
体制もすでに確立されている．さらに本年度より医師のみならず多くの医療従事者を対象としたインテンシブコース
も開講した．なお看護学研究科修士過程では，がん看護の専門職養成も行っている（看護学研究科を参照）．学生の
大半は「がん専門診療科」医療職員の社会人大学院生として所属しており，とりわけ e- ラーニングによる聴講シス
テムを構築したことによって，学生が臨床業務を執り行う中で有効に時間を使い，地域医療への配置転換や共同研究
に伴う海外留学をした学生においても専門知識の取得をすることを可能とした．学位研究の内容に関しては，必要に
応じて先端医療開発センターおよびトランスレーショナルリサーチセンターが全面的な教育・指導支援を行っている．

3．活動報告
本年までの 5 年間（平成 19 年度開設準備，平成 20 年講座開設初回入学）に，計 21 名のがんプロフェショナル
養成プラン臨床腫瘍学講座大学院生を迎え，すでに，がん治療認定医 1 名，がん薬物療法専門医 2 名，婦人科腫瘍
239

臨床腫瘍学（がんプロ）

専門医 1 名，日本乳癌学会乳腺専門医 1 名，かん看護専門看護師 2 名の資格取得をみた．平成 24 年 3 月初回卒業
となるが，資格取得状況は順調で，これら卒業生の大半は大学病院をはじめ，がん診療連携拠点病院での診療を続け
る予定である．また，研究面においても，各大学院生が臨床治療に応用可能な先進的研究成果をあげ，これまでに多
数の学会発表と論文発表を行っており，多職種の専門的人材輩出により地域社会へ，知的活動により本邦のがん医療
の進歩に着実に貢献しているものと考える．
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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 17 名，2 は 13
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，人体の構造と機能，臨床推論のユニットにおいて講義，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．当時の生徒の筆記が相次い
で発見され，内容の研究を推進する．
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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
用し，伝達システムを構築し，電子教科書を編纂する．
以下，3-2 〜 3-4 の 1）〜 5）は本節の 1）〜 5）の研究に対応します．
6）放射線・放射能に関する学生の意識・理解度調査：東日本大震災による福島原発事故による放射性物質拡散に
よる学生の意識・理解度調査を実施する．
7）自然科学に対するチーム基盤学習の試み

実習と講義を織り交ぜた，新しい自然科学の学習カリキュラムの考

案
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）レプリカ法の研究：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）

6）放射線・放射能に関する学生の意識・理解度調査の実施：赤羽

明，渡辺修一，森

茂久，柴崎智美，鈴木健之，

飯塚裕幸，荒木信夫（埼玉医大）
7）向田寿光，椎橋実智男，中平健祐，高野和敬，藤田恵子，渡辺修一，永島雅文（埼玉医大）
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一般解を導出に成功した．
2）ランダムエネルギー模型について，高温展開とレプリカ法の関係を調べた．
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．その後，2008 年，新潟県村上市，
2012 年，埼玉県加須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（とくに 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，この成果を踏まえて，電子教科書を
編纂した．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．
6）2011 年 7 月に研究調査グループを立ち上げ，「医学生の放射線・放射能に関する意識・理解度調査」として，
アンケート調査を本学 1 〜 6 学年に 9 〜 11 月に実施．現在，集計・分析中である．調査結果の一つとして，学
生の不安，心配，関心の高い事柄が，放射線・放射能の「人の健康への影響・被害（人体への影響）」及び基礎
知識の不足にあることが分かった．
7）人体の各部位について測定を行わせ，結果について討論を促し，講義で補足するという体験型授業を行った．
これからも継続して改良に努める．
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成功した．次年度はこれを進めて一般解の性質，帰結を検討する．
2）レプリカ法に関連する，数学的な結果を調べ，物理の問題に応用する．
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．編纂した電子教科書を試用し，検討する．画面言語の基礎理論を確立する．
6）本年度，調査企画・集計を実施したが，2012 年度においては，集計結果とその分析を行い，調査結果の学内
及び学会（医学教育）等での報告を予定している．
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7）学生からは，従来型の講義では得難い反応があった．学生の感想等を参考にして，カリキュラムに改良を加え
ていき，学会等で成果を報告する．

4．診療 該当なし
5．その他：
5-1．自治体，政府関連委員

有

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

有

埼玉医科大学雑誌編集委員（赤間啓一）
日本物理教育学会英文誌 ICEC 編集委員長（赤羽明）
日本物理教育学会誌編集委員，査読（赤羽明）
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）
群馬大学非常勤講師（物理学）
（赤羽明）
学習院大学非常勤講師（数学）
（向田寿光）
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（赤羽明）
日本物理学会物理学史資料調査委員会委員（赤羽明）

6．業績
6-1．論文・学会発表
①著書

赤間啓一，赤羽明，勝浦一雄，向田寿光，服部孝，動く教科書 力と運動， 国際文献印刷社，2012/3/1.

②原著論文

Keiichi Akama, Takashi Hattori, Hisamitsu Mukaida, General Solutions of Braneworlds under the

Schwarzschild Ansatz. Mod.Phys.Lett. A 26, 2011, 2869-2878.
③原著論文

赤羽

明，
所澤

潤，
高橋

浩，玉置豊美，筆記から読み取る明治 20 年代の物理教育―伊能せう氏『物

理筆記』からの考察，日本物理教育学会第 26 回物理教育研究大会講演予稿集，26，2011，60-61，
④原著論文

赤羽 明，放射線の科学教育を考える，大学の物理教育，18-1，2012，2-3.

⑤学会発表

赤羽

明，所澤

潤，高橋

浩，玉置豊美， 筆記から読み取る明治 20 年代の物理教育―伊能せう氏

『物理筆記』からの考察，日本物理教育学会，広島県情報プラザ（県立産業技術交流センター）2011/8/9
⑥学会発表

赤間啓一，服部孝，向田寿光 ，Braneworld の基本方程式と一般解の構造，日本物理学会 2011 年秋

季大会（弘前），2011/9/16.
⑦学会発表

赤間啓一，赤羽明，勝浦一雄，向田寿光，服部孝， わかりやすい電子書籍をめざして 画面動作の活用，

日本物理学会 2011 年秋季大会 （富山）2011/9/21.
⑧学会発表

赤羽明，放射線の科学教育を考える−大学生の意識・理解度調査から―，科学教育の形成・課題・新

展開」研究会・シンポジウム（主催：科学研究費・基盤研究（B）・挑戦的萌芽研究 （代表：小林昭三）
，新潟
大学教育学部，2012/3/4.
⑨学会発表

赤間啓一，服部孝，向田寿光，膜宇宙の球対称一般解：予測の任意性，日本物理学会

第 67 回年次

大会（西宮市）
，20112/3/25.
⑩学会発表

赤間啓一，赤羽明，勝浦一雄，向田寿光，服部孝，画面言語によるわかりやすい教育・学習システム

大学院・素粒子物理学，日本物理学会

第 67 回年次大会（西宮市），2012/3/26.

【総数：論文 5 件，学会発表 11 件，講演 3 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）
，130 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）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．
2）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 10 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，物理学の教育についての上述の対策は一応の成果をあげているが，十分とはいえ
ない．時間が確保されるよう努力し，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．当教室で世界に先鞭をつけた膜宇宙理論の研究
について，このたび，球対称一般解の導出に成功したことで更なる理解の深化をめざしている．この研究成果につい
て，昨年度のハイデルベルク大学，ミネソタ大学での専門家向け講演に引き続き，本年度はイギリスのポーツマス大
学，ノッティンガム大学，ケンブリッジ大学で講演を行った．群馬大学等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，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．放射線に関する意識調査は今後の
社会の在り方にも関わる重要課題である．このような中，自然科学に対するチーム基盤学習の試みは，意欲的な研究
として期待される．

244

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 2」
（1 年，12 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，126
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 125 名中 17 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 3 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．
［細胞生物学 1-1］
（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
［1 年生 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
［2 年生 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）新聞記事を 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 52 名中 51 名が合格した．残り 1 名は試験未受験のため，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 29 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 .
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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森口武史 . ヒドロキシアパタイトの重金属イオン処理と処理アパタイトの色素分子吸着性 . Phosphorus Letters,
vol. 72, p.10-27（2011）.
②森口武史，中川草平．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 ?Michaelis-Menten プロッ
トによる触媒能の評価 ?．第 21 回無機リン化学討論会．平成 23 年 9 月 29-30 日，名古屋．
③森口武史，中川草平，鍛冶文宏．色素化合物の光フェントン反応における鉄処理型ヒドロキシアパタイトの触媒
能の検討．日本化学会第 91 春季年会．平成 24 年 3 月 25-28 日，横浜．
［総数：論文 1 件 , 学会発表 2 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 2 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 1 コース」｢ 細胞生物学 2 実習 ｣ を，後者では高校で生物学を履修しなかった学生に対する補
習を意図した「自然科学の基礎（生物学）
」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 1 コース，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 1 年生における統合科目で，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（中研・形態部門含む），およびゲノム医学研究センター
の合計 11 学科・センターがこのコースの講義を担当した．教科書 “Essential 細胞生物学 第 3 版（南江堂）” を用い
て，全 20 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した．生物学では菅原が第 1・6 章・17
章，山崎が第 3・18・19 章と 10 章までのまとめ，川村が第 4・7・15 章を受け持った．第 1 章のあとに，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，守屋修（微生物学・
准教授）がユニット 1 の UD，村越隆之（生化学・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．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）
，UD 補
佐は松本征仁（分子生物学・講師）で，CD と UD・UD 補佐を合わせた 7 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，教科書の講義が終了したあとの週で，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）
「細胞生物学 2 実習」
（担当者：菅原隆，山崎芳仁，川村勇樹）
これは，
2 年生の 1 学期に，
1 年生の ｢ 細胞生物学 1｣ で学んだ内容を復習して身につけるために行われた実習である．
分子生物学教室が DNA・遺伝子に関した実習，生化学教室がタンパク質・酵素に関した実習を行い，生物学ではタ
マネギの根端を材料として細胞分裂象を観察する実習を行った．
3）
「人体の科学入門 2（医学セミナー）
」
（担当：菅原，山崎，川村）
1 年生の「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．
4）
「自然科学の基礎（生物学）
」
（担当：山崎）
1 年生の「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．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．授業の最後の時間にテストを行い成績を決定した．
5）
「良医への道 1 コース，選択必修ユニット」
（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」の第 5 回 ｢ 遺伝子操作動物とは？ ｣ の講義を担当した．
6）この他に，菅原，山崎，川村が 1 年生の ｢ 良医への道 1 コース，臨床推論ユニット ｣ のテュータと「同コース，
臨床入門ユニット」の引率を担当した．山崎はこの 2 ユニットの UD 補佐，川村は ｢ 臨床入門 ｣ の UD 補佐を務めた．
また，
「臨床推論」では年度末の 4 時間で ATP の構造と機能を題材とした生物学，物理学，化学，解剖学，生理学の
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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．川村はまた 2 〜 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．
2-3．達成度
1）
「細胞生物学 1」｢ 細胞生物学 2 実習 ｣：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授業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」｢ 細胞生物学 2 実習 ｣：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
78.7 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．
4）
「選択必修」
：履修者は第 1 ユニットでは 71 名，第 2 ユニットでは 85 名と多人数であった．出欠は点呼によ
り厳密にとった．学生数が多いためか，私語をやめさせるなどの教室内のコントロールに時間がかかった．静か
になると寝てしまう学生も多かった．毎回の授業後の感想文とユニットのまとめの感想文から学生の授業に対す
る取り組み方を推測した．
授業では多くのトピックスを取り上げたので，それぞれの学生ごとに興味のあるトピッ
クスに巡り会えたと思われるが，比較動物学の体系を少しでも理解した学生は少なかったように思われる．試験
を課さない大人数に対する教養科目の講義で学生の興味を引きつける難しさを感じた．

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 様遺伝子が脳で発現
していることが確認された．
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 年度に毛呂山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く，教
育の負担が重いが，研究成果が上がり始めた．引き続き次年度においても，継続したテーマで研究を続けていきたい．
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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山崎芳仁，森茂久，吉田喜太郎，藤田恵子，笹島茂，永島雅文，池田正明，菅原隆，持田智，荒木信夫，別所正
美 . 医学部 1 年生と教員との会議における新たな取り組みの検討 . 医学教育 . 2011: 42 suppl. :128
②佐藤真喜子，柴崎智美，荒木隆一郎，鈴木洋通，大野洋一，宮崎孝，羽生真由子，山崎芳仁，吉田喜太郎，菅野
義彦，有田和恵，渡辺修一，持田智，森茂久，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の臨床
入門実習の評価

第 3 報 . 医学教育 . 2011：42

suppl. :127

学会発表
①川村勇樹，
山崎芳仁 . アカハライモリ脳における GFAP 様遺伝子の発現 . 日本動物学会第 82 回大会，2011 年 9 月，
旭川
②川村勇樹 . シンポジウム 最先端の筋肉研究，サルコメア構造の不思議を知るのに分子生物学の情報はどこまで有
効か . 日本動物学会第 82 回大会，2011 年 9 月，旭川
③山崎芳仁，森茂久，吉田喜太郎，藤田恵子，笹島茂，永島雅文，池田正明，菅原隆，持田智，荒木信夫，別所正
美 . 医学部 1 年生と教員との会議における新たな取り組みの検討 . 第 43 回日本医学教育学会大会，2011 年 7 月，
広島
④中村洋輔，兼松

悠，島崎百恵，川村勇樹，奥泉和也，半澤直人，中内祐二．日本産ミズクラゲ（Aurelia sp.1）

エフィラ幼生の筋細胞の超微細構造の検討．

日本動物学会第 82 回大会．2011 年 9 月，旭川

⑤佐藤真喜子，柴崎智美，荒木隆一郎，鈴木洋通，大野洋一，宮崎孝，羽生真由子，山崎芳仁，吉田喜太郎，菅野
義彦，有田和恵，渡辺修一，持田智，森茂久，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の臨床
入門実習の評価
⑥森

第 3 報 . 第 43 回日本医学教育学会大会，2011 年 7 月，広島

茂久 , 有田和恵 , 有田

藤栄子 ,

彰 , 大西京子 , 山田泰子 , 柴崎智美 , 川村勇樹 , 渡辺修一 , 及川

野口久美子 , 稲葉宗通 ,

泰 , 藤山トキ ,

斎

大野良三 , 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 2 報．第 43 回日本医学教育学会大会，2011 年 7 月，広島
⑦ M. Suzuki, M. Nishina, K. Matsushita, K.Yoshimura, Y. Kawamura, S. Ｎａｋａｍｕｒａ , M. Suzuki．Eﬀects of
chronic intermittent hypoxia exposure on benzodiazepine-sensitive GABAergic modulation of the chemoreceptor
reﬂex in the NTS in rats．Neuroscience 2011（Society For Neuroscience）. 2011.11. WASHNGTON, DC
⑧ M. Nishina, M. Suzuki, K. Matsushita, Y. Kawamura, K.Yoshimura, M. Suzuki,S. Matsushita．Glial-neuronal
interactions in chronic intermittent hypoxia in mice: a nuclear magnetic resonance spectroscopy study.
Neuroscience 2011（Society For Neuroscience）. 2011.11. WASHNGTON, DC
総数：論文

2 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
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
境は厳しいが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：修士

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
建学の理念の柱の一つである「国際水準の医学・医療の実践」にもとづき，求められる医療人として，国際共通語
としての英語力の必要性は益々重要となっている．そのような状況に対応した英語力の基礎を養うことを , 医学基礎
における「英語」は目標として設定し，特に 1 年次の英語教育に携わってきた．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によるコミュニケーション力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 23 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（Interaction, Presentation）
，Reading，Writing, CLIL（医療系の内容を英語で学ぶ）の 5 つのサブ
ユニットに分けて実施した．これらをユニットとして統合的に扱い，それぞれの領域で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ろうと意図した．「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の育成を加味し , 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）環境を利用し，自律と発信を重視した学習を行い，医
療情報を英語で読み，それについて考え，意見を述べる能力の基礎の育成や，実際に医療に携わる医師や海外での医
療の現状を理解しながら，その準備となる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）40 時間，3 学期（英語 3）37 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）は，英語によるプレゼンテー
ションの基礎的な能力を実践的に養成し，かつ，医療関連の内容について読んで，発表できる能力の基礎を養っ
た．同時に医療用語などの学習も，活動を通して実施した．
・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，興味に応じて使えるようにすることを目的として活動した．
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・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，
学生の能力に応じた丁寧な指導をするために，可能なかぎりクラスサイズを小さくして，個々の指導に配慮した．
さらに学習を効果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，日誌やエッセイなどを
書くことで，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．また，各学
期に基本医療用語のテストを実施した．さらに，学生の個々のニーズに対応できるように個人指導なども行なった．
（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．CLIL は「科目内容とことばを
統合した学習」であり，その成果は注目を集めるようになってきている．1 年次においては，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第一の目的として，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を実施した．これらの
活動を通じて自律的に学習する姿勢を促すことができたと考える．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評価している．
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，前年度よりも一
層教育効果を上げることができたと考える．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（ヨーロッパ言語共通参照枠）を基盤とした評価基準の統
一と明示によって，学生の英語力の国際的に比較可能な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 とともに，CEFR の指標の利用は，学生自身の英語力把握と教師側の授業改善に役立った．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．予算不足のために毎年 1 回し
かできないのが残念である．
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．また，今後の課題としては，CLIL の指導法や
評価の改善，CEFR 利用による自律学習の推進していくことなどがあげられる．指導側の体制としては，教員の資質
の向上と人的資源の充実に努めたい．現任のスタッフの人数は不足しているので，日本語で実務ができる専任教員が
ぜひとも望まれる．

3．研究
3-1．目的・目標
英語教室の専任は，
特任講師を含めて二人である．特任講師の位置づけは明確ではないために，以前からの研究テー
マを継続して続けている．自律学習の推進と，CEFR 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
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進研究を進めている．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，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．両名とも国際交流センターの仕事にも従事しているが，ここではそ
の活動について記述しないこととする．
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 授業の改善を図るべく，交流
事業などのあり方も含め，実践的な授業研究に取り組んでいる．

4．診療 該当なし
5．その他 該当なし
6．業績
6-1．論文・学会発表
① Sasajima, S. Is teaching English diﬃcult or challenging for you? IATEFL 2011 Brighton Conference Selections.
IATEFL. 50-53. 2012.
② Sasajima, S., Godfrey, C. & Matsumoto, K. Content and Language Integrated Learning Methodology for Medical
Students. Journal of Medical English Education JASMEE. 10（3）: 88-98. 2011.
③笹島茂 . Eﬀective Classroom-based Teacher Assessment（CBTA）Using the CEFR Levels.『大塚フォーラム』（29）
.
:
61-68. 2011.
④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？」.『JACET 言語教師認知研究会 研究集録
2011』. https://www.box.com/shared/static/gskpl731v6th4ojqs8m6.pdf. 43-63. 2011.
⑤笹島茂（編著）. 他 9 名 .『CLIL 新しい発想の授業―理科や歴史を外国語で教える !? ―』. 三修社 . 2011.
⑥笹島茂 .『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』. 2012. 平成 20 〜
23 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C）研究（課題番号 17520395）研究成果報告書

http://

lspteachereducation.blogspot.jp/
⑦笹島茂 . 投野由起夫（研究代表者）他 17 名 .『小中高大の一貫する英語コミュニケーション能力の到達基準の策
定とその検証』平成 20?23 年度科学研究費補助金（基盤研究（A））
（研究課題番号 20242011）研究成果報告書 .
2012.
⑧ Sasajima, S. Standards for LSP teacher education programs in secondary education AILA2011. 中 国 , 北 京 .
2011.
⑨ Sasajima, S. Would teaching English be difficult or challenging to you? 45th International Annual IATEFL
Conference and Exhibition. Brighton, the UK. 2011.
⑩ Godfrey, C. Best Practices for Orientation Programs for In-bound Short-term Students. All day workshop +
Presentation. Musashi University, Tokyo. 2011.
［総数 : 論文 7 件，学会発表 3 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 . 130 万円．
笹島茂，文部科学省科学研究費補助金研究 基盤研究 A「第二言語習得研究を基盤とする小，中，高，大の連携を
はかる英語教育の先導的基礎研究」
（課題番号 20242011）（研究分担者）平成 20‐23 年 . 1,220 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ＣＥ
ＦＲ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 . 330 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
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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．
3）該当なし
4）該当なし
5）該当なし

7．自己点検・評価
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，
多くの点で発展が図られた．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．徐々にその成果が表れてきている．しかし，教室及び機器整備に関しては依然と同様改善され
ていない．人的資源に関しても，英語は多くの非常勤講師に授業を依頼する必要性があり，この点についてもさらに
改善を必要とする．英語は学生にとってはツールであり，ある程度の能力は必須となっている．そこためには，学習
環境の改善は急務である．
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．
それとともに，CLIL（内容とことばを統合した学習）指導法の発展に向けて努力する．
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2．解剖学
1．構成員
永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：教授：運営責任者：教育主任：代表指導教員（大学院）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）：指導教員（大学院）：血管新生：博士
駒崎伸二（KOMAZAKI, Shinji）
：准教授：研究主任：指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：細胞生物学，血管新生：博士
髙野和敬（TAKANO, Kazuhiro）
：講師：研究副主任：大学院教員（大学院）：発生生物学：博士
矢部勝弘（YABE, Katsuhiro）
：助教：大学院教員（大学院）：肉眼解剖学：博士
松本英子（MATSUMOTO, Hideko）
：助教：大学院教員（大学院）：神経系の細胞生物学：博士
助手：猪股玲子（INOMATA, Reiko）
，藤田一正（FUJITA, Kazumasa），亀澤一（KAMEZAWA, Hajime）
実験補助員：室伏美希（MUROFUSHI, Miki）
客員教授：中村裕昭（NAKAMURA, Hiroaki）
，山科正平（YAMASHINA, Shohei）
，松村讓兒（MATSUMURA, George）
大学院生：高橋知子（TAKAHASHI, Tomoko）
専攻生：石塚京子（ISHIZUKA, Kyoko）
，市ヶ谷武生（ICHIGAYA, Takeo）

2．教育
2-1．目的･目標
卒前教育
「人体の構造と機能 1，2」コース，
「細胞生物学 1」コース，「良医への道」コース（医学概論・臨床推論・選択必
修）
，および 6 年生の臨床講義を担当した．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．
卒後教育

該当なし

大学院教育
大学院医学研究科博士課程の共通科目（実用実験医学特別講義と実用実験医学特別実習）および医科学研究科修士
課程の共通科目（生体病態医科学特論）の授業担当．解剖学専攻の大学院生（2 年）に対する研究指導．各科目の概
要はシラバスの記載に譲る．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
1 年生の「人体の構造と機能 1」では，永島がコースディレクターを務め，3 ユニットのディレクターは永島，藤
田，高野が務めた．本コースの目標として，
「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）を観察する方法を理解する」の 2 点に集約した．特に「人体の構造と機能 1-1」で
は，30 時間分の演習（測定・可視化）を開始し，体験学習の機会を増やした．永島（40 限，実習 9 限，演習 18 限）
，
駒崎（実習 12 限）
，藤田（16 限，実習 11 限，演習 18 限），髙野（13 限，実習 21 限，演習 18 限）が講義ならび
に実習・演習を担当した．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，23 章「組織，
幹細胞およびがん」
（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
論ならびに臨床推論，山科が選択必修：生物学特論を担当した．
2 年生の「人体の構造と機能 2」では，
永島が「構造系実習」と「総論（組織発生）」の各ユニットディレクターを，
藤田が「皮膚・運動器」のユニットディレクターを務めた．永島〔神経（15 限，実習 5 限），構造系実習（73 限）
，
組織・
発生（2 限）
，感覚器（実習 2 限）
〕
，駒崎〔組織・発生（8 限，実習 4 限），消化器（4 限，実習 6 限），感覚器（3 限，
実習 6 限）
，腎・泌尿器（実習 3 限）
，生殖器（3 限，実習 7 限），内分泌（2 限，実習 4 限）〕，藤田〔皮膚・運動器（2
限，実習 2 限）
，血液（1 限，実習 2 限）
，呼吸器（2 限，実習 4 限），循環器（4 限），構造系実習（72 限）〕，髙野〔組
織・発生（実習 4 限）
，腎・泌尿器（2 限，実習 3 限），生殖器（実習 7 限），内分泌（実習 4 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を
永島が担当し，また山科が倫理学を担当した．1，2 年生の「臨床推論」では，「人体の構造と機能」で複数のユニッ
トに関わる臨床症例について，小グループ学習（small group discussion）とチーム基盤学習（team-based learning）
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を組み合わせて，
病態生理を理解する学習機会とした．
「医学概論」ユニット（1 〜 4 年生）永島がユニットディレクター
を務めた．
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．
卒後教育

該当なし

大学院教育
永島が大学院委員会，博士課程運営委員会，大学院研究科委員会のメンバーを務めた．教育実務では，博士課程「実
用実験医学特別講義」の科目責任者を永島が務め，永島，駒崎，藤田が 1 時間ずつ授業を担当した．また「実用実
験医学特別実験」の科目責任者を永島が務め，夏期学生受入プログラムに連動した形で大学院生の研究体験（要件を
満たした場合）に単位認定を行った．さらに修士課程の共通科目「生体病態医科学特論」の授業（5 時間）を担当した．
2-3．達成度
卒前教育
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；藤田〈UD〉
，
人体の構造と機能 1-3；高野〈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 ; 永島〈UD〉，駒崎〈UD 補佐〉，腎・泌尿器；高野〈UD 補佐〉
，
呼吸器；藤田〈UD 補佐〉
，内分泌；駒崎〈UD 補佐〉，生殖器；駒崎〈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〉
，高野〈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 23 年度収集遺体数 53 体（通算収集遺体数 1，851 体），解剖学実習使用遺体数 33 体，
臨床系教室研修および研究用遺体数 15 体．埼玉医科大学篤志献体登録者（平成 24 年 3 月末の登録者総数 2，473 名）
．
卒後教育

該当なし

大学院教育
博士課程と修士課程のシラバスに記載した各科目の教育目標を達成した．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
平成 23 年度には 1 年生の「演習（測定・可視化）」を企画立案し，
「人体の構造と機能 1-1」ユニットの中で実施した．
また 1，2 年生の臨床推論の演習内容をブラッシュアップした．実習・演習を充実させることで，低学年から主体的
な学習習慣を身につける教育効果が期待される．次年度も引き続き教育内容の改善を目指し，カリキュラムの点検改
変と教員指導力の向上に努めたい．
卒後教育

該当なし

大学院教育
入学試験など大学院制度の整備に関与し，共通科目の運営と授業担当を通じて，大学院教育の実質化にいくばくか
の貢献ができたと自己評価している．

3．研究
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，
5）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である
3-2．研究プロジェクト
1．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
2．血管新生と子宮内膜細胞培養系の開発と臨床研究への応用
3．大脳皮質ニューロンの軸索ガイダンス：軸索側枝発芽における細胞内輸送機構の役割
4．細胞内 Ca2 ＋濃度調節機構および病態に与える影響の研究
5．発生過程における原腸胚形成機構についての総合的研究
3-3．研究内容と達成度
研究活動は臨床解剖学と発生・細胞生物学の領域で進めた．臨床解剖学では，新たな関節の画像診断の開発をテー
マに微分干渉 X 線撮影技術の応用研究を進め，欧州臨床解剖学会などで発表した（永島）．発生・細胞生物学では，
器官培養における血管新生（藤田）
，肝芽腫幹細胞や子宮内膜細胞の解析（藤田），遺伝子改変動物の細胞構造や機能
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発現の変化（駒崎）
，胚発生期の細胞運動の制御機構（高野），神経軸索の側枝形成の分子機構（松本）などのテーマ
で研究を進め，それぞれ一定の成果を得た．また駒崎が大学教育の教科書「動物の発生と分化」を共同執筆した．
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．発生・細胞生物学研究は本学臨床および学外研究施設との協力のもと，着実な成果を上げている．大脳皮質
ニューロンにおける軸索ガイダンスについて微細構造の形態学的解析により追究する計画である．

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
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）
○コメディカル非常勤講師：毛呂病院看護専門学校第二学科（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（永島，
藤田），臨床解剖研究会世話人（永島），日本臨床分子形態学会評議員（藤田）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Kiyohara J, Makifuchi C, Kido K, Nagatsuka S, Tanaka J, Nagashima M, Endo T, Ichihara S, Yashiro W, Momose
A. Development of the Talbot-Lau interferometry system available for clinical use. AIP Conference Proceedings.
2012; 1466, 97-102.
② Nagashima M, X-ray interferometry imaging of the joint and cartilage and its diagnotic potential. 11th European
Association of Clinical Anatomists（EACA）. 2011.7. Rome, Italy.
③永島雅文．シンポジウム：解剖学の新時代〜臨床指向型生涯教育と解剖学教員養成の取り組み〜．臨床解剖学の
生涯学習：対話と実証．第 117 回 日本解剖学会総会・全国学術集会．2012 年 3 月．山梨県甲府市．
④永島雅文．シンポジウム：神経系の臨床解剖学教育．第 15 回 臨床解剖研究会．2011 年 9 月．東京．
⑤浅島誠，駒崎伸二．新生命科学シリーズ

動物の発生と分化．2011 年 9 月．裳華房．

⑥ Tjondrokoesoemo A, Park KH, Ferrante C, Komazaki S, Lesniak S, Brotto M, Ko JK, Zhou J, Weisleder N, Ma J.
Disrupted membrane structure and intracellular Ca2+ signaling in adult skeletal muscle with acute knockdown of
Bin1. PLos One. 2011; 6, e25740.
⑦藤田恵子，田中嘉代子，穐田真澄．モノグラフ「病気の分子形態学」（第 1 章 総論 12. プロトンポンプ，特にⅤ
型プロトンポンプの機能と病態）2011 年 9 月．学際企画．
⑧藤田恵子，ジャパラト・プリシャパニト，梶原健，田中嘉代子，松本幸子，内野聡美，石原理，穐田真澄，永島雅文．
ヒト子宮内膜研究のための 3 次元培養 in vitro モデル．第 117 回 日本解剖学会総会・全国学術集会．2012 年 3
月．山梨県甲府市．
⑨高野和敬，小畑秀一，駒崎伸二，増本三香，生沼勉，浅島誠，永島 雅文．原腸胚形成における予定外胚葉細胞
の細胞運動を制御するカルシウム動員．第 117 回 日本解剖学会総会・全国学術集会．2012 年 3 月．山梨県甲
府市．
⑩ Matsumoto H, Nagashima M. Netrin-1-induced axon branching of cerebral cortical neurons requires DCC and
lipid raft integrity. The 2011 Annual Meeting of the American Society for Cell Biology. 2011.12. Colorado, USA.
6-2．獲得研究費
1．駒崎伸二（代表）
，猪股玲子・高野和敬（分担）：川野小児医学奨学財団「神経管欠損症の発生機序に関する基
礎的研究」240 万円．
2．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 22591985，91 万円 .
3．松本英子（代表）
：日本学術振興会･科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金（基盤研究（C））;「大脳皮
質ニューロンでみられるネトリン -1 作用の軸索伸長から分枝新生への転換の解析」課題番号 23590225，273
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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，永島（教授）が基本学科の運営責任者と教育主任，藤田（准教授）が教育副主任，駒崎（准教授）が
研究主任，高野（講師）が研究副主任を務めた．管理・運営では，従来から毎月，基本学科のミーティングを招集し，
教員代表者会議，大学院研究科委員会，卒前教育合同会議等の内容を伝え，情報の共有に努めた．このほか 2?3 ヶ
月に一度，リサーチミーティングを設け，研究の中間報告，学会発表の予演，抄読会などの場とした．
教育活動で特筆すべきは，1 年生の授業に演習（測定・可視化）を導入し，体験学習の機会を増やしたことである．
体験学習を充実させるためには，講義（受動的学習）の時間を削減し，小グループ学習の指導者（テューターやタス
クフォース）を育成する必要がある．
講義は離散的な事実を提示する場ではなく，その目的は基幹概念を理解させることである．講義の担当教員は限ら
れた時間的枠組を意識して，基幹概念の丁寧な解説に努力を傾注すべきである．試験も，基幹概念が把握されたこと
を確認・評価するものであり，役にも立たない枝葉末節的事実の記憶を強要するものであってはならない．
低学年の学生に主体的な学習の態度・習慣を獲得させる支援が重要である．体験学習を通じて個別の知識を構造化
し，推論，判断，行動に反映させることが求められ，小グループ学習におけるテューターやタスクフォースの育成は
喫緊の課題である．若手教員はコミュニケーション能力を磨き，学生の多様な資質に応じた教育力を向上させること
を目指してほしい．5 年生以降の臨床実習や臨床研修の場で，我々の教育努力が結実することを願ってやまない．
教育研究としては，永島が臨床解剖研究会（9 月，東京）のシンポジウムで「神経系の臨床解剖学教育」を，日本
解剖学会（3 月，甲府）のシンポジウムで「臨床解剖学の生涯学習：対話と実証」を担当した．
研究活動は独立した研究者が自分自身の興味関心に従って内発的に行なうものである．これに対し，教育活動は戦
略的なチームプレーであり，理念を共有したメンバーが自分の役割を誠実に果たすことが求められる．
教員の資格と職位が分離され，適材適所を旨とした機動的な人材活用に基づき，資質・能力・実績に応じた人事管
理が可能となった．職位は教員の機能的側面である．教育主任や研究主任に限らず，授業担当や実務分担も，教員の
機能的側面であり「役割期待」ということもできる．資格が高い教員ほど大きな役割期待を担っており，おのずと利
他的な仕事が中心となる．教員自身の成長は個人の教育研究活動に始まり，組織運営，社会貢献に向かう方向性に沿
うものでなければならない．
若手教員が大局観をもって自身の成長と大学の発展を担ってくれることに期待しながら，責任者として公正で効率
的な運営を心掛けている．
（永島）
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3．生理学
1．構成員
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：教授：教育員：研究主任：代表指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：上皮輸送：博士
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）
：講師：教育員：研究員：指導教員（大学院）：分子神経生物学：博士
伊丹千晶（ITAMI, Chiaki）
：講師：教育員：研究員：指導教員（大学院）：神経生理学：博士
中尾啓子（NAKAO, Keiko）
：講師：教育員：研究員：指導教員（大学院）：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：学位論文審査教員（大学院）：博士

金子優子（KANEKO, Yuko）
：助教：教育員：研究員：学位論文審査教員（大学院）：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・泌尿器腫瘍科）
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：博士

椎橋実智男（SHIIBASHI，Michio）
：准教授（情報技術支援推進センター准教授，兼担）：教育員：医学教育：博士
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
横田恭子（YOKOTA, Yasuko）
：非常勤講師
矢部博興（YABE, Hirooki）
：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
【卒前教育】
人体の構造と機能 2 コースの機能系の内容をおもに担当している．機能系の内容は生理学であり，学習すべき点は，
各臓器・機能系の機能の各論のみならず，機能の「調節」の土台である「統合」が大切である．統合は，臓器相互，
内分泌系・神経系によるものが大切である．
また，学習は，暗記のみではなく，物理学，化学，細胞生物学，生化学，分子生物学，遺伝学の基礎の上に臓器別
の多面的機能を統合的に理解することが求められる．さらに，機能・調節の異常としての「病態生理学」という統合
も大切である．このような「統合」を学生自身が築けるような講義，演習，実習を目標とした．
【大学院教育】
講義においては，研究における論理，実験の計画・手技の実際，が分かり，興味が一層湧くようになることを目標
とした．
実際の研究指導においては，大学院教育の目標は，『自ら問題を発掘し・解決できる能力の育成』であることから，
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指導教員側は，問題のヒント及びそれを探求する為の実験系を提供するが，実際に具体的な問題（テーマ）を決定し
解決のための具体的実験計画を立案し，実施するのは大学院生自身である，ということに重点を置いた．その経験こ
そが将来医療の場における問題解決の際に真に役立つと考えるからである．
2-2．教育内容（担当者）
【卒前教育】
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．人体の構造と機能 1-1 測定・可視化（渡辺，
椎橋，中平）
．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）
，
生殖器（池田，山岡，吉村）
，消化器（中尾，渡辺（守），福田，持田（消化器内科）），感覚器（渡辺，伊丹，田丸，
金子）
，神経（池田，渡辺，矢部，服部）
．機能系実習（渡辺）は以下の 6 項目について，1 グループ約 20 名でおこ
なった．1）内分泌（ラットの性周期・妊娠反応・低血糖性痙攣）（菅）2）消化器（腸管運動，糖質の消化）
（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）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）6）循環器（心臓の電気的興奮，心電図・心音図・脈波）（高田，田丸，金子）．一部の学生に対してレポー
ト指導・添削をおこなった（渡辺）
．実習終了後レポートの提出を求め，採点・添削後，返却した．
以上の他に，1 年生では，人体の科学入門 1（渡辺，中平，椎橋，長岡），人体の科学入門 2（医学セミナー）
（渡辺，
中平）
，細胞生物学 1（池田，伊丹，中尾）
，良医への道 1 コース・医学概論（渡辺），良医への道 1 コース・臨床推
論（渡辺，高田，中平）
，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，細胞生物学 2 コース・疾患の理解に役立つ細胞生物学（池田，横田），良医への道 2 コース・臨床推
論（渡辺，高田，中平）
，良医への道 2 コース・選択必修（プログラミング言語 perl：椎橋，医療情報システム：椎橋，
正しいピペットの扱い方 ? 分析データの解析の基礎：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．
また，医学部全学年及び保健医療学部を対象として，以下のような夏期休暇学生受入プログラムを実施した．池田
は，
「時計遺伝子のリズム発現を観てみよう」
（池田，熊谷，長岡）という大学院 ? 医学部共通プログラムを実施した．
参加した学生は，時計遺伝子 Bmal1-luc レポーターを発現するトランスジェニックマウスから種々の臓器を摘出し
BmalI 遺伝子の発現を luc 活性（発光）としてリアルタイムでモニターすることにより，時計遺伝子の発現が約 24
時間周期で変動していること及びそうした時計遺伝子の発現周期がコントロールする概日リズムが身体のあらゆる臓
器に備わっていることを，実験を通して実際に確認し，概日リズムの分子機構について理解を深めることができた．
中尾は，
『マウス胎児及び膀胱癌モデルマウスを使って遺伝子操作実験を体験する』（中尾，伊丹，堀永）というプロ
グラムを実施した．参加した医学部及び保健医療学部の学生達は，マウスを使った様々な病態モデルの作成が可能で
あることを知識として学んだ後で，特に大腿筋に in vivo 電気穿孔法によって特定の遺伝子と蛍光タンパク質 RFP の
発現ベクターを導入し 1?30 日後に還流固定・凍結切片を作成し，導入した遺伝子の発現を検出する実験を見学・体
験した．こうした経験を通して，基礎医学の分野で行われている研究が臨床医学的に応用可能な治療法の開発につな
がる事を理解した．
中平は，
「神経細胞を光らせて発達の様子をみてみよう」を実施した．参加した医学部および保健医療学部の学生は，
新生仔マウス小脳の初代培養をおこなった後，蛍光タンパク質 EGFP を遺伝子導入して細胞をラベルし，経時的な観
察をおこなうことで神経細胞の分化・成熟を観察する実験を体験した．田丸は，「パッチクランプ法 ?1 つの神経細
胞から神経活動を記録する ?」を実施した．参加学生は，ホールセル・パッチクランプ法を用いてマウス網膜の神経
細胞から活動電位と電依存性電流を記録した．電極内に蛍光色素をあらかじめ詰めておくことで，記録細胞の形態観
察も同時におこない，神経細胞のはたらきの理解を深めた．
【大学院教育】
大学院教育については，実用実験医学入門（渡辺，池田，田丸），生体・病態医科学特論（渡辺），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），大学院最新医学特別講義「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）を担当した．
卒後教育委員会主催学術集会として高橋祥友教授（防衛医科大学校防衛医学研究センター行動科学研究部門）
，卒後
教育委員会後援学術集会として西村正高博士（Department of Pediatrics，Baylor College of Medicine），の大学院講
義を企画し司会を行った（池田）
．また，神経科学セミナーとして，服部信孝教授（順天堂大学医学部脳神経内科）
，
矢部博興准教授（福島県立医科大学神経精神医学）の講演を企画した（池田）．
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医学部以外では，以下の科目を担当した．
【卒前教育】
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（医療情報学：椎橋）
，保健
医療学部医用生体工学科（医療情報システム論：椎橋），総合医療センター看護専門学校（生理学：渡辺），毛呂病院
看護専門学校第二学科（生理学：渡辺，田丸，菅，金子，長岡）
【大学院教育】
大学院看護学研究科（看護情報処理論：椎橋）
2-3．達成度
【卒前教育】
講義では，クリッカーの使用等による学生の能動的な学習への誘導，学内外の専門家・臨床研究者等による講義の
実施，等を各教員が担当ユニット等で実施し，学生の能動的学習，モチヴェーションの向上がある程度達成された．
人体の構造と機能 2 の講義の中では，学外の消化器内科，神経内科，精神科あるいは発生学の第一線で活躍して
いる講師の方々を招聘し，将来生理学に新しい知見をもたらす可能性の高い最先端の研究や治療法の開発に関する特
別講義をしていただいたり，学内から三年生以降で臓器別教育に携わっていらっしゃる臨床の先生に講義を担当して
いただいたりして，二年生のうちに理解しておくべき内容を予め周知していただくことで教育に連続性をもたらすこ
とができた．
本年度から，細胞生物学 2

疾患の理解に役立つ細胞生物学ユニットを開講することで一年間，細胞生物学と言う

基礎に基づき病気の分子的原因を追求する内容の講義を臨床家の着眼点も加えて聞く機会を学生に提供することがで
きたことはきわめて有効であった．
夏期プログラムにおいて，基礎医学部門で行っている研究を見学・体験することにより，学生は現在進行形で進歩
している医学の流れを実際に見ることができ，また，問題意識を持つこと，及びその問題を解決していくための研究
手法を学ぶことができた．
【大学院教育】
講義では，担当者が上記目標に向かって十分努力をしたと考える．
研究指導においても，大学院生自身が困難な課題に自ら取り組み，解決手段としての実験手法も改良を加えた結果，
成果を上げさせることができたと考える．
（池田）
2-4．自己評価と次年度計画
【卒前教育】
各教員の努力は十分であったと考える．より一層の成果を上げることは，一基本学科だけで達成できるものではな
く，医学教育センター・他の基本学科と連携を図りつつ改善に努めたい．また，夏期休暇中の学生受入プログラムに
おいても，通年プログラムの充実を図り，研究マインドの涵養に貢献していきたい．
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．
循環器のユニットコマ内で「心電図の読み方」という講義・演習を 2 コマ行った．心電図を学生に配布し，指名
して白板で答えさせた．心電図を理解する上で貢献できたと思う．来年度も続けたい．
【大学院教育】
ある程目標は達成されたが，一層の充実を図り研究の発展につなげたい．

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
感覚（網膜）
，イオンチャネル，学習について，以下の研究グループに分かれて，基礎メカニズム解明のための研
究を行う．特に情報処理等の機能に直結するメカニズムの解明に重点を置く．また，臨床応用を念頭においた研究も
進める．
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（渡辺，戸塚）
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2）網膜杆体経路の解析（田丸，渡辺）
3）哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明（金子，渡辺）
4）シンタキシン 1A ノックアウトマウスにおける網膜の構造的変化（菅，金子，渡辺）
2．上皮の形態と機能分化の機構（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
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）
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
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
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．実験方法，
条件がおおよそ整い，第一段階としてパッチクランプ法（inside-out モード）
にて cGMP 依存性チャネルからの記録をとることに成功した．
2）網膜杆体経路の解析
マウス網膜の杆体入力型双極細胞からのグルタミン酸放出が温度依存性であり，杆体入力型双極細胞に発現し
ている TRPM1 チャネルの開口確率が細胞内リガンドと温度によって制御されている可能性を示唆する結果を得
た．大阪バイオサイエンス研究所との共同研究の結果，AII アマクリン細胞の機能的成熟には杆体入力型双極細
胞からの伝達物質放出が必要であることを示唆する結果を得た．
3）哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明
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明らかになっ
た．
4）シンタキシン 1A ノックアウトマウスにおける網膜の構造的変化
シンタキシン 1A 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た結果，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）．
2．上皮の形態と機能分化の機構
1）上皮の細胞分化と上皮 Na チャネル（ENaC）の発現，局在調節
上皮は生体の内外の表面を覆う組織である．上皮によって生体は外界から守られ（保護作用），上皮を境として
異なる環境形成が可能となる（分泌作用，吸収作用）．両生類は変態期に水棲から陸棲へと生存環境を大きく変
化させる．この時，上皮の形態と機能も大きく変化する．例えば，皮膚の形態は魚類型から哺乳類型に，機能と
しては，ヒトの腎尿細管における Na 再吸収機構と同じ機構が発現する．この時期の両生類皮膚は，「上皮の形
態と機能分化の機構（哺乳類型皮膚形成機構と言っても可）」を研究する上で興味深い材料である．
我々は，変態期の両生類の皮膚を用いて，「表皮細胞の分化と，Epithelial Na channel（ENaC）の局在と機能発
現の関連」を研究している．ENaC の局在を同定するには信頼できる ENaC の抗体が必要である．本年度は共同
研究者である，USI の Dr. Jensik からα -ENaC-HA の construct の供与を受け，それを HEK cells に transfect し，
α -fENaC-HA protein を作成し，我々のα -ENaC の抗体（anti- α -fENaC）の特異性を検討した．その結果，抗
体は信頼できるものであるという確証を得た．この anti- α -fENaC を用い（解剖学の駒崎伸二先生の御協力も
得て）免疫電顕にて，α -fENaC の局在を研究した．成果は平成 24 年の 8 月に論文投稿の予定である．
3．K チャネルの局在と機能の解明
1）小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御
培養小脳顆粒細胞においては Kv4.2 の分布の多くは ER にとどまるが，シナプス形成もしくはグルタミン酸刺激
により樹状突起へと移行する．この分子メカニズムを改変タンパクを用いて解析するために，Kv4.2 チャネルと
蛍光タンパクとの融合タンパクを強制発現させる系を用いて，グルタミン酸刺激による局在変化を検出する系の
検討をおこなった．
4．学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明
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
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 週齢を比
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較検討した．15 週齢からの学習障害に加え，20 週齢からの高血糖，抗酸化酵素の減少を明らかにした．いずれ
の測定においても 10 週齢では明確な差がみられなかったことから，15-20 週齢の間に学習障害に関連した脳内
変化が起きていると考えられる．現在は各週齢における海馬の新生細胞の変化を検討中である．年度末には昨年
度までの成果を学習と脳内抗酸化酵素の関係に関する論文としてまとめ投稿することができた．また千葉大学長
根光男教授との大学生のライフスタイルと唾液中のホルモン分泌に関する共同研究も論文として発表された．
3-4．自己評価と次年度計画
1．網膜の視覚情報処理
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
次年度は inside-out モードによるウシガエルの単離桿体からの記録データ数を増やし，明・暗各条件における応
答を確認し，更に次の段階の実験を進めていきたい．
2）網膜杆体経路の解析
杆体入力型双極細胞からのグルタミン酸放出が細胞内リガンドを必要とする温度依存性であることを示すデータ
を増やし，査読付き論文として発表する予定である．昨年度に引き続き，大阪バイオサイエンス研究所との共同
研究を進め，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続ける．
3）哺乳類網膜に発現する多様な電位依存性 Na チャネルの機能的意義の解明
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．
4）シンタキシン 1A ノックアウトマウスにおける網膜の構造的変化
研究成果が Journal of Molecular Histology に掲載されプロジェクトは終了した．
2．上皮の形態と機能分化の機構
1）上皮の細胞分化と上皮 Na チャネル（ENaC）の発現，局在調節
anti- α -fENaC の信頼性を検討し，確証を得た．次年度はこの抗体を用いて，ENaC の ontogeny に取り組む．
達成度は 50% である．
3．K チャネルの局在と機能の解明
1）小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御
蛍光タグを付けた改変タンパクの検出感度をさらにあげることで，局在制御に応答するチャネル分子の領域と修
飾タンパクとの関連を明らかにしていきたい．
4．学習・記憶の形成および障害の分子機構の解明
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
本年度は実験の進展に加え，これまでの神経内科，糖尿病内分泌内科との共同研究を論文にまとめられたことが
大きな成果である．現在続けている海馬に関する研究に対しても落合記念研究助成金をいただき，今年度はこれ
まで続けてきた糖尿病学習障害に関する研究の大きな土台ができたといえる．来年度は初期の学習障害に焦点を
あて，海馬を中心とした変化と学習障害の関連を検証する実験を組み立てていきたいと考えている．
［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．研究グループ（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）脂質代謝機構における時計遺伝子の役割
4）腫瘍増殖の概日リズム調節機構の解明と腫瘍時間治療に向けた分子基盤の確立
II 大脳皮質の機能分化メカニズムの解明（伊丹，中尾）
1）大脳皮質体性感覚野の神経回路発達機構および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及び興奮性神経細胞の電気生理学的・神
経化学的解析法の開発（伊丹，中尾）
3）大脳皮質体性感覚野バレル形成における活動依存性Ｎｏｔｃｈシグナリングの役割の解明（中尾）
III 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，熊谷，池田，溝井 *，荒木 *

* 神経内科学

教室との共同研究）
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IV 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，堀永 *，丹羽 *，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（池田，熊谷，千葉，岡部）
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
USF1,USF2 などの bHLH 型転写因子の影響について検討した．「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，論文投稿の準備をした．「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 PPAR γ
スプライスバリアントの発現を解析した．
II 大脳皮質の機能発達メカニズムの解明（伊丹，中尾）
II-1）
神経の活動依存的変化（可塑性）は，脳の神経回路形成と記憶学習の基本メカニズムと考えられている．発達期
の脳の神経回路形成は，遺伝的因子と経験的因子の相互作用によって進行するが，とりわけ臨界期には，経験依
存的に神経回路を再構成し，それ以後の脳機能を規定する．ラットやマウスなどのげっ歯類では，体性感覚，な
かでも頬ヒゲの感覚が非常に良く発達し，大脳皮質体性感覚野第 4 層には，同一の髭からの入力を受ける神経
細胞が集まったバレル構造が存在する．臨界期において，頬ヒゲからの入力を遮断することにより体性感覚野第
4 層から 2/3 層への興奮性シナプス伝達が減弱する．これは，入力遮断による神経活動の低下により長期抑圧が
誘導されているということが示されており，臨界期可塑性の発現には，ヒゲ除去により誘発される長期抑圧が必
要であることが明らかとなっている．我々は，生後 2 週目には長期抑圧が欠落していることを見出し，このこ
とは，長期抑圧メカニズムの獲得が臨界期可塑性の開始を導くことを強く示唆した．長期抑圧が欠落した生後 2
週令のマウスにおいて，ヒゲを切除により 4 層 -2/3 層シナプス伝達が減弱するかを調べ，生後 2 週令以前に施
行したヒゲ切除では，4 層 -2/3 層の興奮性シナプス伝達が減弱しないことを見出した．このことは，活動依存
的長期抑圧の獲得が臨界期開始には必要であることを示している．現在論文投稿中である．
上述のように，生後 2 週令の動物では 4 層 -2/3 層間には異なるスパイクタイミング依存性可塑性が発現され，
長期抑圧が見られないことを明らかにしたが，長期抑圧の欠落は，4 層 -2/3 層シナプスにおいて，カンナビノ
イド受容体 CB1 が発現していないことによるものであることを見いだした．これは，大阪大学大学院医学系究
科木村文隆先生，
北海道大学大学院医学系研究科渡辺雅彦先生らとの共同研究であり，現在投稿準備中である（伊
丹）
．
II-2）
高等動物の場合，出生児の未成熟な脳が環境から影響を受け神経活動依存的に回路が成熟する『臨界期』とよば
れる時期を経て成人型の脳へと発達する．こうした神経活動依存的に回路が成熟する可塑性の基盤となるメカニ
ズムについては，哺乳類視覚系，体性感覚系などで理解が進んできている．我々は，これまでに，体性感覚野に
おいて，BDNF（ brain-derived neurotrophic factor）シグナル Parvalbumin（PV）陽性の fast-spiking（FS）GABA
作動性細胞の分化（PV の発現）および成熟（電気生理学的に明らかに機能分化）を制御し，それによって臨界
期の調節に重要な働きをすることを明らかにしてきた．また，近年，活動依存的に活性化される様々シグナル伝
達系の存在も次々と明らかになってきているが，それらのシグナル伝達系は胚の初期発生過程においては，幹
細胞あるいは未分化な前駆細胞から神経細胞への分化に関わっており，神経細胞に分化した後の機能分化にも働
いていることを意味している．すなわち，神経細胞の機能分化においても発生過程同様のシグナル伝達系の統合
的な調節機構が働いている可能性が高い．そこで我々は，体性感覚野の発達期に見られる回路形成をモデルとし
て，BDNF シグナルをはじめとするシグナル伝達系が神経細胞の活動依存的機能分化に関わるメカニズムを明ら
かにすることを目的として研究を行っている．神経系の初期発生の様々な場面において細胞分化に決定的な役割
果たすことが知られているシグナル伝達系の関連分子が，最終分裂を終えた神経細胞においても引き続き発現し
続けることが最近明らかとなってきた．最終分裂を終えた神経細胞は，移動しながら神経回路に組み込まれる．
我々は活動依存的に活性化され，神経系の可塑的変化に関与している可能性が高いシグナル伝達系に着目して，
大脳皮質体性感覚野のバレル形成の分子メカニズムを解明することを目的としている．この目的のために，我々
は，子宮内電気穿孔法を用いて大脳皮質体性感覚野興奮性神経細胞または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．子宮
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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，興奮性神経細胞を生む出す脳室帯ま
たは抑制性神経細胞を生み出す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．実際に，4 層または 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，それぞれ興奮性神経細胞特有 RS（Regular-spiking），または，抑制性神経細胞特有の発火パターン（FS:fastspiking, 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 retrospective に同定することに成
功した（伊丹，中尾）
．
II-3）
Notch シグナルと言う神経系，膵臓をはじめとする様々な組織・器官において細胞増殖 , 細胞運命決定 , 細胞分
化に極めて決定的な役割を果たしているシグナル伝達経路の正常発生における役割を明らかにしてきた（Neuron
16:275,1996，Mol Cell Biol 20:61,2000，Dev Biol 286:311,2007，Dev Biol 351:163,2011）．興味深いことに，
子宮内電気穿孔法で Notch シグナルのレポーター遺伝子を導入することにより 1 次体性感覚野バレルシステム
第 4 層の興奮性神経細胞でも Notch シグナルが活性化されていることを見いだした．神経細胞は最終分裂を終
えた後の神経回路形成の中で活動依存的にダイナミックなリモデリングを行うが，視床 - 皮質軸索路の入力を受
けて活動依存的に形成される第 4 層のバレルシステムにおいて活性化されている Notch シグナルは発生過程同
様ダイナミックな変化（神経細胞の形態変化（樹状突起や軸索），シナプス形成，可塑性）に重要な役割を果た
している可能性が考えられた．そこで神経活動依存的な Notch シグナルが大脳皮質体性感覚野バレルシステム
の形成に果たす役割を解明し，さらに，Notch シグナル活性を指標として神経回路全体の形成機構の理解にもつ
なげたいと思っている（中尾）
．
III

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，熊谷，池田，溝井 *，荒木 *

* 神経内科学

教室との共同研究）
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．
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．そこでこの患者家系の PABPN1 遺伝子変異型は common
な変異型に比べて異常が重篤であるのではないかと予想し in vivo 電気穿孔法によって患者特異的な変異型の
PABPN1 遺伝子を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の解析を行った．
IV. 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，堀永 *，丹羽 *，平澤 *，朝
倉*

* 泌尿器科との共同研究）

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．今回，我々は，in vivo 電気穿孔法を改良し，高い導入効率でありながら侵襲性の極めて
少ない条件でマウス膀胱に遺伝子を導入する方法の開発に成功した．また，ノックダウンベクターの導入によっ
て，任意の遺伝子の発現を抑制することもできるようになった．そこで，正所性膀胱癌モデルマウスの膀胱癌組
織に，被貪食作用や細胞死の抑制に働く可能性のある細胞表面抗原のノックダウンベクターを導入し，癌の進行
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における効果について検討した．被貪食作用や細胞死に及ぼす効果は慢性的な遺伝子の欠損下では捉えにくいた
め，急性なノックダウンを行い，その直後の変化を時間経過を追って解析することでその分子作用機序を明らか
にすることが重要であるが，この電気穿孔法はこの研究目的のためには理想的な実験系である．本研究により癌
細胞表面抗原分子が，癌進行に関与することが示唆された．
3-4．自己評価と次年度計画
I 〜 VI それぞれのプロジェクトにおいて，当初予定していた基盤となるデータは取得できたが，本年度は論文発表
までに至らなかった．次年度は，これらすべての研究成果を論文として publish するべく全力を挙げる．

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
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）．
Neuroscience Research 査読（渡辺）
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 14 回応用薬理シンポジウム組織委員（池田），第 89 回日本生理学会大会シン
ポジウムオーガナイザー，司会（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 Kaneko Y, Suge R, Fujiwara T, Akagawa K, Watanabe S-I. “Unusual retinal layer organization in HPC-1/syntaxin
1A knockout mice.” Journal of Molecular Histology, 2011, 42:483-489.
② Kaneko Y, Fujimaki-Aoba K, Watanabe S-I, Hokari S, Takada M. Localization of ENaC subunit mRNAs in adult
bullfrog skin. Acta Histochemica 2012; 114: 172-176.
③ Nagane, M., Suge, R., Watanabe, S-I. “Psychosomatic Complaints Analyses in Healthy Japanese Students Based
on Melatonin and Growth Hormone Levels as Parameters of Irregular Circadian Rhythms” Journal of Circadian
Rhythms, 2011, 9.
学会発表
④ Suge, R., Shimazu, T., Inoue, I., Tozuka, H., Watanabe, S-I. “Alteration of cerebral enzymatic anti-oxidant defences
with learning deficits induced by type 2 diabetes” The 41st annual meeting of Society for Neuroscience,
Washington DC, 2011, Nov.
⑤田丸文信，渡辺修一．桿体入力型双極細胞 -AII アマクリン細胞間のシナプス伝達における TRPM1 チャネルの機
能的役割，第 34 回日本神経科学大会，横浜，2011，9 月
【総数：論文 3 件，学会発表 8 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
第 22 回落合記念研究助成金：2 型糖尿病モデルラットの認知機能障害にともなう海馬の変性（菅）
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし
[ 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：
⑥ Adachi N, Numakawa T, Kumamaru E, Itami C, Chiba S, Iijima Y, Richards M, Katoh-Semba R, Kunugi H.
Phencyclidine-Induced Decrease of Synaptic Connectivity via Inhibition of BDNF Secretion in Cultured Cortical
Neurons. Cereb Cortex. 2012 Mar 30.
学会：
（発表者に○印）
⑦ Kumagai M, Piao C, Yang F, Chiba Y, Nakajima Y, ○ Ikeda M.Eﬀects of USF1 on the circadian oscillation of clock
genesXII Congress of the European Biological Rhythms Society. 2011.08. Oxford
⑧

○ Chiaki Itami, Kimura FumitakaPresentation Title: A developmental switch in the spike timing dependent
plasticity coincidently occurring with the initiation of map plasticity in the barrel cortex2011.11.12-16, Society
for Neuroscience, 2011,（41th Annual meeting）Washington, DC

⑨○伊丹千晶，山田真弓，木村文隆，池田正明，中尾啓子．子宮内電気穿孔法と電気生理学的手法による大脳皮
質体性感覚野抑制性神経細胞の分化・成熟の分子機構の解析，第 34 回日本分子生物学会年会

パシフィコ横浜

2011.12.13-16
⑩堀永実，丹羽直也，平澤陽介，勝井政博，○中尾啓子，朝倉博孝．in vivo 電気穿孔法によるマウス膀胱での遺
伝子ノックダウン法の開発と，膀胱癌進行における癌細胞膜表面抗原分子の役割の解明第 34 回日本分子生物学
会年会 2011 年 12 月 13 〜 16 日横浜パシフィコ
【総数：論文：1 件，学会発表：18 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
池田正明（研究代表者）
，熊谷恵（研究分担者）：抗がん剤による時間治療の分子基盤確立をめざしてー細胞モデル
システムの樹立と応用ー，科研費

基盤研究（C）

池田真行（研究代表者）
，池田正明（研究分担者）：体内時計中枢における分子神経メカニズムの決定，科研費

基

盤研究（B）
池田正明（研究代表者）
，熊谷恵，大竹明，中島芳浩：小児期に発生する癌幹細胞および癌細胞の増殖性と時計遺
伝子発現の解析
野正登記念

? 化学療法への時間治療応用のための基盤形成研究を目指して ?，川野小児医学奨学財団

川

第 22 回（平成 23 年度）研究助成

伊丹千晶（研究分担者）
，木村文隆（研究代表者）：カンナビノイドによる軸索投射刈り込みの可能性の検討，挑戦
的萌芽研究
伊丹千晶（研究代表者）
，村越隆之：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，埼玉医
科大学

学内グラント

平成 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
高橋祥友教授（防衛医科大学校防衛医学研究所）卒後教育委員会主催・医療安全対策委員会共催学術集会 企画・
司会

2011.07

服部信孝教授（順天堂大学医学部脳神経内科）学術集会 企画・司会
矢部博興准教授（福島県立医科大学精神神経科）学術講演会 企画

2011.11
2011.12

西村正高博士（ベイラー医科大学小児科）卒後教育委員会後援 学術講演会

企画・司会

2012.03

7．自己点検・評価
教育においては，十分な努力がはらわれ，現システムで可能な成果もかなり上がったと考える．
研究については，次年度につながる基盤はできたと考えるが，論文刊行という成果の達成が不十分であり，次年度
に向けての一層の努力が必要である．
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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
魚住 尚紀（UOZUMI, Naonori）
：講師：分子免疫学：博士
中野 貴成（NAKANO, Takanari）: 助教：博士
瀬尾 誠（SEO, Makoto）: 助教：博士
向井 秀夫（MUKAI, Hideo）: 助教：博士
篠﨑 吏那（SHINOZAKI, Rina）: 実験助手（3 月より助手）
大城 博矩（OHSHIRO, Hironori）: 特別研究生

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細胞生物学と , 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 .
学生が講義を通じてヒトがもつ正常な代謝機能についての正確な知識を得る事 , またその過程で自ら学習する態度を
身につける事を実現できるよう指導に努めている . また , 実習を通じて観察力 , 科学的思考能力を養い , 考察力批判力
を交えて成果を発表できることを目標としている .
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」で中野が 2 回分，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 , 向井が 1 班ずつ担当した .「細胞生物学 1」では , 細胞の観察に村越が 3 コマ，
穂苅が 6 コマ，第 13・14 章で村越が 6 コマ , 穂苅が 4 コマを担当した . さらに「細胞生物学 1 実習」では , 4 日間
の実習を村越 , 穂苅 , 中野 , 瀬尾 , 向井 , 篠崎の 6 名で受け持った .
2 年生の「細胞生物学 2」のうち実習科目では，村越 , 穂苅 , 中野 , 瀬尾 , 篠崎の 6 名で担当した . 同特論については，
村越が講義 1 コマと口頭試問を行った .「人体の構造と機能 2」コースでは村越が「総論（代謝）」のユニットデイレ
クターを務め 7 コマの講義と口頭試問を , 穂苅が同じく 7 コマ , 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が 2 コマ , 穂苅が 4 コマずつ担当した「夏期休暇中プログラム」
.
では穂苅が学生 1 名を担当した .
仮進級学生への対応として , 穂苅が細胞生物学 1 実習の補講 1 名 , 課題レポートで指導を 1 名行った . 4 年生の共用
試験では , 魚住がスタッフ協力を行った .
医学部以外では , 保健医療学部健康医療科学科で 3 年生の「遺伝子検査学」10 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「代謝栄養学（生化学）」の講義を 7 コマ担当した .
2-3．達成度
教室全体の教育における達成度は 70-80％といったところであろう . 村越個人に関しては講義が増えた事による準
備にさかれ , まだ全体的な質としては 60％程度であろう .
2-4．自己評価と次年度計画
講義 , 実習ともに全教室員がそれぞれの役割を十分に認識し , 一致団結して教育にあたっている . ことに実習に関
しては数ヶ月前から教室会議の重要検討課題として毎回議論を行い , より教育効果の高い実習項目 , レポート等評価
の改善 , を目指している . その効果は現れつつあり , 年ごとに学生の反応も良くなっているのではないかと感じてい
る.
しかしながら 1 年 -2 年時の実習の流れを全体的に俯瞰するならば , 学生にとってより自然に学習出来る内容 , 特に
『エッセンシャル細胞生物学』の進行過程との整合性を考え , 抜本的な改編も必要かと思われ , 来年度への課題となっ
ている .
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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 , 中枢神経，核酸・脂質代謝 , 免疫応答機構など , 様々な分野からのアプロー
チを行っている . 現在は個々のグループが個別の研究テーマに基づいて活動しているが , それらの間で関連領域を見
出し , 生体システムとして統合された機能の解析に新しい視点を見出す事を目指している .
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．ストレス応答時の大脳辺縁系のリモデリング機構（研究員：村越，向井，篠崎，大城）
2．ラット細胞ミトコンドリアでの dUTPase の発現（研究員：穂苅）
3．自然免疫受容体 TLR の活性化機構の生化学・分子生物学的解明（研究員：魚住）
4．消化管が繰り広げる代謝制御（研究員：中野）
5．脂肪肝形成改善効果を有する物質の探索とその作用機構の解明（研究員：瀬尾）
3-3．研究内容と達成度
1．様々な心身精神疾患において辺縁系の神経回路 - シナプスの可塑的変化が起こることが知られており，病態解
明と予防治療戦略の策定が期待されている．我々はうつ病や ADHD，統合失調症等の病態モデルとしてストレス
負荷後の動物行動やシナプス変化を解析している．具体的には処置後のマウスから帯状回および扁桃体を含む脳
スライス標本を作成し神経回路が発生する律動的（リズム）活動の変化を電気生理・薬理学的に解析している．
また，ドーパミン等各種アミンの影響，慢性アルコール投与の影響も検討している．
2．dUTPase はチミジンヌクレオチドの合成と DNA へのウラシル残基の取り込み抑制に働く，DNA 合成系の酵素
として知られており，ミトコンドリアに分布するアイソフォームが存在する．ラット細胞ミトコンドリアでの，
この酵素の分離精製と分子構造の解明，さらに核遺伝子からの酵素タンパクの発現とその調節について研究を進
めている．
3．Toll-like Receptor（TLR）は，病原体構成成分を感知して自然免疫系を活性化する生体防御の受容体であり，今
日では生体恒常性にも重要であることが知られている．細胞内情報伝達経路や，生体での機能解析の研究は進展
したが，
受容体活性化機序には未解明課題がいくつも残されている．現在，1）TLR が活性化型に変換される機序，
2）活性化 TLR が細胞内情報伝達分子と複合体形成する機序を，生化学・分子生物学的手法を駆使して解析・解
明を進めている．こうした研究を通して，生体レベルでの TLR・自然免疫系の活性化水準の検出や人為的介入調
節が可能となると考えられる．
4．代謝異常症は今や 5 人に一人が罹患する国民病であり，その対策は急務となっている．消化管は「栄養・水分
を吸収する」臓器と一般には位置づけられ，代謝異常症との関わりでは，肝臓・骨格筋・脂肪組織に比べ関心が
高い対象ではなかった．しかし多様なホルモンを分泌する消化管は内分泌制御の上では中心的役割を果たしてい
る．近年のインクレチン研究の発展は，消化管と糖尿病との強固なつながりを示した．さらに腸管は脂質代謝の
最上流に位置し，かつコレステロール排泄の主要臓器である．腸管における脂質の吸収と排泄メカニズムの解明
を通して，代謝異常症における消化管の重要性と役割を明らかにしたい．
5．in vitro または in vivo での脂肪肝形成モデルを用いて，肝臓での脂肪滴蓄積を改善する食品成分や医薬品など
の化学物質のスクリーニングを行っている．また，有用な効果を示したものに関しては，核内転写因子との相互
作用を中心とした脂質代謝調節機構の解明を目指した検討も行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
H24 年度における分子生物学教室統合を見越した人的増員が進みつつあり，研究テーマもさらに広範なものにな
りつつある．当初企画した「中枢神経機能を介した恒常性維持」が中心的研究課題であることを期待するが，さらに
複数の軸を併せた統合的課題として考える必要がでてきた．その中で，個々の研究者が様々な試みを行い，テーマを
深化させ成果を出す事，互いの研究内容を良く理解し交流を図って関連性のある課題を探る事が望まれる．

4．診療：該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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
村越：日本アンチドーピング機構学術部会部員

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Kaneko Y, Fujimaki-Aoba K, Watanabe S, Hokari S, Takada M.Localization of ENaC subunit mRNAs in adult
bullfrog skin. Acta Histochemica, 114（2）, 172-176. 2012
② Mukai H, Hatanaka Y, Mitsuhashi K, Hojo Y, Komatsuzaki Y, Sato R, Murakami G, Kimoto T, Kawato S. Automated
analysis of spines from confocal laser microscopy images: application to the discrimination of androgen and
estrogen eﬀects on spinogenesis. Cerebral Cortex. 2011.12. 21（12）:2704-2711
③ Nakano T, Matsui M, Inoue I, Awata T, Katayama S, Murakoshi T,. Free immunoglobulin light chain: Its biology
and implications in diseases. Clinica Chimica Acta, 412: 843-849.2011
④ Oshiro H, Kubota S & Murakoshi T. Dopaminergic modulation of oscillatory network inhibition in the rat
basolateral amygdala depends on initial activity state. Neuropharmacol., 61: 857-866. 2011
⑤ Seo M, Kobayashi R, Nagase H. Immunotoxic eﬀects of trichloroethylene and tetrachloroethylene. J Health Sci.,
57, 488-496, 2011.（Review）
⑥ Tanaka K, Yamamoto Y, Ogino K, Tsujimoto S, Saito M, Uozumi N, Shimizu T, and Hisatome I. Cytosolic
phospholipase A2a contributes to blood pressure increases and endothelial dysfunction under chronic NO
Inhibition. Arterioscler Thromb Vasc Biol 31:1133-1138. 2011.
⑦ Murakoshi, T. Chronic restraint stress erduces GABA-ergic function in the anterior cingulate cortex of the right
hemisphere and induces hyper-locomotion in mice. The 32nd Naito Conference on "Biological basis of mental
functions and disorders"（Oizumi-Kogen, Oct. 18-21, 2011）
⑧中野貴成 , 篠崎吏那 , 井上郁夫 , 粟田卓也 , 片山茂裕 , 村越隆之：「Niemann-Pick C1 Like 1（NPC1L1）阻害は腸
上皮細胞において細胞内コレステロール代謝を変化させ，カイロミクロンの産生を抑制する」（第 84 回日本生
化学会

2011 年 5 月 京都）

⑨村越隆之 「情動行動とストレス適応の中枢機構」
,
，平成 23 年度第 2 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座（2012.1.22,
埼玉医科大学川越クリニック , 川越市）
⑩村越隆之 ,「扁桃体で観察される抑制性神経回路オシレーションの発生機構とそのドーパミン調節」, 東北大学医
学部セミナー（2011.3.8, 東北大学医学部 , 仙台市）
【総数：論文 7 件，学会発表 11 件，招待講演 2 件】
6-2．獲得研究費
1．魚住尚紀：平成 23-25 年度

文部科学省 科研費（基盤（Ｃ））「TLR5 活性化における LRRCT ドメイン 2 量体

化の役割の解明」,（代表：魚住）総額 4,000 千円
2．瀬尾誠：平成 23-24 年度 文部科学省 科研費（若手（B））「いんげん豆類摂取による脂質・糖質代謝異常改善効
果の検証」
（代表：瀬尾）総額 2,730 千円
3．瀬尾誠：平成 23-24 年度 文部科学省 科研費（萌芽）「高密度リポタンパク質の粒子形態の多様性と脂質代謝異
常リスク相関」
（代表：立教大学理学部化学科 , 准教授 田渕眞理）総額 3,900 千円
4．中野貴成：MSD 株式会社寄付金「小腸上皮細胞モデル及びマウスにおけるカイロミクロン代謝について」,
500 千円
5．向井秀夫：平成 23 年度 文部科学省 科研費（若手（B））「全方向スパイン計測解析法の開発と前頭前野神経細
胞スパインの解析」, 2990 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
1．村越隆之：学内卒後セミナー，
「細胞膜下細胞骨格の機能とその傷害による筋ジストロフィー」
（小澤
国立精神・神経医療研究センター
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神経研究所名誉所長）, 2011 年 6 月 8 日

鍈二郎氏，
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7．自己点検・評価
本年は村越の赴任 2 年目にあたり , 次第に教室 , 大学全体の運営 , 教育に適応することが出来てきた . 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との連携もうまく機能している .
＜教育＞

講義に関しては穂苅講師と村越が分担 , 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 , 臨床推論等，少人数演習教育には助教も参加し，成果を挙げている . 特に，実習では直接に学生に接し，実
験姿勢および一般的なコミュニケーション能力 , 理解力の進展などに関しかなりの向上を果たしつつある .
＜研究＞

3-4 参照

＜教室運営＞

不要薬品の廃棄 , 備品の移動による研究室内配置等 , 基本的整備を継続している . 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ている . 今後も相互理解を進め , 生産性 , 効率に優れ , 尚
且つ , 風通しと居心地の良い教育研究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
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）: 教授：運営責任者代行：博士

松本征仁（MATSUMOTO, Masahito）: 講師：教育主任，研究主任：大学院教員（大学院）: 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：研究副主任，教育副主任：大学院教員（大学院）: 腫瘍：博士
川野雅章（KAWANO, Masaaki）
：助教：研究員，教育員：大学院教員（大学院）: 博士
平崎正孝（HIRASAKI, Masataka）
：助教：研究員 , 教育員 : 大学院教員（大学院）: 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）
（松本）人体の構造と機能 2 総論（代謝）2 時間・細胞生物学 1?1 実習（細胞の観察） 5 時間・細胞生物学 2 実
習

28 時間・人体の構造と機能 2（代謝）口頭試問試験

学 1 実習

30 時間・臨床推論

1 時間・細胞生物学 1（第 8，10 章） 5 時間・細胞生物

2 時間

（荒木）
「細胞生物学実習」27 コマ・
「医学セミナー」21 コマ・「人体の構造と機能 2 コース，遺伝ユニット」5 コ
マ・
「細胞生物学コース , 細胞生物学実習 2」27 コマ・「臨床推論」2 コマ
（川野）人体科学入門 1: 4 コマ・細胞生物学 1 実習 : 4 コマ・細胞生物学 2 実習 : 6 コマ・医学セミナー : 20 コマ・
細胞生物学講義 : 1 コマ
（平崎）人体の構造と科学・細胞生物学 1 − 2 8 章

1 時間・細胞生物学 1 実習・細胞生物学 2 実習

2-3．達成度
新たに細胞生物学 I 実習が始まった . 学生検体を使うことにより学生の興味を引くことができたが , 初めてのため
反省点はあった . 達成度は 60% である . 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 実習では今までとは実験内容を変え , 少しむずかしいものにしたが , 学生は今まで以上に積極的に実習に
参加した．達成度は 90％である．
2-4．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．
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．

3．研究
3-1．目的・目標
・糖尿病の再生医学研究の基盤研究と分子作用機序の解明（松本）
・骨代謝疾患治療を目指した破骨細胞制御の作用機序の解明（松本）
・固形がん特異的マーカーの探索と新規分子標的薬の開発（荒木）
・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（川野）
・膵内分泌前駆細胞株 Tec-3 から膵β細胞への分化誘導（平崎）
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
・ストレスネットワークから捉える疾患生物学のしくみと理解（埼玉医大口腔外科）
（松本）
・神経プチドを利用したインスリン分泌と膵β細胞の機能改善（米国ソーク研究所）
（松本）
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・多能性幹細胞を用いた糖尿病治療ネットワーク（理研）
（松本）
・膵島移植による糖尿病の臨床応用を目指した基盤研究（福岡大学）
（松本）
・薬剤応答規定因子ネットワークの解明に基づく新規がん医療の開発（荒木）
・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（川野）
3-3．研究内容と達成度
・生活習慣病や骨代謝疾患を対象とした再生医学と骨代謝研究の研究テーマにおいて，国内外の共同研究体制の中
で新たな概念を創出する研究成果の機会を得ることができた．これらの成果については，学会ならびに共著にて
学術雑誌において発表すると共に，
埼玉医科大学の学内グラントならびに財団より研究助成金を獲得できた．
（松
本）
・腫瘍特異的新規分子標的薬の開発を目的とした研究を行なっている．主には，がん細胞における薬剤応答性タン
パク質のスクリーニングと同定をプロテオミクス的手法を用いて行なっている．本年度の達成度は 80％である．
（荒木）
・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（M1-VP1），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
とを intra-cellular cytokine staining, 51 Cr release, in vivo CTL assay で確認した．また，免疫によって実際にイ
ンフルエンザウイルスの増殖が抑制されることを明らかにした．さらに，作製した M1-VP1 が樹状細胞の IL-12
の分泌を誘導するアジュバント作用を有することを明らかにした．本年の達成度は 80％である．（川野）
・①膵内分泌前駆細胞株に，ある種のサイトカインを添加することで膵β細胞への分化を誘導する②①で膵内分泌
前駆細胞株からβ細胞への分化に有効である事がわかったサイトカインが，マウス ES 細胞でも有効かを調べる．
独自に樹立したマウス ES から膵β細胞への分化誘導は成功したが，サイトカインの添加によって効率が良くな
るかは，調べる事が出来なかったので，達成度は 80％と考えています．（平崎）
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．

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 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）
② Matsumoto, M, Huising, M.O., van der Meulen, Talitha, Hirasaki, M., Vale, W. Notch-mediated epigenetic
regulation is critical for maintenance of pancreatic endocrine progenitors via possible integration with HB-EGF
and CRF-family. 第 34 回

日本分子生物学会年会

ワークショップ（口頭発表） 2011 横浜

③加藤直樹 , 松本征仁 , 緒方正人 , 禾泰壽 , 酒井宏哉 , 織田弘美 生体内の p38MAPK の酵素を介したシグナル伝達
経路に神経再生制御因子が存在する

第 22 回日本抹消神経学会学術集会 2011

④ Hirasaki, M., Huising, MO., van der Meulen, T., Shimizu, M., Nogi, Y., Vale, W., and Matsumoto, M. Divergent
regulation of pancreatic endocrine cell diﬀerentiation from endocrine progenitor cell line Tec-3p cells. 71th 米
国糖尿病学会（ADA）, USA 2011 June
⑤半田宏，川野雅章

ウイルスカプシドタンパク質を利用した DDS 用医療材料の創製 , Drug Delivery System,

2011 26（3）:230
⑥ Suda T, Kawano M, Nogi Y, Ohno N, Akatsuka T, Matsui M. The route of immunization with adenoviral vaccine
inﬂuences the recruitment of cytotoxic T lymphocytes in the lung that provide potent protection from inﬂuenza
A virus. Antiviral Res., 2011. 91:252-258.
⑦ In vitro reconstitution of SV40 particles that are composed of VP1/2/3 capsid proteins and nucleosomal DNA
and direct eﬃcient gene transfer. Enomoto T, Kukimoto I, Kawano MA, Yamaguchi Y, Berk AJ, Handa H. Virology,
2011. 420:1-9.
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⑧ Masaaki Kawano, Tatsuya Suda, Toshitaka Akatsuka, Hiroshi Handa, Masanori Matsui. Development of a novel
platform for CTL-based inﬂuenza vaccine using virus like particles of simian virus 40. International Union of
Microbiological Societies 2011 Congress September 2011 Sapporo
⑨ KAWANO Masaaki, SUDA Tatsuya, OHNO Naohito, AKATSUKA Toshitaka, MATSUI Masanori. The route of
immunization with adenoviral vaccine inﬂuences the recruitment of cytotoxic T lymphocytes in the lung that
provide potent protection from inﬂuenza A virus. 2011 Annual Meeting of the Japanese Society for Immunology.
November 2011 Chiba.
⑩ Sirt1, p53, and p38（MAPK）Are Crucial Regulators of Detrimental Phenotypes of Embryonic Stem Cells with
Max Expression Ablation. Stem Cells. 2012. Aug;30
（8）
:1634-44.Hishida T, Nozaki Y, Nakachi Y, Mizuno Y, Iseki H,
Katano M, Kamon M, Hirasaki M, Nishimoto M, Okazaki Y, Okuda A.
【総数：論文 5 件，学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費
・埼玉医科大学学内グラント研究費
課題名「神経ペプチドを利用した多能性幹細胞から膵β細胞の分化･再生誘導と糖尿病の再生医療」研究代表者：
松本

征仁

・日本糖尿病財団研究助成
課題名「インスリン分泌促進と膵β細胞分化･再生を有する神経ペプチド CRF ファミリーの臨床応用」研究代表
者：松本

征仁

・
「新規制がん剤の開発のためのゲノム創薬標的遺伝子の生物機能解析」
研究分担者：荒木

智之

・文部科学省科学研究費補助金

基盤研究（C）

課題名「新規ナノキャリアを用いた次世代インフルエンザユニバーサルワクチンの開発」採択科研究課題番号 :
23590550

研究代表者：松井政則

・膵臓病研究奨励賞

研究分担者：川野雅章

研究助成金

課題名「膵β細胞の再生による糖尿病治療 ― ES 細部から膵β細胞への新規分化系の構築―」研究代表者：平崎
正孝
6-3．受賞
平崎正孝：膵臓病研究奨励賞
6-3．特許，実用新案
・発明の名称：生理的条件下でのウイルス粒子様構造体及びその形成方法，特許 4734608，発明者：半田宏，中
西章，川野雅章
・発明の名称：細胞傷害性 T 細胞誘導剤，特願 2011-191208，発明者：半田宏，川野雅章，松井政則
・発明の名称：細胞傷害性 T 細胞誘導剤，PCT/JP2012/60910，発明者：半田宏，川野雅章，松井政則
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 23 年度をもって基本学科として分子生物学は終了する．
それぞれの構成員が新たな異動先で活動することになる．
異動先は以下である．
松本征仁（MATSUMOTO, Masahito）: ゲノム医学研究センター・ゲノム科学部門
荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）
：医学部・生化学
川野雅章（KAWANO,Masaaki）
：医学部・免疫学
平崎正孝（HIRASAKI,Masataka）
：ゲノム医学研究センター・発生・分化・再生部門
井田
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唯（IDA, Yui）
：医学研究センター・研究評価部門

医学部（基礎医学部門）

6．薬理学
1．構成員
丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：教授：運営責任者，教育主任：代表指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：angiotensin II 受容体，プロレ
ニン受容体の分子生物学：博士
田中

求（TANAKA, Motomu）
：講師：教育副主任：：指導教員（大学院）：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：：指導教員（大学院）：分子画像解析：博士
浅井

将（ASAI, Masashi）
：助教：学院論文審査教員（大学院）：博士（平成 24 年 1 月まで）

吉川圭介（YOSIKWA, Keisuke）
：助教：学位論文審査教員（大学院）：博士
岩佐健介（IWASA, Kensuke）
：実験助手
松本律子（MATSUMOTO, Ritsuko）
：事務員
鈴木星也（SUZUKI, Seiya）
：保健医療学部大学院生（修士）平成 23 年 10 月より
山本梓司（YAMAMOTO, Shinji）
：保健医療学部大学院生（修士）平成 23 年 11 月より

2．教育
2-1．目的･目標
＜卒前教育＞臨床医に必須な薬物療法の基礎の修得
＜卒後教育＞研究能力の習得／評価
＜大学院教育＞研究（実験）指導と研究能力の習得／評価
2-2．教育内容（全教室員）
＜卒前教育＞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 2，2 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昨年に続きさらに 1 セッ
ト導入し，
学生の評価も高かった．臨床に直結した実習を努力した．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．
＜卒後教育＞学位審査を行った．
（丸山：主査 1 件，福査 4 件，千本松：福査 1 件）
＜大学院教育＞保健医療学部教授（薬理学兼担）鈴木正彦教授が指導教員となっている修士課程学生 2 名を預かり，
研究・実験指導を行った．
2-3．達成度
＜卒前教育＞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．
＜卒後教育＞学位審査で研究能力を適切に評価した．
＜大学院教育＞実験手技の適切な習得ができた．
2-4．自己評価と次年度計画
＜卒前教育＞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．
＜卒後教育＞適切な学位審査ができたが，さらなる厳正な評価を目指す．
＜大学院教育＞基本的な実験手技は習得させることができたので，独立した研究活動ができるようにする．
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）
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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）
武蔵野大学・薬学部：薬理学・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．プロレニン受容体の機能解析

千本松

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，鈴木（星），山本

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するβアミロイドの代謝機構を主な研究テーマとしている．臨床研究を念頭に置き，すで
に臨床使用されている薬物とβアミロイド産生にかかわる酵素の阻害剤とのカクテル療法が有効であることを細胞レ
ベルで証明した．また，βアミロイドの前駆体であるタンパク質の代謝を詳細に検討したところ，これまでとは違っ
た代謝経路が存在し，リン酸化がβアミロイド産生に影響することを見出した．リン酸化に注目した新しいアルツハ
イマー病の治療薬の開発を検討している．
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自由給水，自由給餌を施したチャンバーを利用して 24 時間連続で呼吸機能を
測定することにより，初期反応（〜 30 分）と遅延反応（暴露後 15 時間〜）を観察することができた．デキサメタ
ゾンは初期より遅延反応を抑制することが確認された．
d．脂肪酸受容体の薬理学的研究
京都大学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．脂質
メディエーターの神経変性疾患における詳細な生理活性を解明し，薬理学的治療に応用することを目的としている
（東
京大学医学系研究科，米国国立衛生研究所との共同研究）．また食餌性肥満と神経変性疾患に関する研究（京都大学
薬学研究科との共同研究）
，多発性硬化症の新規脂質メディエーターによる治療（お茶の水女子大学理学部との共同
研究）
，睡眠時無呼吸症候群の脳障害における脂質メディエーターの役割解明（保健医療学部との共同研究），天然生
理活性成分を用いた新規アルツハイマー病モデルマウス作製によるアミロイド仮説の再検証（九州大学農学部との共
同研究）の研究を進めている．
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．
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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
丸山

敬

査読：Genes to CElls； Journal of Alzheimer's Disease； Journal of Pharmacological Sciences； The Journal

of Biochemistry； Journal of Neuroscience Research； Molecules； Neurobiology of Aging； Neuroscience Research；
Toxicological Sciences；Trends in Pharmacological Sciences
浅井 将

査読：Journal of Alzheimer's disease； Molecules； Neuropsychiatric Disease and Treatment； Journal on

Complementary Medicine and Drug Discovery；Journal Of Enzyme Inhibition And Medical Chemistry
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 Asai M, Yagishita S, Iwata N, Saido TC, Ishiura S, Maruyama K. An alternative metabolic pathway of amyloid
precursor protein C-terminal fragments via cathepsin B in a human neuroglioma model. FASEB J（2011）25:
3720-3730.
② Yahata N, Asai M, Kitaoka S, Takahashi K, Asaka I, Hioki H, Kaneko T, Maruyama K, Saido TC, Nakahata T, Asada T,
Yamanaka S, Iwata N, Inoue H. Anti-A β drug screening platform using human iPS cells-derived neuronal cells to
treat Alzheimer's disease. PLoS ONE（2011）6: e25788.
③ 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 tissue. Brain Res（2011）1367: 22-32
④ Sun X, Iida S, Yoshikawa A, Senbonmatsu R, Imanaka K, Maruyama K, Nishimura S, Inagami T, Senbonmatsu T.
Non-activated APJ suppresses the angiotensin II type 1 receptor, whereas apelin-activated APJ acts conversely.
Hypertens Res（2011）34: 701-6
⑤丸山

敬（単独執筆）これならわかる！薬理学（史上最強図解）（2011）ナツメ社

⑥丸山

敬（翻訳分担，監修）イラストレイテッド生化学（2011）丸善

⑦浅井

将，八幡 直樹，北岡 志保，高橋 和利，浅香 勲，日置 寛之，金子 武嗣，丸山 敬，西道 隆臣，中畑 龍俊，

朝田 隆，山中 伸弥，岩田 修永，井上 治久

iPS 細胞由来神経細胞における A β産生とセクレターゼ阻害剤に対

する応答．第 30 回日本認知症学会学術集会（2011 年）
⑧吉川圭介，北芳博，古川絢子，清水孝雄，丸山敬，島田厚良 興奮毒性誘発二相性プロスタグランジンの持続性
進行性神経細胞死への影響 第 85 回日本薬理学会年会（2012）
⑨田中求，千本松孝明，丸山敬

感作モルモットに対するアスピリンの作用

第 85 回日本薬理学会年回

京都

（2012）
⑩田中求

気管内注入法を用いた新しい気管支喘息動物モデルーテオフィリンとデキサメタゾンの作用比較―

第

125 回日本薬理学会関東部会（2011）
【総数：論文 6 件，書籍 4 件，学会発表 7 件】
6-2．獲得研究費
丸山

財団法人埼玉県産業振興公社：イノベーションシステム整備事業地域イノベーション

戦略支援プログラム

（都市エリア型）
【埼玉・圏央エリア】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（100
万円）
吉川

落合記念賞研究助成金：プロスタグランジン類の生理活性調節による低酸素性虚血性脳症の治療戦略

研究

代表者（70 万円）
吉川

島原科学振興会：興奮毒性誘発性プロスタグランジン産生に着目した神経変性疾患の治療

研究代表者

（100 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（110 万円）
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6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
学術集会開催（卒後教育委員会

後援）講師：平澤 明

先生（京都大学大学院薬学研究科ゲノム創薬科学分野）
「脂

肪センサー GPR120 が食事性肥満の原因遺伝子であることの発見」

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へ順次移行していく．
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 4 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
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，お茶の水大学，九州大学などとの共同研究が進展している．
22 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 年度は厳しい社会環境の
元で最適ではないが（さらなる改善の余地はあるが）適切に職責を果たせたと評価している．
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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 : 代表指導教員（大学院）: 神経病理学 : 博士
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）: 准教授 : 教育主任 : 指導教員（大学院）: 血液病理学 : 博士
本間
金

琢（HOMMA, Taku）: 講師 : 大学院教員（大学院）: 神経病理学 : 博士
玲（JIN, Ling）: 助教 : 大学院教員（大学院）: 外科病理学 : 博士

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（東京都立神経病院）: 大学院教員（大学院）: 神経病理学 : 博士
塩田 敬（SHIODA, Kei）: 非常勤講師 : 大学院教員（大学院）: 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
石澤 圭介（ISHIZAWA, Keisuke）: 非常勤講師（神経内科兼担）: 大学院教員（大学院）: 神経病理学 : 博士
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（HOMMA, 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
福島雅人（FUKUSHIMA, Masato）: 実験助手：臨床検査技師，中央病理診断部兼担
稲田博輝（INADA, Hiroki）: 実験助手：臨床検査技師，中央病理診断部兼担
齋藤恵美（SAITO, Megumi）: 事務員

2．教育
2-1．目的･目標
［卒前教育］
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．
［卒後教育］
病理解剖，Clinicopathological conference（CPC），および CPC レポートの作成を通して疾患への臨床・病理学的
知識を理解する．
［大学院教育］
｢ 臨床病理学的研究の推進 ｣，｢ 病態の解明 ｣ を目標とした研究を行っていく．また，研究をとおして事象を俯瞰
的に捉えることの出来る医師を育成する．
2-2．教育内容（担当者）
［卒前教育］
〈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，国際医療センター病理診断科及び総
合医療センター病理部教員）
〈3 年生〉
「ヒトの病気 1」コース病理各論講義：呼吸器 3 時間（清水禎），循環器 7 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（東），生殖器 3 時間（安田），内分泌・
代謝 3 時間（阿部）
〈4 年生〉
「ヒトの病気 2」コース病理各論講義：神経 5 時間（佐々木，塩田，石澤），感覚器 2 時間（新井，茅野）
，
皮膚・運動器 2 時間（佐々木，新井）
，免疫 1 時間（新井）
臨床推論実習 CPC 実習剖検例の症例解析 5 日間（教員全員）
〈5 年生〉BSL

国際医療センター病理診断科にて，隔週（分担，教員全員）

［卒後教育］
〈研修医〉Clinicopathological conference（CPC）年 12 回（分担，教員全員）
［大学院教育］
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神経病理学（分担，教員全員）
，血液・骨髄病理学（分担，教員全員），皮膚病理学（分担，教員全員）
2-3．達成度
［卒前教育］
病理学に総論と各論の双方の講義があった以前と比較して，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一社，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．
［卒後教育］
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．
［大学院教育］
神経病理学，血液病理学，皮膚病理学を軸に，病理学的・分子生物学的手法を用いた研究に取り組んでいる．多方
面で成果をあげており，大学院教育のための環境は整えられていると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
［卒前教育］
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．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っている．
［卒後教育］
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．
［大学院教育］
神経病理学，血液病理学，皮膚病理学を主体に病理学的・分子生物学的手法を用いた研究に取り組み，多方面で成
果をあげている．大学院教育のための環境は整えられていると考えられるが，次年度も引き続き研究体制の維持・向
上につとめていく．

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』『血液病理学』
『皮膚
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
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
5 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 6,500 件の外科病理診断，11,000 件を超える細胞診，44 例の病理解剖を行い，臨床各科とのカンファレンス
を行なっている．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
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該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Neuropathology : 編集委員査読
BRAIN and NERVE : 査読

佐々木

佐々木

Brain tumor pathology ：査読

惇

惇

佐々木

Pathology International：査読

佐々木

Journal of Dermatology：査読

新井

惇
惇，新井

栄一

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
さいたま医事関係事件鑑定人：佐々木

惇

日本病理学会コンサルテーション委員：佐々木
日本病理学会コンサルテーション委員：新井
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

惇
栄一

日本神経学会専門医認定委員会専門委員：佐々木

惇

日本神経病理学会評議員資格審査員，学会員選考委員，教育委員：佐々木
国立がんセンターコンサルテーション委員：新井

惇

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 Wakasaya Y, Kawarabayashi T, Watanabe M, Yamamoto-Watanabe Y, Takamura A, Kurata T, Murakami T, Abe
K, Yamada K, Wakabayashi K, Sasaki A, Westaway D, Hyslop PS, Matsubara E, Shoji M: Factors responsible for
neuroﬁbrillary tangles and neuronal cell losses in tauopathy J Neurosci Res. 2011:89:576-584.
②佐々木惇：血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫，BRAIN MEDICAL 23:5-7, 2011
③佐々木惇：胚腫，BRAIN MEDICAL 23:109-111. 2011
④佐々木惇：膠芽腫，BRAIN MEDICAL 23:305-307, 2011
⑤ Honma T,Mochizuki Y,Mizutani T.Phosphorylated

α -synuclein immunoreactivity in the posterior pituitary

lobe. Neuropathology.2011 Nov 14.Doi:10.1111/j.1440-1789.2011.01273.x.「Ｅｐｕｂ ahead of print」
⑥中尾雅美 , 今井幸紀 , 新井晋 , 庄野孝 , 安藤さつき , 水野芳枝 , 吉野廉子 , 菅原通子 , 濱岡和宏 , 本谷大介 , 藤盛健二 ,
稲生実枝 , 岡政志 , 喜多宏人 , 茅野秀一 , 持田智：有茎性の粘膜下腫瘍様の内視鏡像を呈した胃 hamartomatous
inverted polyp の 2 例，Progress of Digestive Endoscopy（1348-9844）79 巻 2 号 Page66-67,4（2011.12）
⑦ Uehara K,Yasuda M,Ichimura T,Yamaguchi H,Nagata K,Kayano H,Sasaki A,Murata S,Shimizu M:Peritoneal
granuloma associated with endometrioid adenocarccinoma of the uterine corpus. Diagn Pathol.2011
Oct28;6:104
⑧ 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
⑨佐々木惇：14 際女児 Miller-Dieker 症候群の 1 剖検例．第 52 回日本神経病理学会，京都，2011．
⑩本間琢，望月葉子，水谷俊雄：大脳広範に多数の皮質型レビ ? 小体，定型斑，αシヌクレイン陽性顆粒を伴うが
レビーニューライトに乏しいレビー小体疾患の 1 例．第 52 回日本神経病理学会，京都，2011．
【総数：論文 8 件，学会発表 23 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
佐々木

惇 : 文部科学省科学研究費補助金

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 / マクロファージのサブタイプの同定」
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
彩の国さいたま病理診断セミナーの共催：2011 年 6 月 12 − 13 日（土曜日，日曜日）の 2 日間にわたり「第 9
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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
［学部］
「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）臨床医とコミュニケーションをとり，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
管理

2）臨床病理カンフアレンスの定期的開催

4）生検・剖検検体の厳密な管理と有効活用

3）細胞診，生検診断における正確性・迅速性の向上と精度

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．
［大学院］
教室では『神経病理学』
『血液病理学』
『皮膚病理学』を大きな柱とし，外科病理診断に役立つテーマのもと
研究に取り組んでいる．研究は，主として臨床材料を用い，各種特殊染色や免疫組織化学，ﬂuorescence in situ
hybridization（FISH）法，polymerase chain reaction（PCR），電子顕微鏡を中心とした病理学的・分子生物学的な研
究手法によって行われており，多方面にわたり研究を展開，成果をあげている．また，本教室では，国内・海外にあ
る癌研究・病理学・神経病理学の研究施設の部門長との交友がある．そのため，希望があれば，研究の視野を広げる
ために，国内外の一流研究施設での国内・海外留学の機会を与えることができる．
研究をすすめていくため環境は整っているものと考えられるが，神経病理，血液・骨髄病理，皮膚病理に興味をも
つ医師・研究者が本教室において充実した研究を行っていけるよう，今後も引き続き，研究体制の維持・向上に努め
ていきたい．
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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：代表指導教員（大学院）
：ウイルス学，
免疫学：博士
松井政則（MATSUI, Masanori）
：准教授：研究副主任：指導教員（大学院）：ウイルス学，免疫学：博士
守屋

修（MORIYA, Osamu）
：准教授：教育副主任：指導教員（大学院）：免疫学：博士

小林信春（KOBAYASHI, Nobuharu）
：講師：大学院教員（大学院）：細菌学：博士
堀内

大（HORIUCHI, Yutaka）
：助教：大学院教員（大学院）：博士

高木

徹（TAKAGI, Akira）
：助手

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

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 5 時間），第 6 章（守屋，松井，小林，赤塚，堀内，各 1 時間）
第 10 章（守屋 3 時間）
「医学セミナー」
（守屋 15 時間，
堀内 13 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，堀内 2，増田 2，藤澤 1），3 学年「感染」実
習 3 日間（赤塚，松井，守屋，小林，堀内，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，
：守屋 24 時間）
，大学院実用実験医学講座（赤塚，松井，小林），毛呂看護専門学校講義（小林 48 時間）
，川
越医療センター看護専門学校講義（守屋 32 時間），学生アドバイザー（1 学年 : 守屋，3 学年：赤塚，松井，小林）
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
今年度の学生も従来より勉強が浅く，教科書より過去問に頼る印象があり，中間試験の成績・解答内容が昨年度同
様不満足な物が多かった．期末試験の直前に赤塚が希望者に補講を行ったが，ほぼ全員が出席し熱心に聞いてくれた．
その甲斐あってか期末試験の成績はほぼ例年に近い内容となった．

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，堀内，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）
（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）
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（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，免疫学・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）
（6）Single-Chain Trimer を使ったがんワクチンプラットフォームの開発（松井，赤塚）
3-3．研究内容と達成度
（1）昨年度新規に見出した HCV 由来の CTL エピトープ #3 の国際特許出願を行なった．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強力に CD8 T 細胞反応を誘導す
ることを，さらに実験を加えて確認した．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，
HCV タンパク発現組換えアデノウイルスを HCV core transgenic mice に静注して NS3 タンパクを肝細胞に長期
間発現させる慢性 HCV 感染モデルマウスを用い実験した．その結果，#3 ペプチドと抗 PD-L1 抗体を共にリポソー
ムに結合させたワクチンで治療効果が得られることが分かった．達成度 90%
（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）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行なった研究成果を 2 つの論文にまとめ
Toxicol.Appl.Pharm. に投稿し，アクセプトされた．掲載は次年度にずれ込む予定．達成度 90%
（4）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．免疫したマウスにインフルエンザウイルスでチャレン
ジすると，効率よくウイルスを排除することがわかった．また，SV40-VLP は，樹状細胞に CD80 や CD86 の発
現を増強させ，
IL-12 を産生させるので，
強いナチュラルアジュバントとしての機能をもつことが示された．現在，
そのメカニズムを解析中である．また，がんワクチンへの応用を試みている．達成度 50％
（5）汎腫瘍抗原である Telomere Reverse Transcriptase（TERT）を標的抗原とした抗腫瘍リポソームワクチンの開
発研究をスタートした．ヒトとマウスで共通のエピトープペプチドを 20 種類選び，5 種類ずつプールしてリポ
ソームに結合し，4 種類のリポソームワクチンを作成した．このワクチンで HHD マウスを免疫したところ，4
種類のワクチン全てで CD8 リンパ球に対する IFN-? 産生誘導能が認められた．達成度 20%
（6）wild-type HLA-A2 よ り も 効 率 よ く エ ピ ト ー プ を 提 示 す る mutant HLA-A2 を 使 っ て，Single-Chain Trimer
（HLA-A2+hu-b2m+CTL epitope）を作製し，マウスに効率よく CTL を誘導することを試みている．インフルエ
ンザウイルス由来 CTL エピトープを使った予備実験では，有望な結果を得た．次年度は，これをがんワクチン
のプラットフォームに発展させたいと考えている．達成度 10％
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を用いて慢性 C 型肝炎モデルマウスでの治療実験に成功し，このワクチン
を臨床応用できる可能性が大きく開けた．この成果は堀内らが取り組む癌の治療にも応用出来ると期待される．次年
度は治療実験を積み重ね，論文発表に必要なデータを集積する．
mEH という薬物代謝酵素の研究成果を 2 つの論文として発表するという目標は達成された．次年度はこれに基づ
く次の実験に必要な外部資金の獲得を目指す．

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）
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（2）中央手術部落下菌検査：382 検体（小林）
（3）病院・付属施設のレジオネラ検査：62 検体（小林）
（4）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）日本獣医生命科学大学大学院獣医学専攻博士課程特別講義担当講師（堀内）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Suda, T., M. Kawano, Y. Nogi, N. Ohno, T. Akatsuka, and M. Matsui. The route of immunization with adenoviral
vaccine inﬂuences the recruitment of cytotoxic T lymphocytes in the lung that proivde potent protection from
inﬂuenza A virus. Antiviral Res. 91:252-258, 2011.
② Pickens, S. R., N. D. Chamberlain, M. V. Volin, A. M. Mandelin II, H. Agrawal, M. Matsui, T. Yoshimoto, and S.
Shahrara. Local expression of IL-27 ameliorates collagen induced arthritis Arthritis Rheum. 63（8）: 2289-2298,
2011.
③ Yoshimoto, T., Xu, M., Mizuguchi, I., Chiba, Y., Kamiya, S., Matsui, M., Shahrara, S., Mizuguchi, J. Regulation
of inflammatory immune responses leading to the development of bone destructive autoimmune disease
rheumatoid arthritis by IL-27. Bio-Rhematology Internation Congress（BRIC）Tokyo, The 8the GARN Meeting,
Chiba, Japan, Nov. 14-16, 2011.
④ Kawano, M., T. Suda, T. Akatsuka, H. Handa, and M. Matsui. Development of a novel platform for CTL-based
inﬂuenza vaccine using virus-like particles of Simian Virus 40. International Congress of Virology.

札幌

2011 年 9 月 11‐16 日
⑤ Kawano, M., T. Suda, N. Ohno, T. Akatsuka, and M. Matsui. The route of immunization with adenoviral vaccine
inﬂuences the recruitment of cytotoxic T lymphocytes in the lung that proivde potent protection from inﬂuenza
A virus. 第 40 回

日本免疫学会

千葉

2011 年 11 月 27‐29 日

⑥ Moriya Osamu, Akatsuka Toshitaka, Exosomes released from dendritic cells are nanoscale and cell-free
immunomodulator in viral infection biology. 第 40 回

日本免疫学会

千葉

2011 年 11 月 27‐29 日

【総数：論文 2 件，学会発表 4 件】
6-2．獲得研究費
1．H23 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．H23 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）50 万円
4．H23 年度科学研究費補助金

基盤研究（C）
（一般）
「新規ナノキャリアを用いた次世代インフルエンザユニバー

サルワクチンの開発」
（松井）140 万円
5．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）
100 万円
6．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」
（中野，松井）30 万円
7．H23 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）156 万円
8．第 22 回落合記念賞研究助成金，
「ペプチド表面結合リポソームワクチン用 TERT エピトープの同定と汎腫瘍
CTL 誘導型ワクチンの開発」
（堀内）100 万円
6-3．受賞
第 22 回落合記念賞（堀内）
6-4．特許，実用新案
Hepatitis C Virus Liposome Vaccine（国際特許出願 WO/2012/033142）（赤塚），細胞傷害性 T 細胞誘導剤（特願
2011-107874）
（松井）
，エボラウイルスリポソームワクチン（PCT/JP2011/73686）（松井）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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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 : 代表指導教員（大学院）: 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 : 大学院教員（大学院）: 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 :NMR 分光法による蠕虫類感染の生理生化学：大学院教員（大学院）:
博士
東

丈裕（HIGASHI, Takehiro）: 客員講師 : 大学院教員（大学院）: 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
｢ 卒前教育 ｣（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）
，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，42 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）
｢ 大学院教育 ｣【大学院講義】最新医学特別講義 2 時間（松下）
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：モデルマウスを用い脳のエネルギー代謝観
察のトレーサーとして（1-13C）glucose と（1,2-13C）acetate を同時投与し，神経細胞とグリア細胞の代謝産物を
NMR 分光法にて観察した．グリア細胞において pyruvate recycling pathway に抑制変化を観察した．これらの結果
は米国の学会，国内の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
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ドにおいてペプチド内の置換アミノ酸を同定することに成功した．これらの成果により，クルーズトリパノソーマの
株間で見出されたアミノ酸置換の割合が高く，クルーズトリパノソーマは種として高度に分化している（系統樹では
広範囲に分岐している）ことが示唆された．研究成果の一部は学会で発表した．（達成度 80％）
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）

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，学術大会委員会委員長）

松下

祥：米国免疫学会（American Association of Immunologists）

仁科

正実：日本寄生虫学会（評議委員）

部門長

6．業績
6-1．論文・学会発表
代表的なもの 10 編
① Nakano, K., Yamaoka, K., Hanami, K., Saito, K., Sasaguri, Y., Yanagihara, N., Tanaka, S., Katsuki, I., Matsushita, S
and Tanaka Y. Dopamine Induces IL-6̲Dependent 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., 186:3745-3752, 2011.
② 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.21:260-266, 2011.
③ 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., Matsushita, S. Dopamine D1-like receptor
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antagonist attenuates Th17-mediated immune response and OVA-Ag-induced neutrophilic airway inﬂammation. J.
Immunol., 186:5975-5982, 2011.
④ Matsushita, S., Takagi, R., Hashimoto, K., Higashi, T. Qualitative evaluation of adjuvant activities and its
application to Th2/17 diseases. Int. Arch. Allergy Immunol. 155（suppl. 1）: 2-5, 2011
⑤ Higashi, T., Shimojo, N., Suzuki, S., Nakaya, M., Takagi, R., Hashimoto, K., Nakagome, K., Nakamura, K., Kohno,
Y. and Matsushita, S. Coenzyme A contained in mothers' milk is associated with the potential to induce atopic
dermatitis. Int. Immunol. 23:741-749, 2011
⑥松下

祥：アジュバント活性の多様性．漢方と免疫・アレルギー 24:138-165, 2011

⑦ Toshio Sone, Sho Matsushita, Satoru Oshiro XIII International Congress of Bacteriology and Applied
Microbiology. 09/2011 Sapporo Convention Center（Sapporo, Japan）
⑧ Nishina

M , Suzuki M,Matsushita K,Kawamura Y,Yoshimura K,Suzuki M, Matsushita S Glial-neuronal interaction

in chronic intermittenthypoxia.in mice: a nuclear magnetic resonance spectroscopy study. Annual meeting of
society for neuroscience, Washington DC, USA, 2011
⑨ Suzuki M,

Nishina M , Yoshimura K,Kawamura Y,Nakamura S,Eﬀects of chronic intermittent hypoxia.exposure

on benzodiszepine-sensitive BABA ergic modulation of the chemoreceptor reflex in the NTS in rats. Annual
meeting of society for neuroscience, Washington DC, USA, 2011
⑩ Suzuki M,Nakamura S,

Nishina M, Yoshimura K, Kawamura Y, GABAA mechanism in the NTS involved in the

potentiation of chemoreceptor reﬂex in chronic intermittent hypoxia exposure rats. 第 85 回日本薬理学会，横浜
【総数：論文 11 件，学会発表 6 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費
松下 祥：株式会社

ツムラ（210 万）

松下 祥：文部科学省研究費基盤研究（C）
「Th2/17 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）

「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」課題番号 22790997（80 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（70 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・自己評価
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：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）
，臨床推論（永井 4 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）
，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 9 ｺﾏ，太田 10 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 3 日間），「成田検疫所見学」（永井・
太田・高橋 1 日間）
医学研究科修士課程「疫学方法特論」
（永井 15 回）
2-3．達成度
3 年生「疫学ユニット」では 105 名中 18 名再試験を行い 1 名欠席であった .17 名合格し，1 名不合格であった . 欠
席の 1 名は仮進級とした．
4 年生「疾病の予防と対策ユニット」では 118 名中 21 名再試験を行い，20 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 23 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，提供機能およびわが国の感染症サ−ベイランスシステムの改善・強化に関する研究」
2．平成 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）
「自己免疫疾患に関する調査研究」
3．平成 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）
「特発性造血障害に関する調査研究」
4．平成 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）指定研究
「今後の難病対策のあり方に関する研究」分担研究班

難病の頻度と分布および規定要因に関する調査研究

3-3．研究内容と達成度
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
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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．
厚生労働省難治性疾患克服研究事業に関する研究班（自己免疫疾患に関する調査研究班，
特発性造血障害に関する調査研究班，難病の頻度と分布および規定要因に関する調査研究班）に参加し，医療受給者
デ−タベ−スの利用可能性について検討し，皮膚筋炎・多発性筋炎，再生不良性貧血の臨床疫学特性について検討した .
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 .

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），厚生労働科学研
究費補助金（難治性疾患克服研究事業）事前・事後評価委員会委員
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
「該当なし」

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Y. Miyake, K. Tanaka, W. Fukushima, C. Kiyohara, S. Sasaki, Y. Tsuboi, T. Yamada, T.Oeda, H. Shimada, N.
Kawamura, N. Sakae, H. Fukuyama, Y. Hiyota, M. Nagai, Fukuoka
Kinki Parkinson's Disease Study Group.: SNCA polymorphisms, smoking, and sporadic
Parkinson's disease in Japanese. Parkinsonism and Related Disorders. 2012.02. 18:557-561
② C. Kiyohara, Y. Miyake, M. Koyanagi, T. Fujimoto, S. Shirasawa, K, Tanaka, W. Fukushima, S. Sasaki, Y. Tsuboi,
T. Yamada, T. Oeda, H. Shimada, N. Kawamura, N. Sakae, H. Fukuyama, Y. Hirota, M. Nagai, for Fukuoka Kinki
Parkinson's Disease Study Group.: Genetic Polymorphisms involved in dopaminergic neurotransmission and risk
for Parkinson's disease in a Japanese population. BMC Neurology. 2011.11. 11（89）:1-9
③ H. Okubo, Y. Miyake, S. Sasaki, K. Murakami, K. Tanaka, W. Fukushima, C. Kiyohara, Y. Tsuboi, T. Yamada, T.
Oeda, H.Shimada, N. Kawamura, N.Sakae, H.Fukuyama, Y.Hirota, M.Nagai, and the Fukuoka Kinki Parkinson's
Disease Studay Group. : Dietary patterns and risk of Parkinson's disease: a case-control study in Japan. European
Journal of Neurology. 2011.10. 19:681-688
④ K.Tanaka, Y.Miyake, W.Fukushima, S.Sasaki, C.Kiyohara, Y.Tsuboi, T. Yamada，T.Oeda, T.Miki，N.Kawamura,
N.Sakae, H.Fukuyama, Y.Hirota, M.Nagai, and the Kinki Parkinson's Disease Study Group.: Occupational risk
factors for Parkinnson's disease:a case-control study in Japan. BMC Neurology. 2011.07. 83（11）:1-6
⑤ 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，and Fukuoka kinki Parkinson's Disease Study Group.: Dietary intake
of metals and risk of Parkinson's disease:A case-control study in Japan. Journal of the Neurological Sciences.
2011.04. 306:98-102
⑥永井正規，橋本修二，川戸美由紀，村上義孝，太田晶子，谷口清州，多田有希，重松美加，安井良則，島田智恵：
疫学的・統計学的なサーベイランスの評価と改善グループ研究の概要 （疫学的・統計学的なサーベイランスの
評価と改善グループ）
．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，提供機能およびわ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」
平成 23 年度総括・分担研究報告書 . 2012.03. 169-171
⑦村上義孝，橋本修二，川戸美由紀，太田晶子，谷口清州，多田有希，重松美加，永井正規：インフルエンザの
型別罹患数の推計 （疫学的・統計学的なサ−ベイランスの評価と改善グル−プ）. 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，提供機能およびわが
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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

平成 23 年度総括・分担研究報告書 . 2012.03.

204-208
⑧近江雅代，鷲尾昌一，掘内孝彦，塚本 浩，赤司浩一，多田芳史，長澤浩平，溝部琢哉，佐々木 敏，永井正規，
城田知子：全身性エリトマト−デス発症に関連する食事因子 . 臨床と研究 . 2012.01. 89（1）:74-78
⑨太田晶子：多発性筋炎・皮膚筋炎の記述疫学 . 医学のあゆみ . 2011.10. 239（1）:9-14
⑩太田晶子：多発筋炎・皮膚筋炎の臨床 疫学 . Clinical Neuroscience. 2012.03. 30（3）:263-265
総数：論文

25 件，学会発表

8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 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
2．太田晶子：厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業「自己免疫疾患に関する調査研究」130 万円
3．太田晶子：厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業「特発性造血障害に関する調査研究」50 万円
6-3．受賞
「該当なし」
6-4．特許，実用新案
「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
「該当なし」

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．
「感染症発生動向調査の方法論」
「自己免疫疾患調査」「特発性造血障害調査」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：医学博士
高田
原

綾（TAKADA, Aya）
：准教授：教育員，研究員：突然死の病理，創傷の法医診断：博士（医学）
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（医学）

渡辺博司（WATANABE, Hiroshi）
：名誉教授（2011.6 死去）
木戸

啓（KIDO, Akira）
：客員教授（元山梨大学助教授）

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，法歯学），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
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）
：高田，原
臨床入門・CPC 実習（4 年生）
：齋藤，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．
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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
埼玉県解剖嘱託医（齋藤，高田）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Legal Medicine 誌の editorial board（齋藤）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
法医鑑定実務：当教室の主要業務である．平成 23 年度に当教室で行った解剖は 144 体（司法 126 例・行政 18 例）
であった．行政解剖については，警察車両による搬送が可能となり実施が容易となったが，遺族の理解が十分でなく，
実施数の増加につながっていない．
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．23 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 ヶ月にわたり解剖研修を行った．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Nakanishi M, Ohmori T, Hara M, Takada A, Shojo H, Adachi H, Saito K. A simple identiﬁcation method of saliva
by detecting streptococcus salivarius using loop-mediated isothermal amplification. J Forens Sci 2011; 56:
S158-161.
② Hara M, Masuda T, Takada A, Miyazaki T, Suzuki H, Kido A, Saito K. Human STR genotyping of DNA extracted
from the stomach contents of a roof rat. Forens Sci Int: Genetics Suppl Series 2011; 3: e176-177.
③ Kimura M, Hara M, Itakura A, Sato C, Ikebuchi K, Ishihara O. Fragment size analysis of free fetal DNA in maternal
plasma using Y-STR loci and SRY gene ampliﬁcation. Nagoya J Med Sci 2011; 73: 129-135.
④ Nakayama M, Namba A, Yasuda M, Hara M, Ishihara O, Itakura A. Gestational choriocardinoma of Fallopian tube
diagnosed with a combination of p57KIP2 immunostaining and short tandem repeat analysis: Case report. J
Obstet Gynecol Res 2011; 137: 1493-1496.
⑤齋藤一之，高田綾，阿部伸幸，重田聡男，増田智樹，原正昭．Valsalva 洞の偽性動脈瘤破裂による心タンポナー
デにより突然死した感染性心内膜炎の一剖検例．法医学の実際と研究 2011；54：103 − 108．
⑥勝又純俊，高田綾，増田智樹，内ヶ崎西作，齋藤一之，黒須勝美．救出直後に心停止した両下肢の虚血再灌流（い
わゆる crush syndrome）の 1 剖検例．法医学の実際と研究 2011；54：108‐116．
⑦齋藤一之，高田綾，増田智樹，新井正明，原正昭，星野正也，大竹明，長谷川由紀，山口清次．急性呼吸器感染
症を契機に発症した脂肪酸代謝異常症（MCAD 欠損症）の乳児急死例．第 95 次日本法医学会総会，2011，福島．
⑧高田綾，齋藤一之，村井達哉，増田智樹，濱松晶彦．複数の冠動脈に多発した segmental arterial mediolysis の
一突然死例．第 100 回日本病理学会総会，2011，横浜．
⑨星野正也，大竹明，原嶋宏子，山崎太郎，山内秀雄，雨宮伸，高田綾，齋藤一之，増谷聡，重松陽介，長谷川由
紀，山口清次．乳幼児突然死の脂肪酸代謝異常症：死後胆汁を用いたタンデムマス分析の有用性．第 17 回日本
ＳＩＤＳ・乳幼児突然死予防学会，2011，松江．
⑩梶原博毅，立山義朗，廣瀬隆則，高田綾，齋藤一之．異型狭心症で発症し，突然死を来たす好酸球性冠状動脈外
膜炎の 6 剖検例と文献的考察．第 33 回心筋生検研究会，2011，京都．
【総数：論文 9 件，学会発表 8 件，講演 0 件】
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
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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．人的・物的体制の整備が急務だが，解剖医は極端に少ない．コメディ
カルの補充も緊急の課題である．
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．寡産でも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．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

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，代表指導教員（大学院）
：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，指導教員（大
学院）
：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，指導教員（大学院）
：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，指導教員（大学院）：消化器病学，門脈圧亢進症の内視鏡

中山伸朗

（NAKAYAMA, Nobuaki）講師，外来医長，指導教員（大学院）：肝臓病学，劇症肝炎と肝移植：博士

稲生実枝

（INAO, Mie）

森吉美穂

（MORIYOSHI, Miho） 講師（兼担），指導教員（大学院）：肝臓病学：博士

喜多宏人

（KITA, Hiroto）

教授（兼担），指導教員（大学院）：消化器病学，内視鏡的治療：博士

新井

（ARAI, Shin）

講師（兼担）
，指導教員（大学院）
：消化器病学，消化器癌の内視鏡的治療：博士

的治療と IVR 治療，肝癌の IVR 治療，消化器領域の核医学：博士

晋

石川恵子（ISHIKAWA, Keiko）

講師，病棟医長，指導教員（大学院）：肝臓病学，消化器病学：博士

講師（兼担），指導教員（大学院）：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
①「卒前教育」
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見学，画像供覧の場を提供し，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
全てを経験出来るように配慮した．
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）
肝腫瘍（濱岡和宏）
胆嚢胆道系及び膵疾患（中山伸朗）
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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．不合格者には再試験を 1 回実施した．5 年生の BSL では病歴をまとめたレポート
を基に，口頭試問によって達成度を評価した．5 年生および 6 年生の CC 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 24 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．
②「卒後教育」
2-1．目的・目標
当院は埼玉県における肝疾患診療連携拠点病院に指定されており，研修医，医局員の消化器病領域における専門医
を目指した卒後教育を実施するとともに，埼玉県における消化器病，肝臓病に関する生涯教育の中枢として活動して
いる．専門医を目指した卒後教育としては，人口 120 万人を上まわる医療圏から集まる豊富な症例を対象に，プラ
イマリケアから先進医療まで広範な医療行為の研修が可能であり，上下部消化管内視鏡，腹部超音波，血管造影など
の各種手技を獲得するとともに，肝炎ウイルス，生活習慣病，難治性消化器疾患，肝移植などに関する広範な専門的
知識を習得し，消化器・肝臓疾患はもとより，幅広い内科疾患を診断・治療に対応できるように教育している．信州
大学，群馬大学とも連携しており，肝移植やその他当院にて習得することの不可能な病態や治療に関しても，学習出
来る環境を整えている．また，生涯教育に関しては，埼玉県から委託されて，肝疾患の診療に関する医療研修会を開
催して，肝炎治療特別促進事業および身体障害者福祉法に携わる県内の医師の教育を担当している．また，多数の講
演会に講師として参加し，県内の医師の消化器・肝臓病に関する生涯教育に協力している．
2-2．教育内容（担当者）
病棟回診およびカンファランス指導（持田

智）

肝臓疾患総論，ウイルス性肝疾患，急性肝障害，肝腫瘍（持田

智）

ウイルス性肝疾患及び肝疾患全般，胆嚢胆道系及び膵疾患（名越澄子，中山伸朗，稲生実枝，本谷大介）
消化管出血や消化管疾患全般，炎症性腸疾患（岡

政志，藤盛健二）

食道胃静脈瘤や食道疾患，異所性静脈瘤（今井幸紀）
肝腫瘍，ＩＶＲ及びＲＦＡ治療（今井幸紀，濱岡和宏）
腹部超音波検査及び肝・腫瘍生検（名越澄子，中山伸朗，濱岡和宏）
上下部消化管内視鏡検査及び治療（岡

政志，藤盛健二，稲生実枝）

平成 22 年度医療研修会（埼玉県）
「ウイルス性肝疾患の病態と治療」（持田

智，名越澄子，今井幸紀，中山伸朗，

稲生実枝，濱岡和宏）
2-3．達成度
基盤学会である日本内科学会の認定医を取得後 3 年以上の研修を行い，日本消化器病学会，日本肝臓学会，日本
消化器内視鏡学会の会員として 5 年以上経過後，専門医の取得が可能である．各種検査法，治療法の手技に関する
トレーニングを積ませるとともに，カンファランスや指導医とのディスカッションにおいて，病態を整理し，各治療
の適応，効果を評価する習慣をつけることで，専門医としての知識，判断力，手技を育成した．平成 23 年度におけ
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る専門医数は日本消化器病学会 12 名，日本肝臓学会 10 名，日本消化器内視鏡学会 12 名である．また，医局員は
それぞれ基礎的，臨床的な課題を与えられて，研究活動も実施しており，当該学会の総会および合同学術集会である
JDDW および米国，欧州の肝臓病会議などで発表し，英文および邦文の学術論文を発表している（研究業績の項を参
照）
．
また，平成 23 年度は 11 月 13 日に肝疾患に関する医療研修会を開催し，同年度までに計 771 名の埼玉県認定肝
疾患診療医が誕生している．
2-4．自己評価と次年度計画
消化器および肝疾患に関して，プライマリケアから緊急性，重症度の高い症例および専門性の高い症例まで幅広く
経験できる当院において卒後教育を実施することで，質の高いオールラウンドの消化器病専門医を育成している．今
後は，より充実した卒後教育に発展すべく，病棟回診およびカンファランスを中心に，各領域の専門医が効率的に指
導できる環境を整えていきたい．また，卒後 10 年前後の医師による後期研修医に対する指導を強化し，消化器病専
門医を目指す若き医師をさらに増加させることも課題となる．生涯教育に関しては，埼玉県および各種メーカーとの
協力で研修会，講演会を継続して実施し，県下の消化器・肝疾患に関する診療レベルを向上させることが求められて
いる．
③「大学院教育」
2-1．目的・目標
大学院生の教育は消化器領域全般に精通した高度専門医を育成の一環と見なしている．専門医として必要な科学的，
論理的考察方法を涵養するために，大学院生には適正に応じて臨床的ないし基礎的なテーマの設定し，その研究の推
進を指導している．このため基礎的なテーマの研究でも，臨床的な背景に裏付けされたものを設定し，研究活動が専
門医になるべく行う修練と密着するように配慮している．
大学院生の研究テーマの概要は以下の通りである．
1．肝病態の成立におけるウイルス要因の解析
2．肝・消化器疾患の成立における宿主要因の解析
3．急性肝不全の治療法，予防法の確立を目指した疫学的，臨床的研究
4．消化管内視鏡，腹部超音波および血管造影などの手技を利用した臨床研究
2-2．教育内容（担当者）
研究全体の統括，ウイルス性肝疾患，急性肝障害，肝腫瘍（持田
消化管疾患（岡

智）

政志）

分子生物学実技，動物実験（神山淳一，内木佳代子）
2-3．達成度
消化器内科・肝臓内科の豊富な症例から単離した B，C，E 型肝炎ウイルスの全塩基配列を解析し，また，塩基配
列の異なる肝炎ウイルスを培養細胞に感染させる実験を行うことで，肝病態の成立に関与するウイルス要因を検討し
た．最近，B 型肝炎ウイルスに関しては，新規 genotype を発見し，ウイルス増殖能を規定するポリメラーゼ領域の
変異を同定するなどの成果を挙げている．
厚労省研究班で実施している GWAS 研究に参加しており，病態成立に関与する遺伝子要因に関しての網羅的な研
究を行った．また，本研究室では以前からサイトカインおよび細胞外マトリックスの何れの機能を有する「オステオ
ポンチン」に注目しており，これを肝細胞のみに過剰発現するトランスジェニックマウスを作製するとともに，その
転写に関わる単塩基変異（SNPs）を同定するなどの成果を挙げている．「オステオポンチン」に関しては，その転写
調節機構を解明するための基礎的検討を進めるとともに，トランスジェニックマウスは外国の共同研究者にも供与し
て，肝・消化器疾患における意義を解析した．
当教室は日本急性肝不全研究会の事務局を担当するとともに，診療科長である持田は厚労省「難治性の肝・胆道疾
患に関する調査研究班」の劇症肝炎分科会長，「がん化学療法及び免疫抑制療法中の B 型肝炎ウイルス再活性化予防
対策法の確立を目指したウイルス要因と宿主要因の包括的研究班」の免疫抑制療法分科会長を務めている．このため
「急性肝不全の全国調査」
，
「B 型肝炎再活性化に関する前向き研究」を実施しており，全国の症例の臨床データが毎
年集積されている．これを基にデータマイニングの手法を駆使して，様々な解析を実施している．その成果は「急性
肝不全の診断基準」
，
「B 型肝炎再活性化の予防ガイドライン」，「劇症肝炎の肝移植適応ガイドライン」などの確立な
どの行政的な仕事に繋がっている．
当診療科では胃食道静脈瘤などの消化管出血に対して内視鏡治療とともに B-TRO などの血管造影を利用した治療
を多数例実施した．また，炎症性腸疾患症例も多く下部消化管検査の実施数も多い．さらに，肝癌症に対してはラ
ジオ波焼灼療法および肝動脈化学塞栓療法（TACE）を実施しており，その症例数が全国でも最上位に位置している．
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これら豊富な症例を基に様々な臨床研究を実施している．最近では「ミリプラチンを用いた TACE 療法の評価」
，
「難
治性炎症性腸疾患における単球アポトーシスを誘導する新規治療法の開発」，「マイクロバルーンカテーテルを利用し
た静脈瘤治療法の開発」
，
「重症型アルコール性肝炎に対する顆粒球除去と副腎ステロイドパルスの sequential 療法」
などの成果が得られている．
2-4．自己評価と次年度計画
23 年度の研究を継続するが，発表した成果を臨床にフィードバックし，新たな診断法，治療法を開発して位置付
けを明確にしていくことが，次年度の課題である．

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，持田が劇症肝炎分科会の分科会長を担当しており，中山がその事務局と「わが国における急性肝不全の
全国調査（2010 年）
」を実施した．また，平成 23 年度には「わが国における急性肝不全の診断基準」を確立し，更
に「劇症肝炎の肝移植適応ガイドライン」の改訂作業を行った．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（HBV）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 HBV 再活性化に関する全国調査を実施し，
リツキシマブ以外の免疫抑制・化学療法でも比較的高率に再活性化が生じることを発表，社会的にも大きな話題と
なった．ウイルス性慢性肝疾患や自己免疫性肝疾患に関しては，病態や治療効果を規定する宿主の遺伝子要因に関す
る検討を行っており，特に肝病態の性差を規定する要因に注目して，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「HBV 感

染の病態別における宿主遺伝因子の探索研究」班の研究分担者であり，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「埼玉肝臓病研究会」を組織し，難治性 C 型慢性
肝炎におけるプロテアーゼ阻害薬を用いた 3 剤併用療法の治療効果を向上させることを目指した「Adherence, Gene
& Response-Guided Trial」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．さらに，HBV に関しては，新規 genotype を同定すると
ともに，ウイルス増殖を規定する遺伝子変異を発見しており，これらの意義に関して in vivo，in vitro での検証を進
めている．
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．
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に対する顆粒球除去と副腎皮質ステロイ
ドの sequential 療法，治療抵抗性炎症性腸疾患に対するプロテアーゼ阻害薬と生物学的製剤の併用療法などの新規治
療法も開発を進めており，消化器領域全般に多数の症例が集まる診療科の特徴を利用した臨床研究が多数立ち上げら
れている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
（1）肝疾患の病態を規定する宿主要因の検討：Osteopontin promoter SNPs の解析
（2）肝疾患の病態に性差が生じる原因を解明するための基礎的研究
（3）肝炎劇症化の機序と治療法の開発に関する研究：当科で作成した osteopontin トランスジェニックマウスを用
いた検討
（4）わが国における急性肝不全の実態解明を介して分類，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）HBV の再活性化の実態を明らかにするための臨床研究
（7）新規 HBV genotype の臨床的意義を解明するために臨床的，基礎的研究
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（8）HBV の増殖能を規定する遺伝子要因の解析に関する基礎的研究
（9）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
（10）C 型慢性肝炎における PEG-IFN・リバビリン・プロテアーゼ阻害薬 3 剤併用療法における，ヒト遺伝子，アド
ヒアランス，ウイルス消失時期に応じた診療アルゴリズムの確立を目指した臨床研究
（11）C 型慢性肝炎及び代償性肝硬変に対する非活動性型 VD 併用 PEG-IFN α 2a・リバビリン併用療法の投与法及
び有用性についての検討
（12）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
（13）進行肝癌に対する IVR 治療を中心とした診療体系の確立を目指した臨床研究
（14）重症アルコール性肝炎に対する顆粒球除去を副腎ステロイドパルスの sequential 療法の確立を目指した臨床
的研究
（15）胃食道静脈瘤の病態，血行動態に応じた治療体系の確立を目指した臨床研究
（16）難治性炎症性腸疾患に対するプロテアーゼ阻害薬と生物学的製剤の併用療法の確立を目指した臨床的研究
（17）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
（18）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
（19）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
（20）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ろ，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，このクラスターを予測する決定木を作成，成因不明例における
治療指針を提供することを可能とした．
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 24 年 3 月末日までに 326 例が登録され，このうち既
往感染例は 289 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 量が検出された症
例が 6 例（2.1%）存在し，また，12 例（4.2%）で再活性化を生じることが明らかになった．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，すべての診療科で注意を要することを明らかにした．平
成 24 年度も引き続き再活性化の実態を解析し，医療経済的にも有効な対策法の確立を目指している．
3）ウイルス性肝疾患の治療
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，IL28B，ITPA などの宿主遺伝子の SNPs および
HCV のコア 70 および 91 のアミノ酸変異などを測定し，これら要因とアドヘランス，治療中の反応性などに応じた
有効な治療体系の確立を進めている．平成 23 年 11 月 26 日に認可されたプロテアーゼ阻害薬であるテラプレビル
を用いた 3 剤併用療法では，全県下で Adherence, Gene and Response-Guided Trial（AG ＆ RGT）を考案し，多数例
でこの診療アルゴリズムの有用性を検証している．
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
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
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かにしたが，この調節機構には SRY と新たに発見した雌性細胞特有転写因子が関与し，その発現はエストロゲンに
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）HBV の遺伝子解析に関する検討
わが国固有の Genotype B と中南米に多い genotype H の組替えが生じて，この株から進化することによって，新
たな genotype に分類される可能性がある HBV 株を発見した．この新たなウイルスの特性を明らかにするために in
vitro の検討を進めている．また，核酸アナログ製剤投与中止後に再燃する HBV の増殖速度の解析から，ポリメラー
ゼ領域に遺伝子複製の効率を規定する可能性がある変異領域を発見した．HBV 再活性化を規定するウイルス要因で
もある可能性があり，その臨床的意義を in vitro の実験で検証している．
6）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，同様の白金製剤であるシスプラチンとの有用性の差異を明らかにす
るための臨床試験を進めている．
7）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を併用
する 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．
8）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．
9）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．また，この基準に従っ
て，急性肝不全の全国調査を進めることで，わが国のおける難治性肝疾患の実態を明確にすることができた．今後は
欧米の急性肝不全との比較から，
グローバルな視点でこれら難治性肝疾患の実態と整理することが課題である．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も確立した．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っている．
C 型慢性肝炎における抗ウイルス療法では，プロテアーゼ阻害薬を用いた AG&RGT トライアルが埼玉県下の施設
の協力の基に順調に進められている．多数例における臨床成績を基に，新たに考案した診療アルゴリズムの有用性を
明確にするとともに，副作用に対する適切な対処法を確立することが今後の課題である．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．
HBV の再活性化に関しては，その実態を解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
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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が，今後は再活性化に関わるウイルス側，宿主側の要因
を明らかにするとともに，医療経済的な観点も考慮した HBV 再活性化の予防ガイドラインを確立することが課題と
なる．なお，HBV に関しては新たな genotype のウイルス株を発見するとともに，増殖能を規定する可能性がある遺
伝子変異を同定している．この変異は HBV 再活性化を規定する要因である可能性があり，その臨床的意義を明確に
することが今後の課題である．
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．また，プロテアーゼ阻害薬を用いた 3 剤併用療法では，アドヘランス，
ヒト遺伝子，治療反応性を基に治療法を設定する AG&RGT トライアルを実施しており，治療効果を向上させる個別
化医療を進めている．また，B 型肝疾患ではウイルスの全遺伝子配列を解析することで，そのウイルス学的特性に基
づいた個別化医療を実施している．肝硬変症例に対しては造影超音波検査も含む画像検査を駆使し，肝細胞癌の早期
発見を目指している．さらに，肝細胞癌に対しては，肝動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）
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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）
埼玉県社会福祉審議会（臨時委員）
全国医学部長病院長会議（国家試験改善検討ワーキンググループ委員）
肝がん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 Organization）
全国医学部長病院長会議

女性医師の労働・環境問題検討ワーキンググループ委員

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
持田

智：雑誌「肝臓」
（日本肝臓学会：編集委員）

Hepatology Research 誌（日本肝臓学会：Editorial board）
Journal of Gastroenterology 誌（日本消化器病学会：編集委員）
Review of Clinical Gastroenterology and Hepatology（編集委員）
名越澄子：Hepatology Research 誌，創立 50 周年記念誌（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．持田

智．
「教育講演：生物製剤による B 型肝炎ウイルスの再活性化」，第 6 回埼玉 IBD フォーラム，2012 年

3 月 22 日，浦和 .
2．持田

智 .「B 型肝炎：重症化と再活性化に関する最近の話題」，Osaka HBV Reactivation Seminar 2012，2012

年 3 月 21 日，大阪 .
3．持田

智 「免疫抑制療法における
.
B 型肝炎の再活性化」，第 11 回関西膠原病フォーラム，2012 年 3 月 17 日，

京都 .
4．持田

智 .「肝疾患と漢方」
，熊谷 KANPO セミナー，2012 年 3 月 16 日，熊谷 .

5．持田

智 「B
.
型肝炎：重症化と再活性化に関する最近の話題」，広島 B 型肝炎セミナー，2012 年 3 月 15 日，
広島 .

6．持田

智 「肝機能障害」
.
，身体障害者福祉法：第 15 条指定医師研修会，2012 年 1 月 29 日，大宮 .

7．持田

智 .「B 型肝炎の治療：最近の話題」，朝霞地区肝疾患講演会，2012 年 1 月 26 日，志木 .

8．持田

智 .「De Novo B 型肝炎：我が国における実態と今後の展望」，第 8 回伊豆カンファレンス，2012 年 1

月 21 日，淡島 .
9．持田

智「B
. 型･ C 型：最新の治療 - Telaprevir 認可後の動向 -」,草加八潮医師会学術講演会，2012 年 1 月 18 日，

草加
10．持田

智 .「B 型肝炎：重症化と再活性化に関する最近の話題」，Reactivation Seminar in Niigata，2012 年 1 月

17 日，新潟 .
11．持田

智 .「急性肝不全の最近の話題：肝移植も含めて」，第 32 回神戸肝疾患カンファレンス，2012 年 12 月

17 日，神戸 .
12．持田

智 .「ランチョンセミナー：急性肝不全をめぐる最近の話題」，第 39 回日本肝臓学会西部会，2012 年

12 月 10 日，岡山 .
13．持田

智「C
. 型慢性肝炎の治療：Telaprevir 認可後の動向」，C 型慢性肝炎学術講演会，2012 年 12 月 2 日，
小樽 .

14．持田

智 「C
.
型慢性肝炎の治療：Telaprevir 認可後の動向」，吉川松伏医師会学術講演会，2012 年 11 月 29 日，

吉川 .
15．持田

智 「C
.
型慢性肝炎の治療：Telaprevir 認可後の動向」，C 型肝炎学術講演会，2012 年 11 月 25 日，大分 .

16．持田

智 .「C 型慢性肝炎：治療の最前線」，埼玉県市民公開講座，2012 年 11 月 23 日，大宮 .

17．持田

智 .「劇症肝炎と抗凝固療法」
，劇症肝炎講演会，2012 年 11 月 22 日，赤坂 .

18．持田

智「ウイルス性慢性肝炎の治療：インターフェロン
.
? の役割」，第一三共製薬講演会，2012 年 11 月 21 日，

東京 .
19．持田

智 .「C 型慢性肝炎：治療の最前線」，日本消化器病学会関東支部：第 70 回市民公開講座，2012 年 11

月 19 日，熊谷 .
20．持田

智 .「ランチョンセミナー：我が国における急性肝不全：B 型肝炎と肝移植をめぐる最近の話題」
，第 96

回日本消化器病学会九州支部会，2012 年 11 月 18 日，長崎 .
21．持田
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.
型肝炎の治療」
，医療研修会「ウイルス性慢性肝疾患の病態と治療の実際」，2012 年 11 月 13 日，
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浦和 .
22．持田

智 「B
.
型肝炎と急性肝不全：最近の話題」，第 6 回東京東部 B 型肝炎セミナー，2012 年 11 月 11 日，
浅草 .

23．持田

智 「B
.
型，C 型肝炎の治療：最新の話題」，肝炎治療 UP-TO-DATE，2012 年 10 月 14 日，札幌 .

24．持田

智 「C
.
型慢性肝炎の治療：新薬承認後の動向」，行田市医師会学術講演会，2012 年 10 月 12 日，熊谷 .

25．持田

智 .「埼玉県における病診連携と肝炎助成の状況」，肝疾患学術講演会，2012 年 9 月 27 日，浦和 .

26．持田

智 .「C 型肝炎の治療：将来の展望」，田辺三菱製薬講演会，2012 年 9 月 20 日，川越 .

27．持田

智 .「C 型肝炎の治療：将来の展望：プロトコール紹介」，埼玉肝臓病研究会，2012 年 8 月 23 日，大宮 .

28．持田

智 「C
.
型慢性肝炎の治療：最近の話題」，高知県 C 型肝炎学術講演会，2012 年 8 月 2 日，高知 .

29．持田

智 .「B 型肝炎の治療と再活性化の予防」，クリニカルトピックセミナー，2012 年 7 月 26 日，福島 .

30．持田
31. 持田

智 .「C 型慢性肝炎の治療：最近の動向」，第 18 回肝疾患臨床検討会，2012 年 7 月 21 日，川越 .
智「C
. 型肝炎の治療：プロテアーゼ阻害薬認可後の動向」，飯能地区医師会学術講演会，2012 年 7 月 13 日，

飯能 .
32．持田

智 .「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」，HBV 感

染関節リウマチ患者における生物的製剤の安全性に関す提言案報告会，2012 年 7 月 8 日，虎の門 .
33．持田

智 .「B 型肝炎の診断と最新の治療」，第 30 回秩医クリニカルカンファランス，2012 年 7 月 6 日，秩父 .

34．持田

智 .「C 型慢性肝炎の治療：埼玉県における病診連携」，糖尿病と肝疾患

病診連携学術講演会，2012

年 6 月 29 日，坂戸 .
35．持田

智 .「B 型肝炎：我が国における感染者の実態と最新の治療」，第 21 回肝臓週間

パネルディスカッショ

ン in 山梨：肝炎，肝がん最新治療，2012 年 5 月 28 日，甲府 .
36．持田

智 「ウイルス肝炎：職場における対応」
.
，第 269 回関東産業健康管理研究会，2012 年 5 月 26 日，
大手町 .

37．持田

智 .「C 型慢性肝炎の治療：最近の動向」，本庄市・児玉郡医師会講演会，2012 年 5 月 25 日，本庄 .

38．持田

智 .「B 型肝炎の治療：最新の治療と再活性化の対策」，腫瘍センターセミナー 2011：免疫抑制・化学療

法による B 型肝炎の再活性化について，2012 年 5 月 20 日，盛岡 .
39．持田

智 「B
.
型肝炎の治療と再活性化の予防」，北陸 B 型肝炎講演会，2012 年 5 月 19 日，金沢 .

40．持田

智 「C
.
型慢性肝炎の治療：最近の動向」，第 1 回狭山肝疾患連携の会，2012 年 5 月 18 日，狭山 .

41．持田

智 .「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」，第 2 回

HBV 感染関節リウマチ患者における生物的製剤の安全性に関する研究会，2011 年 4 月 22 日，新宿 .
42．持田

智 .「C 型慢性肝炎の治療：最近の動向」，北埼玉医師会学術講演会，2012 年 4 月 12 日，加須 .

43．持田

智 .「劇症肝炎と肝移植：わが国における問題点」，第 13 回四国肝不全研究会，2012 年 4 月 9 日，徳島 .

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Sugawara K, Nakayama N, Mochida S.

Acute liver failure in Japan: deﬁnition, classiﬁcation, and prediction of

the outcome. J Gastroenterol（in press）.
② Hamaoka K, Nagoshi S, Sugawara K, Naiki K, Uchida Y, Inao M, Nakayama N. Fujiwara K, Mochida S. SNPs in
the promoter region of osteopontin gene as a possible host factor for sex diﬀerence in hepatocellular carcinoma
development in patients with HCV. Hepatol Int（in press）
③ Nakayama N, Oketani M, Kawamura Y, Inao M, Nagoshi S, Fujiwara K, Tsubouchi H, Mochida S. Algorithm
to determine the outcome of patients with acute liver failure: a data-mining analysis using decision trees. J
Gastroenterol（in press）
④ 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. Usefulness of miriplatin as an anticancer agent for
transcatheter arterial chemoembolization in patients with unresectable hepatocellular carcinoma. J Gastroenterol
2012; 47: 179-186.
⑤ Nagoshi S, Koshima Y, Nakamura I, Funyu J, Sekine C, Harada Y, Nishikawa K, Yoshida T, Matsui A, Sotome N,
Toshima K, Takegoshi S, Shiomi M, Tanaka M, Saito A, Fujiwara K, Mochida S. A multicenter study to clarify the
optimal HCV-RNA negative period during combined therapy with pegylated interferon plus ribavirin in patients
with chronic hepatitis caused by HCV genotype 2. Intern Med 2012; 51: 9-15
⑥ Naiki T, Nakayama N, Mochida S, Oketani M, Takikawa H, Suzuki K, Tada S, Yano K, Ichida T, Moriwaki H,
Tsubouchi H and the Intractable Hepato-Biliary Disease Study Group supported by the Ministry of Health, Labor,
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and Welfare of Japan. Scoring System as a Useful Model to Predict the Outcome of Patients with Acute Liver
Failure: Application to Indication Criteria for Liver transplantation. Hepatol Res 2012; 42: 68-75.
⑦ Mochida S, Takikawa Y, Nakayama N, Oketani M, Naiki T, Yamagishi Y, Ichida T, Tsubouchi H. Diagnostic Criteria
of Acute Liver Failure: A Report by the Intractable Hepato-Biliary Diseases Study Group of Japan. Hepatol Res
2011; 41: 805-812.
⑧ Nobuaki Nakayama, Makoto Okatani, Yoshihiro Kawamura, Mie inao, Sumiko Nagoshi, Kenji Fujiwara, Hirohito
Tsubouchi, Satoshi Mochida. Novel classiﬁcation of acute liver failure through clastering using a self-organizing
map: usefulness for prediction of the outcome. J Gastroenterol 2011; 46: 1127-1135.
⑨ 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 2011; 20: 3507-3516
⑩ 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 2011; 4: 19-23.
【総数：論文 50 件，学会発表 44 件】
6-2．獲得研究費
（1）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）

（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：
「劇
症肝炎分科会」分科会長

持田

智（平成 23 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）「B 型肝炎ウイルス感染の病態別における宿主遺
伝因子の探索研究」班：研究分担者
（4）文部科学研究費補助金

持田

智（平成 23 度年から）

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（平成 21 年度から）

（5）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）
「経口感染する肝炎ウイルス（A 型，E 型）の感染防止，
遺伝的多様性，および治療に関する研究」班：研究分担者
6-3．受

中山伸朗（平成 21 年度から）

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 24 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 2 日間，高木 3 日間），4 年臨床入門（山本 2 日間，
高木 2 日間）では胸部診察，3 年循環器の講義（山本 1 単位：心膜疾患・心臓腫瘍・外傷），4 年救急・麻酔の講義（山
本 1 単位：心・血管緊急症）
，6 年心臓・脈管疾患の講義（山本 2 単位：感染性心内膜炎・心不全，高木 2 単位：心
臓カテーテル検査・心筋疾患）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 BSL およびクリ
ニカルクラークシップを行った（山本，高木）
．
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）
．
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，さらに上達する余地がある．
2-4．自己評価と次年度計画
講義，BSL ともに少ないスタッフ，不充分な環境のなかで，できるだけの努力はしたが，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，在院日数を短縮できる最適な治療法を見出す．
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．
3-4．自己評価と次年度計画
高齢者心不全における貧血・腎機能と治療法や在院日数との関連についての検討は不十分で，今後も検討する必要
がある．また，心不全における呼吸管理（ASV など）による症状改善度や入院日数短縮への影響を次年度検討する．
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，
次年度症例数の蓄積がさらに必要である．

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させ，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 1312
例，入院患者数は 103 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虚血性心疾患，心不全，不整
脈などで，Holter 心電図 1049 件（前年比 53 件増），経胸壁心エコー 5414 件（前年比 206 件減），経食道心エコー
46 件（前年比 18 件増）を施行・判読した．今年度より開始した冠動脈 CT 検査は 54 件，再開した薬物負荷心筋シ
ンチ検査は 42 件行った．大学病院において循環器疾患患者数の増加，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 検査を増やし，肺循環を解析するための右心カテーテル検
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査をルーチン化するなど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大嶋繁，小田藍，吉田多恵子，小平詔子，柴田美帆，小川郁男，大野泰規，山本啓二，白幡晶，小林大介．フィ
ジカルアセスメントを伴った薬剤師の介入による降圧剤処方の見直し．薬局薬学．3:39-44, 2011.
②山本啓二．アジア人と白人を比較した急性冠症候群後の心房細動発症頻度に関するメタ解析．血栓と循環．
19:385-386, 2011.
③山本啓二．感染性心内膜炎．病気と薬．292-295，2011．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．304-306，2011．監修：池田宇一，大越教夫，横田千津子，
南山堂．
⑤山本啓二．抗血小板療法の実際．わかりやすい血栓と止血の臨床．206-209, 2011. 編集：日本血栓止血学会，
南江堂．
総数：論文

5 件，学会発表

6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
大学病院の循環器外来患者数，入院患者数は共に増加し，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，非常にスムーズである．
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1．3）呼吸器内科
1．構成員
金澤

實（Minoru Kanazawa）
：教授：運営責任者，診療科長，副院長：呼吸器感染症，びまん性肺疾患，呼吸生理学：
博士

萩原弘一（Koichi Hagiwara）
：教授：研究主任：大学院講師：肺癌，遺伝子，先進医療：博士
永田

眞（Makoto Nagata）
：教授：教育主任：喘息，アレルギー・免疫学：博士

臼井

裕（Yutaka Usui）
：准教授：外来医長：びまん性肺疾患：博士

中込一之（Kazuyuki Nakagome）: 講師：外来医長：喘息，アレルギー・免疫学：博士（留学中）
杣

知行（Tomoyuki Soma）
：講師：研修管理医長：喘息，アレルギー・免疫学：博士

鈴木朋子（Tomoko Suzuki）
：講師：病棟医長：慢性閉塞性肺疾患，睡眠時無呼吸症候群：博士
山口剛史（Takefumi Yamaguchi）
：助教：博士（出向中）
宮下起幸（Tatsuyuki Miyashita）
：助教：博士（留学中）
小宮山謙一郎（Kenichiro Komiyama）
：助教：医局長
加藤冬実（Fuyumi Kato）
：助教
平間

崇（Takashi Hirama）
：助教：

小林威仁（Takehito Kobayashi）
：助教：博士（出向中）
嶺崎祥平（Shohei Minezaki）
：助教
宇津木春恵（Harue Utsugi）
：助教
三尾友彦（Tomohiko Mio）
：助教
川島彬子（Akiko Kawashima）
：助教
塩野文子（Ayako Shiono）
：助教
増本

愛（Ai Masumoto）
：助教

佐藤長人（Nagato Sato）
：非常勤講師
久保嶋雅人（Masahito Kuboshima）
：非常勤講師
柴崎正順（Masanori Shibasaki）
：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，臨床実習学生の内科・呼吸器疾患への興味を喚起することを目標とした．
2-2．教育内容（担当者）
＜卒前教育＞
3・4 年生では，ユニット講義の包括管理（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）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．
各学年では講師以上のスタッフを中心に臨床実習，臨床総論，臨床入門，OSCE の実施・協力を行った．（講義数
33 コマ）
その他に短期大学（講義数 4 コマ）
，毛呂病院看護専門学校（講義数 6 コマ）での講義を，助教を中心に担当した．
＜卒後教育＞
当院および近隣の医療圏を主体に開催される講演会などに高名な講師を招き，積極的に参加を促している．特に今
年度は各テーマとも専門医のみならず，研修医，開業医，コメディカルの積極的な参加をいただいている．主な講演
会としては呼吸器セミナー（2011 年 7 月，11 月，2012 年 3 月），埼玉急性肺損傷研究会（2012 年 3 月），埼玉呼
吸療法研究会（2011 年 5 月，11 月）
，アレルギーフォーラム，埼玉膠原病肺研究会などである．
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また研修医を対象に各疾患などに対する小クルズスを不定期ではあるが行っている．
＜大学院＞
今年度の当科における大学院教育は，本院での非結核性抗酸菌症を主体とした外来業務の他に，国際医療センター
と連携することで，幅広い研究活動を行った．研究指導内容としては，肺癌における耐性克服，新規治療標的として
の癌関連遺伝子の同定・解析，非小細胞肺癌における予後マーカーとしての EZH2 発現の発見，胸膜中皮腫における
HYAL2 プロモーターメチル化解析などである．
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．また卒後教育も毎回興味深いテーマを取り上げることで，各方面から高い評価を受けて
いる．
次年度も卒前．卒後，大学院の医学教育のさらなる充実を求めたい．
2-4．自己評価と次年度計画
・系統講義 : 講義内容の見直しを行い，最新の知見や国家試験の動向を反映させて，必要な部分を強化し，同時に
不必要な部分を排除し，より一層理解しやすい講義となるように工夫した．
・BSL: 週間プログラムを充実させ，外来診察，気管支鏡見学，クルズスまで，幅広く呼吸器診療の実態を経験し
学習できるように配慮した．
・試験問題 : 今後の計画として，問題の作成について教員の間で情報を共有し話し合いを進め，国家試験の最近の
傾向に即したより適切な問題を出題する．
・クラブ活動 :
・学外活動 :

アイスホッケー部の顧問・監督を歴任し，東日本医科体育大会などを中心に指導を行った（永田）
．
世界アレルギー学会臨床教育委員（永田）

3．研究
3-1．目的・目標
気管支喘息，感染症，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
1．アレルギー・免疫（永田，杣，小林，西原ら）
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など
2．感染症（平間，嶺崎，塩野，萩原ら）
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など
3．肺癌（萩原，宮澤ら）
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，肺癌における耐性克服，新規治療標的としての
癌関連遺伝子の同定・解析，非小細胞肺癌における予後マーカーとしての EZH2 発現の発見，胸膜中皮腫におけ
る HYAL2 プロモーターメチル化解析など
4．遺伝子解析（萩原，宮澤，石川ら）
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など
3-3．研究内容と達成度
アレルギー・免疫では呼吸器内科のなかで気管支喘息を中心としたアレルギー・免疫領域の臨床・基礎研究の指導
を担当して成果をあげることを目標とした．
（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東北地区の大学病院を中心と
した臨床試験（NEJ グループ）や，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
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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・慢性咳嗽（咳喘息・アトピー咳嗽）
，
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
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
埼玉県坂戸保健所感染症審査協議会委員
埼玉県入間北部地区結核対策合同委員会委員
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.
International Archives of Allery
Palliative Care Research
Cancer Science
日本呼吸器学会
喘息
査読委員
Internal Medicine
Ann. Cancer Res. and Ther.
Quality of Life Research
Palliative Care Research
Cancer Science
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Respirology
Lung cancer
Oncogene
Biochemical and Biophysical Research communication
日本呼吸器学会誌
アレルギー
Int Archives Allergy Immunol
Allergology Internationa
Japanese Journal of Infectious Diseases
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
市民向け講演会，医師向け講演会 演者を各種担当

6．業績
6-1-（1）
．学会発表
①ロイコトリエン受容体拮抗薬の単核球サイトカイン産生に及ぼす効果：西原冬実 , 山口剛史 , 小林威仁 , 高久洋
太郎 , 中込一之 , 萩原弘一 , 金澤實 , 永田真：第 60 回日本アレルギー学会秋季学術大会 2011
②イレッサが教えたもの -EGFR 遺伝子変異，検査法開発，臨床試験，日本人の遺伝的特性：萩原弘一：日本がん
分子標的治療学会第 15 回学術集会 2011
③ IL-8 刺激好中球による好酸球基底膜遊走反応におよぼす formoterol の効果：川島彬子 , 西原冬実 , 小林威仁 , 高
久洋太郎 , 中込 一之 （萩原弘一）,
,
金澤實 , 永田真：第 23 回日本アレルギー学会春季臨床大会 2011
④アレルギー患者における迅速特異的 IgE 抗体測定（イムノキャップラピッド）とプリックテストの比較検討：小
宮山謙一郎 , 中込一之 , 増本愛 , 西原冬実 , 高久 洋太郎 ,（萩原弘一）, 金澤實 , 永田真：第 23 回日本アレルギー
学会春季臨床大会，臨床アレルギー研究会 2011
⑤慢性線維化性間質性肺炎に併発した気胸・縦隔気腫の臨床的検討：塩野文子，加賀亜希子，小宮山謙一郎，臼井
裕，萩原弘一，金澤實：第 31 回日本画像医学会 2011
⑥特発性血小板性紫斑病発症を契機に診断された若年特発性肺動脈性高血圧症の 1 例：高杉綾香，平間
尾友彦，永田

真，
（萩原弘一）
，金沢

崇，三

實，脇本直樹：第 581 回日本内科学会関東地方会 2011

⑦ Hagiwara, K. Morino, H. Shiihara, J. Tanaka, T. Miyazawa, H. Suzuki, T. Kohda, M. Okazaki, Y. Seyama, K.
Kawakami, H.：Homozygosity mapping on homozygosity haplotype analysis to detect recessive disease-causing
genes from a small number of unrelated, outbred patients. PLoS ONE. 2011.09. 6（9）:e25059
⑧ Hirama, T. Yamaguchi, T. Miyazawa, H. Tanaka, T. Hashikita, G. Kishi, E Tachi, Y. Takahashi, S. Kodama,
K. Egashira, H. Yokote, A. Kobayashi, K. Nagata, M. Ishii, T. Nemoto, M. Tanaka, M. Fukunaga, K. Morita, S.
Kanazawa, M. Hagiwara, K：Prediction of the Pathogens That Are the Cause of Pneumonia by the Battleﬁeld
Hypothesis. PLoS ONE. 2011.09. 6（9）:e24474:1-11
⑨ Takaku, Y. Nakagome, K. Kobayashi, T. Hagiwara, K. Kanazawa, M. Nagata, M：IFN-gamma-inducible protein
of 10 kDa upregulates the eﬀector functions of eosinophils through beta（2）integrin and CXCR3. Respir Res.
2011.10. 12:138
⑩ Huqun, Ishikawa, R. Zhang, J. Miyazawa, H. Goto, Y. Shimizu, Y. Hagiwara, K. Koyama, N：Enhancer of zeste
homolog 2 is a novel prognostic biomarker in nonsmall cell lung cancer. Cancer. 2011.08.
学会発表

合計 34 本

論文発表

合計 19 本

6-2．獲得研究費
厚労省班研究 2 件，環境保全機構研究 1 件，
日本学術振興会

基盤 C 1 件

日本学術振興会 科学研究費補助金 若手研究 B 1 件
・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）
・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）
・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）
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・ヒト細胞標準化 Real-time PCR 法での肺炎起炎菌診断と網羅的病態解析（平間崇）
6-3．受賞
平成 23 年度

科学技術分野の文部科学大臣表彰

科学技術賞

開発部門 「EGFR 遺伝子変異迅速高感度検出法

の開発」
（萩原弘一）
6-4．特許，実用新案
特許第 4665203 号「急性呼吸器感染症起炎病原体の鑑別方法」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
特記事項なし

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 の実施を行った．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おり，呼吸器疾患への興味を喚起することが
できた．
診療面では近隣からの重症呼吸不全患者を積極的に受け入れ，リハビリテーション科などと医療チームを結成し，
包括的呼吸リハビリテーションを含む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．また肺癌患者
は放射線科や国際医療センターの呼吸器病センターと協力を維持しつつ，さらに当院における入院・外来診療を構築
することができた．この結果，100％に近いベッド稼動率を維持し，入院・外来の患者数や診療実績は前年度以上で
あった．来年度は現状の維持にとどまらぬよう，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，
現状の医師数でもパフォーマンスを落とさぬよう努力を行っていく．
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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：代表指導教員（大学院）
：内分泌代謝学（特に糖尿病）
：
博士
片山 茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：教授（病院長）：指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：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，病棟医長：指導教員（大学院）
：内
分泌代謝学（特に糖尿病）
：博士
稲葉 宗通（INABA, Munemichi）
：准教授（毛呂病院兼担）：内分泌代謝学（特に高血圧）：博士
野口 雄一（NOGUCHI, Yuuichi）
：講師：診療副科長：大学院教員：内分泌代謝学（内分泌，特に高血圧）：博士
栗原 進（KURIHARA, Susumu）
：講師：研修医長：大学院教員：代謝学（特に糖尿病）：博士
小野 啓（ONO, Hiraku）
：講師：研究副主任，外来医長：指導教員（大学院）：代謝学（特に糖尿病）：博士
保坂 利男（HOASAKA, Toshio）
：講師（平成 23 年 6 月 1 日就任）
：指導教員（大学院）
：代謝学（特に糖尿病），
栄養学：
博士
森田 智子（旧姓大久保）
（MORITA, Tomoko）：助教（平成 23 年 6 月 1 日総合医療センター内分泌・糖尿病内科
講師に異動，当科兼担）
：教育副主任
皆川 晃伸（MINAGAWA, Akinobu）
：助教
安田 重光（YASUDA, Shigemitsu）
：助教
保川 信行（YSUKAWA, Nobuyuki）
：助教
池上 裕一（IKEGAMI, Yuichi）
：助教
今井 健太（IMAI, Kenta）
：助教
山下 富都（YAMASHITA, Hisakuni）
：助教
池袋 香織（IKEBUKURO, Kaori）
：助教
伊藤 大輔（ITO, Daisuke）
：助教（平成 24 年 3 月 1 日総合診療内科配置転換）
諏訪 絵美（SUWA, Emi）
：助教
中島 理津子（NAKAJIMA, Ritsuko）
：助教
牛山 正行（USHIYAMA, Masayuki）
：非常勤講師
横田健介（YOKOTA, Kensuke）
：非常勤講師
波多野 雅子（HATANO, Masako）
：非常勤医師 1 類：
住田 崇（SUMITA, Takashi）
：大学院生（博士課程）
井内 卓次郎（IUCHI. Takujiro）
：大学院生（博士課程）

2．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」
「卒後教育」
「大学院教育」
医学部全学年の卒前および卒後，大学院教育すべてを通して内分泌代謝学の病態を理解させ，臨床・研究に役立て
るため疾患の症候・診断・治療を理解させる．
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」
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．また，OSCE に対しても学内学外ともに評価者として参加した．5 年生の BSL（bedside
learning）は，川越医療センター担当分を受け入れ，すべての 5 年生に対して，毎週 6 〜 7 人の small group 分け実
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施した．さらに，本年度は特別演習を土曜日新たに 5 時間の問題中心の講義を行った．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．
「卒後教育」
教授回診により，病態把握，鑑別診断，治療法選択などについての考え方を学ばせ，週 1 回の入院患者報告では，
毎週水曜日 8 時から 10 時頃まで，1 年を通じて，休みなく実施し，研修医の患者のプレゼンテーションの仕方，ま
とめ方などを学ばせた．また，研修医のクルズスは内科研修医を対象に，主に糖尿病・高脂血症を，今年度は月 1
回実施した．加えて，週 1 回，毎週水曜日 17 時から数時間かけて，興味ある症例 1 例を検討し，最新の臨床を体得
させ，病態，診断，治療に関する知識を深めさせた．さらに，抄読会により最新の臨床・研究面での topics を学ば
せた．
「大学院教育」
2 名の大学院生（博士課程）に対して，それぞれの担当指導教員を中心として，研究計画の策定・実験技術・実験
結果の解析・学会発表・論文発表などの指導が行われた．
2-3．達成度
「卒前教育」
3 年生の期末試験では 7 人が再試験を受けた．本年度は再試験受験者 7 人，全員を再試前に，授業を数時間実施し，
理解に努めたが，2 人が不合格者であった．
「卒後教育」
ローテート研修してきた研修医に対する上記の卒後教育を実施した．
「大学院教育」
上記の指導を実施した．
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」
「卒後教育」
「大学院教育」
BSL に一昨年度から取り入れられたクリニカルクラークシップには，6 年生が 5 年生を教える形態を取り入れた．
概ね両学年からの評価は高く，次年度も同様に取り入れる予定としている．また，引き続き，本年度の BSL も 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．大学院教育に関
しては，指導教員の努力のもとにできる限りの指導を行ったが，今後も研究マインドを涵養するようにしたい．

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．学会発表に関しては引き続き活発に
行われた．論文発表については，共同研究では一流雑誌への報告も見られたが，当科のオリジナルな論文発表がやや
沈滞気味である．
3-4．自己評価と次年度計画
着実な実績であるが，進行中の研究も含めて，オリジナルで一流の実績を今後増やしていきたい．

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．外来診療は安定した実績を継続し，
本年度の入院患者は増加した．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．
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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医療専門審査員
・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（Editorial Board, Recent Patents on Endocrine Metabolic & Immune Drug
Discovery（Editorial Board
井上郁夫：PPAR Research（Guest Editors）, Recent Patents on Cardiovascular Drug Discovery（Editorial Advisory
Board）Open Journal of Molecular and Integrative Physiology（Editorial Board）
・査読：
粟田卓也（Investigative Ophthalmology & Visual Science など 4 編）
井上郁夫（J Atheroscler Thromb など 12 編）
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 Katayama S, Moriya T, Tanaka S, Tanaka S, Yajima Y, Sone H, Iimuro S, Ohashi Y, Akanuma Y, Yamada N for
the Japan Diabetes Complications Study Group. Low transition rate from normo- and low microalbuminuria
to proteinuria in Japanese type 2 diabetic individuals: the Japan Diabetes Complications Study（JDCS）.
Diabetologia 54（5）:1025-1031, 2011.
② Yamashita H, Awata T, Kawasaki E, Ikegami H, Tanaka S, Maruyama T, Shimada A, Nakanishi K, Takahashi K,
Kobayashi T, Kawabata Y, Miyashita Y, Kurihara S, Morita-Ohkubo T, Katayama S; Japanese Study Group on Type
1 Diabetes Genetics. Analysis of the HLA and non-HLA susceptibility loci in Japanese type 1 diabetes. Diabetes
Metab Res Rev. 27（8）:844-848, 2011.
③ Nakamura K, Kawasaki E, Imagawa A, Awata T, Ikegami H, Uchigata Y, Kobayashi T, Shimada A, Nakanishi K,
Makino H, Maruyama T, Hanafusa T; Research Committee on Type 1 Diabetes of the Japan Diabetes Society. Type
1 diabetes and interferon therapy: a nationwide survey in Japan. Diabetes Care. 34（9）:2084-2089, 2011.
④ Sone H, Tanaka S, Tanaka S,. Iimuro S, Oida ., Yamasaki Y,. Oikawa S, Ishibashi S, Katayama S, Ohashi , Akanuma
Y, Yamada .N, Japan Diabetes Complications Study Group. Serum level of triglycerides is a potent risk factor
comparable to LDL cholesterol for coronary heart disease in Japanese patients with type 2 diabetes: subanalysis
of the Japan Diabetes Complications Study（JDCS）. J Clin Endocrin Metab 96（11）:3448-3456, 2011.
⑤ Yamashiro K, Mori K, Nakata I, Tsuchihashi T, Horie-Inoue K, Nakanishi H, Tsujikawa A, Saito M, Iida T, Yamada
R, Matsuda F, Inoue S, Awata T, Yoneya S, Yoshimura N. Association of elastin gene polymorphism to age-related
macular degeneration and polypoidal choroidal vasculopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 52（12）:8780-8784,
2011.
⑥ Neda T, Inukai K, Kurihara S, Ono H, Hosaka T, Nakamoto H, Katayama S, Awata T. Hypoglycemic eﬀects of
colestimide on type 2 diabetic patients with obesity. Endocr J. 59（3）:239-46, 2012.
⑦関谷健一，栗原進，八木慎次，山下富都，野口雄一，波多野雅子，犬飼浩一，井上郁夫，片山

茂裕，粟田卓也：

混合型インスリンアナログ製剤治療中に生じたインスリン抗体による血糖不安定性を来たした糖尿病の 2 症例
―成因に関する考察を含めて―．糖尿病 54（5）:361-368, 2011.
⑧大堀哲也，野口雄一，山本仁至，波多野雅子，泉田太郎，稲葉宗通，粟田卓也，田中政彦，鈴木将夫，千田宣克，
柳澤守文，片山茂裕，彩の国糖尿病カンファレンスグループ：糖尿病合併高血圧患者に対する積極的降圧治療
による降圧目標達成と代謝機能の変化に関する多施設共同前向き観察研究：DIAMOND（Diabetes in Moroyama
with Nulotan/Dichlotride）Study. 血圧 19（2）:56-62, 2012.
⑨粟田卓也：急性発症典型 1 型糖尿病．日本臨床 70 巻増刊号 3（最新臨床糖尿病学・上）．pp358-364，日本臨牀社，
大阪，2012．
⑩粟田卓也：インクレチン関連薬の可能性．月刊糖尿病 3（12）:113-121, 2011．
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総数：論文

41 件，学会発表

51 件

6-2．獲得研究費
・粟田卓也：平成 23 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C）「次世代シーケンスを用いた日本人 1 型糖尿
病における新規感受性ＳＮＰの同定」
，研究代表者，280 万円
・粟田卓也：平成 23 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，25 万円
・粟田卓也：平成 23 年度国際医療開発研究費「日本人 1 型糖尿病の包括的データベースの構築と臨床研究への展
開」
，研究協力者，150 万円
・粟田卓也：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の総合的研究拠点」
，研究参加者，200 万円
・片山茂裕：厚生労働科学研究費補助金循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業「日本人 2 型糖尿病
患者における生活習慣介入の長期予後効果並びに死亡率とその危険因子に関する前向き研究（JDCS）」研究分担
者，60 万円
・片山茂裕：平成 23 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 23 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
・小野啓：平成 23 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
・保坂利男：平成 23 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C）「加圧空気負荷での脂質代謝改善機構解明に
よるメタボリック症候群新規治療法の探索」，研究代表者，50 万円
・保坂利男：平成 23 年度学内グラント「GLUT4 小胞輸送に必須な蛋白同定による糖尿病治療薬の開発」，研究代
表者，140 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 23 年 4 月 1 日より，大堀 哲也君が小川赤十字病院に出向となり，池袋 香織君が埼玉よりい病院から復帰し
た（助教）
．平成 23 年 4 月 1 日付けで，中島 理津子君が後期研修医を終了し助教で入局した．平成 23 年 4 月 1 日
付けで，井内 卓次郎君が大学院生として入局した．平成 23 年 6 月 1 日付けで，森田 智子君（旧姓 大久保）が総合
医療センター内分泌・糖尿病内科へ異動した（講師，当科兼担）．平成 23 年 6 月 1 日付けで，保坂 利男君が徳島大
学から講師で入局した．平成 24 年 3 月 1 日より，伊藤 大輔君が総合診療内科へ 5 ヶ月の配置転換となった．平成
24 年 3 月 1 日より，飯田慎一郎君が当科兼担となった（総合診療内科・講師）．
外来患者数は維持され減少していた入院患者はやや増加するなど，教育，診療のいずれにおいても概ねの目標は達
成されたが，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．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，研究実績では学会発表は多いが論文発表は向上を目指す．来
年度も医局員一同でさらに頑張っていきたい．
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1．5）血液内科
1．構成員
別所正美 （BESSHO, Masami）
：教授：学長：血液：博士
中村裕一 （NAKAMURA, Yuichi）
：准教授：運営責任者：教育員：研究主任：診療科長：代表指導教員（大学院）
：
血液：博士
脇本直樹 （WAKIMOTO, Naoki）
：准教授：教育主任：研究員：外来医長：指導教員（大学院）：血液；博士
伊藤善啓 （ITO, Yoshihiro）
：講師：教育員：研究員：病棟医長，副診療科長：指導教員（大学院）：血液：博士
室橋郁生 （MUROHASHI, Ikuo）
：客員教授：博士
陣内逸郎 （JINNAI, Itsuro）
：客員教授：博士
辻

守史 （TSUJI, Morifumi）
：非常勤講師：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：博士
猪野裕英 （INO, Hirohide）
：非常勤講師：博士
南久松真子（MINAMIHISAMATSU, Masako）：非常勤講師：博士
須賀原裕一（SUGAHARA, Yuichi）
：非常勤講師：博士
島田恒幸（SHIMADA, Tsuneyuki）
：非常勤医師：博士
秋葉美樹（AKIBA, Miki）
：非常勤医師：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）
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 年生では，臨床推論や臨床入門の頭頸部の診察の実習
の指導を担当した．また，OSCE の実施にも協力した．5 年生の BSL ではグループにつき 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，常勤の全構成員と非常勤医師・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．別所は日本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．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．自己評価と次年次計画
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，国際医療センター造血器腫瘍科と合わせて 1 週間のうちの 1 日のみの担当であったため，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であるので，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
白血病，悪性リンパ腫，多発性骨髄腫などの造血器腫瘍の病態を解明し，新規治療法を開発するための基礎研究を
行うとともに，多施設共同研究にも積極的に参加する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）分子・細胞遺伝学的手法を用いた造血器腫瘍の病態解析
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2）多発性骨髄腫の病態・治療に関する臨床共同研究
3-3．研究内容と達成度
1）分子・細胞遺伝学的手法を用いた造血器腫瘍の病態解析：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ーナリティーの解析など，多発性骨髄腫，悪性リン
パ腫や白血病の病態に関する基礎的研究を行った．
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，4 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に計 5 例を登録した．
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造血器腫瘍の病態解析：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．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：現在参加中の臨床研究については，引き続き継続し，多数
例の登録を行いたい．また，他の多施設共同研究にも積極的に参加したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当部門にて力を入れているのは，多発性骨髄腫・悪性リンパ腫などのリンパ系腫瘍，造血障害，血小板・凝固系疾
患の診療であり，新規薬剤を取り入れた先端医療をさらに積極的に行っていくとともに，血液疾患全般に柔軟に対応
できる体制を維持していきたい．
今後は人的資源の確保に努めるとともに他施設との連携を強化していく必要がある．

5．その他
5-1．自治体，政府関連の委員
別所正美：厚生労働省医道審議会医師分科会委員
別所正美：厚生労働省薬事・食品衛生審議会委員
別所正美：文部科学省科学技術動向センター専門調査員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
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：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
日本骨髄腫研究会幹事：中村裕一
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．論文・学会報告
論文
①島田恒幸，前田智也，石川真穂，岡村大輔，伊藤善啓，脇本直樹，中村裕一，川井信孝，猪野裕英，陣内逸郎，森茂久，
松田晃，別所正美：発症後に潰瘍性大腸炎を併発した再生不良性貧血．臨床血液 53: 224-228, 2012.
②横田昌，浦崎裕二，中村裕一，別所正美：単一施設における MGUS114 例の多発性骨腫および類縁疾患への進
展に関する後方視的解析．臨床血液 53: 303-309, 2012.
学会
③ Nakamura Y, Ito Y, Wakimoto N, Shimada T, Uchida Y, Kayano H, Mori S, Bessho M：A novel fusion of SQSTM1
（sequestosome 1）and FGFR1 associated with 8p11 myeloid neoplasm. 第 73 回日本血液学会学術集会，2011.
④伊藤善啓，中村裕一，脇本直樹，島田恒幸，内田優美子，森茂久，別所正美：ボルテゾミブが奏功した POEMS
症候群の一例．第 73 回日本血液学会学術集会，2011.
⑤脇本直樹，島田恒幸，伊藤善啓，中村裕一，森茂久，別所正美：悪性リンパ腫とともに発症した EDTA 依存性偽
性血小板減少症．第 73 回日本血液学会学術集会，2011.
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⑥島田恒幸，猪野裕英，脇本直樹，伊藤善啓，中村裕一，森茂久，別所正美：シクロスポリンが著効を示した再燃
後天性血友病 A．第 73 回日本血液学会学術集会，2011.
⑦ Nakamura Y, Ito Y, Wakimoto N, Kakegawa E, Doi M, Kayano H, Bessho M. Long-term administration of
bortezomib for patients with relapsed or refractory multiple myeloma 第 36 回日本骨髄腫研究会総会，2011.
【総数：論文 18 件・学会発表 9 件】
6-2．獲得研究費
別所正美：免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬による B 型肝炎ウィルス再活性化の実態解明と対策法の確立：厚生労働省
科学研究費，30 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
教育面に関しては，当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．
診療面では，多発性骨髄腫，悪性リンパ腫や出血・凝固系疾患に対しての専門的診療に力点を置きながらも，血液疾
患全般に柔軟に対応し，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
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）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：神経免疫学：博士

石澤圭介（ISHIZAWA, Keisuke）講師：神経病理学：博士
溝井令一（MIZOI, Yoshikazu）講師：臨床神経学：博士
佐々木貴浩（SASAKI, Takahiro）講師：臨床神経学，核医学：博士
二宮充喜子（NINOMIYA, Mikiko）講師：頭痛，自律神経学：博士
伊藤康男（ITOU, Yasuo）講師：外来医長：脳循環代謝，頭痛：博士
木村俊紀（KIMURA, Toshinori）助教
光藤

尚（MITSUHUJI, Takashi）助教

三宅晃史（MIYAKE, Akihumi）助教

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
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．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）
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研究分野：1）脳血管障害の臨床的研究
2）脳循環代謝に関する基礎的検討
3）自律神経に関する臨床的研究
4）頭痛の臨床的検討
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）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．
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 515 人で脳卒中患者が約
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
荒木は，日本神経治療学会の学会誌「神経治療学」の編集委員，日本脳卒中学会の学会誌「脳卒中」の編集委員，
Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease の編集委員日本頭痛学会の学会誌「日本頭痛学会誌」の編集委員とし
て多くの論文の査読を行っている．その他，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
律神経学会などの査読，プログラム委員などを行っている．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
国際疾病分類委員会委員，日本医師会認定産業医，日本老年医学会指導医，日本内科学会指導医が多数．

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文
① Imabayashi E, Matsuda H, Yoshimaru K, Kuji I, Seto A, Shimano Y, Ito K, Kikuta D, Shimazu T, Araki N.

Pilot

data on telmisartan short-term eﬀects on glucose metabolism in the olfactory tract in Alzheimer's disease.

Brain

Behav. 1（2）:63-9.

2011

② Ito Y, Ohkubo T, Asano Y, Hattori K, Shimazu T, Yamazato M, Nagoya H, Kato Y, Araki N.Nitric oxide production
during cerebral Ischemia and reperfusion in eNOS- and nNOS-knockout mice. Curr Neurovasc Res. 7（1）:23-31.
2010
③ Kumar MA, Jain A, Dechant VE, Saito T, Rafael T, Aizawa H, Dysart KC, Katayama T, Ito Y, Araki N, Abe T,
Balice-Gordon R, Dalmau J. Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis during pregnancy. Arch Neurol
67:884-887,2010
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④ Kato Y, Araki N, Matsuda H, Ito Y, Suzuki C. Arterial spin-labeled MRI study of migraine attacks treated with
rizatriptan. J Headache Pain. 11（3）:255-8, 2010
⑤ 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. J Neurol 257: 846-847, 2010
⑥中里良彦：無汗症と多汗症．自律神経 48：187-191,2011
⑦二宮充喜子，中里良彦，田村直俊，山元敏正，荒木信夫：レビー小体型認知症に伴った寒冷誘発性多汗症．発汗
学 19：34-35,2011
⑧大江康子，中里良彦，大熊

彩，田村直俊，高橋幸利，荒木信夫：反復する視覚異常と頭痛で発症し，髄液抗

GluR ε 2 抗体を呈した後頭葉てんかんの 1 例．臨床神経 51：505-509, 2011
⑨富岳 亮 , 野村 恭一 , 森 雅裕 , 細川 武 , 荒木 信夫：Tacrolimus の併用により再発抑制と抗 AQP-4 抗体値の低下を
認めた Neuromyelitis optica の 1 症例

1 症例の 20 年間の治療経験から．神経治療学 28:279-282, 2011

学会発表
2011/05 脳脊髄液減少症は高校生の進路選択に影響を及ぼす 第 53 回日本小児神経学会総会
2011/05 一過性全健忘を呈した脳梗塞の検討 第 52 回日本神経学会学術大会
2011/05 EFFECTS OF IBUDILAST ON NO PRODUCTION, HYDROXYL RADICAL METABOLISM DURING CEREBRAL
ISCHEMIA AND REPERFUSION IN MICE the XXVth International Symposium on Cerebral Blood Flow and
Metabolism & The Xth International Conference on Quantiﬁcation of Brain Function with PET
2011/05 Eﬀects of PPAR gamma agonist on NO production, hydroxyl radical the XXVth International Symposium
on Cerebral Blood Flow and Metabolism & The Xth International Conference on Quantiﬁcation of Brain Function
with PET
2011/05 MIBG 心筋シンチグラフィと定量的軸索反射性発汗機能検査（QSART）による Parkinson 病の交感神経
節後病変の検討 第 52 回日本神経学会学術大会
2011/05 MRI の DARTEL 手法による脳白質画像解析の錐体街路系神経変性疾患の診断における有用性の検討 第
52 回日本神経学会学術大会
2011/05 脳脊髄液減少症は POTS を伴い難治化する 第 52 回日本神経学会学術大会
2011/05 糖尿病マウスの脳虚血・再灌流負荷時 NO，ヒドロキシラジカル産生および虚血性変化への pioglitazone
の関与 第 11 回日本 NO 学会学術集会
2011/05 一過性全健忘を呈した脳梗塞の検討 第 52 回日本神経学会学術大会
2011/05 ナラトリプタンが予防薬として有効であった群発頭痛 8 例の検討 第 52 回日本神経学会学術大会
2011/05 シンポジウム 2

脳卒中における nitric oxide の動態と医療応用

eNOS および nNOS KO マウスにおけ

る虚血後の NO 動態 第 11 回日本 NO 学会学術集会
2011/06 Naratriptan in prophylactic treatment of cluster headache: case reports of seven patients THE 15TH
CONGRESS OF THE INTERNATIONAL HEADACHE SOCIETY
2011/07 マウスにおける脳虚血・再灌流負荷時の NO と OH- 代謝に対する ibudilast の関与 第 36 回日本脳卒中学
会総会
2011/09 レビー小体型認知症に伴った寒冷誘発性多汗症 第 19 回日本発汗学会総会
2011/10 Naratriptan in Prophylactic Treatment of Cluster Headache:case reports of nine patients The 3rd Asia
Region Congress of Headache
2011/10 脳梗塞患者の血圧変動に対する N 型 CCB の効果について 日本高血圧学会
2011/11 片頭痛患者の発作時における自律神経症状の検討 第 39 回日本頭痛学会総会
2011/11 高校生における片頭痛と BMI の関係の検討 第 39 回日本頭痛学会総会
2011/11 脳虚血・再灌流負荷時の NO と OH- 代謝および虚血性変化に対する CAPE の関与 第 23 回日本脳循環代
謝学会総会
2011/11 マウスにおける脳虚血・再灌流負荷時の NO と OH- 代謝に対する cilnidipine の関与 第 23 回日本脳循環
代謝学会総会
2011/11 群発頭痛 9 例におけるナラトリプタンの予防効果の検討 第 39 回日本頭痛学会総会
2011/11 脳槽シンチグラフィーと MR ミエログラフィーで漏出部位の異なった外傷性脳脊髄液減少症の 1 症例 第
39 回日本頭痛学会総会
2011/11 体位性頻脈症候群を合併して難治化した腰椎穿刺後頭痛の 1 症例 第 39 回日本頭痛学会総会
2011/11 脳腫瘍と鑑別を要した高齢発症の tumefactive multiple sclerosis の 1 例 第 29 回日本神経治療学会総会
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2011/11/26 高次脳機能障害にて発症し約 16 ヵ月後に誤嚥により死亡した白質脳症の 56 歳女性例 第 199 回日
本神経学会関東・甲信越地方会
2012/03/03 両側外包病変を認めた悪性リンパ腫の 48 歳女性例 第 200 回日本神経学会関東・甲信越地方会
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 39 回日本頭痛学会総会開催

7．自己点検・評価
神経疾患全般について，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：代表指導教員（大学院）
：
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：教育副主任：研究員：指導教員（大学院）：リウマチ性疾患，
膠原病の治療，臨床免疫学：博士
舟久保ゆう（FUNAKUBO, Yu）
：講師：専門医員（病棟医長）：教育員：研究員：指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：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：教育員：研究員
秋葉春彦（AKIBA, Haruhiko）
：助教：専門医員（外来医長）：教育員：研究員
梶山浩（KAJIYAMA, Hiroshi）
：助教：専門医員（医局長）：教育員：研究員：論文審査教員（大学院）：博士
荒木靖人（ARAKI, Yasuto）
：助教：専門医員：教育員：研究員：指導教員（大学院）：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）
：助教：専門医員：教育員：研究員：博士
進藤靖史（SHINDO, Yasufumi）
：助教：医員：教育員：研究員
山本晃範（YAMAMOTO, Akinori）：助教：医員
島田祐樹（SHIMADA, Yuki）
：助教：医員
井熊大輔（IKUMA, Daisuke）
：助教：医員
丸山崇（MARUYAMA, Takashi）
：後期研修医
柳澤麻依子（YANAGISAWA, Maiko）
：後期研修医
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
三由文彦（MIYOSHI, Fumihiko）
：特任研究員：博士
相崎良美（AIZAKI, Yoshimi）
：助手：修士

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．
＜卒前教育＞
以下の点を目的とする；1）解剖学，生理学，生化学，免疫学などの基礎知識に立脚した病態生理の考察が出来る，2）
個々の疾病の理解と記憶，および周辺疾患との関係などを説明できる知識を有する，3）科学的，批判的な考察力を
有する，4）自分の考える理論を言葉でまたは文章で他人に説明できる論理性を有する，5）医学における研究心の
重要性を理解する，6）他者とのコミュニケーション能力を有すること．
＜卒後教育＞
以下の点を目的とする；1）医療面接，全身の診察，検査結果などの情報を基により高度な病態生理の考察が出来る，
2）自分の症例に関した文献的検索および考察が出来る，3）患者・患者家族および医療従事者たちとの良好なコミュ
ニケーション力を有する，4）医療安全を意識した注意力と謙虚さを有する．
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＜大学院教育＞
以下の点を目的とする；1）生命科学領域の十分な基礎学力を有する，2）臨床的なまたは基礎的な領域における問
題点や疑問点を抽出し，解決のための方策を検討する能力を有する，3）科学的，批判的な高度な考察能力を有する，
4）実験技術や知識を有し，実験結果を科学的に評価することが出来る，5）実験結果をまとめ，その意味を考察し，
論文化するとともに発表することが出来る．
2-2．教育内容（担当者）
＜卒前教育＞
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 14 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，
秋山，舟久保，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
ションの時間を十分に確保した．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，2 − 3 人の患者を担当し，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）．外来初診患者の医療面接や
診察を行い，その後指導医とともに再度その症例を診察することで，初診患者に対する対応，病態生理に基づく診療
計画などを示した（三村）
．
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，舟久保，
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（三村，佐藤）
．
卒業試験問題の作成をおこなった（三村，秋山，舟久保，佐藤）．
＜卒後教育＞
初期臨床研修医に対しては以下の通り；当科の入院患者の受け持ち医の一員となり，入院から退院に至る一連の
流れや医師の病棟業務に関して習得できるようにした（全員）．リウマチ膠原病領域の疾患を通して内科全般の診察
技術の習得や病態の考察が行えるように指導した．各自の受け持ち患者を通して，文献的検索と考察，ディスカッ
ションが出来るように指導した．症例のまとめと発表が出来るように指導した．（以上全員）New England Journal
of Medicine の症例カンファレンスの抄読会を週に 1 回行い，上級医の指導の下，初期臨床研修医および専修医（後
期臨床研修医）に発表の機会を与えた（佐藤）
．
専修医達が，座学とともに診療手技などを積極的に学べるようにした．
＜大学院教育＞
各人の問題意識とそれに対する解決方法開発能力を高めるように，各人が自分で考える習慣を付けるように指導し
た．指導教官とのコミュニケーションを図るように指導した．月に 1 回のリサーチミーティングを行い順番にそれ
ぞれの研究の進捗状況などを発表する機会を作った（以上，三村，秋山，舟久保，佐藤，荒木）．週に 1 回，基礎系
研究グループ間および基礎系と臨床系の研究グループ間での情報交換が少ないと考え，相互の情報交換とディスカッ
ションの促進を図るために 2 か月に 1 回程度のインテグレーテッドリサーチミーティングを開催した（三村）
．
2-3．達成度
＜卒前教育＞
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・資料などの充実を図るように
努力した．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．
＜卒後教育＞
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指導医や上級医が日常業務に追われている面があり，季節によっては研修医たちの指導に十分な時間をかけること
が出来ない時期もあったが，概ね上級医たちと研修医たちの関係は良好で，実臨床での診察，考察，検査，治療計画
などを指導することが出来た．資格を満たす後期研修医たちは，内科学会認定内科医やリウマチ学会専門医を取得す
ることが出来た．
＜大学院教育＞
指導教官の指導の下，2 年生以上の大学院生たちは研究を行ったが，自ら考案することに慣れていない者もいて，
研究マインドを持って研究を継続するためにモティベーションを高める方策の強化が必要であった．今後の課題と考
える．1 年目の大学院生は，病棟業務を行いながら臨床的な問題点や今後行うべき研究の方向性や実際の指導教官を
誰にするかを検討した．そのため，
指導教官らは 1 年目の大学院生の希望を聞くとともに，大学院生へのプレゼンテー
ションやディスカッションを行った．その結果，1 年目の大学院生は自分の行いたい研究プロジェクトを立ち上げる
ことが出来，一般大学院生として 2 年目の研究開始に備えることが出来た．
2-4．自己評価と次年度計画
＜卒前教育＞
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．
＜卒後教育＞
臨床的な考察がより深く出来るように更なる指導を行っていく．より多くの研修医たちがローテートを希望するよ
うに指導体制を整えたい．
＜大学院教育＞
最終学年の大学院生たちは学位を取得すべく研究のまとめを行った．実際に 1 名が 4 年生の内に学位を取得した．
それ以外の一般大学院生は引き続き研究に没頭することが出来た．大学院生に応じてよりきめの細かい対応が必要と
考えられた．

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．ループス患者の新規バイオマーカー同定について検討
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
7．末梢血Ｔ細胞サイトカイン産生能と関節リウマチの病態に関する検討
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
舟久保：関節リウマチにおける炎症と動脈硬化．
舟久保：全身性エリテマトーデスにおける動脈硬化．
舟久保：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．
佐藤：Th17 分化メカニズムの研究．
佐藤，三由：臨床検体を用いた Th 応答の解析．
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三由：免疫応答のシミュレーション解析．
梶山：糸球体疾患とポドサイト障害の解析．
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）
横田：破骨細胞分化と関節リウマチの病態に関する検討
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．また，ゲノム医学研究センターにおけるプロジェクト研究は黒川教授のご協力により順調に進ん
でいる．次年度に発表できる研究の目星がついてきた．

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．高度で難治性の病態を有するより多くの患者が紹介されて受診するようになった．総合的に質の高い医療を目
指す必要がある．

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
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
三村俊英：比企リウマチ講演会「革新的進化をとげるリウマチ治療」2011.6.3
三村俊英：リウマチ市民公開講座〜知識があなたを救う．早期発見の重要性〜 「リウマチ治療の最前線」
2011.6.11
三村俊英：第 32 回 兵庫県リウマチ登録医の会（リウマチ医の会）学術講演会「関節リウマチの最新治療」
2011.7.23
三 村 俊 英：RA Expert Meeting in Tokyo 2011「 リ ウ マ チ 性 疾 患 患 者 に お け る

免 疫 抑 制 療 法 と HBV 感 染 」

2011.9.2
三村俊英：所沢地区 RA セミナー「関節リウマチの最新治療」2011.9.22
中嶋京一：埼玉県難病相談・支援センター

第 3 回講演会「膠原病の理解と治療‐全身性エリテマトーデス・強皮症・

多発性筋炎・皮膚筋炎‐」2011.10.19
秋山雄次：埼玉西部地区

ヒュミラ 3 周年記念講演会 「ＭＴＸ増量がもたらすヒュミラのベストユースを考える」

2011.10.28
荒木靖人：第 1 回 T-cell Camp 「関節リウマチ滑膜線維芽細胞の IL-6 依存性 MMP 遺伝子転写活性化におけるヒ
ストン修飾の役割」2011.11.12
秋山雄次：行田地区リウマチ連携会
「病診連携の重要性と行田クリニックにおける実際例〜 Focus on Etanercept 〜」
2011.11.18
三村俊英：第 6 回

沖縄県

内分泌代謝・血液・膠原病症例研究会「関節リウマチについて」2012.2.17

三村俊英：第 11 回

膠原病フォーラム「最新の関節リウマチ治療と腎機能障害」2012.2.23

三村俊英：第 16 回

日高・反飯能地区病診連携薬剤師会勉強会「『関節リウマチの最新治療』〜抗リウマチ薬処

方時の薬剤師の注意点〜」2012.2.28
三村俊英：京滋関節リウマチセミナー「免疫抑制療法によるＢ型肝炎再活性化の現状とその対策」2012.3.10
秋山雄次：
「喀痰 Mycobacterium avium complex 陽性の関節リウマチ症例に対してアバタセプトを使用した 1 例」
オレンシア適正使用セミナー
和田琢：第 3 回
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2012.3.16

埼玉医大膠原病研究会 「ベーチェット病に対するインフリキシマブ使用例の検討」2011.9.11
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和田琢：
「ＲＡの最近の話題〜アバタセプトの当科成績〜」 オレンシア適正使用セミナー

2012.3.16

6．業績
6-1．論文・学会発表
① 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. 2011;286（17）:14963-71
② 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. Intern
Med. 2011;50（16）:1757-60
③ Weng NP, Araki Y, Subedi K. The molecular basis of the memory T cell response: diﬀerential gene expression
and its epigenetic regulation. Nat Rev Immunol. 2012;12（4）:306-15
④中嶋京一 , 秋山雄次 , 和田琢 , 太田宗夫 , 坂本真裕子 , 島田祐樹 , 山本晃範 , 進藤靖史 , 吉田佳弘 , 横田和浩 , 荒木
靖人 , 秋葉春彦 , 梶山浩 , 佐藤浩二郎 , 淺沼ゆう , 三村俊英「多発性筋炎 / 皮膚筋炎（PM/DM）におけるステロ
イド抵抗例の検討」第 55 回日本リウマチ学会総会・学術集会

第 20 回国際リウマチシンポジウム，2011 年 7

月 19 日
⑤淺沼ゆう , 佐藤浩二郎 , 横田和浩 , 梶山浩 , 中嶋京一 , 秋山雄次 , 三村俊英「関節リウマチにおけるトシリズマブ
の早期臨床効果は身体機能障害度と相関しない」第 55 回日本リウマチ学会総会・学術集会

第 20 回国際リウ

マチシンポジウム，2011 年 7 月 20 日
⑥梶山浩 , 山本晃範 , 進藤靖史 , 吉田佳弘 , 横田和浩 , 荒木靖人 , 秋葉春彦 , 中嶋京一 , 佐藤浩二郎 , 淺沼ゆう , 秋山
雄次 , 三村俊英「慢性腎臓病を合併したＲＡ治療の疫学的検討」第 55 回日本リウマチ学会総会・学術集会

第

20 回国際リウマチシンポジウム，2011 年 7 月 20 日
⑦秋山雄次 , 中嶋京一 , 吉田佳弘 , 坂本真裕子 , 島田祐樹 , 山本晃範 , 太田宗夫 , 進藤靖史 , 横田和浩 , 荒木靖人 , 梶
山浩 , 秋葉春彦 , 佐藤浩二郎 , 淺沼ゆう , 三村俊英「関節リウマチ（ＲＡ）におけるインフリキシマブ強化療法の
臨床的検討」第 55 回日本リウマチ学会総会・学術集会

第 20 回国際リウマチシンポジウム，2011 年 7 月 20

日
⑧ Araki Y“Histone methylation is associated with MMP gene expressions in rheumatoid arthritis synovial
ﬁbroblasts"The 4th East Asian Group of Rheumatology -EAGOR2011-, October 15, 2011,（Tokyo, Japan）
⑨ Yokota K, Mimura T, Gay RE, Gay S, Kolling C, Ospelt C“The Pattern-Recognition Receptor NOD1 Promotes
Production of Inﬂammatory Mediators in Diﬀerent Cell Types of the Synovium in Rheumatoid Arthritis"2011
ACR/ARHP Annual Scientiﬁc Meeting, November 7, 2011（Chicago, USA）
⑩ Sato K, Miyoshi F, Mimura T“The Induction of c-Maf in Th17 Cells and Its Implications in the Development of
Memory Th Cells"2011 ACR/ARHP Annual Scientiﬁc Meeting, November 8, 2011（Chicago, USA）
【総数：論文 3 件，学会発表 29 件，講演 21 件】
6-2．獲得研究費
1．三村俊英：厚生科学研究費補助金：自己免疫疾患に関する調査研究．1,200,000 円
2．三村俊英：厚生科学研究費補助金：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．300,000 円
3．三村俊英：科学研究費補助金

基盤研究（C）：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

チル化の解析．直接経費 700,000 円（間接経費 210,000 円）
4．佐藤浩二郎：科学研究費補助金

基盤研究（C）：ヘルパーＴ細胞分化と機能発現において転写因子特に c-Maf

が果たす役割の解析．直接経費 2,200,000 円（間接経費 660,000 円）
5．荒木靖人：科学研究費補助金

研究スタート支援：ＣＤ 8 陽性Ｔ細胞におけるヒストンメチル化の制御ネット

ワークの解明．直接経費 1,160,000 円（間接経費 348,000 円）
6．荒木靖人：科学研究費補助金

若手研究（B）：ＣＤ 8 陽性Ｔ細胞におけるヒストン修飾による機能及び分化制

御の解明．直接経費 2,100,000 円（間接経費 630,000 円）
7．荒木靖人：学内グラント：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．1,000,000 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
1．第 57 回 埼玉リウマチ研究会（三村：代表世話人）
2．第 10 回北関東抗 TNF 療法研究会（三村：当番幹事）
3．第 2 回

埼玉抗ＩＬ -6 療法研究会（三村：代表世話人）

4．第 58 回 埼玉リウマチ研究会（三村：代表世話人）
5．第 7 回埼玉県西部リウマチ研究会（三村：代表世話人）
6．第 5 回埼玉膠原病フォーラム（三村：代表世話人）
7．卒後教育委員会後援学術集会 : 第 1 回漢方セミナー「漢方医学の特質」: 2011.5.13（舟久保ゆう：司会）
8．卒後教育委員会後援学術集会 : 第 2 回漢方セミナー「運動器の痛みに対する漢方治療」2011.7.22（舟久保ゆう：
司会）
9．卒後教育委員会後援学術集会 :「ネフローゼ：GCP5 の一塩基多型は後天性ネフローゼ症候群に関連する」

7．自己点検・評価
学部；学部教育に関しては，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．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．
大学院；大学院において研究マインドを持った臨床医を育てるべく，指導を行ってきた．今後もより多くの当科医
師に研究マインドが育つように指導を行っていく．基本は 2 年目から一般大学院生として研究に専念する環境を作
るが，社会人大学院生としても研究が行え得るような支援体制も確立していく予定である．
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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, Inoue）
：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：腎臓病学，透析療法：博士
菊田知宏（KIKUTA, Tomohiro）: 講師 , 外来医長 : 腎臓病学，透析療法：博士
星

均（HOSHI, Hitoshi）: 助教

津田昌宏（TSUDA Masahiro）: 助教 , 病棟医長 : 博士
末吉慶多（SUEYOSHI, Keita, 国際医療センター血液浄化部兼担）: 助教
内田幸助（UCHIDA, Kosuke）: 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

野平由香（NODAIRA, Yuka）: 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，三村卓，山内康弘，有馬博，加藤彩子
＜客員教授＞
菅原壮一
＜非常勤講師＞
青木宏明，根本博徳 , 友利浩司

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を目標にしている．そのためには①正確で
必要十分な病歴の聴取ができること②網羅的かつ目的をもった身体診察が行えること③十分な医学知識を背景にした
理論的な推論ができることが必要であると考え教育を行っている．
卒後教育の目標：Total Nephrology を実践すること．当科発足以来常にテーマとしてきた Total Nephrology とは，
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．
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ている．
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．レポートは内科認定医用サマリーの形式を踏襲しているが，学生からレポート作成に時間をとられ十分な勉
強をできないとの声も聞かれ，次年度以降検討が必要と考えている．
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
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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．
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．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．研究内容の中間報各も兼ね，本年度も日本
腎臓学会，日本透析医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．

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中心血圧に関する研究を引き続き行った．降圧薬による中心血圧への影響を慢性腎臓病患者で検討した．腹膜透
析を含めた家庭透析の解析も行った．
②在宅血液透析や高齢者での腹膜透析の利点や欠点を検討した．
③放射線科との共同研究で，尿細管間質病変の非侵襲的評価手段として MRI を用いた慢性腎臓病の機能評価を引
き続き研究している．腎の機能的 MRI の方法論，慢性腎臓病での有用性，および糖尿病腎症と非糖尿病腎症と
の差違に関して第一報をまとめ，アメリカ腎臓学会誌に投稿・受理された．同様のテーマで総説，教育講演，シ
ンポジウムに複数招聘され，多くの腎臓内科，放射線科の先生方に研究内容を聞いて頂く機会を持てた．
④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．
⑤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．
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
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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．
糖尿病性腎症のモデルにおける糸球体過濾過の機序としてコネキシンの解析をおこない，傍糸球体装置でコネキシ
ン 37 の発現低下を証明した．慢性腎臓病の治療薬としてクロト遺伝子の研究を行っている．クロト蛋白を用いて腎
障害の抑制効果の検討を行い，アメリカ腎臓学会で報告した．
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．
3-4．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）
埼玉県での腎疾患・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た．加えて，国際医療センターからの転院症例も増加
した．研修医制度の変更から当科にローテートする研修医数も少ない中，各スタッフが診療の質と安全の確保のため
に最大限の努力を惜しまず日々診療にあたった 1 年だった．次年度も，地域のニーズに応えられるよう精進したい．

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
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

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Takenaka T, Kikuta T, Watanabe Y, Inoue T, Takane H, Ohno Y, et al.: Validation of carotid blood pressure
assessment by tonometry, J Hypertens 2012; 30:429-32; author reply 32
② Takenaka T, Seto T, Okayama M, Kojima E, Nodaira Y, Sueyoshi K, et al.: Long-term eﬀects of calcium antagonists
on augmentation index in hypertensive patients with chronic kidney disease: a randomized controlled study, Am
J Nephrol 2012; 35:416-23
③ Inoue T, Kozawa E, Okada H, Inukai K, Watanabe S, Kikuta T, et al.: Noninvasive evaluation of kidney hypoxia
and ﬁbrosis using magnetic resonance imaging, J Am Soc Nephrol. 2011; 22:1429-34
④ Kojima E, Inoue T, Sueyoshi K, Sato T, Tsuda M, Kikuta T, et al.: Removal of the peritoneal dialysis catheter
because of gastrointestinal disease in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis: a single-center case
series, Adv Perit Dial 2011; 27:77-81
⑤ Sueyoshi K, Inoue T, Kojima E, Sato T, Tsuda M, Kikuta T, et al.: Clinical presentation in patients more than 80
years of age at the start of peritoneal dialysis, Adv Perit Dial 2011; 27:71-6
⑥ Takenaka T, Uchida K, Kojima E, Gen S, Nodaira Y, Hoshi H, Kato N, Takane H, Ohno Y, Suzuki H. Amlodipine and
loop diuretics as the second anti-hypertensive medication for the treatment of hypertension with chronic kidney
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diseases. Clin Exp Hypertens. 2011;33（4）:210-5.
⑦ Takenaka T, Inoue T, Okada H, Ohno Y, Miyazaki T, Chaston DJ, Hill CE, Suzuki H. Altered gap junctional
communication and renal haemodynamics in Zucker fatty rat model of type 2 diabetes. Diabetologia. 2011
Aug;54（8）:2192-201.
⑧ Suzuki H, Inoue T, Watanabe Y, Kikuta T, Sato T, Tsuda M, et al.: Does cinacalcet HCl, an oral calcimimetic
agent for the treatment of secondary hyperparathyroidism, improve arterial stiﬀness in patients on continuous
ambulatory peritoneal dialysis?, Adv Perit Dial 2011; 27:134-9
⑨ Suzuki H, Inoue T, Watanabe Y, Kikuta T, Sato T, Tsuda M, et al.: Testing a single monthly dose of darbepoetin
alpha to maintain hemoglobin levels in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients, Adv Perit Dial 2011;
27:60-4
⑩ Miyazaki T, Takenaka T, Inoue T, Sato M, Miyajima Y, Nodera M, et al.: Lipopolysaccharide-induced
overproduction of nitric oxide and overexpression of iNOS and interleukin-1beta proteins in zinc-deﬁcient rats,
Biol Trace Elem Res 2012; 145:375-81
総数：論文

10 件，学会発表

約 100 件

6-2．獲得研究費
井上勉 : 研究題名：慢性腎臓病を対象とした機能的 MRI 法の開発 文部科学省 科学研究費助成事業，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

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
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．診療面においては引き続き，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．
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1．9）感染症科・感染制御科
1．構成員
前崎繁文（MAESAKI, Shigefumi）
：教授

運営責任者

診療科長

代表指導教員（大学院）感染症学，感染制御，

呼吸器病学
山口敏行（YAMAGUCHI, Toshiyuki）
：講師：教育主任

指導教員（大学院） 耐性菌感染症，HIV 感染症，感染

制御学
筋野恵介（Sujino, Keisuke）
：助教：感染症学，感染制御

2．教育
［卒前教育］
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．
［卒後教育］
2-1．目的・目標
感染症科・感染制御科は，感染症に対する治療を中心とした感染症科と，病院感染に対するインフェクションコン
トロールを中心とした感染制御科の双方を標榜している．感染症の専門医として感染性疾患の治療のみならず，感染
制御に関しても的確な判断ができるだけの経験が積めることが可能である．また感染症は広く内科全般に関する知識
が必要であることから，総合内科専門医の取得を推奨し，その後，感染症専門医のための臨床研修を実践する．
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2-2．教育内容
他の専門内科ローテーションにおいて，感染症入院患者の主治医として，主として入院患者の感染症の診断および
治療の習得を行う．また，中央検査部の微生物検査室にてグラム染色をはじめとする臨床微生物学的な検査手法を習
得するとともに，臨床微生物検査の結果の適切な判断ができることを目標とする．
2-3．達成度
初期臨床研修医が 3 名研修を修了した．後期臨床研修医は 1 名在籍しており，感染症専門医取得のための指導を行っ
ている．
2-4．自己評価と次年度計画
初期臨床研修医のさらなる参加のためのプログラムを次年度の目標とし，後期臨床研修医に関しては専門医獲得の
ための症例の集積を図る．
［大学院教育］
2-1．到達目標
感染症の正確な診断およびその治療ができること，さらに各診療科の各種感染症の診断・治療に関する正確なコン
サルテーションができることを目標とした指導を行います．
2-2．教育内容
・難治性感染症，耐性菌感染症や HIV 感染症を含む各種感染症の研究
・感染制御に関する十分な知識を習得し，実際の活動に参加
・難治性感染症，耐性菌感染症や HIV 感染症を含む各種感染症に対して診断と治療
2-3．達成度
大学院の実験結果はほぼ終了し，
今後は論文作成とする．さらに臨床研究および症例報告も一部論文化し，発表した．
2-4．自己評価と次年度計画
次年度で現在在籍の大学院生は最終年度となるため，学位論文の作成および公表を目標とし，さらに新たな大学院
生の獲得を図る．

3．研究
3-1．目的・目標
薬剤耐性緑膿菌，深在性真菌症，クラミジア感染症に関する研究
3-2．研究プロジェクト
①薬剤耐性緑膿菌における基礎的ならびに臨床的研究
②深在性真菌症の診断と治療
③クラミジア感染症の診断と治療における研究
3-3．研究内容と達成度
①薬剤耐性緑膿菌における基礎的ならびに臨床的研究
薬剤耐性緑膿菌は院内感染の主要な原因微生物として臨床的に重要な微生物である．しかし，これまで薬剤耐性
緑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
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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

評議員・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・幹事（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）
Internal Medicine 編集委員（前﨑）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 篇以内を記載）
論文総数

13 篇

学会発表総数 15 篇
① 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, 2011
② Tarumoto N, Abe Y, Yamaguchi T, Takasaki T, Kurane I, Maesaki S. Dengue fever as an acute febrile disease after
overseas travel: a report of two cases. Jpn J Infect Dis 64;163-4, 2011.
③前﨑

繁文．Aspergillosis．日本医真菌学会雑誌

52; 97-106, 2011.

④前﨑

繁文．成人の百日咳．モダンフィジシャン

31;1379, 2011.

⑤前﨑

繁文．IDSA ガイドラインの解説．臨床と微生物 36;117-123, 2011.

⑥前﨑

繁文．適切で有効なエンピリックセラピーのすすめかたの基本．Medical Practice 29;174-177, 2011

⑦前﨑

繁文．深在性真菌症．ドクターサロン

⑧前﨑

繁文．多剤耐性菌アウトブレイク事例の制御．シンポジウム 3

56;24-9, 2011.
薬剤耐性菌をめぐる諸問題．第 60 回日

本感染症学会東日本地方会学術集会．第 58 回日本化学療法学会東日本支部総会

合同学会，2011 年 10 月，

山形市．
⑨前﨑
会

繁文．臨床における抗真菌薬の課題．シンポジウム 7

2011 年 10 月

⑩筋野

恵介，樽本

病原真菌と抗真菌剤．第 55 回日本医真菌学会総

東京．
憲人，山口

敏行，前﨑

繁文．本学で集団発生した百日咳様気管支炎の診断方法に関す

る検討．第 60 回日本感染症学会東日本地方会学術集会．第 58 回日本化学療法学会東日本支部総会

合同学会，

2011 年 10 月，山形市．
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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．

338

臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．10）総合診療内科
1．構成員：
中元秀友（Hidetomo, Nakamoto）診療科長，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，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, Oogo）講師，消化器
高木英爾（Eiji, Takagi）講師，循環器，博士（23 年 12 月 31 日まで）
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
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

山岡

稔（Yamaoka, Minoru）助教，消化器（23 年 11 月 1 日より）

2．教育
2-1．目的
厚生労働省は診療科の再編成を行い，新しい診療科として「総合医」を作り，診療の中心的な役割を担うことを明
記している．また厚生労働省の「専門医のあり方に関する検討会」においても新たな専門医として「総合医」の設置
を決定している．総合医の重要性は広く認識されており，その重要性は増している．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，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
卒後教育を積極的に行った．
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患者の診療研修を行った．
教育目標として研修医に対しては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，家族，ならびに他の医師に説明（伝達）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，以上の
診療技術の習得を目標課題とした．
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入院症例検討カンファレンス（毎朝午前 8
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時半より）
，ここでは前日に入院した全症例検討を行った．さらに定期的に行う全症例の検討カンファレンス（火曜
日午後 5 時半より）
，専門医による勉強会，ここでは診療に直結する話題を各科の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勉強会をお願いした．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．
卒前教育；
平 成 22 年 度 よ り 総 合 診 療 内 科 で も 学 生 の 受 け 入 れ を 開 始 し， 本 年 度 も 継 続 し て 5 年 生 の BSL（Bed Side
Learning）学生，ならびに 5，6 年生の CC（クリニカルクラークシップ）学生受け入れを行った．BSL では各グルー
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，積極的に診療に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の教育に参加して頂いた．また 5 年，6 年の CC（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．CC の学生間では極めて評判が良く，国家試験受験に最も適した CC であると評価された（この評
価は学生国家試験合格者のアンケート結果による）．
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 BSL 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 年目の教育では，学生の臨床実習教育（BSL）に参加した．また例年と同じように初期ならび
に後期の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．
自己評価として本年度は 90％の達成度と評価したい．
2-4．自己評価と次年度計画
達成度は目標の 90％と考えている．前年度より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，
さらに若い医局員が増加し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．平成 22 度より開始した入院患者の受け入れも順調に経過し，中央棟 2 階病棟の入院患者数
も着実に増加している．学生ならびに研修医教育も，充実したものとなっている．今後も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た前期研修医，後期研修医への教育，さらに学生教育のさらなる充実を目指して研鑽
していく所存である．
そのために重要なことは，さら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・目的
研究主任：岡田浩一
臨床研究：総合診療内科成立 5 年目の本年度は，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疾患，さらに心血管合併症の発症誘因を中心に，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
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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 研究を行い，高血圧学会，腎臓学会で発
表した．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，英文論文として発表している．またテルミサルタン＋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 研究も修了し学会発表を行った．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継続して行っている．
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行っている．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．
心臓内科プロジェクト（山本啓二）
心臓内科年報を参照の事．
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 4 編に留まった．また総合診療内
科としての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
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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 80％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，80％の達
成率と評価したい．
次年度目標として，科学研究費をしっかり取得し基礎研究をスタートさせること，さらに臨床研究は全国規模の大
規模臨床研究を幾つかスタートさせたい．具体的な目標として，一流の英文雑誌を含めた英文雑誌に最低 10 編の論
文を掲載することと考えている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
平成 21 年度から「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 5 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．本年度は未だ十分なスタッフ
の確保が困難な状況である．そのよう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．

5．その他
5-1．自治体，政府関連役員の有無
特になし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
編集委員長
中元秀友：日本透析医学会雑誌和文誌編集委員長
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
特になし．

6．業績
英文論文
1．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.
2．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.
3．Nakai S. Suzuki K, Masakane I, Wada A, Itami N, Ogata S, Kimura N, Shigematsu T, Shinoda T, Syoji T, Taniguchi
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.
342

総合診療内科

4．Iseki K, Nakai S, Yamagata K, Tsubakihara Y; Committee of Renal Data Registry of the Japanese Society:
Tachycardia as a predictor of poor survival in chronic haemodialysis patients. Nephrol. Dial. Transplant. 26:
963-969, 2011.
邦文論文
1．池脇克則，鈴木雅之，桜田真己，中元秀友：エリア座談会埼玉

よりよい CKD 治療の実践を目指して

Medical Tribune 第 3 部 2010 年 1 月 14 日
2．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
3．中元秀友，内田

理，鯨井

昇，竹ノ内正徳，武藤

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

高血圧治療を考えるー JSH ガイドライン改訂を受けてー

Pharma Medica 28: 77-81， 2010.

4．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.
5．熊谷裕生，丸山資郎，中元秀友，鈴木洋通：血液透析患者のかゆみに対するナルフラフィンの有効性は？
深川政史，秋澤忠男編集
6．中井

EBM 透析療法 2010-2011 中外医学社，東京

滋，鈴木一之，政金生人，和田篤志，伊丹儀友，尾形

谷口正智，土田健司，中元秀友，西
丸林誠二，守田

8．佐仲

裕志，橋本整司，長谷川

雄介，中村

孜，中元秀友，友

雅司：普及と限界へのチャレンジ

10．中元秀友：腹膜透析導入法とその処方

毅，花房規男，濱野高行，藤井直彦，

Life Style Medicine 4: 71-80，2010.

腎と透析

89: 99-112 ，2010.

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.

11．中元秀友：透析 ? 腎移植患者の血圧異常とその管理
12．中元秀友：
監修

隆，篠田俊雄，庄司哲雄，

43：1-35，2010.（原著）

玲：生活習慣病の管理とテレメデイシン

9．中元秀友：多臓器不全，肝不全におけるアフェレシス療法
東京

聡，木全直樹，重松

治，山縣邦彦，若井健志，渡邊有三，井関邦敏，椿原美治：わが国の慢性透析療法の現況（2008

年 12 月 31 日現在） 透析会誌
7．中元秀友，石

慎一，西

In:

pp230-235，2010.

腎と透析

69: 307-313，2010.

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.

13．中元秀友：わが国レジストリーの今後の課題

In: 内藤秀宗監修

腹膜透析 2010 東京医学社，東京

pp83-

pp87，2010.
14．川上道子，沢田千明，岩田有華，佐藤
盲肢体不自由な腹膜透析患者の治療経験

忍，遠藤政博，秋末世喜，中元秀友 : 訪問看護ならびに往診による全
In: 内藤秀宗監修

腹膜透析 2010 東京医学社，東京

pp751-pp754，

2010.
15．沢田千明，宇ノ沢仁美，川上道子，秋末世喜，香取ひとみ，三村
おける「Living Will」ならびに「尊厳死」の認識度調査

卓，勝部真弓，中元秀友：維持透析患者に

In: 内藤秀宗監修

腹膜透析 2010 東京医学社，東京

pp833-pp835，2010.
16．勝部真弓，秋末世喜，中元秀友：透析患者の終末期医療に関与するコメデイカルスタッフの認識度全国調査
In: 内藤秀宗監修

腹膜透析 2010 東京医学社，東京

17．中元秀友：2）PD 療法の現状
2009 年 12 月 31 日現在

pp722-pp725，2010.

In：日本透析医学会統計調査委員会編

図説

我が国の慢性透析療法の現況

pp31-pp38，2010，日本透析医学会，東京

18．中元秀友，樋口千恵子：第 54 回日本透析医学会ワークショップより『CAPD エキスパートの教育に向けて』
透析会誌

43: 407-408，2010.

他論文原稿 30 編以上
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．

7．自己点検・評価
教育：90 点
研究：70 点
診療：90 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 階病棟の入院患者数も着実に増加，また外
来患者数も確実に増加している．医局員数の少ない状況下で可能な限りの実績は作れたものと考えている．
来年度はさらなる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
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体制の充実に努めて行きたい．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

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：博士

淺野

博（ASANO，Hiroshi）講師：病棟医長：消化器一般外科：博士

多賀

誠（TAGA, Makoto）講師：外来医長：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，深野敬之，守麻理子，伏島雄輔，高木誠
後期研修：髙山哲嘉，森岡真吾，矢島沙織，山寺彩

2．教育
2-1．目的・目標
23 年度の年間の新規入院患者数は 1221 人，年間手術件数は 961 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 3 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 7 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初期研修医終了後の医師（卒後 3 〜 6 年目）とジュニ
アレジデントとして初期研修医による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
んでいく．年間約 1200 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担当し，典型的な症例だけでなく合
併症を持つ患者に対しても処置や治療，術前術後管理を経験する．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，前日の手術症例と入院患者，術前症例に関するカンファレンスを行っている．
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
ニングに重点を置き，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．
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．BSL として当
科で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．研修医を対象とした外科トレーニングは初
めから患者を対象とするのではなく，創傷治癒の仕組みや外科において使用する器械の説明を講義した後に皮膚や腸
管の模型を用いた Dry training を行い，ついで step up として Wet training を行っている．これは全身麻酔下でのブ
タを用いた実習であり，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って患者への安全
な治療の導入が可能となっている
2-4．自己評価と次年度計画
自己評価としては，卒後教育では数多くの症例を経験することはできたと思われる．また，研修医を対象とした講
義と Dry training，Wet training は外科に対する興味と理解をより一層深くし安全な医療の取り組みの助けとなって
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
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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）
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 23 年度の新規入院患者総数は 1221 人，外来患者数は 9704 人，新患数
は 641 人，手術総数 961 件であった．特に緊急手術が全体の 3 割以上を占めている，食道穿孔 3 例 , 胃・十二指腸
穿孔 24 例 , 結腸・直腸穿孔 24 例であった．甲状腺・副甲状腺疾患は 14 例 , 鼠径ヘルニア 238 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
該当なし

6．業績
6-1．論文学会発表
①篠塚望：有効な抗菌薬の使い方

腹膜炎 .

感染症診療実践ガイド Medical Practice28

②淺野博：下部消化管穿孔の創部に対する遷延一次縫合の効果 .
346

手術 65（9）2011

消化器・一般外科

③篠塚望：胆石総胆管結石症における腹腔鏡下胆嚢摘出術および小開腹総胆管切開術 . 消化器外科 34（11）2011
④淺野博：当科で施行した高齢者（80 歳以上）下部消化管穿孔に関する検討 . 第 47 回日本腹部救急医学会総会
⑤大原泰宏：鼠径部ヘルニア嵌頓症例の術式選択の検討 . 第 47 回日本腹部救急医学会総会
⑥廣岡映治：膨潤局所麻酔下で行うクーゲルパッチ法 . 第 66 回日本消化器外科学会
⑦淺野博：大腸穿孔術後に再穿孔をきたした 4 症例に関する検討 . 第 66 回日本消化器外科学会
⑧大原泰宏：再発鼠径ヘルニアに対する IPOM 法の経験 . 第 9 回日本ヘルニア学会
⑨淺野博：高齢者下部消化管穿孔に関する予後因子に関する検討 .JDDW2011 日本消化器外科学会
⑩ Nozomi SHinozuka:Laparoscopic cholecystectomy and endscopic treatment in patients with a previous
gastrectomy.IASGO
総数：論文

3 件，学会 11 件

6-2．公的研究費
6-3．受賞

該当者なし

該当なし

6-4．特許 , 実用新案

該当なし

6-5．学会研究会セミナー等の開催実績

該当なし

7．自己点検・評価
診療，研究，教育の各領域において目標はおおむね達成されているものと考えている．近年外科志望者が減少して
いるといわれている．外科に興味を持つような学生教育が将来外科研修希望者や将来外科医を目指す若者が増加する
要因の一つ考え，今後は学生教育の充実によって研修医の増加や外科の発展につなげていきたい．
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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（-2011.7）
松浦一生（MATSUURA, Kazuo）
：助教：乳癌の遺伝子学的効果予測因子：教育員，研究員（2011.8-10）/ 診療科
長（2011.11-）：博士（2011.8-）
佐野

弘（SANO, Hiroshi）
：助教：乳癌の画像診断，乳癌の手術

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）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．大学院教育においては乳
腺外科学・腫瘍学に標準的な知識と技術を習得し，さらに最先端の診療について理解し，乳腺腫瘍学領域の臨床的研
究が行える人材の育成を行う．
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
術も習得し，術後乳腺カンファレンスでは術後補助療法を決めるプロセスや転移・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．大学院教育においては，
乳がんの治療体系を理解する目的で必要なバイオマーカーを選択し，予後因子と予測関係の違いを理解させる．こう
してバイオマーカーの重要性とその基礎的意義を理解したうえでテーラーメイド治療につながる遺伝子解析について
の研究を行う．
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．大学院教育においては，佐野

弘君，重川

崇君，上田重人君の 3 名が大

学院を修了し学位を取得した．
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，興味が持てるように指導したい．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アピールしていきたい．

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）
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① OncotypeDX を用いた乳癌関連遺伝子の発現と予後予測② MammaPrint を用いた術前予後予測の臨床的意義③
乳腺組織における局所エストロゲン産生と estrone sulfate の発現④アロマターゼ阻害剤投与時のバイオマーカー，骨
量および骨代謝マーカーの変化⑤ゾレドロン酸および RANKL 抗体による 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⑩家族集積性
乳癌家系における BRCA1,2 の遺伝子変異⑪治療効果の画像診断および病理診断⑫ CTC の同定と臨床的意義⑬ Triple
negative 乳癌の生物学的特徴について⑭高齢者乳癌の生物学的特徴と予後に関する研究
3-3．研究内容と達成度
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い，その成果を論文として発表できた（Horm Cancer. 2011
Oct;2（5）:286-97, Oncology. 2012;82（3）:168-74. Epub 2012 Mar 15）．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．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．次年度は日高キャンパスと共同で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．Mammotome 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．また，最
近注目されている化学療法に対する効果予測因子として光イメージンングを用いた効果予測の研究を進めたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
乳腺腫瘍科は外来診療を中心とした科であり，新患患者数，手術症例数ともに右肩上がりに増えている．手術は乳
房温存術，センチネルリンパ節生検に象徴されるように低侵襲な治療を行うこと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
大崎昭彦，松浦一生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．松浦一生はがん研究助成金による
平田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
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．埼玉乳がん臨床研究グループ（SBCCSG）共催の第 11 回乳がん市民フォー
ラム in 所沢の中心的な役割を担った．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Shigekawa T, Ijichi N, Ikeda K, Horie-Inoue K, Shimizu C, Saji S, Aogi K, Tsuda H, Osaki A, Saeki T, Inoue:
FOXP1, an estrogen-inducible transcription factor, modulates cell proliferation in breast cancer cells, and 5-year
recurrence-free survival of patients with tamoxifen-treated breast cancer. Hormones and Cancer 7 Sept. 2011,
286-297（published online）
② 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: 37-45, 2012.
③ Matsuura K, Fujimoto K, Fu L, Shi YB.：Liganded thyroid hormone receptor induces nucleosome removal and
histone modiﬁcations to activate transcription during larval intestinal cell death and adult stem cell development.
Endocrinology. 153:961-972. 2012.
④ Toi M, Saeki T, Iwata H, Inoue K, Tokuda Y, Sato Y, Ito Y, Aogi K, Takatsuka Y, Arioka H.: A multicenter phase II
study of TSU-68, an oral multiple tyrosine kinase inhibitor, in combination with docetaxel in metastatic breast
cancer patients with anthracycline resistance. Breast Cancer. 2012 Mar 2. [Epub ahead of print]
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⑤ Fujimoto K, Matsuura K, Hu-Wang E, Lu R, Shi YB. Thyroid hormone activates protein arginine methyltransferase
1 expression by directly inducing c-Myc transcription during Xenopus intestinal stem cell development. J Biol
Chem. 287:10039-10050. 2012.
⑥ Shigekawa T, Osaki A, Sano H, Takeuchi H, Misumi M, Sato N, Kanbayashi C, Nakamiya N, Fujiuchi N, Saeki
TFeasibility study of adjuvant chemotherapy with S-1 for advanced breast cancer after primary systemic
chemotherapy. 8th European Breast Cancer Conference, Vienna, 2012
⑦原

浩子，大崎昭彦，杉山迪子，佐野

弘，中宮紀子，竹内英樹，松浦一生，三角みその，藤内伸子，高橋孝郎，

佐伯俊昭 : 超音波推定体積による乳癌術前化学療法の効果判定の意義 . 第 49 回日本癌治療学会学術集会 , 名古屋 ,
2011
⑧松浦一生，大崎昭彦，竹内英樹，原

浩子，杉山迪子，佐野

弘，中宮紀子，三角みその，藤内伸子，高橋孝郎，

佐伯俊昭，Stoork-Sloots Lisette : 術前に施行した MammaPrint の初期 55 例の評価と問題点 . 第 49 回日本癌治
療学会学術集会 , 名古屋 , 2011
⑨藤内伸子，杉谷郁子，杉山迪子，佐野

弘，中宮紀子，重川

崇，（大崎昭彦），佐伯俊昭 . センチネルリンパ節

転移陽性例についての検討 . 第 19 回日本乳癌学会学術総会 , 仙台 , 2011
⑩中宮紀子，大崎昭彦，竹内英樹，杉谷郁子，杉山迪子，佐野

弘，重川

崇，三角みその，藤内伸子，佐伯俊昭，

桜井孝規 .: DCIS の術前診断の正診率と SNB の適応に関する検討 . 第 19 回日本乳癌学会学術総会 , 仙台 , 2011
総数：論文

10

件，学会発表

22

件

6-2．獲得研究費
がん研究開発費「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

1,060 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（バコラ）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．2011 年 7 月から松浦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，貢献したいと考えている．今後は，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：博士

村尾芙美（MURAO, Fumi）: 助教（後期研修）
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にしている .
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 BLS 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−ニング（BLS）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下に行うことが可能であ
る . BLS 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 .
学生教育としては 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（大野），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（森村），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，BLS で利用している .
2-3．達成度
研修医 2 人（卒後 1 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，専修医 4 名を受け入れ教育している . うち 3 名は日本外科学会
専門医取得を目指しており，小児外科疾患の経験が必要であった . 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 BLS 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など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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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
会を中核とした他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，研究論文が Pediatric Surgery
International に掲載された .
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で報告した . 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地域の医療に貢献するために，24 時間体制で小児患児を受け入
れ，適切な外科的治療を行うことを目標としている．小児のみならず重症心身障がい者の外科治療も積極的に行って
いる .
診療においては，患児中心の医療，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 の概念が定着してきた . 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，手術侵襲が少なく整容性も優れて
いるため高い評価を得ている .
平成 23 年度の新規入院患者総数は 355 人，外来患者数は 2,822 人，新患数は 350 人，手術総数 347 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，多くの臨床経験を通して全人的な対応のできる臨床医を育成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，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
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
Pediatric 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
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①森村

敏哉 他：噴門形成術後の再発予防 . 小児外科 43 巻 9 号 ,959-962,2011

②森村

敏哉 他：Alport-leiomyomatosis 症候群の 1 小児例 . 日小外会誌 48 巻 1 号 , 43-49,2012

③里見

昭

他： 主 要 徴 候（ 嘔 吐・ 下 血 ） 小 児 救 急 治 療 ガ イ ド ラ イ ン , 診 断 と 治 療 社（ 市 川 光 太 郎 編 ）

134-139,2011
【総数：論文

3 件，学会発表 17 件，講演 0 件】

6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
①里見

昭：埼玉県国民健康保険団体連合

理事長表彰

②里見

昭：国民健康連合保険連合団体中央審査会表彰

③里見

昭：埼玉県医師会

会長表彰

④里見

昭：公衆衛生大会

知事表彰

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
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などを目指して更
なるレベル改善を目指す .
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 BLS 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った . 臨床教育の主旨を生かすために
も，知識だけでなく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カリキュラムに工夫を
加えることが必要と考えている . 23 年度は再編によって BLS の教育レベルが下がらないように努力した . 当科の卒
後臨床研修に対する自己評価は best ではないが，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，24
年度はより充実した研修が送れるようにカリキュラムを検討したい .
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，森村，林助教
とも厳しい要求に最大限の努力で精一杯応えてくれた . 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さらに強固なも
のにするとともに，引き続き近隣小児科医との連携体制を構築したい .
研究面では，当科の基礎的研究の一環である林助教の研究論文が Pediatric surgery international に掲載され，学位
を取得した . 23 年度も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発表したが，
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 . 作成論文の数も充分ではないが，査読制度のある
学会誌や欧米の一流誌へ投稿するように努力したい .
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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）
：教授：教育主任：リウマチ・関節外科，股関節外科：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）
：非常勤講師：脊椎外科：博士

齋藤文則（SAITO，Fuminori）
：非常勤講師：脊椎外科：博士
助教：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），
神成文裕（KANNARI，Fumihiro）
，鈴木景子（SUZUKI，Keiko），
川邉保隆（KAWABE，Yasutaka）
，岡部まゆみ（OKABE，Mayumi）
助手：関川三四子（SEKIKAWA，Miyoko）

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育
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した．
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専門
知識と技術の習得を目指し，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た．
卒後教育
初期研修医に対しては，整形外科で扱う運動器の診察法や，外傷や疾患に対する種々の治療法，外傷に対するプラ
イマリ・ケアを身につけることを目標とした．
専修医に対しては，整形外科すべての分野の症例を幅広く担当し，適切な診断と治療法を身につけることを目的と
し，4 年目には専門医試験に合格することを目標とした．
2-2．教育内容（担当者）
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卒前教育
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），検査法−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（田中伸哉），感染性疾患（田中伸哉）
，
脊椎疾患（1）頸椎・胸椎（齊藤文則）
，脊椎疾患（2）腰椎（丸山徹），外傷（1）総論（酒井宏哉），外傷（2）末
梢神経（織田弘美）
，外傷（3）下肢（立花陽明），外傷（4）上肢（河野慎次郎），スポーツ整形外科（立花陽明）
，
手の外科（織田弘美）
，骨壊死疾患（1）総論（田中伸哉），骨壊死疾患（2）各論（田中伸哉），骨系統疾患（1）
総論（織田弘美）
，骨系統疾患（2）各論（織田弘美），骨・軟部腫瘍（1）総論（矢澤康男），骨・軟部腫瘍（2）
各論（矢澤康男）小児整形外科疾患（織田弘美），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（田中伸哉）
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，吉岡浩之，河野慎次郎，田中伸哉，坂口勝信，田中啓仁，野原広明，吉川

陵）

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（吉岡浩之），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（吉岡浩之）
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（全スタッフ），木曜日は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）．
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習得した（全スタッフ，病棟担当医）．
卒後教育
第 3 月曜を除く毎週月曜日の午後 7 時から各回 2 名のスタッフが抄読会を行い，
新たな情報を提供した
（全スタッフ）
．
第 3 月曜日の午後 7 時から，
放射線科，
国際医療センター骨軟部腫瘍科と合同の画像カンファを行った
（全スタッフ）
．
毎週火曜日朝，全員参加のカンファランスを行い，外来からの入約患者，新入院患者，手術患者，相談症例につい
て報告と検討を行った（全スタッフ）
．
専修医一年目に対して，年間を通じて抄読会終了後に新人クルズスを行った（全スタッフ）．内容は，関節疾患の
診断と治療，救急・外来で腰痛を診たら，変形性股関節症の診断と治療，膝関節周囲の外傷，スポーツ障害，人工膝
関節，ギプス固定法，術後肺塞栓症，骨軟部腫瘍，側彎症，足の外科，骨関節画像，整形外科診断書，など診断，治
療から実務に関わることまで多岐にわたる．
専門医試験受験者に対して，過去問を元にした解説，口頭試験対策，病理組織の見方について 6 回のクルズスを行っ
た（織田弘美，河野慎次郎）
2-3．達成度
卒前教育
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．本試験で不合格となった者もあったが，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少なかった．
クリニカル・クラークシップでは，実習以外の教室や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．
臨床推論については，多くのスタッフが参加したが，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
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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．
以上から，目標はほぼ達成できたと考えている．
卒後教育
初期研修医は，整形外科患者を受け持って診察し，適切な検査を行い，手術をはじめとする様々な治療手段を駆使
して治療を行うことができるようになった．
専修医は，一人前の整形外科医としての知識・技術を身につけ，関連病院のスタッフとして活動できる資質を身に
つけた．
専門医受験者は，すべて専門医試験に合格した．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
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，学ぶ内容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．
卒後教育
初期研修医に対してスタッフ全員が教育にあたる，という方針は徹底されており，縫合など外科系の基本手技を身
につけられるという点は研修医からも高評価を得ている．
専修医に対する新人クルズスは今年度から大幅に内容を増やしたが，初期研修医にも評判が良かった．今後もほぼ
同じ形で継続していく予定である．
専門医試験受験者に対するクルズスは数年前から行っているが，好評を得ている．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床に直結する研究を行うことを目的とし，成果が直接臨床に役立つ基礎研究，治療のエビデンスを確立できる臨
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（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 線撮影法の臨床応用，関節リウマチ手術の周術期における問題点の検討，骨粗鬆症治療の有
効性の検討，男性ホルモンと骨代謝）
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，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
CT 有限要素解析を用いた股関節骨切り術の術前シミレーションと術後評価を行った．
CT 矢状断再構成画像による acetabular retroversion の評価を行った．
人工股関節全置換術における術後深部静脈血栓症の危険因子について検討した．
関節リウマチ患者における生物学的製剤使用が手術に及ぼす影響を検討した．
位相差 X 線撮影法を用いた骨強度評価法について発表した．
新鮮屍体を用いて人工椎間板に関する生体力学的研究を行った．
椎体偽関節に対する経皮的椎体形成術と保存療法の比較を行った．
FasT-Fix の設置位置に関する解剖学的検討を行った．
仙骨脱臼骨折の治療成績ついて発表した．
開放骨折治療における VAC 療法の有用性について発表した．
距骨骨折の治療成績について検討した．
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，股関節骨切り術の評価，位相差 X 線撮影法を用いた骨強度評価，股関節痛の原
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因としての acetabular retroversion の重要性，人工股関節全置換術後の深部静脈血栓症の危険因子について新たな知
見を得た．
脊椎グループでは，椎体偽関節に対する椎体形成術の治療成績を保存療法と比較するとともに，人工椎間板の生体
力学的検討を行った．
スポーツ整形外科グループでは，FasT-Fix の設置位置に関する基礎的検討を行った．
外傷グループでは，仙骨脱臼骨折および距骨骨折の治療成績について検討し，開放骨折治療における VAC 療法の
有用性について検討した．

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，中央手術室にお
ける手術件数は昨年度の 826 件から 843 件と増加した．病床は稼働率 99.3％と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の増加によってこの実績が実現できたと考えられる．
連携施設からの紹介患者を積極的に受け入れたため，新患数，外来患者数とも増加した．
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）
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（白土修）
日本股関節学会評議員（織田弘美，金潤澤）
日本リウマチ学会：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）
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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
論文発表：欧文 4 編，和文原著 18 編・総説 2 編・著書 2 編・症例報告 2 編：28 編
代表的論文
① Saito F, Takahashi K, Tanaka S, Torio T, Iizuka H, Wei C, Oda H: Effect of vertebroplasty for delayed-onset
paraplegia caused by vertebral pseudarthrosis. J Orthop Sci 16 : 673 − 681 , 2011.
② Suzuki M, Nishida K, Soen S, Oda H, Inoue H, Kaneko A, Takagishi K, Tanaka T, Matsubara T, Mitsugi N, Mochida Y,
Momohara S, Mori T, Suguro T: Risk of postoperative complications in rheumatoid arthritis relevant to treatment
with biologic agents: a report from the Committee on Arthritis of the Japanese Orthopaedic Association. J Orthop
Sci 16: 778 − 784 , 2011.
③江幡重人，織田弘美，林
例での検討−．整形外科
④宮島

剛，田中伸哉，金

承弘，佐藤浩一：保存的治療通院患者における実態調査報告−埼玉県下 121 施設 4,598
62：101 − 107，2011．
潤澤，織田弘美：骨粗鬆症治療薬による疼痛改善と QOL および逆流性食道炎に対す

る効果 別冊整形外科 60：53 − 58，2011．
⑤田中啓仁，織田弘美，金
評価

潤澤，田中

伸哉，宮島

剛，吉岡浩之，織田徹也：Acetabular

retroversion の CT

Hip Joint 37：710 − 715，2011．

学会発表：国外 4 件，国内 72 件（うち講演 28 件）：計 76 件
代表的な発表
⑥ Iizuka H, Takahashi K, Torio T, Saito F, Kawamura K, Okano Y: Evaluation of the quality of life of patients with
lumbar spinal stenosis using the Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire. The
38th Annual meeting of the International Society for the Study of the Lumbar Spine, Goteborg, 2011.6.
⑦ Tanaka S, Moriwaki S, Uenishi K, Konuma N, Tanaka K, Ikeda Y, Niida S: Effectiveness of urinary gammaglutamy I transferase as screeninf for osteoporosis. The American Society for Bone and Mineral Research, San
Diego,California,USA , 2011.9.
⑧吉岡浩之，織田弘美，金

潤澤，田中伸哉，田中啓仁：当院における関節リウマチ手術の分析

生物製剤使用下

の手術と使用しない手術の対比．第 55 回日本リウマチ学会総会・学術集会，神戸，2011.7.
⑨川村耕平，齊藤文則，岡野良知，飯塚秀樹，鳥尾哲矢，高橋啓介：椎体偽関節に対する経皮的椎体形成術と保存
治療例の検討．第 40 回日本脊椎脊髄病学会，東京，2011.4.
⑩織田徹也，鳥尾哲矢，白川哲也，河野義彦，織田弘美：仙骨脱臼骨折（U-shaped sacral fracture）に対する治療
経験．第 37 回日本骨折治療学会，横浜，2011.7.
6-2．獲得研究費
1）高橋啓介：平成 23 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」
（80 万円）
2）田中伸哉：平成 23 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」
（70 万円）
3）田中伸哉：第 4 回（平成 23 年度）旭化成研究プログラム（骨粗鬆症 QOL 研究）「痛みの強弱と痛みの発生状
況をもとにして疼痛評価と QOL および心理状態の関連に関する研究」（50 万円）
6-3．受賞
1）宮島剛：第 17 回埼玉県骨粗鬆症研究会最優秀演題賞「Phase Contrast Radiography の骨強度評価への応用」
平成 23 年 11 月 19 日
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 29 回埼玉医科大学整形外科同門会教育研修講演会
2）埼玉県西部骨粗鬆症セミナー

2011.6.24

3）第 12 回埼玉整形外科研究会

2011.7.23
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4）第 6 回 Ortho Seminar in Saitama

2011.8.25

5）第 8 回埼玉オルソペディクスセミナー
6）Vitamin D Seminar

2011.9.3

2011.11.10

7）埼玉県西部骨粗鬆症セミナー

2011.11.15

8）第 22 回日本リウマチ学会関東支部学術集会
9）第 3 回埼玉県骨折治療研究会

2011.12.11

2011.12.15

10）第 7 回 Ortho Seminar in Saitama

2012.2.9

11）第 6 回毛呂山リウマチセミナー

2012.3.15

7．自己点検・評価
教育：講義については，わかりやすい講義を行うことを目標として取り組み，ほぼ目標どおりの成果が得られたと
考える．BSL およびクリニカル・クラークシップでは，スタッフ全員が学生を教育するという意識を持つよ
うに指導し，BSL は整形外科臨床実習の導入として一般的な知識・技術を教授し，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を行わせた．いずれも学生の満足度は
高かった，と考えている．4 年生の臨床推論では，講師による差が生じないように工夫した．
研究：論文発表，学会発表とも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，受賞が 1 件あった．
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：昨年度と比較して，延入院患者数が約 1,000 人増加し，一日平均入院患者数が 54.6 人で病床稼働率は
99.3％と昨年度を大きく上回った．外来患者数は約 1,500 人，新患数も約 250 人増加した．手術件数も，
昨年度の 826 件から 843 件とさらに増加した．手術内容はさらに多彩になっており，各グループがそれぞ
れ努力している結果と考えられる．病床稼働率が年間を通じてほぼ 100％を示したことは，他の病棟にも
入院患者を受け入れてもらった結果である．今後は安全に留意しながら現在の activity を維持してゆきたい．
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1．15）脳神経外科
1．構成員
藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）: 教授 : 脳腫瘍の診断と治療 , 三叉神経痛 , 顔面痙攣の診断と治療
小林正人（KOBAYASHI, Masahito）: 准教授 : 機能的脳疾患の診断と治療 , 定位脳手術
助教 : 宮内浩（MIYAUCHI, Hiroshi）, 太田

実紀（OHTA, Miki） 医員：大川原舞（OOGAWARA Mai）, 藤井教雄（FUJII,

Norio）,

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 . 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 . また本年度より埼玉医科大学短期大学
の講義も担当している．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 . 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，あるいは神経内視鏡を併用す
ることの有用性について検討した . これらの結果を第 70 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 .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
神経減圧術は，前年度すでに多くの症例（大学病院としては日本一）を手術しており，その手術件数を維持した．
不随意運動症に対する定位脳手術も本格的に行っている．疼痛に対する刺激療法，小児先天奇形といった高度医療機
関ならではの診療も施行している．一般脳神経外科臨床も，昨年度同様，確実な診療を行う事が出来た．

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
藤巻高光：厚生労働省

副作用・感染等被害判定第一部会委員

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?
小林正人（査読委員）
Neurologia Medico Chirurgica
5-3．その他 , 社会あるいは医学貢献に関わる業務 :

なし

6．業績
6-1．論文・学会発表（代表 10 編）
① Naeser MA, Martin PI, Theoret H, Kobayashi M, Fregni F, Nicholas M, Tormos JM, Steven MS, Baker EH, PascualLeone A TMS suppression of right pars triangularis, but not pars opercularis, improves naming in aphasia.
Brain Lang 119:206-13, 2011
② Ohba S, Kobayashi M, Horiguchi T, Onozuka S, Yoshida K, Ohira T, Kawase T. , Long-term surgical outcome and
biological prognostic factors in patients with skull base meningiomas. J Neurosurg 114:1278-87, 2011
③ Mineko Murakami, Takamitsu Fujimaki, Shuichiro Asano, Hiroshi Nakaguchi, Shoko M. Yamada, Katsumi Hoya,
Kazuto Yamazaki, Yasuo Ishida, Akira Matsuno
Combination Therapy with Rituximab and Temozolomide for Recurrent and Refractory Primary Central Nervous
System Lymphoma. Yonsei Med J. 52 : 1031-1034, 2011
④藤巻高光

顔面けいれんと三叉神経痛

and A Brin Nursing
⑤藤巻高光

2011 夏季増刊

in 小笠原邦昭（編） 病態生理から考える脳神経疾患看護のポイント Q
pp216-223，2011 メディカ出版（吹田）

三叉神経痛・顔面痙攣に対する Microvascular decompression

in 片山容一，冨永悌二，斉藤延人（編）ビジュアル脳神経外科 3

脳幹・基底核・小脳 pp176-185, 2011 10.1

メジカルビュー社（東京）
⑥ Kobayashi M，Ohira T，Akiyama T，Fujimaki T. Correlation between intracortical inhibition and clinical
symptoms in Parkinson's disease: TMS study．8th Meeting of the Asian Australasian Society of Stereotactic and
Functional Neurosurgeons. Jeju, Korea, 2011.6.16（招待講演）
⑦ Takamitsu Fujimaki*, Masao Matsutani*, Ryo Nishikawa*, Kazuhiko Mishima*, Tomonari Suzuki*, Hideki
Katakami
All germinomas are capable of producing hCG-beta and might be treated in a same protocol
2011 Pediatric Neuro-Oncology Basic and Translational Research Conference, 2011.5.19 - 22, New Orleans, USA
⑧ Takamitsu Fujimaki, Nahoko Uemiya, Kazuhiko MIshima, Gohji Fushihara, Hiroaki Neki, Kohei Fukuoka,
Tomonari Suzuki, Kenji Wakiya, Junichi Adachi, Takaaki Yanagisawa, Masao Matsutani, Ryo Nishikawa
Serum sIL-2R and LDH as markers for primary central nervous system lymphoma（PCNSL）
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8th Annual meeting of the Asian Society of Neuro-oncology（ASNO）2011.5.26-29 Suzhou, China
⑨ Takamitsu Fujimaki. When my brain went blank during simultaneous translation
第 26 回 日本脳神経外科国際学会フォーラム（JNEF） 2011.7.22-23
⑩藤巻高光，小林正人
学術総会

福岡（教育講演）

顕微鏡手術における内視鏡支援の現状と可能性．社団法人 日本脳神経外科学会

第 70 回

2011.10.12-14，横浜市 （モーニングセミナー）

6-2．獲得研究費
小林正人

文部科学省科学研究費補助金（基盤研究 C） 230 万円（総額 410 万円）

経頭蓋磁気刺激による皮質拡延性抑制の誘導と非侵襲的な脳虚血耐性の獲得
藤巻高光

厚生労働科学研究費補助金（ITK-1 第 III 相プラセボ対照二重盲検比較試験 -HLA-A24 陽性のテモゾロ

ミド治療抵抗性神経膠芽腫患者を対照として ITK-1 投与の有効性と安全性を検証する臨床試験 -） 100 万円
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 :

なし

7．自己点検・評価
少ないメンバーのなかで，神経減圧術については，特定機能病院のなかで本邦第一位の手術件数を維持している．
年度後半においては所属医師の出産（産休，育休）があった．この間の人員については，不十分ながらも他学よりの
医員の派遣，以前在籍した医師の協力，および国際医療センターよりの外来の兼担等で，臨床実績に大きな影響をお
よぼすことなく乗り切れた．これは在籍メンバーの奮闘も大きかった．当科所属医師の努力に感謝したい．
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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：代表指導教員（大学院）
：組織移植，頭頚部再建，微小血管外科：
博士
市岡

滋 （ICHIOKA, Shigeru）
：教授：研究主任：診療科長：指導教員（大学院）
：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：準教授：教育主任：指導教員（大学院）：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
廣川詠子（HIROKAWA, Eiko）
：助教 : 修士
寺部雄太（TERABA, Yuta）
：助教：修士
田嶋沙織（TAJIMA, Saori）
：助教：修士
橋本直美（HASIMORO, Naomi）
：助手

2．教育
2-1．目的・目標
｢ 卒前教育 ｣

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．
｢ 卒後教育 ｣

研修医において形成外科領域に関する，基礎的臨床知識を習得させる．

｢ 大学院教育 ｣

大学院生において，臨床に関連した微小循環・創傷治癒・再生医療・アンチエイジングの研究を

指導する
2-2．教育内容（担当者）
：
｢ 卒前教育 ｣

｢ 卒後教育 ｣

｢ 大学院教育 ｣

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：
｢ 卒前教育 ｣

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．
｢ 卒後教育 ｣

形成外科研修を行った者は，形成外科領域に関する基礎的臨床知識を習得し得たと思われる

｢ 大学院教育 ｣

大学院生において研究が進展しつつあると思われる．

2-4．自己評価と次年度計画：
｢ 卒前教育 ｣

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．
｢ 卒後教育 ｣

形成外科研修を行った者は，形成外科領域に関する基礎的臨床知識を習得のための指導が適切の実

施された．今後は形成外科研修を行った者だけでなく，広く研修医に対して形成外科領域に関する基礎的臨床知識を
指導するために，臨時講義などを行いたいと考えている
｢ 大学院教育 ｣

大学院生において研究が進展した．今後は研究成果の発表機会を得るよう指導を継続する．
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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
・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
外科系学会社会保険委員連合（外保連）委員

市岡滋

日本学術会議連携会員 中塚貴志
5-2
日本形成外科学会評議員

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

中塚貴志

日本褥瘡学会理事

市岡滋
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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

World Union of Wound Healing Society2012, Chair of Promotion Committee

市岡滋

5-3．該当なし

6．業績
① Sato T, Ichioka S
（2012）
How should we manage multiple skin ulcers associated with calciphylaxis?. J Dermatol.
（in
press）
② 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. 64
（8）
:1100-1103
③ Takahashi N, Andoh T, Iseki H, Sato T, Ichioka S, Takeda A.（2012）Reconstruction system of rat lymphatic
tracts after total iliac lymphadenectomy. Hepatogastroenterology. 58（109）:1087-1094
④ Sato T, Ichioka S: Management of Pressure Ulcers during the Great East Japan Earthquake. The American
Professional Wound Care Association APWCA2012 National Clinical Conference. 2012.03. Orlando, USA
⑤ Ichioka S A new trend in wound management
⑥市岡
⑦簗

滋

創傷局所治療におけるこの 10 年

由一郎，市岡

滋

DM Foot Saga Conference 2011. 2011.08. Saga, Japan
第 10 回日本フットケア学会年次学術集会 . 2012.03. 大阪

新しい創傷マネージメント

第 48 回

日本リハビリテーション医学会学術集会 .

2011.06. 横浜
⑧石川昌一，桑原靖，佐藤智也，簗由一郎，市岡滋：坐骨部褥瘡再建における皮弁術式の検討
外科学会総会・学術集会
⑨栗原

健

桑原

靖

第 54 回日本形成

平成 23 年 4 月 15 日 徳島
市岡

滋 局所陰圧閉鎖療法による治療症例の検討

第 54 回日本形成外科学会総会・学術集会

平成 23 年 4 月 15 日

徳島

⑩廣川詠子，横川秀樹，佐藤智也，中塚貴志，百澤明（2011）咽喉食摘術後の遊離空腸
移植による再建症例の検討

第 38 回日本マイクロサージャリー学会学術総会

2011/11/11

新潟

【総数：論文 29 件，学会発表・講演 33 件】
6-2．獲得研究費
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
日本褥瘡学会

大塚 Grant

研究題目：栄養状態が生体酸化ストレスに及ぼす影響の解析
研究代表者：市岡

滋（埼玉医科大学）

研究経費：500 千円
日本創傷・オストミー・失禁管理学会研究助成
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局所陰圧ストレスが創傷微小循環へ及ぼす効果とメカニズムの解明
研究代表者：市岡

滋（埼玉医科大学）

研究経費：2500 千円
アルケア研究奨励助成
本邦における創傷局所酸素療法（topical wound oxygen therapy）の実用化に向けた臨床研究
研究代表者：市岡

滋（埼玉医科大学）

研究経費：4000 千円
文部科学省
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
研究代表者：市岡

滋（埼玉医科大学）

研究経費：1560 千円
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
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：診療科長：代表指導教員（大学院）：内分泌・代謝学（小児）
・
糖尿病学：博士

大竹

明（OHTAKE，Akira）
：教授：教育主任：研究主任：指導教員（大学院）：代謝・遺伝学：博士

山内秀雄（YAMANOUCHI，Hideo）
：教授：教育副主任：指導教員（大学院）：小児神経学：博士
徳山研一（TOKUYAMA，Kenichi）
：教授：研究副主任：指導教員（大学院）：小児アレルギー学，小児呼吸器学：
博士
宮路

太（MIYAJI,Tooru）
：教授：NICU 診療科長：指導教員（大学院）：新生児学・未熟児学：博士

阿部裕一（ABE，Yuichi）
：講師：指導教員（大学院）：博士
石井佐織（ISHII，Saori）
：助教：外来医長：研究員
皆川孝子（MINAGAWA，Takako）
：助教：博士
山崎太郎（YAMAZAKI，Taro）
：助教：病棟医長（小児）：研究員
本多正和（HONDA，Masakazu）
：助教：病棟医長（新生児）：研究員：博士
赤塚淳弥（AKATUKA，Jyunny）
：助教：研究員
植田

穣（UEDA，Yutaka）
：助教：研究員

酒井哲郎（SAKAI，Tetsuro） ：助教：研究員
筧

紘子（KAKEI，Hiroko）
：助教：研究員

小牧健（KOMAKI，Takeshi）
：助教：研究員
板野篤志（ITANO，Atsushi）
：助教
古賀健史（KOGA，Takeshi）
：助教
荒尾正人（ARAO，Masato）
：助教
武者育麻（MUSHA，Ikuma）
：助教
颯佐かおり（SASSA，Kaori）
：助教
櫻井隼人（SAKKURAI，Hayato） ：助教
原嶋宏子（HARASHIMA，Hiroko）
：助手：臨床検査技師
森野正明（MORINO, Masaaki）
：教授：小児腎臓病学：博士（国際医療センターとの兼担）
小林俊樹（KOBAYASHI, Toshiki）
：教授：小児循環器学：博士（国際医療センターとの兼担）
竹田津未央：小児循環器学：准教授 : 小児循環器学：博士（国際医療センターとの兼担）
田中竜平（TANAKA，Ryuhei）
：准教授：小児血液学：博士（国際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（総合医療センターとの兼担）
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：小児血液学：博士
【非常勤講師】
上原すゞ子（UEHARA, Suzuko）

新美仁男（NIIMI, Hiroo）

小出博義（KOIDE, Hiroyoshi）

中里明彦（NAKAZATO, Akihiko）

岡田文寿（OKADA, Fumihisa）

佐藤浩一（SATOU, Hirokazu）

椎貝典子（SHIIGAI, Noriko）

平澤恭子（HIRASAWA, Kyoko）

山崎

勉（YAMAZAKI, Tsutomu） 大鹿栄樹（OHSHIKA, Eiki）

渋谷

温（SIBUYA, Atsushi）

山口博明（YAMAGUCHI, Hiroaki）

新井克巳（ARAI, Katsumi）

小林啓二（KOBAYASHI, Keiji）

小林浩司（KOBAYASHI, kouji）

馬場和美（BABA, Kazumi）

望月美恵（MOTIDUKI, Mie）

中野裕史（NAKANO, Hiroshi）

岡田邦之（OKADA, Kuniyuki）
【非常勤講師：臨床心理士】
坂井清香（SAKAI, Sayaka）

石井裕美（ISHII, Hiromi）

【非常勤医師】
金子家明（KANEKO, Ieaki）

木村明美（KIMURA, Akemi）

伊東敦子（ITOU，Atsuko）

保母鑑三（HOBO, Kanzo）

盛田英司（MORITA, Eiji）

星野正也（HOSHINO, Masaya）

日笠山絢香（HIGASAYAMA, Ayaka）
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【専攻生】
大嶋宏一（OHSHIMA, Kouichi）

鈴木

繁（SUZUKI, Shigeru）

2．教育
2-1．目的・目標
【卒前教育】大竹，徳山

記

小児科臨床実習は以下の様に内容も豊富で，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ことを
第一目標として指導している．
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（南館 4 階），新生児未熟児センター（NICU，南館 3 階）
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．
【卒後教育】 山内

記

卒後 2 年間の臨床研修については滞りなく充実した研修ができ，一般小児科のプライマリケアと基本的な臨床的
考察の仕方を習得することと目標とする．小児科診療における基礎能力を集中的に養い，同時に一般初期研修必須科
目を効率よく習得することを目標とする．後期小児科研修では各種サブスペシャルティや地域連携小児医療などの幅
広い選択を行い，卒後 5 年で小児科専門医の取得．さらにサブスペシャリティの選択により規定年数後に各々の専
門医の取得を目標とする．
【大学院教育】
筧助教・・NICU に入院となる異常新生児に対して，その神経学的スクリーニング法の一つとして退院時に MRI が
施行されている．後方視的に施行された MRI について最近数年間の MRI を再度検討したところ頭蓋内出血をきたす
新生児が予想外に多いことが判明した．本研究においては過去 5 年間の MRI 画像約 500 例をすべて再検討し NICU
入院に適応となる新生児の疾患別内訳と出血の有無とそれらの所見を比較検討することを目的とする．（指導；山内）
植田助教・・気管支喘息を中心とした小児呼吸器疾患・アレルギー疾患の新たな診断法や治療法について習得でき
ることを目標とする （指導；徳山）
赤塚助教・・大学院 4 年目：学位論文の作成 （指導；雨宮）
2-2．教育内容
【卒前教育】大竹

記

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．さらに今年度からは講義の収録とその後の学生への公開が開始され，今後益々講義方法に対する習熟が，教官
として求められる時代となっている．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．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（南館 4 階），新生児未熟児センター（NICU，南館 3 階）
の，モーニングカンファレンスに始まり朝夕の 2 度の病棟回診を含む毎日の診療を学生全てに参加させ，できるだ
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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．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，および
準夜帯の当直見学も義務づけている．
【卒後教育】 山内

記

小児科を将来希望する場合の卒後 1 年目の研修については，4 月･ 5 月は導入研修を 2 ヶ月間埼玉医科大学病院の
小児科において行った．また，2 年目は小児科研修（4 月・5 月・11 月・12 月）として 4 ヶ月間研修する．後期研
修については，一般小児科，未熟児新生児科を主にローテートして小児科研修を行った．一般小児科は総合診療科と
しての働きをなし，内分泌・代謝，神経，腎・膠原病，呼吸器・アレルギー，遺伝，感染症専門などを含めた各専門
領域として診療研究にあたった．血液・腫瘍疾患，心臓疾患の研修については国際医療センター小児腫瘍科，小児心
臓科にそれぞれ 2 か月の研修を行った．小児科専門医を取得する資格を得るまでは，一般小児科が中心となり適切
な研修計画を履行する予定である．意欲的な研修を行うためには環境整備と和やかな医局運営が重要と考えており，
可能な限り希望に沿った研修プログラムと進路を提供した．各論的には教授回診のある火曜日を除く月曜日から土曜
日までの朝 8 時より卒後教育担当者研修担当医長の山内副診療科長が早朝カンファレンスを開催し 24 時間以内に入
院となった患者（月曜日については 48 時間以内）の研修医によるプレゼンテーションの指導を行った．火曜日には
雨宮診療科長による回診においても，研修医への指導を行った．また，一般小児科において病棟医長，講師レベルの
指導者を中心とした 2 グループが分けられ，それぞれにおいて毎日夕刻に行われる回診時に研修の成果のチェック
などの指導がおこなわれた．
【大学院教育】
筧助教・・大学院生筧が各症例の臨床的データの整理を行い 1 週間に 1 度カンファレンスを開催しそれら症例の
MRI 画像所見を共同で読影し検討を行なう．
（指導；山内）
植田助教・・① 細気管支炎罹患乳幼児に対する非侵襲的人工呼吸，Biphasic cuirass ventilation，（BCV）の有用性
の検討，②気管支喘息管理のためのバイオマーカーの測定意義 （指導；徳山）
赤塚助教・・糖尿病管理指標の新たな確立；グリコアルブミン / ヘモグロビン A1c 比の合併症進展予測としての
意義（指導；雨宮）
2-3．達成度
【卒前教育】大竹

記

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り，次第に
クルズス（坐学）を減らし，直接患者さんに接する時間を増やしていく．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ったが，昨年度より 4 年生で “ 小児ユニッ
ト ” が独立し，一部は内科の臓器別講義と両立させつつ，小児を全体像としてとらえる方向性が定まった．今後も小
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．教育の達成度は
70％程度であろう．
【卒後教育】 山内

記

初期研修において小児科の研修が必修でないにも関わらず大学病院小児科の研修を希望する初期研修医が多く，研
修医に対する教育の成果が上がっていると考えられる．後期研修についてはそれぞれのサブスペシャリティーの指導
医からの充実した指導が行われ，一般小児科医としてどこでも通用する知識技能が習得できつつあると考えられる．
（達成度 60％）
【大学院教育】
筧助教・・NICU 業務に忙殺されまた専門医試験の受験などもあり，研究に投じる時間がかなり限られており，目
標とする 500 例の読影数のうち未だ 150 例程度しか完了していない．（達成度 30％）（指導；山内）
植田助教・
・BCV については操作法は熟知しており，今後症例数を増やしていく必要がある．達成度は 30％．一方，
気管支喘息のバイオマーカーについても測定手技は確立した．今後症例数を増やしたい．達成度は同じく 30％．
（指
導；徳山）
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赤塚助教・・thesis の完成後ヘモグロビン A1c の標準化法の違いによる特性の検討を加えて欧文論文として投稿予
定（達成度 70％）（指導；雨宮）
2-4．自己評価と次年度計画
【卒前教育】大竹

記

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り，次第に
クルズス（坐学）を減らし，直接患者さんに接する時間を増やしていく．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ったが，昨年度より 4 年生で “ 小児ユニット ”
が独立し，一部は内科の臓器別講義と両立させつつ，小児を全体像としてとらえる方向性が定まった．今後も小児科
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．
【卒後教育】 山内

記

卒後教育に関する初期研修医からの評価が施行されていないため，その客観的な評価をすることができないが，卒
後教育に携わった立場から見て早朝のカンファレンスにおいてプレゼンテーションをほぼ毎日チェックし指導してい
ることにより，適時に継続的に指導が可能となっており，また症例を研修医全体で共有できるというメリットは大き
く，指導効果は大変に良いと考えられる．さらに夕方の回診においても医長・講師クラスの指導チェックがなされて
1 日の研修が終了するというように，徹底的な指導が行われている．後期研修における問題点として小児血液腫瘍，
小児循環器，NICU の研修期間がそれぞれ 2 か月，3 か月，4 か月のみであるが，この領域の研修は他大学病院にお
ける小児科研修において大変重要な領域を占めており，しばしば重症な疾患に遭遇する機会も多いため実り多い研修
をすることが期待できる領域でもある．後期研修 3 年間 36 か月と考えるとこれらの研修期間はあまりにも短いと言
わざるを得ない．新生児病棟研修は 12 か月，残り 24 か月の小児科研修において領域別に呼吸器アレルギー，代謝
内分泌，腎臓，神経，血液腫瘍，循環器の 6 つに分けるとすれば血液腫瘍，循環器の研修期間は短いと言わざるを得ず，
それぞれ 4 か月の期間が妥当であると考えられる．マンパワー的な問題もあるが，この点を是正してゆくことが喫
緊の課題である．
【大学院教育】
筧助教・・次年度中に 500 例の MRI 画像とその臨床所見をまとめ論文に発表する．発表前には本研究は後方視的
研究であるが，IRB の手続きを行うことが必須である．（指導；山内）
植田助教・・両研究テーマともに基本的実施手技は確立されたので，実施例数を増やしていけばデータ集積が期待
される． （指導；徳山）
赤塚助教・・多施設共同研究のコホートを対象にグリコアルブミン / ヘモグロビン A1c 比の合併症進展予測とし
ての意義を明らかにする．また短期的血糖管理指標としての意義についても検討を加える．
（指導；雨宮）

3．研究
3-1．目的・目標

大竹

記

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国際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異動した．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（研究プロジェクト）
＊内分泌・代謝

雨宮，大竹

記

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．小児科発症糖尿病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．
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・ミトコンドリア病の診断と病因解明に関する次世代シークエンス法を用いた研究．
G．濾紙血酵素活性測定法によるファブリー病の診断と治療に関する研究．
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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

森野

記

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のアルゴリズム作成．長期予後評価と管理方法の検証．
C．IgA 腎症の免疫抑制療法
＊アレルギー

徳山

記

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?）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．
＊神経

山内

記

A．副腎皮質過形成に合併した急性脳症の臨床的研究
B．新生児神経学の神経放射線学的研究
C．発達障害児の行動生理学的研究
D．ミタゾラム「てんかん重積状態の小児患者を対象とした非盲検試験
＊未熟児・新生児

宮路

記

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
F．ＳＧＡ児に対する成長ホルモン適応に対する基礎調整
F．先天奇形児に対する在宅管理導入の検討
3-3．研究内容と達成度
＊内分泌・代謝

雨宮，大竹

記

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 60％）
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 60%）
E．高用量メトホルミン等の小児適応への検討（達成度 10％）
F．CGM の臨床適応と解析法の拡大（達成度 30％）
G．新たな血糖管理指標の確立（達成度 40％）
H．今年 1 年で日本全国およびアジアの一部の国から合計 300 例余りの検体を受け付け，80 例余りをミトコンド
リア病と酵素診断した（研究開始後診断例数合計は 232 例）．診断された症例のうち 41 例で次世代シークエン
ス法を用いた遺伝子解析が終了し，うち 10 例で既報告の遺伝子異常を，8 例で新規候補遺伝子異常を発見して
いる（達成度 20%）
．
I．心臓内科，神経内科・脳卒中内科との共同で原因不明の心室肥大，不整脈，若年性脳梗塞例を中心に診断を進め，
これまでに 8 例を診断しうち 6 例に酵素補充療法を開始した（達成度 30％）．
J．ゲノム医学研究センター，整形外科，中央検査部との共同で，検査を開始し，10 人の来院患者と他に 29 人の
患者検体を得て解析した．今後，治療法の開発にも取り組む（20％）．
＊腎臓，膠原病

森野

記

A．ネフローゼ症候群におけるシクロスポリンの減量，離脱の基準と方法を検討（達成度 20％）．シクロスポリン
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依存例の分 1 投与効果を評価している．
B．胎児診断腎尿路異常の出生後の評価と管理に関するアルゴリズムの作成は，主に超音波検査の頻度と VUR 評
価の必要性の判断に依存している（60％）．長期予後評価と管理方法の検証は超音波とシンチを用いた経時変化
で行う（達成度 20％）
．
C．IgA 腎症・ループス腎炎のステロイド単独療法と不応例に対する cyclosporin/mizoribin の効果（60％）
．IgA
腎症ス剤不応例における CyA 有効性は明らかで，MZB と比較検討．
＊アレルギー

徳山

記

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
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%）．
＊神

経

山内

記

A．急性脳症の臨床的研究：全国調査を行い臨床的所見をまとめた（達成度 90％）
B．NICU 入院の神経放射線画像を再検討した（達成度 20％）
C．機材を購入したが実施に至っていない（達成度 10％）
D．ミタゾラム「てんかん重積状態の小児患者を対象とした非盲検試験（達成度 40％）
＊未熟児・新生児

宮路

記

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（達成度

60％）

F．先天奇形児に対する在宅管理導入の検討（70％）
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．
小児科は，
1）内分泌・代謝，
2）腎臓，
膠原病，3）アレルギー，4）神経

5）未熟児・新生児の研究グループに分かれ，

それぞれ新しい診断法・治療法開発のための研究を行っている．多忙な臨床の中で研究成果の上積みを図るために一
層の努力を続ける必要があり，今後も各グループで個別の具体的計画を立案し遂行する所存である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
小児科では新生児部門を含め総合小児科診療を基本とした診療体制を構築している．これらには外来，病棟および
地域連携小児夜間休日診療が含まれる．また，
サブ・スペシャルティー分野として小児内分泌・代謝（雨宮），糖尿病（雨
宮）
，先天代謝・遺伝（大竹）
，小児神経（山内），アレルギー・呼吸（徳山），新生児（宮路）の分野を各教授が主導
している．また，腎疾患，小児心疾患，小児腫瘍・血液分野については国際医療センターと連携して行っている．さ
らに，各研究とともに，臨床治験に積極的に参加している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
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

伸，宮路

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
自治体；埼玉県新生児救急受け入れ協議会委員：宮路
自治体；埼玉県母子保健委員会委員：宮路
自治体；埼玉県母子保健運営協議会

太

太

乳児マス・スクリーニング検査事業検討専門部会委員：大竹

自治体；さいたま市先天性代謝異常等検査事業顧問医師：大竹

明

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
雨宮
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太

明

伸：国際小児・思春期糖尿病学会機関紙 Pediatric Diabetes 編集委員

明
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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, , 糖尿病と妊娠
大竹

明：日本小児科学会雑誌編集委員
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；Mitochondrion, Annals of Neurology, Biochim Biopys Acta, 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
山内秀雄：日本小児神経学会学術雑誌「脳と発達」編集委員
Brain & Development 編集委員
Neuropediatrics 査読委員
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
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

雨宮

伸：川野小児奨学財団学術委員

森野正明

医療従事者に対する小児一次救命処置（PBLS）講習会の定例開催

徳山研一：埼玉県主催：埼玉県アレルギー性疾患研修会講師（平成 23 年 12 月 19 日）
大竹

明：日本小児科学会埼玉地方会副会長兼学術委員長

大竹

明：日本小児脂質研究会運営委員長（理事長）：事務局

大竹

明：北関東遺伝診療フォーラム事務局
埼玉酵素補充療法研究会事務局

6．業績
6-1．論文・学会発表
①雨宮

伸（編集代表者）
：小児・思春期糖尿病管理の手びき（改訂第 3 版）コンセンサス・ガイドライン，日本

糖尿病学会・日本小児内分泌学会編 . 南江堂 . 2011.06）
② Sugihara S, Ogata T, Kawamura T, Urakami T, Takemoto K, Kikuchi N, Takubo N, Tsubouchi K, Horikawa R,
Kobayashi K, Kasahara Y, Kikuchi T, Koike A, Mochizuki T, Minamitani K, Takaya R, Mochizuki H, Nishii A, Yokota
I, Kizaki Z, Mori T, Shimura N, Mukai T, Matsuura N, Fujisawa T, Ihara K, Kosaka K, Kizu R, Takahashi T, Matsuo S,
Hanaki K, Igarashi Y, Sasaki G, Soneda S, Teno S, Kanzaki S, Saji H, Tokunaga K,（Amemiya S）：HLA-class II and
class I genotypes among Japanese children with Type 1A diabetes and their families. Pediatr Diabetes 2012; 13
（1）:33-44.
③ Niihori T, Aoki Y, Okamoto N, Kurosawa K, Ohashi H, Mizuno S, Kawame H, Inazawa J, Ohura T, Arai H, Nabatame S,
Kikuchi K, Kuroki Y, Miura M, Tanaka T, Ohtake A, Omori I, Ihara K, Mabe H, Watanabe K, Niijima S, Okano E,
Numabe H, Matsubara Y: HRAS mutants identiﬁed in Costello syndrome patients can induce cellular senescence:
possible implications for the pathogenesis of Costello syndrome. J Hum Genet 56（10）: 707-15, 2011
④ Sakamoto O, Ohura T, Murayama K, Ohtake A, Harashima H, Abukawa D, Takeyama J, Haginoya K, Miyabayashi S,
Kure S: Neonatal lactic acidosis with methylmalonic aciduria by novel mutations in the SUCLG1 gene. Pediatr Int
53（6）: 921-925, 2011
⑤ Ohtake A, Aoki Y, Saito Y, Niihori T, Shibuya A, Kobayashi T, Kure S, Matsubara Y: Non-Hodgkin lymphoma in a
patient with cardio-facio-cutaneous syndrome. J Pediatr Hematol Oncol 33（8）: e342-6, 2011
⑥ Kawano G, Iwata O, Iwata S, Kawano K, Obu K, Kuki I, Rinka H, Shiomi M, Yamanouchi H, Kakuma T, Takashima
S, Matsuishi T.Determinants of outcomes following acute child encephalopathy and encephalitis: pivotal eﬀect of
early and delayed cooling.Arch Dis Child. 2011 Oct;96（10）:936-941.
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⑦ Shinohara M, Saitoh M, Takanashi J, Yamanouchi H, Kubota M, Goto T, Kikuchi M, Shiihara T, Yamanaka G,
Mizuguchi M. Carnitine palmitoyl transferase II polymorphism is associated with multiple syndromes of acute
encephalopathy with various infectious diseases. Brain Dev. 2011;33（6）:512-7
⑧ Imataka G, Nakagawa E, Yamanouchi H, Arisaka O. Drug-Indiced Aseptic Meningitis: Development of Subacute
Sclerosing Panencephalitis Following Repeated Intraventricular Infusion Therapy with Interferon Alpha/Beta.
Cell Biochem Biophys. 2011 ;61（3）:699-701.
⑨ Mori T, Saito K, Ohki Y, Arakawa H, Tominaga M, 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. 2011;156（3）:305-312
⑩ニューロペプタイド研究会編集（責任編集：徳山研一）：こどもの咳嗽診療ガイドブック．診断と治療社，東京，
2011
【総数：論文 62 件，学会発表 85 件，講演 28 件】
6-2．獲得研究費
1．平成 23 年度厚生労働科学研究費補助金： 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 23 年度厚生労働科学研究費補助金： 研究代表者
断法の確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

分担研究者

雨宮

伸

3．平成 23 年度厚生労働科学研究費補助金：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 23 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 23 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
確立，
及び治療方法の開発に関する研究
（

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

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
9．平成 23-25 年度文部科学省科学研究費助成事業：｢ 臨床的に寛解状態にあるも抹消気道閉塞が残存する思春期
喘息時に対する治療・管理戦略 ｣：研究代表者

徳山

研一

10．平成 23-25 年度厚生労働科学研究費補助金（難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業（難病関係研究
分野）
）研究代表者：松原洋一，研究分担者：大竹
呉

繁夫，下瀬川

明，青木正志，有馬隆博，遠藤文夫，緒方

徹，福島義光，山口清次，富田博秋，布施昇男，長嶋剛史，新堀哲也，舟山

勤，小原

収，

亮．研究課題：

次世代シークエンサーを駆使した希少遺伝性難病の原因解明と治療法開発の研究（H23- 実用化（難病）- 一般
-001）
．分担研究費 5000 千円 x 3 年
11．平成 23-25 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：後藤雄一，研究分担者：
大竹

明，飯塚高浩，太田成男，北風政史，古賀靖 ?，小牧宏文，作田亮一，末岡 浩，須藤 章，田中雅嗣，中

川正法，中田和人，萩野谷和裕，山岨達也．

研究課題：ミトコンドリア病の診断と治療に関する調査研究（H23

−難治−一般− 016）
．分担研究費 2000 千円 x 3 年
12．平成 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：古賀靖敏，研究分担者：大
竹

明，村山

圭，森

雅人，石崎義人，内藤悦雄，斎藤伸治，藤井克則，但馬

伯武頼，角間辰之，山口清次，新田敦美．
ルビン酸ナトリウムの治療法開発

剛，藤井達哉，田中雅嗣，佐

研究課題：ミトコンドリア脳筋症に合併する高乳酸血症に対するピ

―試薬からの希少疾病治療薬開発の試みー（H23 −難治−一般− 119）
．分

担研究費 500 千円
13．川野小児医学奨学財団，
川野正登記念第 22 回（平成 23 年度）研究助成金，研究代表者：池田正明，共同研究者：
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大竹

明，井上郁夫，佐々木康綱，熊谷

恵，中島芳浩．研究課題：小児期に発生する癌幹細胞および癌細胞の

増殖性と時計遺伝子発現の解析−化学療法への時間治療応用のための基盤形成研究を目指して−．
6-3．受賞
雨宮

伸：日本小児内分泌学会

平成 23 年度第 4 回 ] 学会賞

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 45 回

日本小児内分泌学会学術集会：2011 年 10 月 6 日〜 8 日

大宮ソニックシティ

・第 7 回北関東遺伝診療フォーラム：2011 年 12 月 9 日（金）大宮パレスホテル
・第 6 回埼玉酵素補充療法研究会 2012 年 3 月 14 日（水）大宮ソニックシティ

7．自己点検・評価

雨宮

大竹
大竹

雨宮

伸

明
明

記

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：指導教員（大学院）膠原病，皮膚腫瘍：博士．
倉持

朗（KURAMOCHI, Akira）
：教授：副科長，教育主任，外来主任：指導教員（大学院）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：代表指導教員（大学院）：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：病棟主任：皮膚腫瘍：博士．
安井

宏仁（YASUI Hirohito）
，瀧口光次郎（TAKIGUCHI Koujirou），難波純英（NAMBA Junei），緒方

Dai）
，新井康介（ARAI Kousuke）
，石川翔子（ISHIKAWA, Shoko）, 柳澤

大（OGATA

宏人（YANAGISAWA Hirohito），村山喬

之（MURAYAMA Takayuki）
：助教．

2．教育
2-1．目的･目標：
≪卒前教育≫
医学部学生が履修すべき皮膚科の基礎を学ぶ．皮膚の構造と機能，症候学，病理組織学にはじまり，代表的な疾患
について学ぶ．平成 20 年度授業は，
3 年生の講義として「免疫ユニット」1 時限，4 年生の講義として，
「ヒトの病気コー
ス」
「免疫ユニット」2 時限，
「皮膚・運動器ユニット」19 時限，を行った．5 年生の BSL は各グル−プ 1 週間行った．
また，共通プログラムとして 1 時限を担当した．6 年生の講義数は皮膚科学 11 時限，外科総論 1 時限，試験解説講
義 1 時限であった．
≪卒後教育≫
外来診療・病棟診療において，炎症性皮膚疾患，膠原病，皮膚腫瘍などの各疾患の診断，問診，治療などに関して
正しい知識を習得し，診療に役立てる．診療において患者へのインフォームドコンセントを十分に行うことを身につ
ける．
≪大学院教育≫
大学院授業において，皮膚免疫学，皮膚生理学，皮膚形態学などに関する概念を把握し，さらに手技について学ぶ．
大学院授業のなかで，最新医学特別講義でアレルギー性皮膚疾患の基礎的研究に関する授業を行った．
2-2．教育内容（担当者）
（※ 23 年度記載作成すみ）
≪卒前教育≫
講義：主にプリントを配布し，スライドを使用して行なわれた．
3 年生＜免疫ユニット＞
1．アレルギー皮膚疾患の病態・治療−中村晃一郎
4 年生＜皮膚・運動器ユニット＞
1．皮膚の構造と機能−中村晃一郎
2．皮膚科診断学，症候学−倉持朗
3．全身と皮膚―大林寛人
4．皮膚真菌症―中山佳代子
5．光線性皮膚疾患（含レーザー療法）―田口理史
6．物理化学的皮膚障害（熱傷，凍傷）―田口理史
7．湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹―中村晃一郎
8．皮膚＜病理＞―新井栄一
9．ウイルス性皮膚疾患―寺木祐一
10．水疱症・膿疱症―伊崎誠一
11．角化症―倉持

朗

12．皮膚腫瘍（間葉系，メラノサイト系）−山本明史
13．紅斑症・紫斑病―土田哲也
14．母斑・母斑症―倉持
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15．色素異常症―倉持

朗

16．皮膚腫瘍（上皮系腫瘍）―清原祥夫
17．薬疹―中村晃一郎
18．細菌性皮膚疾患（含抗酸菌感染症）―土田哲也
19．皮膚付属器疾患・肉芽腫症―土田哲也
20．性感染症，動物性皮膚疾患―鈴木正
＜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．皮膚の構造と機能―土田哲也
2．皮膚科の診察法，診断学―土田哲也
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
5．湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹―土田哲也
6．紅斑症・紫斑病，水疱症，付属器疾患，肉芽腫症―中村晃一郎
7．角化症，母斑・母斑症―倉持
8．皮膚腫瘍―倉持

朗

朗

＜外科総論＞
9．外科総論 4

熱傷―田口理史

＜画像＞
10．画像・検査 18 −寺木祐一
＜必須の症候と疾患＞
11．薬疹―中村晃一郎
12．皮疹―中村晃一郎
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 6 単位おこなわれ，小人数討論をおこなった．その他，週
2 回の病棟総廻診へ参加し，中央手術室では，実際に手洗いをして手術の助手として手術に加わった．また，週に 2
回行われる臨床カンファランスと組織カンファレンスに出席した．
≪卒後教育≫
前期・後期研修医を対象とした卒後教育では，外来診療において問診をとるなどの病棟診療においても，重症感染症・
良性・悪性腫瘍，などに対して，検査法，外用療法を含めた治療，光線療法，レーザー治療，また debridment をは
じめとする外科的処置，定期手術，緊急手術などに参加する．皮膚科の診療に不可欠な技術の習得に努める．
≪大学院教育≫
大学院では週 1 回の勉強会を通して専門的な知識の習得に努める．また，蛍光免疫染色，細胞培養，電子顕微鏡
学的手法，分子生物学的実験，タンパク質の定量実験などを行い，アレルギー疾患や色素性疾患の病態解明のための
手技の獲得を行う．
2-3．達成度
≪卒前教育≫
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．
≪卒後教育≫
前期・後期研修医の評価は，外来・病棟研修における診療，手術，病理実習，カンファランス発表，論文などに関
して総括的な評価で行い判定された．
≪大学院教育≫
大学院生の評価は大学院授業への出欠，勉強会への出席上場，実験への参加によって評価を行った．
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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
≪卒前教育≫
本講座では，様々な膠原病に於ける皮疹と全身症状の関連性についての臨床的・病理組織学的検討，ならびにアレ
ルギー性皮膚疾患の病態と治療，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．
≪卒後教育≫
実地診療における
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．

今年度は更に，特に，結節状蔓状神経線維腫の臨床上の問題点を検討し

た．また，本邦に於ける，神経線維腫症 1 型患者さんの医療環境を改善し，Q.O.L. 改善に貢献するための「診療ネッ
トワーク」を，慈恵医大名誉教授の新村眞人教授と作成した．
（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
報告した．
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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．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を行い解析する予定
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．

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

編集委員（土田哲也）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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，日本小児皮膚科学会

6．業績
6-1．23 論文発表・32 学会発表
（おもな原著・雑誌）
① Hirofuji A, Takiguchi K, Nakamura K, Kuramochi A, Tsuchida T, Arai E, Shimizu M. Superﬁcial type of multiple
basal cell carcinoma: detailed comparative study of its dermoscopic and histopathological ﬁndings. J Skin Cancer
385465 , 2011
② Nagashima Y, Tsuchida T. Correspondence between dermoscopic features and epidermal structures revealed by
scanning electron microscope. J Dermatol 38（1）, 35 -40, 2011.（Jan）
③ Nagashima Y, Akita M, Tsuchida T. Relationship between the three-dimentional structure of the human plantar
epidermis and the dermoscopic patterns seen in meloanocytic nevi. Dermatology . 222（1）67-73. 2011（Feb）
④ Kato T, Saeki H, Tsunemi Y, Shibata S, Sekiya T, Nakamura K, Kakinuma T, Kagami S, Fujita H, Tada Y, Sugaya
379

皮膚科

M, Tamaki K Cysteinyl leukotriene receptor 2 gene polymorphism -1220 A/C is not associated with atopic
dermatitis or psoriasis vulgaris in Japanese patients.. J Dermatol. 38（5）:497-9, 2011（May）
⑤ Takahashi H, Nakamura K, Kaneko F, Nakagawa H, IIzuka H, Japanese Society for Psoriasis. Analysis of psoriasis
patients registered with the Japanese Society for psoriasis research from 2002 ? 2008. J Dermatol. 1-6, 2011
（Dec）
⑥新井康介 , 江田二葉 , 橋本学 , 中村晃一郎 , 倉持朗 , 新井栄一 , 土田哲也．頬部脂腺癌．皮膚病診療 34（3）:293-296,
2012.（03）
⑦土田哲也 . 皮膚科セミナリウム（第 85 回）. 膠原病．亜急性皮膚エリテマトーデス : 深在性エリテマトーデス . 日
皮会誌 . 122（6）, 1533-1537. 2012.（05）
⑧安井宏仁 , 倉持朗 , 滝口光次郎 , 田口理史 , 中村晃一郎 , 土田哲也．タキサン系抗癌剤で治療した Stewart-Treves
症候群の 1 例 .

皮膚科の臨床 53（10）, 1459-1462, 2011.（10）

⑨倉持朗 . 母斑症，血管腫

先天性血管拡張性大理石様皮斑，Klippel-Trenaunay 症候群，Sturge-Weber 症候群，

神経線維腫症 2 型，Schwannomatosis，McCune-Albright 症候群，母斑性基底細胞癌症候群，および神経線維腫
症 1 型の結節状蔓状神経線維腫に対する対応補遺 . 日皮会誌 . 121（13）: 2768 ? 2804. 2011.（12）
⑩倉持

朗 . NF1（レックリングハウゼン病）の臨床：オーバービュー .

第 2 回遺伝カウンセリングアドバン

ストセミナー 神経線維腫症 1 型（レックリングハウゼン病）テキスト / 日本遺伝カウンセリング学会 , 1-23,
2011
6-2．獲得研究費
1）厚生労働省がん研究助成金：悪性黒色腫の新しい診断及び治療法の開発に関する研究：研究協力者
2）厚生労働科学研究補助金：神経皮膚症候群に関する調査研究班：分担研究者

土田哲也

倉持朗

3）厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患予防・治療事業：アトピー性皮膚炎の症状の制御および治療の
普及にかかわる調査研究班 : 分担研究者

中村晃一郎

4）厚生労働科学研究費補助金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 35 回皮膚脈管膠原病研究会主催：2012 年 2 月 16 日〜 2 月 17 日 .（会長土田哲也）
3．第 75 回日本皮膚科学会東京支部学術大会主催：2012 年 2 月 18 日〜 2 月 19 日 .（会長土田哲也）

7．自己点検・評価
診療面では，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，来年度も診療面での治療成績の向上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．理解力や実践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，教育主任 : 診療科長：排尿障害：博士

矢内原仁（YANAIHARA, Hitoshi）

：准教授 : 研究主任，診療副課長：内視鏡手術：博士

中平洋子（NAKAHIRA, Youko）

：講師：教育副主任：女性泌尿器科：博士

堀永

：講師：研究副主任：病棟医長：泌尿器科全般：博士

実（HORINAGA, Minoru）

花島文成（HANASHIMA, Fuminari） ：助教：泌尿器科全般
丹羽直也（NIWA, Naoya）

：助教：泌尿器科全般（4/1 〜 9/30）

勝井政博（KATSUI, Masahiro）

：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, Mashiro）

：実験助手

猪股美香（INOMATA, Mika）

：秘書

2．教育
A．卒前教育
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と一般的な事を学ぶ．
2-2．教育内容（担当者）
BSL：1 週間の期間ではあるが，花島，丹羽，勝井を中心とし指導して，患者さんの訴えや症状を聞きとり，問診する．
カルテ記載にも慣れるように努力する．担当患者の手術や検査には立会い，臨床現場の経験を積むようにする．レポー
ト作成に関して個別に指導する．
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する．
2-3．達成度
BSL は 1 週間と短く，経験できる手術症例にはどうしても偏りが生じてしまうが，その期間内では積極的に泌尿器
科を経験する．
2-4．自己評価と次年度計画
泌尿器領域でも，腹腔鏡手術や内視鏡手術が普及しており，BSL の学生がその手術を見学できる機会も増えてきた．
このように手術手技に対しては，ただ見学するだけではなく，より具体的に方法や手技を詳細に説明するように努力
する．手術に限らず，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続ける．
B．卒後教育（研修医）
2-1．目的・目標
泌尿器科学の臨床の現場を上級医師と共に研修する．
2-2．教育内容（担当者）
研修期間は，研修医管理委員会の規定に従いますが，おおむね 1 ケ月から 3 ケ月間です．1 ケ月の短期間でも構
いませんので，もし希望があれば，泌尿器科を研修先の候補に選択して下さい．
研修医の先生が執刀を経験してもらう手術・検査手技は，膀胱鏡検査，腹部エコー，経直腸前立腺エコー，前立腺
針生検，逆行性腎盂尿管造影，尿管ステント留置術，膀胱瘻造設，腎瘻造設術，腎瘻交換，陰嚢水腫の根治術，包茎
に対する環状切開術等です．ただ，上級医師の判断でより高度な処置が施行可能と判断した場合は，上級医師の責任
の下で，担当できる手技の範囲を徐々に広げていけるように対応します．
泌尿器科内での定期的なカンファレンス（症例カンファレンス，放射線科との画像カンファレンス，連絡会等）に
も参加してもらい，ただ聞くだけではなく，意見があれば，発言してもらいます．
学会発表，学会参加に関しては，機会があればの状況によりますが，希望があれば可能な範囲で経験できるように
検討します．
研修管理委員は中平です．ただ，泌尿器科は主治医制であるので，朝倉，矢内原，堀永も研修の先生の指導に随時
あたります．
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2-3．達成度
研修期間内で，病棟業務，手術，検査に立会い，泌尿器科を可能な範囲で経験してもらう．
2-4．自己評価と次年度計画
研修医の先生が，泌尿器領域の手術手技，泌尿器科全般の標準的な内容等を直接触れられるような研修システムの
環境作りに今後も努力を続ける．研修終了後は，研修医管理委員会の指示に基づき，各自に対して評価をします．

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．しかし，現状では保険診療では
ないので，患者さんの自己負担の支払い金額が比較的高額である事等により，実際のところは症例が増えていないの
が現況である．保険適応のある他の低侵襲手術を使用することも考慮中である（矢内原，朝倉）
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を目指した基礎研究．（マウスの正所性膀胱癌モデルを用いて
検討）
生理学教室との共同研究では，エレクトロポレーション法を利用して膀胱癌に対する遺伝子治療の研究．
3-3．研究内容と達成度
研究部門では，生理学教室と共同で膀胱癌に対する基礎研究を検討した．
前述のごとくレーザーの前立腺肥大症の低侵襲手術に対しては，症例数が稼げない状況であった．
3-4．自己評価・次年度計画
泌尿器科からの臨床検討や基礎検討が，将来的に患者さんに貢献できるような臨床応用できる事を目標にしていま
す．今後，

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
泌尿器科は，午前中の泌尿器科疾患一般外来に加え，午後の専門外来（排尿障害，男性不妊，前立腺精査）を開い
ている．当院泌尿器科は，埼玉県下，周辺地域において泌尿器科の拠点病院である．特に西埼玉地区で，泌尿器科関
連の救急疾患（腎外傷，精巣捻転，結石性の尿路感染症の急性期）に対応できる病院は他になく，泌尿器科診療に関
しては地域医療へ充分貢献していると思われる．他院から泌尿器科関連の救急疾患での転院依頼には随時対応してい
る．また，腎臓内科と連携し慢性腎不全関連手術を当院では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 Matsumoto K, Kikuchi E, Horinaga M, Takeda T, Miyajima A, Nakagawa K, Oya M. Intravesical Interleukin-15
gene therapy in an orthotopic bladder cancer model. Human Gene Therapy 2011 Jul 8
② Yanaihara H, Sakamoto F, Matsushima M, Aonuma K, Horinaga M, Nakahira Y, Asakura H. Clinical assessment of
perioperative course of patients undergoing laparoscopic nephrectomy or adrenalectomy without perioperative
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bowel management. Hinyokika Kiyo. 2011 Aug;57（8）:407-9.
和文
③矢内原

仁，坂本

博史，松島 , 将史，青沼

佳代，堀永

実，中平

洋子，朝倉

博孝．

腎・副腎に対する腹腔鏡下手術における周術期腸管管理を省略した症例の周術期経過の検討
泌尿器科紀要

2011 57 巻 :8 号 : 407-409

学会発表
海外
④ Minoru Horinaga, Ryuichi Fukuyama, Masahiro Iida, Masashi Matsushima, Hitoshi Yanaihara, Yoko Nakahira,
Munehisa Ueno, Hirotaka Asakura
Enhanced antitumor effect of combination intravesical BCG plus Docetaxel therapy in an orthotopic bladder
cancer model（# 2697）
第 102 回アメリカ癌学会 （2010 年 4 月 2 日〜 6 日，Orland, Florida）
⑤ Minoru Horinaga, Ryuichi Fukuyama, Masahiro Iida, Masashi Matsushima, Hitoshi Yanaihara, Yoko Nakahira,
Munehisa Ueno, Hirotaka Asakura
Enhanced antitumor eﬀect of intravesical BCG plus Docetaxel therapy in an orthotopic bladder cancer model
（#521）
第 106 回アメリカ泌尿器科学会（2011 年 5 月 14 日〜 5 月 19 日，Washington DC）
⑥ 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-muscle-invasive bladder cancer
following single postoperative immediate intravesical chemotherapy（#1757）
第 106 回アメリカ泌尿器科学会 （2011 年 5 月 14 日〜 5 月 19 日，Washington DC）
国内
⑦矢内原

仁，坂本

博史，平澤

陽介，松田

香，堀永

実，中平

洋子，朝倉

博孝

重症感染後の萎縮腎に対する腹腔鏡下腎摘除術の周術期管理（OP-102）
第 99 回日本泌尿器科学会総会 （2011 年 4 月 21 日〜 24 日，名古屋）
⑧丹羽

直也，中平

洋子，花島

文成，堀永

実，矢内原

仁，朝倉

博孝

腹腔鏡下に摘除した尿膜管膿瘍の 1 例
ベストプレゼンテーション賞
第 58 回埼玉泌尿器科地方会 （2011 年 6 月 18 日，さいたま）
⑨花島

文成，中平

洋子，丹羽

直也，堀永

実，矢内原

仁，朝倉

博孝，中元

秀友，鈴木

洋通

当院における CAPD カテーテル挿入症例の臨床検討 （O-052）
第 17 回日本腹膜透析医学会総会 （2011 年 9 月 24 日〜 25 日，大宮）
⑩勝井

政博，中平

洋子，花島

文成，堀永

実，矢内原

仁，朝倉

博孝

コイル塞栓術が有効であった左腎動脈破裂の一例
第 59 回埼玉泌尿器科地方会 （2011 年 11 月 19 日，さいたま）
著書：欧文 0 編，和文 0 編，計 0 編
論文数：欧文 2 編，和文 1 編，計 3 編
学会発表数：国際 3，国内 20，計 23 回
6-2．獲得研究費
特になし
6-3．受賞
丹羽

直也

Presentation 賞受賞

腹腔鏡下に摘除した尿膜管膿瘍の 1 例
ベストプレゼンテーション賞
第 58 回埼玉泌尿器科地方会 （2011 年 6 月 18 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
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7．自己点検・評価
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，
他院からの転院の要請にも随時対応している．当院の泌尿器科が拠点病院である自負を持っている．次年度は，
臨床面のおける当院泌尿器科の現況を対外的にも積極的にアピールして，より多くの患者さんに対して，診療をして
いきたい．
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，BSL 実習に対しては，スキルスラ
ボ（9 号館 2 階）での疑似体験を積極的にとりいれ，より高い成果をあげられるように努力する予定．実習を該当す
る泌尿器科医師は，泌尿器科の魅力を学生に対して熱意をもって教育していけるように環境を目指している．
研究においては，限られた泌尿器科スタッフ数であり，臨床業務を優先するため多，研究を追求する時間が不足し
がちである現状にある．次年度も継続して行われければならない．
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1．構成員
米谷

新（YONEYA, Shin）: 教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：代表指導教員（大学院）
：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：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）：網膜硝子体疾患，遺伝子治
療開発研究：博士

堀江公仁子（HORIE, Kuniko）
：准教授：ゲノム医学研究センター : 遺伝子研究：博士
樺澤

昌（KABASAWA, Sho）
：講師：教育員：研究員：網膜疾患

土橋尊志（TSUCHIHASHI, Takashi）
：講師：教育員：研究員：遺伝性網脈絡膜疾患：博士
袖山丈男（SODEYAMA, Takeo）: 助教：教育員：研究員
今井大介（IMAI, Daisuke）: 助教：教育員：研究員
渋谷雅之（SHIBUYA, Masayuki）: 助教：教育員：研究員
中島理幾（NAKAJIMA, Masaki）: 助教：教育員：研究員
上山数弘（UEYAMA, Kazuhiro）: 助教：教育員：研究員
尾股秀和（OMATA, Hidekazu）: 助教：教育員：研究員
大和

史（YAMATO, Fumi）: 助教：教育員：研究員

秋山

淳（AKIYAMA, Tadashi）: 助教：教育員：研究員

榮木

悠（SAKAKI, Yuu）: 助教：教育員：研究員

客員教授：八子恵子（YAGO, Keiko）村山耕一郎（MURAYAMA, Kouichiro）, 新家
非常勤講師：大木隆太郎（OHKI, Ryutarou），野寄

眞（ARAIE, Makoto）

忍（NOYORI, Shinobu），斎藤民也（SAITOU, Tamiya）
，島田

佳明（SHIMADA, Yoshiaki）, 魵澤伸介（EBISAWA, Nobusuke）, 大木孝太郎（OHKI, Kotaro），濱中輝彦（HAMANAKA,
Teruhiko）
，山下英俊（YAMASITA, hidetosi）
非常勤医師：川崎いづみ（KAWASAKI, Izumi）田北博保（TAKITA, Hiroyasu）
魵澤知子（EBISAWA, Tomoko）
：岡村記念クリニックに出向中
斎藤民也（SAITOU, Tamiya）
：おおのはら眼科に出向中

2．教育
卒前教育
2-1．目的･目標
一般的な目標：臨床実習に際して感覚器疾患の診察に参加するために，眼科の主要な疾患の病態，症候，診断に関
する基礎的な知識を習得する．
具体的な目標：
（1）眼器官の局所解剖が具体的にイメージすることができ，生理機能について説明ができる．
（2）眼感覚器における主要な自覚・他覚的徴候を挙げ，その病態を説明できる．
（3）主要疾患の原因，病態別の分類が列挙できる
（4）主要疾患の病態生理を理解し，説明できる．
（5）主要疾患の診断の手順，検査法の理解と診断における必要性を理解し，説明できる．
（6）主要な疾患の治療方針を概説できる．
（7）主要な手術について概説できる．
（8）眼科疾患で使用する主たる薬剤について，作用，副作用について説明できる．
2-2．教育内容（担当者）
眼科学（感覚器・視覚）は 4 年生，6 年生に講義形式の授業．5 年生には BSL および共通プログラムとしての講義
を担当した．4 年生に対しては本年より分子生物学を含めた新しい知識や治療についても講義の一部に取り入れ，幅
広い知識を習得で来るように改善した．さらに，デジタルプレゼンテイションをより有効に利用し，眼底写真や蛍光
眼底造影，さらに多くの画像を利用して判りやすく講義を行った．実際の手術はビデオモニターを使用し，臨場感の
ある興味を持てるような内容を呈示するよう心掛けた．
5 年生の BSL では，各自入院して手術を受ける患者さんを担当し，問診から手術前の検査とその持つ意味について，
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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

視覚

（レーザー治療）

村山 視神経障害，眼瞼および眼窩腫瘍
森

眼の解剖と機能
網膜疾患（1）・（2）

眼科薬理学

視機能の異常

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）
大木（孝）

房水流出路と緑内障（2）

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

月

火
水
木
金

午前
午後
Orientation
蛍光眼底造影（クルズス）
Ope 患振り分け，Report 説明
眼底疾患一般（クルズス）
13:30 〜本部棟 6F 医局・野寄
細隙灯検査，眼底検査
9:30 〜本館 9F カンファレンスルーム・斎藤
角結膜疾患，緑内障（クルズス）
白内障手術見学・助手（実習）
9:30 〜 本部棟 6F 医局・非常勤医師
13:30 〜本館 9F アイセンター手術室・各担当医師
問診，診察の指導
Ope 患・Case の説明
屈折・視野検査説明
9:30 〜本館 9F 病棟・非常勤医師
13:00 〜本館 9F 病棟・大木
16:00 〜本館 2F 外来・新藤
硝子体，緑内障手術見学・助手（実習）
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
本館 9F アイセンター手術室・各担当医師
総回診見学
細隙灯の復習
試問・総括
9:30 〜本館 9F 病棟・米谷
Ope 患者の診察 13:30 〜
16:00 〜本部棟 6F 医局・森
本部棟 6F 医局・森

（６年生）
米谷

眼の構造と機能・生理

村山

前眼部疾患

眼底疾患
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
眼疾患 【臨床実習の再チェック（診察法・検査・画像など）】

魵澤

白内障、眼外傷
ぶどう膜疾患
眼外傷、結膜炎

2-3．達成度
4 年生，5 年生，6 年生に対する講義は全て予定どおり実施された．
5 年生では，BSL で予定された内容のほぼ習熟ができたと考える．
2-4．自己評価と次年度計画
講義内容は毎年新しい内容を加え，さらに PC プレゼンテーションを生かし，多くの画像を呈示できるようになっ
たことで，理解しやすく講義することができた．眼疾患では救急での対応や全身疾患に伴う眼疾患については，その
重要性と疾患の理解が深まるように説明した．
次年度の教育の計画は本年度のプログラムを基本にして構成する．眼科の検査は特殊であるため，BSL 期間では十
分に習得することは難しいが，検査の意味や結果の解釈ができるように指導したい．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．
卒後教育
2-1．目的・目標
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（1）眼科入局 1 〜 2 年終了時には，指導医の下で，眼科のほぼ全般的な疾患を経験する．
（2）3 年目以降は独力で診断でき，治療方針を立てられる．
（3）医局内発表や臨床報告，基礎研究を主体とした学会報告，論文を経験し，理論的背景を伴った臨床的能力を
養うトレーニングをする．
（4）眼科手術のトレーニングでは，最初の 2 年間で硝子体手術を含めた多数の手術助手を経験し，充分なイメー
ジトレーニングし，3 年目以降では，全ての内眼手術の基盤となる白内障手術を術者として行う．
（5）レーザー治療の実践も指導医の下に段階的に取得していく．
2-2．教育内容（担当者）
外来，病棟主治医として行った自分の診断，治療方針を指導医に毎回提出し，チェックを受けながら，自分の思考
過程を常に確認していくことを原則としている．
2-3．達成度
非常に多くの臨床経験が得られ，それを十分に議論する機会が得られた．達成度としては高いものと考える．
2-4．自己評価と次年度計画
大学付属病院（教育機関）しては，高い質を維持できていると考えるが，これを次年度にも継続し，患者とのより
高い信頼性の構築と，事故のないようにすること，医療サイドの健康面での配慮もできる余裕を得られるようなシス
テム構築が必要．
大学院教育
2-1．目的・目標
眼科入局後，前期後期に分けて前期は卒後教育と同様の内容になる．後半の 2 年間では，前半の 2 年間を基に，
指導教授と相談の上，興味ある点をさらに深く追求し，また疑問点解決のための方策を検討．研究は，研究グループ
に属して行われ，実験およびデータ採取，データ生理と管理，論文のまとめ方など一貫した指導を受ける．尚，大学
院で基礎研究のみに専属するのではなく，臨床に結びついた研究をするため，臨床を経験しながら研究を行うことに
なります．基本的な配分は以下の通り．
1 年目：臨床 60%，研究 40%
2 年目：臨床 40%，研究 60%
3 年目：臨床 20%，研究 80%
4 年目：臨床 20%，研究 80%
2-3．達成度
23 年度は該当者おらず．
2-4．自己評価と次年度計画
23 年度は該当者おらず．

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（研究プロジェクト）
（1）加齢黄斑変性における遺伝子多型解析
構成員：森圭介，上山数弘，土橋尊志，樺澤昌，堀江公仁子，米谷

新（以上；眼科），粟田卓也（内分泌内科），井上聡，

岡崎康司，村松正實（以上；ゲノム医学研究センター）
（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
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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 人以上になっており，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．本年度は京都大学，そ
の多施設と共同研究も行われている．達成度：90%
（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法がなく，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 23 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，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
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
日本眼科学会

評議員（米谷

日本眼循環学会

理事（米谷

新）

日本レーザー医学会

新）

理事・監事（米谷

埼玉県眼科医会名誉顧問（米谷
手術談話会世話人（森
埼玉県眼科医会（森

新）

新）

圭介）
圭介）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本眼科学会雑誌査読（米谷

新）

Jpn J Ophthalmol 査読（米谷

新）

Invest Ophthalmol Vis Sci 査読（米谷
日本眼科学会雑誌（村山

新）

耕一郎）

Documenta Ophthalmologica（村山

耕一郎）

Japanese journal of Ophthalmology（村山
神経眼科（村山

耕一郎）

耕一郎）

PLoS ONE Editing（森
PLoS ONE Editor（森

圭介）
圭介）

Review Panel of Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging（森

圭介）

Editorial Board Member, Journal of Ocular Biology, Dieases and Infromatics（森
OSLI reiview（森
JJO Review（森
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圭介）

JJO 査読（森

圭介）

BJO 査読（森

圭介）

眼科手術査読（森

圭介）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本眼科学会

監事（米谷

新）

さいたま医事関係事件鑑定人（米谷

新）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Yamashiro K, Mori K, Nakata I, Tsuchihashi T, Horie-Inoue K, Nakanishi H, Tsujikawa A, Saito M, Iida T, Yamada
R, Matsuda F, Inoue S, Awata T, Yoneya S, Yoshimura N. Association of elastin gene polymorphism to agerelated macular degeneration and polypoidal choroidal vasculopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011.11; 52
（12）:8780-8784.
② Kabasawa S, Mori K, Horie-Inoue K, Gehlbach PL, Inoue S, Awata T, Katayama S, Yoneya S Associations of
cigarette smoking but not serum fatty acids with age-related macular degeneration in a Japanese population.
Ophthalmology 2011.06; 118（6）:1082-1088.
③ Arakawa S, Takahashi A, Ashikawa K, Hosono N, Aoi T, Yasuda M, Oshima Y, Yoshida S, Enaida H, Tsuchihashi T,
Mori K, Honda S, Negi A, Arakawa A, Kadonosono K, Kiyohara Y, Kamatani N, Nakamura Y, Ishibashi T, Kubo M.
Genome-wide association study identiﬁes two susceptibility loci for exudative age-related macular degeneration
in the Japanese population. Nat Genet 2011;43:1001-4. 2011.05; 43:1001-1004.
④松下恵理子，福島敦樹，石田晋，白木邦彦，米谷新，執印太郎 von

Hippe-Lindau（VHL）病における網膜血管

腫発病症の全国疫学調査結果 あたらしい眼科 （株）メディカル葵出版 2011.12; 28（12）.
⑤森圭介 加齢黄斑変性の病因論としての遺伝学．Geriat Med 2011; 49: 413-417. 2011.04; 49:413-417.
⑥「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」班
（VHL）病診療ガイドライン 株式会社

編集 , フォン・ヒッペル・リンドウ

中外医学社 2011.12;

⑦ Tsuchihashi T,Mori K,Horie-Inoue K,Kabasawa S,Imai D,Ueyama K,Omata H,Inoue S,Awata T,Yoneya S
Genotype-phenotype

correlation in patients with age-related macular degeneration in the Japanese

populationTEAM2011（第 50 回 日本網膜硝子体学会総会・
⑧上山数弘，森圭介，土橋尊志，堀江公仁子，粟田卓也，井上聡，米谷新 加齢黄斑変性のラニビズマブの治療成
績に影響する遺伝子多型と術前因子の検討第 115 回日本眼科学会総会 2011.05; 東京国際フォーラム
⑨堀江公仁子，森圭介，井上聡，米谷新 日本人加齢黄斑変性における LRP1B 遺伝子多型の関連第 115 回日本眼
科学会総会 2011.05; 東京国際フォーラム
⑩土橋尊志，森圭介，堀江公仁子，粟田卓也，井上聡，米谷新 加齢黄斑変性の光線力学的療法の治療成績に影響
する遺伝子型と表現型の検討第 115 回日本眼科学会総会 2011.05; 東京国際フォーラム
【総数：論文 6 件，学会発表 8 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費
平成 23 年度厚生労働科学研究費補助金

障害者対策総合研究事業（感覚器障害分野）加齢黄斑変性に対する個別

化医療実現のための前向き研究にもとづくゲノムワイド関連解析（吉村長久，山城健児，根木，昭，米谷新，岩田岳）
1,800 千円
平成 23 年度厚生労働科学研究費補助金

難治性疾患克服 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（執印太郎，篠原信雄，矢尾正祐，菅野洋，澤村豊，西川亮，若林俊彦，倉津純一，米谷新，福島敦樹，西
森功，伊藤鉄英）800 千円
文部科学省科学研究費補助金 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）910 千円
6-3．受賞
日本眼科学会特別貢献賞

米谷新

6-4．特許，実用新案
加齢黄斑変性易罹患性の判定方法および判定キット
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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第 66 回埼玉眼科講習会

川越プリンスホテル

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 24 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．現在，多施設の共同解析による，
大規模前向き研究を進行している．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．また 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，役割分担ができた．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

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：研究員：指導教員（大学院）
：頭頸部外科学，
鼻腔生理学，鼻副鼻腔手術，中耳手術：博士
池園哲郎（IKEZONO, Tetsuo）
：教授：教育員：副診療科長：副研究主任：指導教員（大学院）
：中耳炎，人工内耳，
外リンパ漏，遺伝カウンセリング：博士
中嶋正人（NAKASHIMA, Masato）
：講師：教育員：専門医員：研究員：大学院教員（大学院）鼻副鼻腔手術，鼻腔
生理学，口腔咽頭科学
上條

篤（KAMIJYO, Atsushi）
：講師：教育員：専門医員：研究員，大学院教員（大学院）：アレルギー性鼻炎，慢
性副鼻腔炎：博士

新藤

晋（SHINDOU, Susumu）
：講師：教育員：専門医員：研究員，大学院教員（大学院）：内耳疾患，めまい：
博士

中島正己（NAKAJIMA, Masami）
：助教：教育員：専門医員：研究員
和田伊佐雄（WADA, Isao）
：助教：教育員：専門医員：研究員：博士
杉崎一樹（SUGIZAKI, Kazuki）: 助教：教育員：専門医員：研究員
松田
林

帆（MATSUDA, Han）: 助教：教育員：専門医員：研究員
崇弘（HAYASHI, Takahiro）: 助教：教育員：専門医員：研究員

堤内亮博（TUTUMIUCTI, Katsuhiro）: 助教：教育員：専門医員：研究員
客員教授：善浪弘善（YOSHINAMI, Hiroyoshi）: 耳鼻咽喉科手術：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，畑邦彦（HATA, Kunihiko ），飛田正（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 渉（NAKAGAWA,Wataeru）, 金
子研吾（KANEKO, Kengo）
：博士，岡本孝（OKAMOTO, Takashi），飯田孝（IIDA, Takashi），福田哲（HUKUDA,
Satoshi）

2．教育
2-1．目的･目標
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（加瀬康弘）
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，13 時限を使用して，3 年生から 4 年生の学習内容を復習
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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 IT を駆使して講義がなされたことにより，学生の評判は良好で，授業中の態度の改
善や試験成績の向上が認めらた．5 年次の BSL では教授を中心としたスタッフ全員で，密着した指導を行ったが，学
生に臨床実習への意欲的な取り組みを引き出せた．
2-4．自己評価と次年度計画
以上の如く，教育には十分努力し，目標を達成したと自己評価している．

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 ( 研究プロジェクト )
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．内耳の研究では，人工内耳の臨床研究，非症候性遺伝性難聴，症候性遺伝性難聴（アッ
シャー症候群）
の臨床研究ならびに遺伝子診断に取りくんでいる．また難聴遺伝子とその蛋白産物に関する基礎研究，
トランスレーショナルスタディーとして外リンパ瘻診断技術の開発研究も行った．
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．
耳科学研究では，中耳炎術式の改良の研究は順調にすすみ学会でも高い評価を得た．外リンパ瘻診断技術の開発研
究では，新たに開発した CTP 蛋白検査法が外リンパ瘻診断基準に正式に採用された．
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．外リンパ瘻診断技術をひろく臨床的に活用するため先進医療
新規申請へむけて準備を進めている．また外リンパ瘻診療ガイドラインの作成にも取り組み，国際的に広めていきた
い．

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
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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．耳科学においては新たに人工内耳手
術，アブミ骨手術を開始した．

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．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本耳鼻咽喉科学会代議員
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，ANL（Auris
Nasus Larynx）
（以上，加瀬康弘）
Editorial Board: The Open Otorhinolaryngology Journal
Associate Editor: Auris Nasus Larynx - Elsevier
日本めまい平衡医学会査読委員・評議員
日本耳科学会査読委員
日本聴覚医学会評議員（以上，池園哲郎）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
聴覚障害者向けに積極的に説明会を行った．
『人工内耳説明会』 特定非営利活動法人千葉県中途失聴者・難聴者協会
『補聴器と人工内耳相談会』 埼玉県聴覚障害者協会
『聞こえに関する講演会―補聴器と人工内耳』 千葉市中途失聴・難聴者協会
『人工内耳』 埼玉県耳の日講演会
（以上，池園哲郎）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Ikezono T, Shindo S, Sekiguchi S, Sekine K, Shiiba K, Matsuda H, KUsama K, Kataoka R, Pawankar R, Baba S, Yagi T,
Okubo K. Cochlin-tomoprotein (CTP) detection test identiﬁes traumatic perilymphatic ﬁstula due to penetrating
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middle ear injury.

Acta Otolaryngol. 131(9):937-44, 2011

②加瀬康弘：真菌症 ? カンジダ . 耳喉頭頚 83:136-140,2011
③上條

篤：花粉症に対する新治療 ? ボツリヌス療法の検討から . アレルギー・免疫 19: 86-91, 2012

④新藤晋，池園哲郎【反復するめまいへの対応】外リンパ瘻：ENTONI

136: 8-13, 2012

⑤ Ikezono.T： Symposium. Inner Ear Proteomics and its Application to Novel Diagnositic Method of Perilymphatic
Fistula, 11th Japan-Taiwan Conference on Otolaryngology-Head and Neck Surgery, (Kobe-Hyogo, Japan)
,2011.12
⑥和田伊佐雄，上條

篤，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 22 回日本頭頸

部外科学会（福島市）2012.1
⑦松田帆 , 池園哲郎 , 杉﨑一樹 , 坂本圭 , 伊藤彰紀：外リンパ瘻診断基準改訂案について , 第 56 回日本聴覚医学会
総会・学術講演会（福岡県福岡市）2011.10
⑧杉﨑一樹 , 池園哲郎 , 新藤晋 , 松田帆 , 小川洋 , 堤内亮博 , 平岩文 , 和田伊佐雄 , 柴﨑修 , 中嶋正人 , 善浪弘善 , 坂
本圭 , 加瀬康弘：CTP 検査を用いた中耳真珠腫による内耳瘻孔深達度診断の工夫 , 第 21 回日本耳科学会総会・
学術講演会（沖縄宜野湾市）2011.11
⑨中嶋正人，堤内亮博，和田伊佐雄，柴崎修，善浪弘善，池園哲郎：フィブリン糊を使用せず大穿孔でも可能な新
しい日帰り鼓膜形成術について，第 108 回日本耳鼻咽喉科学会埼玉県地方部会（さいたま市）2011.6
⑩堤内亮博 , 和田伊佐雄，柴崎修，中嶋正人 , 池園哲郎 , 加瀬康弘：耳鼻咽喉科疾患から波及した脳膿瘍の 2 症例 ,
日本耳鼻咽喉科学会埼玉県地方部会（さいたま市）2011.6
【総数：論文 9 件，学会発表 25 件，講演 7 件】
6-2．獲得研究費
1．厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業

研究奨励分野

研究代表者
研究課題名 「新規診断マーカー CTP を用いた難治性内耳疾患の多施設検討」
2．厚生労働科学研究費補助金

難治性疾患克服研究事業

臨床調査研究分野

研究課題名「前庭機能異常に関する調査研究」
3．厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業

研究奨励分野

分担研究者
研究課題名「優性遺伝形式をとる遺伝性難聴に関する調査研究」
4．厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業

研究奨励分野

分担研究者
研究課題名 「Usher 症候群に関する調査研究」
5．私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
低分子 RNA の人体器官系における機能解明と治療戦略への展開
分担研究者
研究課題名 「臓器特異的に発現している低分子 RNA の基盤研究」
（以上，池園哲郎）
6．厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業

研究奨励分野

分担研究者
研究課題名 「新しい外リンパ漏診断マーカーＣＴＰの時空間的発現の検討」
（以上，新藤晋）
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
（特許取得）
1.【日本】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許番号：特許第 4172777 号（2008 年 8 月 22 日）
2.【日本】発明の名称：耳治療用成型物
特許番号：特許第 4172808 号（2008 年 8 月 22 日）
3.【外国 中国】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許番号：ZL03815172.3
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4.【外国 オーストラリア】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許番号：2003243985（2009 年 7 月 3 日）
5.【外国 米国】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許番号：US 7,863,005 B2 （2011 年 1 月 4 日）
6.【外国 欧州】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許番号：EP 1533319

B1 （2011 年 1 月 12 日）

7．
【日本】発明の名称：眼振誘発装置
特許番号：特許第 4625973 号
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
北埼玉東上耳鼻咽喉科臨床研究会，2011.7.29，川越市
第 32 回東上耳鼻咽喉科臨床研究会，2011.8.26，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
鼻アレルギー関連，鼻腔通気性関連，難聴遺伝子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，多くの医局員が新たに加わったことにより，地域の需要に応えるのみならず，一層高度な診
療レベルをめざしていきたい .
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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：研究主任：神経耳科学：博士
柴崎

修（SHIBAZAKI, Osamu）
：講師：診療副科長：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
新藤

晋（SHINDOH, Susumu）
：講師（耳鼻咽喉科兼任）：耳鼻咽喉科学，神経耳科学：博士

杉﨑一樹（SUGIZAKI, Kazuki）
：助教（耳鼻咽喉科兼任）
和田伊佐雄（WADA, Isao）
：助教（耳鼻咽喉科兼任）：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
加藤晴弘（KATO, Haruhiro）
：非常勤講師
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：博士

島貫朋子（SHIMANUKI, Tomoko）
：非常勤医員

2．教育
2-1．目的･目標 :
卒前教育：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．
卒後教育：後期研修医については，症状としての，めまい・平衡障害，耳鳴・難聴，顔面神経麻痺，についての基
本的な診療が出来るように研修させることを目的とする．めまいに関しては，めまいの救急患者に対する対応も習得
する．
大学院教育：現在該当者はいないが，前庭代償に関する研究をテーマとし，前庭眼反射と，速度蓄積機構の検討を
介して，眼振および眼球運動の解析を行う．さらに，その応用として，頭位性めまい，ひいては機能的な頭位眼振の
解発メカニズムにも迫る．
2-2．教育内容（担当者）:
卒前教育：
今年度の授業については以下の通りであり．今後も授業内容の充実を図る．
日時

担当学年

講義名

担当者

5 月 12 日

4 学年

耳の解剖と生理

5 月 18 日

4 学年

臨床推論

5 月 21 日

4 学年

聴覚検査法（1）内耳・中耳・聴覚伝導路

柴崎

修

5 月 21 日

4 学年

聴覚検査法（2）難聴の診断

柴崎

修

5 月 26 日

4 学年

平衡機能（1）機能検査

伊藤彰紀

5 月 26 日

4 学年

平衡機能（2）めまいの診断

伊藤彰紀

6月

3日

4 学年

鼻科学診断法

三島陽人

9月

症状の鑑別

伊藤彰紀
めまい（1）

めまい

水野正浩

6日

4 学年

救急

9 月 21 日

4 学年

臨床推論

9 月 24 日

6 学年

耳鳴・難聴

伊藤彰紀

9 月 27 日

6 学年

神経耳科学（1）重点解説

水野正浩

9 月 27 日

6 学年

神経耳科学（2）問題演習

水野正浩

10 月 4 日

6 学年

めまい

柴崎

担当学年

講義名

担当者

めまいの検査・診断法実習

伊藤彰紀

症状の鑑別

水野正浩
めまい（2）

水野正浩

修

BSL について：
曜日

月曜日午後 5 学年
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卒後教育：後期研修医に対する教育が中心となる．特に全科にわかり関連する，めまい症状に対する研修を重点的に
行った．今後も救急対応を含めて研修医教育に力を注ぐ予定である．
大学院教育：現在該当なし
2-3．達成度
卒前教育：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．
卒後教育：後期研修医に対する，めまいの研修について，救急対応，良性発作性頭位めまい症の病態の理解，理学療
法の理解など，十分達成できたものと考えている．
大学院教育：現在該当なし
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．
卒前教育：4 年生の授業を 9 時間，6 年生の授業を 4 時間担当した．授業内容について，毎年修正・更新し，出来る
だけ学生の理解を深めるための努力を行った．5 年生の BSL についても，5 年生全員を対象とし，耳鼻咽喉科の BSL
の一環として，月曜日の午後に神経耳科領域を担当し，指導を行った．
卒後教育：神経耳科において，特にめまいの臨床についての研修を希望した，前期および後期研修医 4 名について，
それぞれ 1 ヶ月ごとの指導を行った．臨床において，めまいは頭痛と共に頻繁に遭遇する臨床症状のひとつであり，
研修医にとってめまいの研修は不可欠なものと考えられ，従って当科での研修は今後の実地臨床に必ず役立つものと
確信している．

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）:
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
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
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 23 年度
の診療実績は以下の通りである．外来新来患者数 2,163 名，再来患者数 4,899 名，入院患者数 78 名．外来新来患者
のうち，めまい疾患 1,346 名，聴覚疾患 1,236 名，顔面神経疾患 99 名，その他 76 名であった（重複あり）
．入院
患者の内訳はめまい疾患 9 名，聴覚疾患 34 名，顔面神経疾患 5 名であった．入院治療を行った高度の突発性難聴，
重度の顔面神経麻痺などでは，他の報告や全国統計に比べていずれも良好な成績であった．また，難治性めまいに対
する鼓室 GM 注入療法や，頭位性めまいに対する理学療法においても良好な治療成績であった．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉県公安委員会指定医師（耳鼻咽喉科）
（伊藤彰紀）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本耳鼻咽喉科学会

編集委員（水野正浩）

医学の歩み誌

編集協力者（水野正浩）

日本めまい・平衡医学会 ER 誌編集委員（伊藤彰紀）
日本耳鼻咽喉科学会

査読委員（伊藤彰紀）

Acta Otolaryngol 査読委員（伊藤彰紀）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本耳鼻咽喉科学会評議員（伊藤彰紀）
日本耳鼻咽喉科学会・埼玉地方部会常任理事（伊藤彰紀）
日本耳鼻咽喉科学会・埼玉地方部会学術委員長（伊藤彰紀）
日本めまい平衡医学会理事（伊藤彰紀）
日本めまい平衡医学会評議員（伊藤彰紀）
学校法人埼玉医科大学評議員（伊藤彰紀）

6．業績
6-1．論文・学会発表
①伊藤彰紀：急性めまいと脳卒中ー神経耳科の立場から．脳と循環
②伊藤彰紀，柴崎

修：メニエール病．医学と薬学

③伊藤彰紀，柴崎

修：めまいの耳鼻科的治療．Medical Practice

16: 2: 45-48 ,2011

67: 3: 371-376 ,2012
29: 3: 489-493 ,2012

④伊藤彰紀：特別講演「突発性難聴の診断と治療」蕨戸田市医師会学術講演会，2011, 5, 11，戸田市
⑤伊藤彰紀：特別講演「難聴の診断と治療について」坂戸鶴ヶ島医師会学術講演会，2011, 7, 15，川越市
⑥柴崎

修，高橋壽彦，仲田拡人，和田伊佐雄，中嶋正人，善浪弘善，伊藤彰紀，加瀬康弘：気道症状を主訴とし

た再発性多発性軟骨炎の 1 例．第 112 回日本耳鼻咽喉科学会総会学術講演会，2011, 5, 19-21，京都市
⑦柴崎

修，水野正浩，伊藤彰紀，杉崎一樹，新藤

晋，池園哲郎：メニエール病難治例に対するステロイドホル

モン剤の選択について．厚生労働省難治性疾患克服研究事業

前庭機能異常に関する調査研究班 , 平成 23 年度

報告会，2012, 1, 21，東京
⑧伊藤彰紀：講演『高齢者のめまいについて，加齢性平衡障害を含めて』北多摩耳鼻咽喉科医会学術講演会，2012, 2,
22，東京
⑨柴崎

修，
伊藤彰紀，
水野正浩：当科における突発性難聴の治療成績．第 26 回東京 - 埼玉神経耳科研究会，2010, 7,

2，東京
⑩伊藤彰紀，柴崎

修，三島陽人，水野正浩，池園哲郎：温度刺激検査で異常眼運動が誘発された症例．第 27 回

東京 - 埼玉神経耳科研究会，2012, 1, 28，川越市
【総数：論文 3 件，学会発表 8 件，講演 5 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 27 回東京 - 埼玉神経耳科研究会，2008,11,29，川越市（担当世話人：伊藤彰紀）
第 11 回埼玉県めまい・難聴研究会，2009,2,23，さいたま市（代表世話人：伊藤彰紀）

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
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可能な限りの努力を行い，一定の成果を達成したと考える．論文発表数が少ないことに関しては次年度に努力をした
い．
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1．22）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：代表指導教員（大学院）
：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：指導教員（大学院）
：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：指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）
：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：大学院教員（大学院）
：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：外来医長：大学院教員（大学院）
：遺伝医学：生殖内分泌学：不妊症治療学：スポー
ツ医学：博士

西林

学（NISHIBAYASHI，Manabu）
：講師：病棟医長：周産期医学：胎児超音波：子宮脱：博士

鈴木元晴（SUZUKI，Motoharu）
：講師：周産期医学：不妊症治療学：博士
木村真智子（KIMURA，Machiko）
：助教：教育員・専門医員・研究員：博士
高橋幸子（TAKAHASHI，Sachiko）
：助教：教育員・専門医員・研究員
菊地真理子（KIKUCHI，Mariko）
：助教：教育員・専門医員・研究員
田丸俊輔（TAMARU，Shunsuke）: 助教：教育員・専門医員・研究員
佐藤加寿子（SATO，Kazuko）
：助教：教育員・専門医員・研究員
水上順智（MIZUGAMI，Yoshinori）
：助教：教育員・医員・研究員
湊口美紀（MINATOGUCHI，Miki）
：助教：教育員・医員・研究員
仲神宏子（NAKAGAMI，Hiroko）
：助教：教育員・医員・研究員
鈴木裕之（SUZUKI，Hiroyuki）
：助教：教育員・医員・研究員
新澤

麗（NIZAWA, Rei）
：助教：教育員・医員・研究員

栃木秀乃（TOCHIGI, Hideno）
：助教：教育員・医員・研究員
瀬戸さち恵（SETO，Sachie）
：助教：教育員・医員・研究員
ジャパラト・プリシャパニト（PRECHAPANICH，Japarath）：特別協力研究員
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
羽生真由子（HANYU，Mayuko）
：非常勤講師
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
「卒前教育」生殖医学，周産期医学，婦人科腫瘍学，女性骨盤底医学から構成される産科婦人科学は，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
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守備範囲を持つ．卒前教育では，これら広範な学問的基盤に基づき，学生の興味と関心を引く多彩な基礎的および臨
床的な知識と技術を紹介教授するとともに，臨床現場における実務体験と経験により，創造力溢れる人間性と国際性
の豊かな医師を養成することを目標とする．
「卒後教育」研修医・専門医教育では，産科婦人科学の特性を活かし，産婦人科専門医資格取得に十分な臨床的経
験と知識を積むとともに，サブスペシャリティ資格取得を見据えて，分野を超えた最先端の知識と技術を幅広く習得
した研究マインドに溢れる医師を養成することを目標とする．
「大学院教育」大学院教育では，研究テーマを徹底的に解明するための方法論と技術論を取得し，自ら研究計画を
立案することができる自主独立の研究者を養成するために，部門・分野を超えた学際的交流と支援を進め，臨床マイ
ンドに溢れる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）
「卒前教育」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．
「卒後教育」初期研修医産婦人科研修（臨床研修指導医ら），産婦人科専攻医研修（産婦人科専門医），産婦人科専
門医取得後の各種サブスペシャリティ資格取得のためのトレーニング（各分野専門医）
「大学院教育」医学博士取得のための研究指導および論文執筆指導（大学院指導教員）
2-3．達成度
「卒前教育」
，
「卒後教育」
，
「大学院教育」講義，実習，その他について，予定通り達成された．
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」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．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．
「卒後教育」臨床研修指導医，産婦人科専門医，各分野専門医による丁寧な指導が行われ，臨床トレーニングと臨
床研究の融合された十分な成果をあげた．引き続き教育体制の整備を進める．
「大学院教育」各研究テーマに適合した環境を整備し基礎研究に専念する時間を確保できた．今後の発展が期待で
きる．

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（梶原，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（木村，難波，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（西林，永田，埼玉医大泌尿器科との共同研究）
d）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（石原，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（岡垣，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（石原，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（板倉，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，ハイリスク妊婦における過程血圧測定を用いた妊
娠高血圧症候群の早期発見のための多施設共同研究（三木，多施設研究者による共同研究）
i）母子手帳に記載された情報を用いた妊娠高血圧症候群発症に影響を与える遺伝，胎内環境および生育環境の検
討（佐藤，三木，板倉）
j）卵巣明細胞腺癌における，予後推定を目的とした後方視的解析（鈴木裕（院）埼玉医科大学国際医療センター
病理診断科と連携）
k）絨毛外絨毛細胞によるらせん動脈リモデリングにおけるマイクロ RNA の機能解析（田丸（院）埼玉医科大学ゲ
ノム医学研究センター

ゲノム科学部門との共同研究）

l）子宮内膜脱落膜化過程における microRNA の役割と機能解析（栃木（院）埼玉医科大学ゲノムセンターとの共
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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）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）ヒューマンサイエンス研究資源バンクに臍帯提供を行った．
g）妊婦過程血圧の妊娠期間全域のデータ 250 名を提供した．
h）研究に用いる子宮内膜間質細胞の培養実験を開始した．
i）卵巣明細胞腺癌の予後推定因子としての分子マーカーを免疫組織学的手法により探索した．
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・学術審議会生命倫理・安全部会委員（生殖補助医療研究専門委員会主査および特定胚及びヒ
ト ES 細胞等研究専門委員会委員）
，厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会専門委員（ヒト胚研究に関する審査専門
委員会委員）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
療費助成事業実施医療機関指定調査会副会長，Board Member,

International Committee for Monitoring ART, WHO，

Member, the Reproductive Medicine Working Group, TAG on GURM to the ICD11. DRHR, WHO：以上石原
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
査読委員 Human Reproduction, Journal of European Pharmacology, Endocrine Journal, Journal of Obstetrics, Gynecology
& Research：以上石原
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，同倫理委員会委員および登録・調査小委員会委員，同生殖・内分泌委員会委員，本邦
の一般不妊治療における排卵誘発による多胎発生の実態調査に関する小委員会委員長，日本生殖医学会常任理事およ
び同倫理委員会委員長，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，日本内分泌学会評議員，GID
学会理事，日本生殖内分泌学会評議員，日本胎盤学会評議員，埼玉県産婦人科医会理事，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，同周産期医療運営委員会委員：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，日本臨床分子形態学会評議員，埼玉産
科婦人科学会雑誌編集委員：以上梶原
日本産科婦人科学会生殖・内分泌委員会「本邦の一般不妊治療における排卵誘発による多胎発生の実態調査に関す
る小委員会」委員，日本骨盤底医学会幹事，TVM 研究会幹事：以上岡垣
日本人類遺伝学会評議員，日本臨床スポーツ医学会評議員：以上難波

6．業績
6-1．論文・学会発表
① O.Ishihara , Y.Yoshimura
Damages at Japanese assisted reproductive technology clinics by the Great Eastern Japan Earthquake of 2011
Fertil Steril 95（8）:2568-70,2011
② T.Kajihara , H.Tochigi , S.Uchino , A.Itakura , J.J.Brosens , O.Ishihara
Differential effects of urinary and recombinant chorionic gonadotropin on oxidative stress responses in
402

産科・婦人科

decidualizing human endometrial stromal cells.
Placenta 32:592-7, 2011
③ M.Kimura , M.Hara , A.Itakura , C.Sato , K.Ikrbuchi , O.Ishihara
Fragment size analysis of free fetaL DNA in maternal plasma using Y-STR loci and sry gene ampliﬁcation
Nagoya J Med Sci 73（3,4）:129-35,2011
④板倉敦夫，新澤

麗

精神神経疾患をもつ母体，向精神薬を服用している母体の影響
周産期医学 41（11）:1475-8,2011
⑤永田一郎
特集

いま，骨盤臓器脱が新しい− QOL の向上を追及して−骨盤臓器脱に対する手術療法の変遷と適応

産婦人科の実際 60（12）:1915-33,2011
⑥相馬廣明，仲神宏子，栃木秀乃
胎盤のみかたと死産胎盤の病理
産科と婦人科 78（6）:647-53,2011
⑦三木明徳，菊地真理子，新澤

麗，中山真人，難波

聡，西林

学，板倉敦夫，石原

理

産科自己血貯血症例に対するエリスロポエチン製剤投与の有効性の検討
第 47 回日本周産期・新生児医学会学術集会（札幌）2011.7.10-12
⑧佐藤加寿子，三木明徳，大丸貴子，大口昭英，西林
鈴木佳克，板倉敦夫，石原

学，高木耕一郎，竹田善治，

理

妊娠家庭血圧の基準範囲の設定
第 32 回日本妊娠高血圧学会（金沢）2011.10.21-22
⑨仲神宏子，三木明徳，菊地真理子，大澤洋之，難波

聡，梶原

健，岡垣竜吾，板倉敦夫，石原

理

肥満妊婦の帝王切開における皮下ドレーン留置の有用性
第 63 回日本産科婦人科学会学術講演会（大阪）2011.8.29-31
⑩角さち恵，菊地真理子，梶原

健，岡垣竜吾，板倉敦夫，石原

理

当院における卵巣出血の管理
第 121 回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会（東京）2011.6.12
（平成 23 年 1 月〜 12 月の件数）
【総数：論文 32 件，学会発表 76 件，講演 46 件】
6-2．獲得研究費
平成 23 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

国立医薬品食品衛生研究所室長

小島

肇

分担研究者

埼玉医科大学教授

石原

理

平成 23 年度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

上杉富之

分担研究者

埼玉医科大学教授

石原

理

平成 23 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

荻野

均

分担研究者

埼玉医科大学教授

板倉敦夫

平成 23 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C））
着床不全に対する新規治療法の開発とその臨床応用（平成 23-25 年度）
研究代表者

埼玉医科大学准教授

梶原

健

学内グラント
着床不全に対する新規治療法の開発とその臨床応用（平成 22-23 年度）
研究代表者

埼玉医科大学准教授

梶原

健

大和証券ヘルス財団調査研究助成
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着床不全子宮内膜における microRNA の治療標的，診断マーカーとしての有用性に関する検討
研究代表者

埼玉医科大学准教授

梶原

健

平成 23 年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究（B））
癌細胞傷害活性と免疫賦活効果を示す NKT 細胞を応用した新規・卵巣癌免疫療法の開発 （平成 23-24 年度）
研究者
平成 23 年

埼玉医科大学助教

鈴木元晴

落合記念賞研究助成金

着床不全子宮内膜における microRNA の治療標的，診断マーカーとしての有用性に関する検討
研究代表者

埼玉医科大学助教

栃木秀乃

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
Consensus2010 に基づく第 2 回新生児蘇生法「専門（A）」コース講習会
埼玉医科大学育成医療センター日本周産期・新生児医学会公認

2011.5.21

板倉敦夫，三木明徳
Consensus2010 に基づく第 3 回新生児蘇生法「専門（A）」コース講習会
埼玉医科大学育成医療センター日本周産期・新生児医学会公認

2011.10.29

板倉敦夫，三木明徳
さんしゅう会

2011.5.16

二葉新館

第 10 回ゆずの木周産期病診連携セミナー

2011.7.4

グランドホテル WIN

テーマ「妊娠・分娩時の血圧」
代表世話人

板倉敦夫

第 11 回ゆずの木周産期病診連携セミナー

2012.1.16

グランドホテル WIN

テーマ「胎児・新生児のみかた−心臓を中心に−」
代表世話人

板倉敦夫

第 6 回埼玉西部産婦人科臨床研究会

2012.2.16

グランドホテル WIN

7．自己点検・評価
「医学部」
学生と研修医，
専攻医の教育システムがさらに充実し，高い教員の意識を反映し，ほとんどの学生と研修医，
専攻医が満足度の高い教育と研修を受けることができた．
研究は内外各機関，教室との共同研究を継続し，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．
「大学院」大学院入学者が新たなコラボレーションのもとに新規研究を開始し，今後の成果が期待される．
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1．23）歯科・口腔外科
1．構成員
依田哲也（YODA , Tetsuya）
：教授：運営責任者：教育主任：研究主任：診療科長：代表指導教員（大学院）
：顎関
節疾患：博士
坂田康彰（SAKATA , Yasuaki）
：講師：指導教員（大学院）：唇顎口蓋裂，顎変形症：博士
佐藤

毅（SATO, Tsuyoshi）
：講師：指導教員（大学院）：歯周病：博士

中本紀道（NAKAMOTO, Norimichi）
：講師：顎変形症，睡眠時無呼吸症候群：博士
福島洋介（FUKUSHIMA , Yosuke）
：助教
［非常勤講師］ 小林明男（KOBAYASHI , Akio），大河原勉（OGAWARA, Tsutomu），原田

清（HRADA, Kiyoshi）
，

葛西ひとみ（KASAI, Hitomi）
，坂本一郎（SAKAMOTO, Ichiro），藤田幸弘（FUJITA, Yukihiro），伊藤大輔（ITO,
Daisuke）
，
今井謙一郎（IMAI , Kenichiro）
，
茂木世紀（MOGI, Seiki），千田

大（CHIDA, Dai），古敷谷昇（KOSHIKIYA,

Noboru）
［ 非 常 勤 医 員 ］ 栗 橋 建 夫（KURIHASHI, Tateo）， 田 口 茂 和（TAGUCHI, Shigekazu）， 古 株 彰 一 郎（KOKABU,
Shoichiro）
，壁谷

信（KABEYA, Makoto）

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育
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．
卒後教育
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．
大学院教育
学位論文作成を可能とする基礎および臨床研究を行う．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
・医学部 4 年生担任（小林）
・口腔外科学講義
・解剖学講義

医学部 4 年生（依田，小林，都丸，今井，坂田，下山）

医学部 1 年生（依田）

・広島大学歯学部講義 4 年生（依田）
・医学部 4 年生実習（坂田）
・毛呂看護学校講義

1 年生（佐藤）

卒後教育
・研修医ランチョンセミナー（佐藤）
・歯科医師臨床研修指導（依田，坂田，佐藤，中本，福島）
大学院教育
・該当なし
2-3．達成度
卒前教育
概ね予定の教育内容を達成できた．
卒後教育
概ね予定の教育内容を達成できた．
大学院教育
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
卒前教育
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．
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卒後教育
研修期間の 2 年間で基礎的な口腔外科分野および一般歯科診療の知識と手技の習得ができるよう，指導内容を
工夫する．麻酔科・救命救急センター研修においては，今後の口腔外科手術や病棟管理における全身管理の重要
性や手技の習得ができるようバックアップする．
大学院教育
前年度と同様に，大学院生指導教員を中心に学位取得のみならず，生涯の研究テーマとなれるような研究ができ
るよう指導する．

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
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．
入院診療においても前年と大きな変動はないが，今後はインプラントを中心とした先進医療のさらなる充実と専門
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
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東京医科歯科大学ポスト

C.D.E 実習コース

すぐに役立つ顎関節症の診査と治療法

東京医科歯科

歯科・口腔外科

大学

平成 23 年 6 月

・依田哲也

北埼玉郡市歯科医師会学術講演会

・依田哲也

浦和歯科医師会学術講演会

・古株彰一郎
の役割

行田

平成 23 年 7 月

さいたま市

歯科基礎医学会学会賞受賞講演

平成 23 年 10 月

BMP シグナルにおける転写因子 Smad1 のリン酸化と脱リン酸化

第 53 回歯科基礎医学会学術大会ならび総会

・古株彰一郎

ゲノム医学研究センター学術集会

長野

平成 23 年 10 月

骨量調節における BMP3 の役割

ゲノム医学研究センター

平成 23 年 10 月
・依田哲也

鶴見歯科医師会学術講演会

・依田哲也

工業イノベーションスクール

横浜

平成 23 年 11 月

・依田哲也

学際企画講演会

東京

平成 23 年 11 月

・依田哲也

学際企画講演会

福岡

平成 23 年 12 月

・依田哲也

学際企画講演会

大阪

平成 23 年 12 月

臨床医からみた医療機器開発の経験談

浦和

平成 23 年 11 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 A, Hori N, Fukushima Y, Nakamoto N, Sakata Y, Yamanaka H, Chida D, Abe T, Yoda T.
Proteomic analysis of a masticatory muscle tendon-aponeurosis hyperplasia: a preliminary study using 2D-DIGE
system. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology 2012（in press）.
② Imai K, Kokabu S, Sato T, Nakamoto N, Kobayashi A, Yoda T. A case of a large Foreign body in the hypopharynx
removed under general anesthesia in an elderly man with dementia and paralysis. Hosp. Dent.（Tokyo）2011;23
（2）:119-121
③ Kokabu S, Imai K, Sakata Y, Fukushima Y, Enoki Y, Yoda T. Two cases of tetanus with achief complaint of trismus
without obvious wound history. Hosp. Dent.（Tokyo）2011;23（2）:115-118
④ Chida D, Miyoshi M, Sato T, Yoda T, Kikusui T, Iwakura Y. The role of glucocorticoids in pregnancy, parturition,
lactation, and nurturing in melanocortin receptor 2-deﬁcient mice. Endocrinology 2011;152（4）:
⑤中本紀道

佐藤毅

田哲也

榎木祐一郎

中本文

堀直子

福島洋介

坂田康彰

坂本一郎

荒木隆一郎

側面頭部エックス線規格撮影を用いた咀嚼筋腱・腱膜過形成症患者の顎顔面形態分析

1652-1660.
藤田幸弘

依

日本顎関節学会

雑誌 2011 年 23 巻 3 号 149-154
⑥堀直子

佐藤毅

坂田康彰

中本紀道

福島洋介

中本文

穐田真澄

る筋および腱組織の微細構造ならびに元素組織に関する比較検討
⑦福島洋介

依田哲也

荒木隆一郎

中嶋京一

口腔保湿剤アクアムーカスの使用経験
⑧新村昌弘

榎木祐一郎

折笠聡樹

堀直子
福島洋介

咀嚼筋腱腱膜過形成症におけ

日本顎関節学会雑誌

中本紀道

日本口腔科学会雑誌

横関雅彦

依田哲也

佐藤毅

2011 年 23 巻 3 号

坂田康彰

口腔乾燥症患者に対する

2011 年 24 巻 2 号 159-164

中本紀道

佐藤毅

坂田康彰

荒木隆一郎

依田哲也

オステオトームテクニックによるインプラント埋入後 3 年間の骨量変化に関する 3 次元的 CBCT 画像解析評価
日本口腔診断学会雑誌

2011 年 24 巻 2 号 159-164

⑨中本紀道，依田哲也：アゴの痛みに対処する
筋腱・腱膜過形成症）クインテッセンス出版

2章

なぜこの症例はなおらなかったのか？

3 開口障害（咀嚼

2011 年 64-70

⑩中本紀道，依田哲也：緩徐に進行した開口制限

デンタルダイアモンド

36 巻 13 号

2011 年 111-112

デ

ンタルダイアモンド社
【総数：論文 9 件，学会発表 15 件，講演 10 件】
6-2．獲得研究費
○依田哲也：平成 23 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
○佐藤毅：平成 23 年度科学研究費補助金

基盤研究 C：メラノコルチン受容体作業薬の骨代謝における作用の解

析と顎骨壊死に対する臨床応用
○坂田康彰：平成 23 年度科学研究費補助金

基盤研究 C：慢性再発性アフタの遺伝要因を決定する HLA アリルの

連鎖解析
○中本紀道：平成 23 年度科学研究費補助金

若手研究Ｂ：Ｔ細胞介在性口腔炎症性疾患における Th17 細胞及び

コリン性抗炎症機構の関与の検討
6-3．受賞
○堀直子

佐藤毅

坂田康彰

中本紀道

福島洋介

中本文

穐田真澄

依田哲也咀嚼筋腱腱膜過形成症に対する
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筋腱組織組成の比較分析
○古株彰一郎

片桐岳信

科基礎医学会学会賞

優秀ポスター発表賞
依田哲也

第 1 回石橋賞

第 24 回日本顎関節学会総会・学術大会

BMP シグナルにおける転写因子 Smad1 のリン酸化と脱リン酸化の役割

歯

第 53 回歯科基礎医学会学術大会ならび総会

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
○千田大：ストレス関連疾患病態モデルによる視床下部−下垂体−副腎軸の生理的役割の解析
卒後教育講演会

埼玉医科大学病院

平成 24 年 2 月

7．自己点検・自己評価
今年度は現在の体制となって 3 年目であり，診療，教育，研究面においてさらなる充実が求められた．外来にお
いて 1 日来院患者数は横ばいであったものの，それぞれの専門性を生かした診療体制を構築することができた．また，
病診連携を推進することで，前年度よりも高い紹介率を達成することができた．入院診療においても，入院患者数に
大きな増減はなかったが，医局会で行っている術前ミーティングおよび診療後に毎日行っているカンファレンスによ
り，患者の満足度の高い医療を提供できたと考える．今後は各自の専門性や年次にあわせて，口腔外科専門医や指導
医の取得をふくめたスキルアップに努力する．教育面でも前年度と同様に，充実した学生，研修医および大学院生教
育を行うことができた．次年度も引き続き具体的でわかりやすい教育を行っていく予定である．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おり，本年度は当該分野で権威のある学
会で 2 つの賞を受賞することができた．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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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

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）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
前田恭子（MAEDA, Kyoko）助教：脳卒中，嚥下リハビリテーション：修士
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 22 人，作業療法士 13 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）
2-2-1．卒前教育
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，前田 , 牧田・内田（国
際医療センター）
）
．
2-2-2．卒後教育
初期研修医 3 名に対して 1-4 週間の期間でリハビリテーション医学の研修指導を行った（間嶋，倉林）．
2-2-3．大学院教育
今村貴幸に対する「自重を用いた在宅レジスタンストレーニングが慢性期心疾患患者の運動耐用能に及ぼす効果」
のテーマについての博士論文作製の指導を行った（間嶋，倉林）．福田敏幸に対する「足部筋電図反応時間から見た
バランス機能に及ぼす加齢の影響」のテーマについての博士論文作製の指導を行った（間嶋，倉林）．
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 , 前田 , 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）
予備的検討の結果は第 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．平成 23 年度末で検討患者は
185 例に達した . 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）
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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，35 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．この結果は第 49 回日本リハビ
リテーション医学会関東地方会（東京）で発表した . 又これに関連する症例報告も同地方会（第 50 回、51 回）で発
表した .
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，
平成 23-25 年に文科省研究費を獲得して継続した研究を行っている．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．
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 23 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・足浴の適応症・禁忌症の改訂，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温泉療法医教育研修会等で報告した．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、前田、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 70％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 , その結果を H24 年度開催予定の日本リハビリテーション医学 ,
国際リハビリテーション医学会で発表予定である .
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委託業務（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），日本温泉気候物理医学会雑
誌編集副委員長（倉林）
，
国際温泉気候連合会監事（倉林），日本温泉協会理事（倉林），日本医学雑誌編集会議委員（倉
林）
，Am J Phys Med Rehabil 査読委員（倉林），Dysphagia 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（2011.6，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前田恭子 , 間嶋満 , 倉林均，菱沼亜紀子：ANCA 関連血管炎により多発神経炎をきたした 2 症例に対するリハビ
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リテーション．第 49 回日本リハビリテーション医学会学術集会 2011.11（福岡）
②前田恭子 , 間嶋満 , 倉林均：Critical illness polyneuropathy の 1 例におけるリハビリテーションの経過．第 49 回
日埼玉県医学会総会 2012.1（埼玉）
③鈴木英二 , 豊田実穂 , 小林直人 , 蛭田和良 , 小林浩美：脳卒中患者に対する談話の評価−予備的調査−．埼玉県医
学会雑誌 46:257-260,2011.
④ 倉 林 均： 呼 吸 器 疾 患 の 温 泉 療 法． 温 泉 療 法 医 研 修 会 テ キ ス ト． 日 本 温 泉 気 候 物 理 医 学 会 編 , JTB 印 刷 ,
p63-70,2011.
⑤倉林均：安全入浴法―血小板・凝固・線溶―．温泉療法医研修会テキスト．日本温泉気候物理医学会編 , JTB 印刷 ,
p91-199,2011.
⑥倉林均：温泉とリハビリテーションに香りを．Aroma Research 12:307-311,2011.
⑦笹﨑静雄 , 山田英次 , 倉林均 , 菱沼亜紀子 , 田村遵一 , 久保田一雄：ナトリウム−塩化物泉蒸気浴がアレルギー性
鼻炎に及ぼす臨床的効果．第 76 回日本温泉気候物理医学会総会 2011.5（鹿児島）
⑧間嶋満 , 倉林均 , 菱沼亜紀子 , 前田恭子：当科入院患者で , 透析療法を要した慢性腎不全患者に対するリハビリ
テーションの帰結 . 第 49 回日本リハビリテーション医学会関東地方会 2011.9（東京）
⑨間嶋満 , 前田恭子，菱沼亜紀子 , 倉林均：破壊性脊椎関節症による難治性疼痛がリハビリテーションの進行を著
しく阻害した慢性腎不全の一症例．第 50 回日本リハビリテーション医学会関東地方会 2011.12（東京）
⑩間嶋満 , 前田恭子 , 倉林均：持続する発熱の原因が膀胱炎であった透析療法を要する慢性腎不全の 1 例．第 51
回日本リハビリテーション医学会関東地方会 2012.3（埼玉）
【総数：論文 4 件、学会発表 28 件】
6-2．研究費
科研費：間嶋満：基盤研究（C）
：脳梗塞発症後に発見された耐糖能異常の臨床的意義に関する検討（170 万円）
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（410 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（400 万円）
6-5．学会開催
1）第 12 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー（埼玉医大

2011 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
松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）
：教授：診療科長，教育主任，代表指導教員：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, Katsushi）
：教授：診療副科長，研究主任，指導教員：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，指導教員：臨床麻酔，麻酔と循環，術前評価：医学博士

岩瀬良範（IWASE, Yoshinori）
：准教授：教育副主任，研修担当医長，指導教員：臨床麻酔，医用情報処理，モニ
タリング：医学博士
東

俊晴（AZMA, Toshiharu）
：講師：外来医長，指導教員：医学博士

伊藤大真（ITO, 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
小川さおり（OGAWA, Saori）
：助教（11 月〜）
中原なほみ（NAKAHARA, Naomi）
：研究助手
客員教授 1 名，客員准教授 2 名，客員講師 1 名，非常勤講師 15 名，非常勤医員 21 名，計 40 名 .

2．教育
2-1．教育の目的・目標
麻酔科学は臨床医学としては基礎医学に近い学問であり，麻酔臨床上必要な事項についてはより深い基礎医学の知
識を必要とする．従って麻酔科学の講義では個別の知識吸収を第一の目的とはせず，生命機能管理学として臨床生理
学，臨床薬理学的な事項の理解を主とし，臨床実習では救急蘇生法，人工呼吸法，疼痛管理などの学習に重点を置く．
2-2．教育内容と分担
4 年生で「診療の基本」に含まれる麻酔科学の系統講義は，2 学期の 13 時限を次のように振り分けた . 4 年生
（1）麻酔とは歴史，発展・・・菊地博達，
（2）酸・塩基平衡，電解質，輸液・・・宮尾秀樹，（3）全身麻酔と吸
入麻酔薬・・・松本延幸，
（4）静脈麻酔法と静脈麻酔薬，筋弛
緩薬・
・
・長坂

浩，
（5）重篤な麻酔合併症・
・
・市原靖子，
（6）局所麻酔薬，硬膜外麻酔，脊椎麻酔，神経ブロック・
・
・

土井克史，
（7）吸入麻酔法，気管挿管，麻酔器，モニタ−・・・岩瀬良範，
（8）循環生理と循環作動薬，心疾患の麻酔・
・
・
北村
田

晶，
（9）痛みの生理と薬理，ペインクリニック・・・有山

裕，
（11）産科麻酔・・・照井克史，
（12）小児麻酔・・・水上

川崎

淳，（10）呼吸生理と呼吸器疾患の麻酔・・・磨
智，（13）術後疼痛管理とタ - ミナルケア・・・

潤

4 年生「臨牀推論」毎週水曜日 4，5 時限

1班7〜8名

A，B 各 8 班

全 16 班を本院麻酔科（水上・松本）7 班，

国際医療センター（北村）5 班，総合医療センター（宮尾）4 班に分担した．
内容はそれぞれの担当者に一任した．
本院麻酔科では約 30 分間の麻酔記録，麻酔用語などの説明ののち手術室で実際の麻酔器，モニター等に触れ臨床
麻酔の一端を経験した．
5 年生は 4 名を 1 グループとして BSL 5 日間のうち火，水，木曜日は大学病院と国際医療センターに 2 名ずつに
分かれて実習を行った（総合医療センターでは 2 − 3 名を別個に分担）．実習 5 日間の内に各自数例の麻酔症例を担
当し，そのうちの 1 例についてレポートを作成させた．月・・・症例検討会，オリエンテーションと麻酔科学概論，
挿管実習，救急蘇生など（水上，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
（3）麻酔と周術期管理・・・磨田
北村
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裕，
（4）外来麻酔・・・宮尾

晶，
（6）麻酔各論 / 全身麻酔・・・松本延幸

薫，（2）麻酔各論 / 局所麻酔・・・有山

淳，

秀樹，（5）疼痛管理（ペインコントロ−ルなど）
・・・

麻酔科

2-3．教育評価と達成度
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．

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

俊晴，星島

宏）

（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）

（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 23 年度，3，962 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 3,964 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
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が出来た．次年度以降の課題は，スタッフの増員，診療内容の充実と小児，産科，脊椎外科麻酔部門や集中治療部門
などの専門分野の拡充を目指す．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員など
（1）菊地・・・厚生労働省医薬食品局医事審議会医薬品等安全対策部会員
独立行政法人

医薬品医療機器総合機構

安全部

医薬品安全課

副作用検討会委員

（2）松本・・・あん摩マッサ−ジ指圧師，はり師及びきゅう師国家試験委員
（財団法人

東洋療法研修試験財団）5-2

学術誌， 編集委員， 査読委員など

5-2．学術誌， 編集委員， 査読委員など
（1）菊地・・・日本麻酔科学会準機関紙「麻酔」編集委員， 臨床麻酔学会誌査読委員
日本麻酔科学会機関誌「Journal of Anesthesia」査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
なし

6．業績
6-1．論文・学会発表（代表論文と発表）
①岩瀬良範：2012 年度麻酔科関連保険診療報酬改定の要望（公募を含む）．
日本麻酔科学会第 58 回学術集会（神戸）2011.5.
②岩瀬良範：ASA-RVG を用いた麻酔科医師のワークロード評価．
日本麻酔科学会第 58 回学術集会（神戸）2011.6
③伊藤大真，東

俊晴，塚本真規，星島

宏，杉本由紀，菊地博達：ブピバカインが惹起するヒト単球系細胞

THP-1 の細胞障害，スーパーオキサイド産生，NADPH オキシダーゼ活性の時間的推移の相違．
日本麻酔科学会第 58 回学術集会（神戸）2011.6
④東

俊晴，杉本由紀，伊藤大真，星島

宏，塚本真規，菊地博達：サブスタンス P による白血球依存性血小板

凝固活性亢進に影響を与える完全長イソ型 NK1 受容体ならびにその他の周術期要因の解析．
日本麻酔科学会第 58 回学術集会（神戸）2011.6
⑤東

俊晴，伊藤大真，星島

宏，土井克史，松本延幸：ブピバカインによるヒト単球系細胞の NADPH オキシダー

ゼ活性増強には P13K 経路が関与する．
日本ペインクリニック学会第 45 回大会（愛媛）2011.7
⑥伊藤大真，東

俊晴，白石正治，土井克史，松本延幸：慢性肛門痛の治療手順に関する一考察．

日本ペインクリニック学会第 45 回大会（愛媛）2011.7
⑦ Propofol Anesthesia is prevent of Emergence Agitation in pediatric patients．
H.Hosijima，R.Takeuchi，N.Kuratani，K.Doi，N.Matsumoto
国際歯科麻酔学会（IADR）第 45 回学術集会（ハンガリー，ブタベスト）2011.9
⑧ Comparison of the Airwayscope? versus Macintosh Laryngoscope in Tracheal Intubation．Scope
国際歯科麻酔学会（IADR）第 45 回学術集会（ハンガリー，ブタベスト）2011.9
⑨竹内梨紗，星島

宏，塚本真規，蔵谷紀文，土井克史，松本延幸：Pentax-AirwayScope はマッキントッシュ型

喉頭鏡に比べ初回気管挿管青効率を上昇させる - メタ分析による検討 第 39 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会（神戸）2011.10
⑩塚本真規，小貫和之，小宅宏史，星島

宏，竹内梨紗，長坂

浩，土井克史，松本延幸：セボフルラン全身麻酔

下でのペンタゾシンの聴性誘発電位（aepEX）と BIS 値に及ぼす影響
第 39 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会（神戸）2011.10
総数：論文

4 件，学会発表

14 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」
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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

（4）使用成績調査：
「デュロテップＭＴパッチ 2.1mg，4.2 mg，8.4mg，12.6 mg，16.8mg

長期使用に関する特

定使用成績調査（慢性疼痛）
」ヤンセンファ−マ株式会社
調査期間：平成 22 年 4 月 27 日（契約締結日） 〜平成 25 年 3 月 31 日
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）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
兒玉圭司（KODAMA, KEIJI）
：講師：腫瘍内科：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：松木盛行）
おもに ER 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．また，外傷の初期診断と縫合や創処置，骨折の治療など
2-3．達成度
ER 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や外傷に対す処置は全員に提供で
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．
研修医一人あたり，1 日平均の日中トリアージ患者平均は 3.8 人．年間の ER 外来患者数は 1133 人，新患患者数
は 514 人であった．

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神経芽細胞腫における腫瘍幹細胞の同定と分離（第一報）：日小外会誌 ,47,4,811
総数：論文 0 件，学会発表 1 件，著書 0 件
6-2．獲得研究費
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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
総合診療および 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）東洋医学診療科
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
（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（TERASAWAI, 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，2011 年 3 月には，「和漢薬（漢方薬）の特徴や使用の現状について概
説できる」と改訂された．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 23 年度も昨年に引き続き，
医学部 2 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 3 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：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：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

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

津崎：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

菊池：
（社）全日本鍼灸学会

編集部員

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

関東甲信越支部

（社）日本東洋医学会

専門医制度委員会

（社）日本東洋医学会

関東甲信越支部

副会長
関東甲信越支部
埼玉県部会

地区委員長

幹事
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（社）日本東洋医学会

関東甲信越支部

（社）日本東洋医学会

学術教育委員

埼玉鍼灸学会

埼玉県部会

副会長

埼玉県部会

幹事

埼玉県部会

幹事

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

（社）日本リウマチ学会
明治薬科大学

評議員

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

関東甲信越支部

（社）全日本鍼灸学会

評議員

（社）全日本鍼灸学会

関東甲信越支部 幹事（学術局長）

埼玉鍼灸学会

会長

日本自律神経学会

評議員

日本温泉気候物理医学会
日本頭痛学会

評議員

評議員

日本サーモロジー学会

東洋医学専門委員

現代医療鍼灸臨床研究会 世話人副代表
維持透析患者の補完・代替医療研究会 世話人
維持透析患者の補完・代替医療研究会
スポーツ鍼灸セラピー埼玉
小俣：
（社）日本東洋医学会
（社）日本東洋医学会

関東支部 世話人

実行委員

代議員
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（用語委員会副委員長）

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

現代医療鍼灸臨床研究会

埼玉県部会 事務局

評議員

小内：維持透析患者の補完代替医療研究会関東支部会
田中：埼玉鍼灸学会

事務局

事務局

6．業績
6-1．論文・学会発表
①磯部秀之：漢方による消化器疾患治療のための診断のポイント 消化器の臨床 14（3）
：P263-266 2011 年 6 月
②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 肘・手の痛み』
（南江堂）. 2011.07. 22-23
③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
（消化機能と鍼灸治療）
. 唾液分泌異常
（dry
mouth）に対する鍼灸治療 . 自律神経 48（3）：235-238,2011.
④菊池友和他：頚椎症性神経根症に対する鍼治療 . 現代鍼灸学 .（1）55 − 64．2011.
⑤新井千枝子：鍼灸クリニカルレポート
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総合医療に向けて医科大学からの発信（第 1 回） 顔面神経麻痺に対す

東洋医学診療科

る鍼灸治療

ベル麻痺とラムゼイ・ハント症候群 . 医道の日本 . 2011.06. 70（6）:66-75

⑥小内 愛：鍼灸クリニカルレポート
療

総合医療に向けて医科大学からの発信（第 8 回） がん患者に対する鍼灸治

リンパ浮腫に対する鍼治療の実際 . 医道の日本 . 2012.02. 71（2）:67-77

⑦田中晃一：鍼灸クリニカルレポート

総合医療に向けて医科大学からの発信（第 7 回） 幻肢痛に対する鍼灸治

療 . 医道の日本 . 2011.12. 70（12）:76-86
⑧鈴木真理：鍼灸クリニカルレポート
灸治療

総合医療に向けて医科大学からの発信（第 4 回） 脳血管障害に対する鍼

急性期における鍼治療効果 . 医道の日本 . 2011.09. 70（9）:95-102

⑨本澤慎也他：埼玉医科大学かわごえクリニックにおける鍼治療の実際 . 全日本鍼灸学会 . 2011.08. 東京
⑩寺澤宏美 , 小俣浩 （山口智）,
,
磯部秀之 , 大野修嗣 , 三村俊英 , 荒木信夫：片頭痛と自律神経 片頭痛の発作予防に
対する鍼治療効果 . 第 39 回日本頭痛学会総会 . 2011.11. 埼玉
総数：論文 23 件，学会発表 48 件
6-2．獲得研究費
1．平成 23 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 公益財団法人

笹川記念保健協力財団 . 2011 年度

緩和ケアにおける癌患者の QOL に及ぼす鍼治療の検討
6-3．受賞：平成 23 年度（日本温泉気候物理医学会研究奨励賞）（山口）
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 19 回（社）日本東洋医学会埼玉県部会を H,24 年 2/26 大宮法科大学院大学にて開催
2）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,23 年 7 月 18 日
3）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,23 年 9 月 18 日
4）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,23 年 11 月 20 日
5）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,24 年 2 月 19 日
6）第 1 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催：平成 23 年 6 月 26 日（日）埼玉医科大学かわごえクリニック 6F 大
会議室
7）第 15 回日本統合医療学会（埼玉）開催：平成 24 年 1 月 14-15 日（日）埼玉県大宮ソニックシティ（小ホール，
市民ホール，展示会場）
8）第 2 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催：平成 24 年 1 月 22 日（日）埼玉医科大学かわごえクリニック 6 階
大会議室

7．自己点検・評価
教育に関しては，
平成 22 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．
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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，副診療科長，研究副主任：放射線診断学，IVR：博士
新津

守（NIITSU, Mamoru）
：教授，診療科長，研究主任，教育副主任：放射線診断学：博士

井上快児（INOUE, Kaiji）
：助教：放射線診断学：博士
平塚真生子（HIRATSUKA, Makiko）：助教：放射線診断学
大澤威一郎（OOSAWA Iichiro）：助教：放射線診断学
根岸

幾（NEGISHI, Chikashi）
：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）
高橋正洋（TAKAHASHI, Masahiro）
：助教
中島玲子（NAKAJIMA, Reiko）
：助教

2．教育
2-1．目的・目標：
放射線医学の正しい知識を伝える．各基本法を解説し，その適用と限界を伝える．解剖の知識を用いて，正常の画
像解剖を理解するよう教える．各疾患における異常像の成立を理解し，診断にたどり着く努力を促す．放射線治療に
ついても，その基本原理から照射適応まで，系統的に教示する．総合的に放射線医学の考え方を理解し，臨床医学に
おいてそれを正しく応用できるように指導する．
2-2．教育内容：
上記目標達成のため，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．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，実際の症例に数多く接することを第一義とする．
その他：臨床実習（BSL）
：医学部 5 年生，16 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：
講義は各教員ごと，学生のアンケートとともに，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 5 年次の CC にも参画予定である．

3．研究
3-1．目的・目標：
1）放射線，磁気共鳴の技術と方法論を用いて形態と機能の両面からの病態の画像化をはかる研究．
2）位相コントラスト技術の活用による X 線診断精度の向上．従来とは異なる理論に基づく X 線画像撮影装置の開
発と基礎実験を開始し，臨床応用を開始した．
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
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．
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3T 高磁場 MRI が大学病院に導入され，最先端の MRI 研究を行う準備が整った．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
4-1．診療科の特徴と診療目的
各種画像診断機器の専門家として，常に設備を最新のものとすべく努力し，高水準の画像診断を迅速に提供するこ
とを第一としている．
4-2．診療実績

4-3．診療内容
診断部門では臨床各科からの要求に迅速に応えつつも正確にして高精度な診断報告書の作成に重点をおいている．
IVR 部門では 24 時間即応体制を敷いており，院内臨床各科の信頼に応えている．
4-4．先進医療の開発
項目 3-1 に記載した．
4-5．実施治験内容
該当なし
4-7．自己評価と次年度目標
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・教育を行って
いきたい．
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5．社会活動
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
放射線防護 Newsletter 誌編集委員（田中）
日本医学放射線学会誌編集委員（新津）
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）
磁気共鳴学会会長（新津）

6．業績
6-1．論文・学会発表：学会発表総数
① Niitsu M, Michizaki A, Endo A, Takei H, Yanagisawa O:
Muscle hardness measurement by using ultrasound elastography: A feasibility study
Acta Radiol. 52: 99-105 2011.
② Tanaka J, Kozawa E, Okamoto Y, Toya M, Sato Y.
Should the dose of contrast medium be determined solely on the basis of body weight regardless of the patient's
gender?
Jpn J Radiol 2011;29:330-334.
③ Inoue K, Kozawa E, Mizukoshi W, Tanaka J, Saeki T, Sakurai T, Kimura F.
Usefulness of diﬀusion-weighted imaging of breast tumors: quantitative and visual assessment.
Jpn J Radiol. 2011.29（6）:429-36
④田中淳司，百生敦，永島雅文，木戸一博
光子の吸収に依存しないＸ線撮像法：汎用Ｘ線管球を用いた Talbot-Lau 干渉計による解剖体の撮像
第 70 回日本医学放射線学会学術総会 2011.5.9-5.20（Web 開催）
⑤井上快児，小澤栄人，斎藤尚子，水越和歌，田中淳司，木村文子 .
乳腺腫瘍の拡散強調画像の有用性について：量的評価と視覚的評価 .
第 70 回日本医学放射線学会総会 . 2011.5.9-5.20（Web 開催）
⑥井上快児，岡田吉隆，高橋正洋，西

直子，山口

浩，矢澤康男 , 木村文子 .

骨盤後腹膜原発の Solitary ﬁbrous tumor の 1 例 .
第 25 回日本腹部放射線研究会 . 2011.06. 大阪
⑦大澤

威一郎，井上快児，平塚真生子，新津守，田中淳司：

穿孔を来たし食道内異物の 2 症例
第 18 回埼玉画像フォーラム

2011.9.3

さいたま

⑧大澤威一郎，井上快児，平塚真生子，田中淳司，新津守，酒井文和，平間崇，金澤實，清水禎彦：
両肺のびまん性すりガラス影を呈した血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫の 1 例
第 440 回日本医学放射線学関東地方会定期大会

2011.12.10. さいたま

⑨ Inoue K, Kimura F, Asakura T, Machida H, Niinami H.
Ruptured aortic and iliac artery aneurysms with unusual presentation: characteristic CT ﬁndings and techniques
for optimal depiction.
Radiological Society of North America's 97th Scientiﬁc Assembly and Annual Meeting. Nov.2011 Chicago, USA
⑩ Tanaka J, Niitsu M, Momose A, Nagashima M, Kido K.
Human medical imaging with reformed X-ray interferometry using a practical X-ray tube: a preliminary study
with normal volunteers.
ECR 2012, Feb 29 - Mar 5, 2012, Vienna, Austria.
【総数 論文 3 件 学会発表 5 件】
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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：開発課題名「高アスペクト比
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：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：
第 23 回日本骨軟部放射線研究会 2012 年 1 月 27-28 日（東京）開催（新津）

7．自己点検・評価
教育では新たな教員を迎え，充実した陣容と内容で講義・実習を達成できた．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．
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．
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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
加藤真吾（KATO, Shingo）
：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
鹿間直人（SHIKAMA, Naoto）
：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．
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
研究内容
対象：2003 年 3 月から 2011 年 3 月までに埼玉医科大学病院および埼玉医科大学国際医療センターにて定位照射
を行った非小細胞肺癌脳転移 107 名を対象とした．
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．
結果：のべ照射定位照射箇所

253 箇所であった．このうち同一箇所に 2 回照射したのは

15 箇所 /11 名，同

一箇所に 3 回照射したのは 5 箇所 /4 名であった．また全脳照射を行ったものは 47 名であった．このうち定位照射
後に全脳照射を行ったものは 26 名である．
全脳照射非施行者のうち，同一箇所に 3 回照射した者は，3 箇所 /3 名であった．
達成度：同一箇所に 3 回照射し全脳照射を施行していない 3 名についての症例報告を第 24 回日本放射線腫瘍学会
にて発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
自己評価：研究目的の第一段階を達成できた．
次年度以降計画：同一部位への定位照射の施行回数が 2 回の場合と 3 回の場合の生存期間と有害事象の差につい
て違い検討する．

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
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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，約 140 名であった．

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
論文：該当なし
学会発表
2011/04/10 サイバーナイフによる金マーカー動体追跡法用いた肺定位照射の初期経験 第 70 回日本医学放射線
学会総会
2011/11/17 同一部位に 3 回の定位照射を行った非小細胞肺癌脳転移 日本放射線腫瘍学会
2011/11/17 分割照射による皮膚紅斑の時間効果関係を GLQ モデルによる動物シミュレーションする 日本放射線
腫瘍学会
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，教育員，研究員：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（IMABAYSHI, Etsuko）
：講師（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）：脳核医学，心臓核医学，腫瘍
核医学：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
卒前教育では，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ぶ．卒後教育では検査適応を含め
た臨床核医学診断技術を習得し，専門医習得を目指す．大学院では，さらに核医学研究者として英語で論文作成する
ことを目的とする．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
・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）
卒後教育
・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）
大学院教育
・放射性医薬品を用いた臨床研究（松田博史，久慈一英）
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断に関する研究（松田博史，今林悦子）
2-3．達成度
卒前教育：80%，卒後教育：70％，大学院教育，80%
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：BSL ではティーチングファイルを充実させて，学生の興味を引くように工夫した．講義でも，学生が興
味を持つように限られた講義時間内で内容を絞って行った．次年度は，さらに題材を厳選して，講義後の問題提示な
どを行って，核医学への興味を喚起し，自主的に核医学の勉強をできるようにしていく．
卒後教育：実際の核医学検査の適応や実施法について，指導医の元で経験を積んでいる．読影を実際に行い，臨床
経験を蓄積し，専門医資格の習得につなげている．次年度は，重要症例のティーチングファイルを構築していく．
大学院教育：新規放射性トレーサの応用を軸として，研究を遂行し，学会発表から論文作成へとつなげてきている．
現在は，低酸素イメージング製剤の 18F-FMISO の定量性についての論文作成中である．次年度は，低酸素イメージ
ングの臨床応用について検討する．

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．可能性があれば，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
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・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 を経時的に撮像している．達成度 80%.
・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
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，頭頚部腫瘍にて行ってきたが，乳癌でも研究を
開始した．達成度 80%.
3-4．自己評価と次年度計画
PET/CT および SPECT/CT の研究の基盤が整い，臨床と関連深い研究が推進しやすい環境ができている．当科に特
徴的な新しい核医学トレーサを用いた研究は，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
に関する研究である．次年度は，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．また，認知症におけるメマンチンの治療効果
の客観的判定を FDG-PET/CT で検証する予定である．さらに，18F-FMISO による低酸素イメージングを応用して新
たに乳癌における治療効果予測や判定法の確立を図る．

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．本年度当院では，2，290 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，新しい
SPECT/CT の導入を検討して活性化をはかり，検査数を増加させていきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
松田博史
財団法人先端医学薬学研究センター受託研究審査委員会委員
ジフェニルシアニン酸等の健康影響に関する研究推進委員（日本科学技術振興財団）
核医学イメージング・検査技術専門委員（日本アイソトープ協会）
放射性医薬品安全性専門委員会委員長（日本アイソトープ協会）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
松田博史
編集委員

Movement Disorder, World Journal of Radiology, Research and Reports in Nuclear Medicine

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 of Aging, Movement Disorder, J Mag Resonance
Imaging, American Journal of Neuroradiology, Journal of Neuroimaging, Neuroradiology, Dementia and
Geriatric Cognition Disorders, BMC psychiatry, European Neurology, Journal of Alzheimer's Disease

久慈一英
編集委員
査読委員

核医学 ,Annals of Nuclear Medicine
日本医学放射線学会 , Japanese Journal of Radiology, Radiological Physics and Technology

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
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日本核医学会理事，日本認知症学会評議員
久慈一英
日本核医学会評議員，日本医学物理士会「医学物理士ミニマム講習会」講師，日本核医学専門技師認定機構「核
医学専門技師研修セミナー」および「核医学専門技師養成講座」講師

6．業績
6-1．論文・学会発表
（代表的論文・発表）
① Goto M, Abe O, Kabasawa H, Takao H, Miyati T, Hayashi N, Kurosu T, Iwatsubo T, Yamashita F, Matsuda H, Inano
S, Mori H, Kunimatsu A, Aoki S, Ino K, Yano K, Ohtomo K; Japanese Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative.
Eﬀects of Image Distortion Correction on Voxel-based Morphometry. Magn Reson Med Sci. 2012;11:27-34.
② Kimura Y, Sato N, Ito K, Kamiya K, Nakata Y, Saito Y, Matsuda H, Sugai K, Sasaki M, Sugimoto H.SISCOM
technique with a variable Z score improves detectability of focal cortical dysplasia: a comparative study with
MRI. Ann Nucl Med. 2012 Mar 17. [Epub ahead of print]
③ Nakajima R, Saito N, Uchino A, Kuji I, Suzuki T, Nishikawa R, Yamaguchi H, Kimura F. Juvenile Psammomatoid
Ossifying Fibroma with Visual Disturbance: A Case Report with Imaging Features.

J Neuroimaging. 2011 Jun

23. [Epub ahead of print]
④ Ueda S, Saeki T, Shigekawa T, Omata J, Moriya T, Yamamoto J, Osaki A, Fujiuchi N, Misumi M, Takeuchi H,
Sakurai T, Tsuda H, Tamura K, Ishida J, Abe Y, Imabayashi E, Kuji I, Matsuda H.18F-Fluorodeoxyglucose positron
emission tomography optimizes neoadjuvant chemotherapy for primary breast cancer to achieve pathological
complete response. Int J Clin Oncol. 2011 Aug 10. [Epub ahead of print]
⑤ Takano H, Motohashi N, Uema T, Ogawa K, Ohnishi T, Nishikawa M, Matsuda H. Diﬀerences in cerebral blood
ﬂow between missed and generalized seizures with electroconvulsive therapy: A positron emission tomographic
study. Epilepsy Res 2011;97:225-228.
⑥ Imabayashi E, Matsuda H, Yoshimaru K, Kuji I, Seto A, Shimano Y, Ito K, Kikuta D, Shimazu T, Araki N. Pilot data
on telmisartan short-term eﬀects on glucose metabolism in the olfactory tract in Alzheimer's disease. Brain and
Behavior 2011;1:63-69.
⑦ Okamoto K, Koyama I, Miyazawa M, Toshimitsu Y, Aikawa M, Okada K, Imabayashi E, Matsuda H. Int J Clin
Oncol. Preoperative [18F]-ﬂuorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography predicts
early recurrence after pancreatic cancer resection. Int J Clin Oncol 2011;16:39-44.
⑧ Adachi Y, Sato N, Okamoto T, Sasaki M, Komaki H, Yamashita F, Kida J, Takahashi T, Matsuda H. Brachial and
lumbar plexuses in chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: MRI assessment including
apparent diﬀusion coeﬃcient.

Neuroradiology 2011;53:3-11.

⑨ Fujiuchi N, Saeki T, Takeuchi H, Sano H, Takahashi T, Matsuura K, Shigekawa T, Misumi M, Nakamiya N, Okubo
K, Osaki A, Sakurai T, Matsuda H.A false positive for metastatic lymph nodes in the axillary region of a breast
cancer patient following mastectomy. Breast Cancer 2011;18:141-144.
⑩ Matsuda H, Imabayashi E. Molecular neuroimaging in Alzheimer's disease. Neuroimag Clin N Am 2012;22:57-65.
【総数：論文 45 件，学会発表 49 件，講演 23 件】
6-2．獲得研究費
1）平成 23 年度文部科学省科学研究費補助金 , アルツハイマー型認知症の新規画像診断法の確立，主任研究者，
松田博史，60 万円
2）平成 23 年度文部科学省科学研究費補助金 , 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発，主任
研究者，久慈一英，80 万円
3）平成 23 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），分担研究者，松田博史，
150 万円
4）平成 23 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），分担研究者，松田博史，220 万円

5）
平成 23 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）
，分担研究者，松田博史，200 万円
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6-3．受賞
First Place Poster - General Clinical Specialties Track: Kuji I, Imabayashi E, Seto A, Ito K, Shimano Y, Matsuda H.
Adrenal hyperactivity after vasovagal reﬂex in FDG-PET/CT imaging. 58th SNM Annual Meeting, San Antonio, 2011
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
学部教育において，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，核医学の臨床
的有用性を示す教育的症例をさらに充実させると共に，ポイントを絞って，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．
大学院教育では，各核医学検査の臨床適応や実施，読影技術について実地で指導しながら経験を積み，専門医試験
に適応出来るよう準備している．研究では，
低酸素 PET イメージングに関する基礎的な定量法の検討についてまとめ，
英語論文作成中である．
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 を利用して日本
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おり，経時的データを積み重ねてきている．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予測および判定を引き続き行っており，低酸素イ
メージングが悪性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，2,290 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．新しい
SPECT/CT の導入を検討して，活性化を図る必要がある．
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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：運営責任者：診療科長：指導教員（大学院）
：神経生理学，精神医学一般：
博士
太田敏男（OTA, Toshio）教授：診療副科長：教育主任：代表指導教員（大学院）
：神経生理学，精神科リハビリテー
ション：博士
加澤鉄士（KAZAWA, Tetsushi）教授：研究主任：指導教員（大学院）：精神薬理学：博士
深津

亮（FUKATSU, Ryo）兼担教授：老年精神医学：博士

横山富士男（YOKOYAMA, Fujio）准教授：診療副科長（児童・思春期部門）
：指導教員（大学院）
：児童青年期精神医学：
博士
小田垣雄二（ODAGAKI, Yuji）准教授：指導教員（大学院）：神経薬理学：博士
金澤

治（KANAZAWA, Osamu）准教授：研究員：指導教員（大学院）：小児精神医学，てんかん学：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：研究員：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）
：17 名，
（言語治療）
：2 名，
（心理）：3 名，非常勤講師：12 名，非常勤医師：4 名，助手：2 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 23 年度は精神科救急入院料（スーパー救急）の算定開始 3 年
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目に入りいっそう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．
（平成 23 年 4 月〜平成 24 年 3 月）
＜外来＞

①新患総数： 1529 人 / 年，②再来患者：136 人 / 日（※対前年度 +4％）

＜病棟＞

①新入院患者総数：

＜往診（国際医セ）＞

232 人 / 年

（※転科→再転入を含む）

159 件 / 年

③入院時主診断別内訳：以下のとおりである．（※平成 23 年 04 月〜 24 年 03 月）
F0 症状性を含む器質性精神障害 ----------------------------------------------------33 人（14%）
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害 --------------------------10 人（4%）
F2 統合失調症，分裂病型障害および妄想性障害 ------------------------------91 人（39%）
F3 気分（感情）障害 ---------------------------------------------------------------------43 人（19%）
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 ---------------31 人（13%）
F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 --------------------15 人（7%）
F6 成人の人格および行動の障害 -------------------------------------------------------0 人（0%）
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F7 精神遅滞 ------------------------------------------------------------------------------------5 人（2%）
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 ------------------------------------------------------------------------------------2 人（1%）
合計 232 人
＜救急＞休日夜間診療に関しては，年間総対応件数，約 2551 件であり，内訳は①電話：2144 件，②時間外診療：
320 件（大学）+46 件（日高）
，③病棟対応：391 件，④院内往診：39 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 159 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 21，22，23 年と続けて施設基準を達成することができ，安定運営へと移行してきている．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所沢市特別支援教育専門家チーム委員会委員
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指導者
⑧埼玉県発達障害者支援体制整備検討委員会委員
⑨毛呂山町立小・中学校児童生徒就学支援委員会委員
⑩埼玉県精神保健福祉審議会委員
⑪全国医学部長会議

医師養成のグランドデザイン作業ワーキンググループ委員

⑫医療観察法入院病棟倫理会議委員
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

太田敏男，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
デイケア心理教育

講師（葛飾区）＜太田＞

精神保健実地審査 （滑川町）＜太田＞
精神保健教室

講師（毛呂山町）＜太田＞

埼玉児童思春期精神保健懇話会
東洋大学一般教員 FD 研修会

講師（毛呂山町）＜横山＞

講師（文京区）＜横山＞

埼玉県「発達障害支援サポーター養成研修」基礎講座

講師（坂戸市）＜横山＞

埼玉県「発達障害支援サポーター養成研修」基礎講座

講師（毛呂山町）＜金澤＞

精神保健指定医研修会の事例研修

パネリスト （港区）＜松岡＞

精神科救急身体合併症に関する講演

講師（伊奈町）＜松岡＞

川越保健所こころの普及啓発講演会

講師（川越市）＜松岡＞

埼玉県精神科診療所協会イブニングセミナー
埼玉県消防学校
深谷市教育研究所

救急科教育

講師（さいたま市）＜山下＞

講師（川越市）＜平田＞

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＞
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6．業績
6-1．論文・学会発表
臨床，教育，基礎研究の領域で，多数の発表が行われた．以下にその抜粋を示す．
＜臨床（論文）＞
①進化学からみた幸福感の起源とめざすべき未来社会−精神保健の拠りどころを求めて−．臨床精神医学 2011.06.
40（6）: 849-858 豊嶋良一
②「診療選択肢評価図」を用いた精神科臨床意思決定の可視化の試み
662-671

精神神経学雑誌

2011.07. 113（7）:

太田敏男，吉田寿美子，綱島宗介，戸塚貴雄，渡邊貴文，豊嶋良一

③性同一性障害と精神疾患 （㈱シナジー） 2011.07. 281-286

加澤鉄士，山内俊雄

④自閉症スペクトラム障害の二次障害（併存症）について

精神科 2012.01. 20（1）:94-99 横山富士男

⑤妄想性障害の幻覚妄想『脳とこころのプライマリケア 6

幻覚と妄想』（㈱シナジー）2011.11. 6. 38-46

松岡

孝裕，豊嶋良一
＜臨床（学会発表）＞
⑥思春期の重症解離性障害の一例

第 42 回埼玉精神医学懇話会

2011.07. 大宮

井上哲雄，倉持泉，加澤鉄士，

今川洋，鈴木美和，横山富士男，豊嶋良一
⑦「様々な向精神薬が副作用のため使用できず治療に難渋している躁うつ病の 1 例」 第 43 回埼玉精神医学懇話
会

2012.01. 大宮

渡邊貴文

⑧抗精神病薬アリピプラゾール内服中に認めたアカシジア症状にミルタザピンが有効であった統合失調症の 3 例
第 21 回日本臨床精神神経薬理学会，第 41 回日本神経精神薬理学会合同年回

2011.10. 東京

山下博栄，今泉

照明，長島一公，渡邊貴文，豊嶋良一
⑨大学病院型「スーパー救急」における措置入院事例の特徴と求められる機能整備について〜タラスター分析のよ
る事例の群分けとその特徴抽出から〜第 19 回日本精神科救急学会

2011.10.

宮崎

松岡孝裕，平田吾一，太

田敏男，豊嶋良一
＜基礎（論文）＞
⑩ Functional coupling between metabotropic glutamate receptors and G-proteins in rat cerebral cortex assessed
by [35S]GTP γ S binding assay. Basic & Clinical Pharmacology &Toxicology. 2011.09. 109（3）: 175-185 Yuji
Odagaki，Masakazu Kinoshita , Ryoichi Toyoshima
【総数：論文

19 件，学会発表

12 件，講演

10 件】

6-2．獲得研究費
該当なし．
6-3．受賞
なし
6-4．特許，実用新案
該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
以下のような研究会，懇話会を当教室が中心となり定期的に開催している．
②埼玉精神医学懇話会
③埼玉県児童思春期精神保健懇話会
④埼玉てんかん懇話会

7．自己点検・評価
1．教育

①卒前

精神医学の全分野に渡って専門医師による講義が円滑に行われた．また，臨床実習では受け持

ち患者に対して指導医による詳細な指導が行われ，クルズスは専門領域の担当者との熱心な議論が行われた．②
卒後

入院・外来症例の実際の診療を通じて，臨床的な指導が円滑に行われ，各種検討会でも学術的な面も含め

た指導が行われた．
2．診療

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，平
成 23 年度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
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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）
：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：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：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：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：内科学，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
①卒前教育：
医学部 3 年生の診療の基本では一般，血液，生化学，輸血，細菌，生理機能検査について概略を説明する．系
統講義の中で造血の仕組み，輸血検査について解説を行う．
医学部 5 年生の BSL では臨床検査の検体の種類，取り扱いの注意点，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．生理機
能検査では自らの体験を通じて，検査法の理解，大変さを実感していただく．
医学部 6 年生の総合合議で診療情報，超音波検査について実践講義を行う．
保健医療学部生の臨地実習では大学病院の現場で検査業務を体験していただき，教科書で得た知識を深めてもら
う．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卒後教育：初期研修医にエコー検査の研修を行う．連携施設から依頼があれば，生理機能検査技師の技術トレー
ニングを実施する．
③大学院教育：テーマを掲げ募集中である．女子栄養大学修士大学院生に臨床血液学の 6 コマを使って，検査部
内の紹介および造血幹細胞移植治療について講義を行う．
2-2．教育内容（担当者）
①卒前教育：
医学部 3 年生：診療の基本は池淵，浅田，森吉，各検査室技師スタッフ．系統講義は池淵が担当．
医学部 5 年生：BSL は採血と導入を池淵，超音波検査を森吉，心電図・呼吸機能を仲野，細菌検査を岸，輸血検
査を佐藤が担当する．
医学部 6 年生：総合講義の超音波検査を森吉，診療情報を池淵が担当する．
保健医療学部 4 年生の臨地実習は斉藤技師長の監督のもと検査室で検査技師スタッフが実習指導を行う．
②卒後教育：連携施設の超音波検査技師の研修は森吉，武内が担当する．
③大学院教育：女子栄養大学は池淵が担当する．
2-3．達成度
①卒前教育：医学部 3 年生の診療の基本の講義は，初めて臨床知識を伝えられる機会であるため，できるだけ分
かりやすい内容に心がけている．学生からの評価は平均的だととらえている．
医学部 5 年生の BSL は最初の採血練習で数少ない実践経験ができているようである．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ている．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．輸血検査では医師となっ
てミスがあってはならない血液型検査，交差適合試験の実際を体験してもらえた．
医学部 6 年生の総合講義では，最終学年にあたり，出席した学生からは熱心な質問を受け，情報提供ができた
ものと考えている．
医療学部の臨地実習では，大量の検体処理，異常検体，異常値，迅速な報告体制，など病院業務を経験してもら
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えた．
②卒後教育：連携施設からの依頼に応じて，検査技師の実技トレーニングに協力できている．
③大学院教育：本年度は希望者がいなかった．（平成 24 年度は 1 名希望者がある予定）
2-4．自己評価と次年度計画
中央検査部では医学部 5 年生の BSL，医療学部 4 年生の臨地実習を通して，病院の中での活動を紹介することと，
検査の重要性を学習していただけると考えている．教育担当者に力を入れてもらう．特に生理機能検査は検査を学生
同士お互いに実地体験でき学生の満足度は高い．
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．
新規試薬の導入に向け検討を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①超音波診断法の開発（森吉）
②遺伝子診断法の開発（池淵，浅田，小林）
3-3．研究内容と達成度
①超音波診断法の開発：貴重な臨床症例に関しては学会発表を目指す．次年度発表に向けて鎌状赤血球症に見られ
た脾梗塞症例，肝臓の血管形成異常症の検討を行った．また皮膚腫瘍・腫瘤のエコー検査結果を集約し，エコー
パターンから疾患が分類できるか基礎調査を行った．
②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はルーチン検査に導入でき，着々と症例数を増や
せている．先天性異所性骨形成疾患（FOP）の遺伝子変異はゲノム医学センター・小児科・整形外科とチームを
構成し，全国の施設から依頼があれば検体搬送を受けて検査をする体制が構築できた．アレルギー症例の末梢血
の少量検体を用いてアレルゲン刺激後の好塩基球からの IL-4 ｍ RNA 産生を PCR 検査で調べる新規システムの
立ち上げの基礎検討を行った．
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．他の化学，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行いたい．

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．

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
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①橋北義一：実地医家の起因菌検査のすすめかた，依頼のしかた．内科総合誌
p196 〜 200 臨時増刊号

新版

感染症診療実践ガイド

Medical practice 2011 vol.28

有効な抗菌薬の使いかたのすべて

② Ohte S, Shin M, Sasanuma H et al: A novel mutation of ALK2, L196P, found in the most benign case of
fibrodysplasia ossificans progressive activates BMP-specific intracellular signaling equivalent to a typical
mutation,R206H. Biochem Biophys Res Commun 407:213-218,2011
学会発表
③吉田

幹子，斉藤

雅一，吉川

政美，その他：CLIA 法による ProGRP 測定試薬の検討

第 29 回私立医科大学臨床検査技師会
④北川 裕太朗，武内 信一，川村 利江子，その他：時間外検査モードを持つ LABOSPECT008 オンラインシステム
の構築．第 40 回
⑤高山

埼玉県医学検査学会

紗由美，室谷

明子，新倉

奈緒美，その他：尿中における白血球分画の検証

第 40 回埼玉医学検査学会
⑥三志奈

賢司，庄司

朋子，加藤

由佳，その他：自動血球計数 CRP 測定装置 Microsemi LC-667CRP の基礎的

検討．日本臨床検査自動化学会第 43 回大会
⑦奥村

志乃，丸山

裕美，新井

幸枝，その他：コバス TaqMan HIV-1「オート」v2.0 の基礎検討．第 40 回埼

玉医学検査学会
⑧小山 幸枝，橋北 義一，岸 悦子，その他：ICT ラウンドにおける検査部の役割．第 16 回埼玉感染症研究会
⑨金澤

梨奈，岸

悦子，橋北

義一，その他： 簡易同定キット C.diﬃcile トキシン A/B 検出試薬の比較検討．第

40 回埼玉医学検査学会
⑩関

紗織，岸

悦子，橋北

義一，その他：当院における CA-MRSA および HA-MRSA の検出状況について．第

40 回埼玉医学検査学会
（総数：論文 3 件，学会発表 24 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
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
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）: 准教授 : 教育主任 : 血液病理学 : 博士
本間
金

琢（HOMMA, Taku）: 講師 : 神経病理学 : 博士
玲（JIN, Ling）: 助教 : 外科病理学 : 博士

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（東京都立神経病院）: 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
石澤圭介（ISHIZAWA, Keisuke）: 非常勤講師（神経内科兼担）: 神経病理学 : 博士
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
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（HOMMA, 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
福島雅人（FUKUSHIMA, Masato）: 実験助手：臨床検査技師，中央病理診断部兼担
稲田博輝（INADA, Hiroki）: 実験助手：臨床検査技師，中央病理診断部兼担
齋藤恵美（SAITO, Megumi）: 事務員

2．教育
2-1．目的･目標
［卒前教育］
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．
［卒後教育］
病理解剖，Clinicopathological conference（CPC），および CPC レポートの作成を通して疾患への臨床・病理学的
知識を理解する．
2-2．教育内容（担当者）
［卒前教育］
〈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，国際医療センター病理診断科及び総
合医療センター病理部教員）
〈3 年生〉
「ヒトの病気 1」コース病理各論講義：呼吸器 3 時間（清水禎），循環器 7 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（東），生殖器 3 時間（安田），内分泌・
代謝 3 時間（阿部）
〈4 年生〉
「ヒトの病気 2」コース病理各論講義：神経 5 時間（佐々木，塩田，石澤），感覚器 2 時間（新井，茅野）
，
皮膚・運動器 2 時間（佐々木，新井）
，免疫 1 時間（新井）
臨床推論実習 CPC 実習剖検例の症例解析 5 日間（教員全員）
〈5 年生〉BSL
［卒後教育］
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< 研修医 > Clinicopathological conference（CPC）年 12 回（分担，教員全員）
2-3．達成度
［卒前教育］
病理学に総論と各論の双方の講義があった以前と比較して，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一社，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．
［卒後教育］
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
［卒前教育］
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．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っている．
［卒後教育］
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
5 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 6,500 件の外科病理診断，11,000 件を超える細胞診，44 例の病理解剖を行い，臨床各科とのカンファレンス
を行な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
Neuropathology : 編集委員査読
BRAIN and NERVE : 査読

佐々木

佐々木

Brain tumor pathology ：査読

惇

惇

佐々木

Pathology International：査読

佐々木

Journal of Dermatology：査読

新井

惇
惇，新井

栄一

栄一
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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
さいたま医事関係事件鑑定人：佐々木

惇

日本病理学会コンサルテーション委員：佐々木
日本病理学会コンサルテーション委員：新井
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

惇
栄一

日本神経学会専門医認定委員会専門委員：佐々木

惇

日本神経病理学会評議員資格審査員，学会員選考委員，教育委員：佐々木
国立がんセンターコンサルテーション委員：新井

惇

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 Wakasaya Y, Kawarabayashi T, Watanabe M, Yamamoto-Watanabe Y, Takamura A, Kurata T, Murakami T, Abe
K, Yamada K, Wakabayashi K, Sasaki A, Westaway D, Hyslop PS, Matsubara E, Shoji M: Factors responsible for
neuroﬁbrillary tangles and neuronal cell losses in tauopathy J Neurosci Res. 2011:89:576-584.
②佐々木惇：血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫，BRAIN MEDICAL 23:5-7, 2011
③佐々木惇：胚腫，BRAIN MEDICAL 23:109-111. 2011
④佐々木惇：膠芽腫，BRAIN MEDICAL 23:305-307, 2011
⑤ Honma T,Mochizuki Y,Mizutani T.Phosphorylated

α -synuclein immunoreactivity in the posterior pituitary

lobe. Neuropathology.2011 Nov 14.Doi:10.1111/j.1440-1789.2011.01273.x.「Ｅｐｕｂ ahead of print」
⑥中尾雅美 , 今井幸紀 , 新井晋 , 庄野孝 , 安藤さつき , 水野芳枝 , 吉野廉子 , 菅原通子 , 濱岡和宏 , 本谷大介 , 藤盛健二 ,
稲生実枝 , 岡政志 , 喜多宏人 , 茅野秀一 , 持田智：有茎性の粘膜下腫瘍様の内視鏡像を呈した胃 hamartomatous
inverted polyp の 2 例，Progress of Digestive Endoscopy（1348-9844）79 巻 2 号 Page66-67,4（2011.12）
⑦ Uehara K,Yasuda M,Ichimura T,Yamaguchi H,Nagata K,Kayano H,Sasaki A,Murata S,Shimizu M:Peritoneal
granuloma associated with endometrioid adenocarccinoma of the uterine corpus. Diagn Pathol.2011
Oct28;6:104
⑧ 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
⑨佐々木惇：14 際女児 Miller-Dieker 症候群の 1 剖検例．第 52 回日本神経病理学会，京都，2011．
⑩政岡秀彦，金野美年子，近藤凡子，望野唯明，土居美枝子，瀬山幸子，茅野秀一，佐々木惇，清水道生：高齢者
脱髄製疾患の細胞像．第 50 回日本臨床細胞学会秋期大会，東京，2011．
【総数：論文 8 件，学会発表 23 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
佐々木

惇 : 文部科学省科学研究費補助金

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 / マクロファージのサブタイプの同定」
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
彩の国さいたま病理診断セミナーの共催：2011 年 6 月 12 − 13 日（土曜日，日曜日）の 2 日間にわたり「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
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の理念である．教室においては 1）臨床医とコミュニケーションをとり，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）臨床病理カンフア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
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

4）

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）
：教授：運営責任者：代表指導教員（大学院）輸血学，血液内科学：博士
小林清子（KOBAYASHI,Kiyoko）
：助教：教育主任：内科学
浅田留美子（Asada Rumiko）
：
（兼担）講師：小児科学，免疫学：博士

2．教育：
2-1．目的・目標
①卒前教育：輸血の基本検査と製剤選択，製剤の適応，輸血トリガーについて知識を与える．医療学部 3 年生の
臨地実習では輸血基本検査が実践でき，自己血採血の知識を得る．
②卒後教育：初期研修医に対して上記に加えて献血について講義し，実際に献血時の検診医をする際の留意点につ
いて解説する．
③大学院教育：該当なし
2-2．教育内容
①卒前教育：医学部 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．また診
療の基本の 1 コマで輸血の概要，輸血検査を紹介する．
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．血液型検査，交差適合試験，
不規則抗体検査を実践する．またプリントを用いて血液製剤種類と留意点，輸血副作用の解説，輸血トリガー，
輸血効果（実際に計算してもらう）を講義した．
医療学部 3 年生の臨地実習では，問題のある臨床検体を用いて血液型検査，交差適合試験など実践させる．
②卒後教育．臨床場面を想定して，輸血オーダー方法，どの製剤を何単位オーダーすべきか，輸血効果はどれくら
いが期待できるかを解説する．献血事業を解説し，献血に立ち会った際の留意点（献血非適格理由，VVR など）
を理解させる．
③大学院教育．該当なし．
2-3．達成度
①卒前教育：輸血検査，製剤種類，輸血トリガー，輸血効果については十分理解してもらえたと考える．また輸血
基本検査の中の不規則抗体のできる機序について理解が深まった．

BSL では現場で血液製剤を手にして，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えた．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．半日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．
医療学部生には大学の実習室にはない，臨床現場の輸血検査室体制を理解してもらえた．
②卒後教育．初期研修医の導入時に 1 回だけの講義であったが，輸血検査オーダー，製剤オーダー，PDA を用い
た輸血実施時照合について理解してもらった．
③大学院教育

該当なし

2-4．自己評価と次年度計画
①卒前教育．医学部 5 年生の BSL では半日しっかりと現場で検体を用いて検査を実践してもらえたので理解が深
まったと考えている．医療学部学生には教室では経験できない，臨場感のある輸血部で検体搬入，迅速検査，放
射線照射など勉強できたと考える．
②卒後教育．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ができたと信じている．
次年度からできればダミーの血液製剤バッグを準備し，輸血セットをつなぐ実技も紹介したい．また重要事例の
カルテを開き，輸血適応の有無，輸血効果の有無を判定する演習も加えられると良いと考えている．
残念ながらまだ血液型検査検体取り違えがおきているため，新人看護師向けの輸血講義を医療安全の講習の一環
として取り組む予定である．
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③大学院教育．該当なし．

3．研究
3-1．目的・目標
日常臨床で遭遇する稀な血液型，複雑な不規則抗体，製剤の選択が難しいケースについて精査し学会発表できるま
でまとめあげる．また臨床側から共同研究の依頼があった場合には積極的に協力する．また輸血部医師が行っている
自己血採血業務の改善を目指した調査研究も行う．
C 型慢性肝炎症例に対して瀉血治療を行っているが，その検体を基礎研究に利用されるグループがあり，大学倫理
委員会承認を得て提供している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①輸血検査精査グループ（池淵，山田，鈴木）
②自己血研究グループ（小林，浅田，産婦人科の板倉教授）
③ C 型肝炎研究グループ（池淵，微生物学の赤塚教授）
3-3．研究内容と達成度
①今年度は特別な症例に遭遇できなかった．
②産婦人科と協力して液状自己全血中の凝固因子の保存状況を検討したところ，フィブリノゲンが高いレベルで温
存されていることを明らかにでき，論文作成準備中である．産婦人科では大量出血時に容易にフィブリノゲンが
極端に低下することが止血困難な事態を招いていることから，自己全血の血漿部分が治療として用いることがで
きる予想が立てられた．
自己血採血ドナーには程度の軽い採血副作用が約 10％程度発生していることがアンケート調査の結果判明し，
輸血・細胞治療学会で口演できた．
自己血を臨床医が周術期に返血する際の基準を確認する意識調査を行い，輸血・細胞移植部運営委員会で公表で
きた．
自己血は循環血液量の約 1 ０％に相当する血液量を 1 週間間隔で 2 回（あるいは 3 回）採血される場合が多い．
そこで一旦貧血になったドナーには造血刺激がかかることが想定される．造血刺激の程度とドナーの因子
（性差，
体重，年齢，鉄剤投与の有無など）の間に何等かの関係が存在するかいなか，解析中である．
③ C 型慢性肝炎症例に行われている瀉血治療の際に提供される全血を微生物学の赤塚教授研究グループに送付し，
リンパ球を純化し抗体産生システムを立ち上げるための基礎研究に提供できている．
3-4．自己評価と次年度計画
産婦人科から自己血血漿中に温存される凝固因子活性に関する論文が投稿された．自己血採血時のドナーに生じる
採血副作用に関するアンケート結果は輸血・細胞治療学会で口演した．返血に際しても医師意識調査は輸血・細胞移
植部運営委員会で内容を委員の方に紹介できた．
微生物学の赤塚教授グループは着々と研究を推進している．
稀な血液型，特殊は不規則抗体保持者の精査など継続して行い，適宜学会発表に行かせたい．また院内調製で自己
フィブリン糊を多数製造している．そこで製剤の品質に関して検討し学会発表していきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
安全で適正な輸血医療のため，臨床側への情報提供および指導を行っている．自己血輸血を推進し，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）
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6．業績
1）論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 1 ０編以内を記載）
論文発表
① Takeuchi R, Ichihara Y, Hoshijima H et al: Emergency incompatible red cell transfusion to a patient whose blood
type was suspended from identiﬁcation. Masui 61:602-604,2012
② Kimura M, Hara M, Itakura A et al:Fragment size analysis of free fetal DNA in maternal plasma using Y-STR loci
and SRY gene ampliﬁcation. Nagoya J Med 73:129-135,2011
学会発表
③浅田

留美子，小林

清子，棚沢

敬志，その他：埼玉医科大学病院および国際医療センターにおける自己血輸

血の現状 I - 自己血輸血の実態調査 -．第 59 回日本輸血・細胞治療学会
④小林

清子，浅田

留美子，浅見

育子，その他：埼玉医科大学病院および国際医療センターにおける自己血輸

血の現状 II - 医師・患者へのアンケート調査 -．第 59 回日本輸血・細胞治療学会
⑤大谷

栄江，鈴木

雅之，山田

攻，その他：年齢別における抗 T の保有状況についての基礎的検討．第 59 回

日本輸血・細胞治療学会
⑥鈴木

雅之，加藤

光洋，山田

攻，その他：CisA1B3 型の 1 例．第 59 回日本輸血・細胞治療学会

（総数：論文 2 件，学会発表 4 件）
学会発表
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 , 内科学，健康管理学，

足立雅樹（ADACHI, Masaki）准教授 , 放射線医学，内科学，健康管理学，画像医学．
倉光

薫（KURAMITSU, Kaoru）准教授 , 内科学，健康管理学，呼吸器病学，肺癌診断・治療．

武永

強（TAKENAGA, Tsuyosi）講師 , 内科学，健康管理学，消化器病学，内視鏡学．

清水正雄（SIMIZU, Masao）助教 , 放射線医学，内科学，健康管理学，画像医学．
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，（4 月 -6 月）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，稲葉麻紀，川畑織江，小町美穂，関根歩，小澤久子，山田志保，
（看護助手）
澤目秀子，
（看護事務）松本照義，永井美夏
（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，仲野浩，坂本直子
（事務）萩原敏夫，大野久子，大野敏之，駒井亨，村田恵里香，三矢寿子 , 菅間則之 , 野口清人
（メディカルアシスタント (MA）
）中田和岐 , 永元仁美

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．また，産業医研修会を中心とした労働安全に関しても学ぶ．
例年は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たが，今年度は研修医のローテーションはな
かった．一方，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は，カリキュラムに沿って熱心に行われた．
毎回，数名の看護学生が健康管理センターの機構を見学し，各種検査の在り方，ドック受診者に対する面接の実際を
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いる．
さらに，地域医療センターと連携して，医学生の健康管理センター実習が実施されている．毎週数名の学生が訪れ
るが，足立准教授（教育主任）の指導のもとに，学生自身がドック受診者となって，人間ドックの実地体験学習も行っ
ている．学生に好評であり，今後も継続する予定である．
2-2．
医学生の実地研修にあたっては，教育主任（足立雅樹准教授），教育副主任（倉光薫准教授）およびその他の医師
（池田斉センター長，武永強医師）を加えたメンバーが中心になって行っているが，医師のみではなく，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．
毛呂高等看護専門学校の指導は，看護主任はじめ看護師各位の熱心な指導が中心になっている．今後は，従来から
懸案事項であった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
医学生教育は，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．その他の医師も面接指導などをとおして，教育に尽力しており，ドック受診体験を通して，予防医
学の最前線，健康管理業務の実際を肌で感じながら，受診者の気持ちも味わうことができている．さらに，講義を通
じて，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も推進されている．看護学生の見学
は将来の看護業務の遂行のために多くの役割を演じていると考えられている．達成度としては十分評価されるべきも
のと考えられる．
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，地域医療連携室との協力による医学生の教育，看護部中心の毛呂病院
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看護専門学校の見学には，上記のように十分な教育効果がみられている . 健康管理センターを医学生や看護学生から
も健康管理センター見学による効果について高い評価が得られている．なお，今年度も教育スタッフのマンパワー不
足によって，特定保健指導を教育に取り込む目標は前進できなかったが，今後はぜひ充実した環境で次年度に向けて
の課題としたい．

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 ,2 年前 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 , 日本臨床検査自動化学会理事，および日本臨
床検査医学会の評議員なども務めながら活動している．総合医療センター内分泌糖尿病内科兼担 .
○倉光は , 引き続き呼吸器内科学教室を兼担しながら，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 , 必須であるダブルチェック方式によって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 . 本学での人間ドック業務のほか，
近郊の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）腹部超音波検査による診断技術の開発．それによる各種生活習慣病，悪性腫瘍の診断の向上である．（業績 1
− 3 参照）
．さらに，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）を研
究目標にしている．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．また，CAD 導入により，
より効果的な質的評価の先端に立っている．導成率 80％
2）特定健診・特定保健指導の実施 : 毎年目標に掲げられているが，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）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．従来の「一泊ドック」という名称は，昨年度より「二日コース」と改められた．今年度
も受診者の宿泊の形式が，引き続き病院の一部ではなく，一般の宿泊施設であるために，看護師の当直業務が軽減さ
れている．実際の二日コース受診者は減少していないため，健康管理センターには良い影響となっている．その他の
診療実績は前述のように前年よりやや減少しているが，面接スタッフの不足によるものであり，次年度は回復される
べきものである．

5．その他
5-1．自治体 . 政府関連委員の有無
なし
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5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本臨床検査自動化学会誌編集委員（池田）
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
○論文総数 -0 件

○学会発表数 -4 件

論文（邦文）
①清水正雄 , 有田信和，黒岩比呂美，平岡康代，永島かおり，坂本直子，阿部慶子，仲野浩，山田仁，西山寿子，
池田斉，足立雅樹： 尿検査後の腹部超音波検査における骨盤腔内精査症例と経膣超音波検査所見の対比

総合健

診 (1347-0086）39 巻 1 号 Page150(2012,01）
② 清 水 正 雄 , 永 島 か お り， 坂 本 直 子， 阿 部 慶 子， 仲 野 浩 , 倉 光 薫， 武 永 強， 池 田 斉， 足 立 雅 樹： 尿 検 査 後
の腹部超音波検査における大動脈周囲および骨盤腔の描出について

総 合 健 診 (1347-0086）39 巻 1 号

Page150(2012.01）
③足立雅樹 , 颯佐正俊，
有田信和，
成田政広，
土肥豊：冠動脈石灰化について CT による評価 人間ドック (1880-1021）
26 巻 2 号 Page300(2011.07）
④清水正雄：画像獲得の一工夫「肥満をのりこえて」健診分野における工夫：超音波医学 (1346-1176）38 巻 3
号 Page307(2011.05）
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 2011 年 10 月

7．自己点検・自己評価
センター長が河津から池田に変わって 3 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
がされる予測であった．しかし，今年度は従来のドック面接医師の二名がドック業務から離れたため，日帰りドック
受診者を制限する必要に迫られた．その結果，業務実績は予算を下回ることになった．また，年度途中，7 月 1 日で
事務担当責任者が交代したため，それまでの業務の流れに若干の影響がでたこともある．昨年度から，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．会議を通じて現場の状況をより理解していただくようになって
いるが，一方，経営面からの検討，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，順調な人員配置が行われることが期待されたが，実現はされていない．
また，組織的な改変として，一昨年から，健康管理センター業務から，学生健診，職員健診の主力が教職員・学生
健康推進センターに移行して三年目となった．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．今後も教職員・学生健康推進センターとの連携は重要なテーマと位置づけられる．
その他の問題としては，検査項目の一つである「眼圧測定」を従来，検査技師が行ってきたが，法律上，検査技師
は測定できず，医師，看護師，視能訓練士のいずれかが行うべきものとされ，それが達成されなければ学会の優良施
設基準から外れることになり，
その対策に時間を費やした．年度末には看護師による「眼圧測定」の準備が完了して，
次年度を迎えることになった．もう一つの問題は，学会で健診項目の見直しが行われ，それが次年度の契約の際にう
たわれることになった点である．現場の医師たちの議論のほか，事務方にとっては大きな負担になったことであろう．
しかし，
それもクリアされて，
次年度からは新しい健診項目（例えば，胃癌検査の ABC 健診の実行）による健診がスター
トすることになっている．
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．特に日帰
りドックの面接医師を増員することが急務と思われる．その他，将来的には，院長等からの要請もあり，現コンピュー
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タシステムの見直しにより，電子カルテによる診療部門との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：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：教育副主任：研究主任：消
化器病学：内視鏡治療：博士
加藤真吾（KATO, Shingo）
：准教授：診療副科長：教育副主任：研究副主任：消化器病学：博士
櫻田智也（SAKURADA Tomoya）
：講師：外来長：消化器病学：博士
助

教：大野志乃（OHNO, Shino）
，山本龍一（YAMAMOTO, Ryuichi）

高林英日己（TAKABAYASI, Hidehiko）
，石田周幸（ISHIDA, Shuko）
長船靖代（OSAHUNE, Yasuyo）
，林健次郎（HAYASHI, Kenjirou）,
天野芙美（AMANO, Fumi）
，小林泰輔（KOBAYASHI, Taisuke）,
原田舞子（HARADA, Mai）
，高橋正朋（TAKAHASHI, Masatomo）,
山口菜緒美（YAMAGUCHI, Naomi）
，細見英里子（HOSOMI, Eriko）
客員教授：1 名

客員准教授：3 名

非常勤講師：2 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 , 研修医育成に全力で取り組んでいる．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
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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．研究グループ（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： 屋嘉比康治 , 大野志乃 , 高林英日己
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：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 , 小林泰輔
6）GERD と心身症：櫻田智也 , 大野志乃 , 加藤真吾 , 屋嘉比康治
8）FD と心身症：櫻田智也 , 大野志乃 , 屋嘉比康治
9）出血性潰瘍の病態：屋嘉比康治 , 櫻田智也 , 林 健次郎
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．研究内容と達成度
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，政府関連委員の有無
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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

Digestive Endoscopy

査読委員

読委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Kato S, Hosomi E, Amano F, Kobayashi T, Kani K, Yamamoto R, Ogawa T, Matsuda A, Sato Y, Izaki S, Mitarai T,
Yakabi K.: The eﬃcacy of intensive granulocyte and monocyte adsorption apheresis in a patient with Crohn's
disease complicated by extensive subcutaneous aseptic neutrophilic abscesses. J Crohns Colitis. 6（7）:787-91,
2012.03
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② Sakurada T, Kawashima J, Ariyama S, Kani K, Takabayashi H, Ohno S, Kato S, Yakabi K.: Comparison of adjuvant
therapies by an H2-receptor antagonist and a proton pump inhibitor after endoscopic treatment in hemostatic
management of bleeding gastroduodenal ulcers. Dig Endosc. 24（2）:93-9, 2012.3
③ Ohno S, Yakabi K, Ro S, Ochiai M, Onouchi T, Sakurada T, Takabayashi H, Ishida S, Takayama K.: Apelin-12
stimulates acid secretion through an increase of histamine release in rat stomachs. Regul Pept. 10;174
（1-3）
:71-8,
2012 Feb
④ Fujioka T, Aoyama N, Sakai K, Miwa Y, Kudo M, Kawashima J, Matsubara Y, Miwa J, Yakabi K.: A large-scale
nationwide multicenter prospective observational study of triple therapy using rabeprazole, amoxicillin, and
clarithromycin for Helicobacter pylori eradication in Japan. J Gastroenterol. 47（3）:276-83, 2012 Mar
⑤ Kato S, Kobayashi T, Kani K, Takabayashi H, Yamamoto R, Yakabi K.: Elevated serum IgE prior to acute severe
infusion reaction during inﬂiximab maintenance therapy in a Crohn's disease patient. Inﬂamm Bowel Dis. 17
（12）
:
E156-7, 2011 Dec
⑥ Kato S, Kani K, Takabayashi H, Yamamoto R, Ogawa T, Matsuda A, Yakabi K. Treatment of refractory Crohn's
disease by intensive granulocyte and monocyte adsorption apheresis: a report on two drug refractory cases.
Intern Med. 50（15）:1591-3, 2011
⑦ Kato S, Kani K, Takabayashi H, Yamamoto R, Yakabi K.: Double balloon enteroscopy to retrieve an accidentally
swallowed dental reamer deep in the jejunum. World J Gatrointest Endosc. 16;3（4）:78-80, 2011 Apr
⑧ Yakabi K, Noguchi M, Ohno S, Ro S, Onouchi T, Ochiai M, Takabayashi H, Takayama K, Harada Y, Sadakane C,
Hattori T. Urocortin 1 reduces food intake and ghrelin secretion via CRF（2）receptors. Am J Physiol Endocrinol
Metab. 301（1）:E72-82, 2011 Jul
⑨ Hidehiko Takabayashi： Ghrelin Restores Both Decreased Frequency of Phase III-Like Contractions in the
Gastrointestinal Tract and Delayed Gastric & Emptying in Rats Administered Urocortin 1. Digestive Disease Week
2011. 2011. 5 Chicago
⑩ Kazuhito Kani, Shingo Kato, Hidehiko Takabayashi, Ryuichi Yamamoto, Koji Yakabi：Adrenomedulline
Ameliorated Indomethacin-Induced Intestinal Mucosal Injuries in Rats. Digestive Disease Week 2011. 2011. 5
Chicago
【総数：論文 14 件，学会発表 36 件】
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

なし

AGA（米国消化器病学会）優秀ポスター賞

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

なし

7．自己点検・評価
教育：卒前 , 卒後教育については屋根瓦方式を取り入れ，進歩が認められた年である .
研究：国内外において多数の発表が続き，研究活動も盛んになった年である . 米国留学も再開した .
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：指導教員（大学院）：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）
：教授：健康管理科科長：循環器病学：博士
西岡利彦（NISHIOKA, Toshihiko）
：教授：運営責任者，診療科長，研究主任：代表指導教員（大学院）
：循環器病学：
博士
伊藤博之（ITO, Hiroyuki）
：准教授：教育主任：指導教員（大学院）：循環器病学：博士
佐々木修（SASAKI, Osamu）
：講師：外来医長：大学院教員（大学院）：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
小池亜紀（KOIKE, 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, Takafumi）
：助教：医員
中田貴彬（NAKATA, Takahiro）
：助教：医員
中東

威（NAKATOU, Takeshi）
：助教：医員

中村嘉宏（NAKAMURA, Yoshihiro）
：助教：医員

2．教育
2-1．目的･目標
卒前教育
1．心臓病患者の身体所見の取り方を身につけ，主な弁膜症，先天性心疾患の聴診所
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
卒後教育
非循環器専門医として，ER および一般内科初診外来で心臓病患者の初期診療ができる
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
1．講義；3 年生ヒトの病気 2 回，5 年生特別演習 2 回，6 年生領域別 2 回（伊藤）
2．3 年生 PBL（山口）
3．5 年生 BSL（3 名，2 週間ｘ 16 回）および CC（3 名，4 週間ｘ 2 回）
診療チームに配属され 1-2 名の患者を受け持ちレポートを作成（各チーム医師）し，その内容について口頭試問
を受けた（伊藤）
回診（西岡）
，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（桐村，外山）クルズス 8 回（伊藤）CC は配属チームの初期研修
医とともに行動し，上級医の指導を受けた
卒後教育
各チームに所属し，上級医の指導のもとで患者診療を行った（各チーム医師）
クルズス（循環器，発熱患者へのアプローチ，輸液など
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2-3．達成度
卒前教育
BSL は知識の確認・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を行ったが，知識不足の
補充のため座学の時間が長くなりがちだった．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．
卒後教育
研修医の人数が月により極端に異なり，多すぎる時には経験密度が不足した．また全員が集まることがむずかし
く，クルズスを行うのも困難になってきた．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
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「わかりやすい」と高評価を受けた．CC は学生・
スタッフとも満足度が高かった．来年度は業務分担を進める．
卒後教育
循環器内科医でない医師として必要なことを精選して教育し，ローテート終了時に達成度を評価するシステムを確
立する必要がある．可能ならば 1 年目，2 年目の研修医がバランスよく配分されることが望ましい．

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．
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，米国心臓病学会，米国循環器学会などで発表
を行い，その一部を論文化した．
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えた．次年度は，さらに若手の医
局員にも研究テーマを与え，成果を上げたいと考える．

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
874 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）
，Modern Rheumatology（西岡）
，International
Heart J（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）
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6．業績
6-1．論文・学会発表
①佐々木修，西岡利彦，井上芳郎，佐藤俊一，湯原幹夫，安藤敏行，神山哲男，桐村正人，伊藤博之，丸山義明，
吉本信雄
血清脂質プロファイルは冠動脈リモデリングの独立した規定因子である
心臓 43: 871-879, 2011
② 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 152: 202-206, 2011
③佐々木

修，西岡利彦，塚田

俊一，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の冠動脈責任病変プラーク面積を規定する因子の検討
日本冠疾患学会雑誌 18: 21-29, 2012
④ Toyama K, Sasaki O, Nishioka T, Ito H
Beneﬁcial eﬀect of Eicosapentaenoic acid on endothelial function in old myocardial infarction patients under
adequate statin therapy
61st Annual Scientiﬁc Session, American College of Cardiology 2012 March 24-27 Chicago, USA
⑤ Sasaki O, Nishioka T, Inoue Y, Tsukada S, Yamaguchi R, Inokuchi T, Koike A, Toyama K, Andoh T, Yuhara M,
Kirimura M, Kamiyama T, Ito H, Maruyama Y, Yoshimoto N
Serum HDL-cholesterol Level and Lesion Eccentricity are Independent Determinants of Plaque Burden and
Coronary Artery Remodeling in Patients with Established Coronary Artery Disease
American Heart Association Scientiﬁc Sessions 2011 Nov.12-16, 2011 Orlando, USA
⑥ Toyama K, Sasaki O, Nishioka T, Tsukada S, Koike A, Andoh T. Yuhara M, Inoue Y, Kirimura M, Kamiyama T, Ito H,
Maruyama Y, Yoshimoto N
Difference in non-culprit coronary plaque composition between acute myocardial infarction patients with
preserved renal function and moderate renal dysfunction
第 75 回日本循環器学会学術集会
⑦佐々木

2011 年 8 月 3-4 日

横浜

修，西岡利彦，井上芳郎，塚田俊一，山口隆太郎，井口貴文，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，丸山義明，伊藤博之，吉本信雄
虚血性心疾患患者の冠動脈プラーク組成の性差
第 59 回日本心臓病学会学術集会
⑧外山堅太郎，佐々木

2011 年 9 月 23-25 日

神戸

修，西岡利彦，伊藤博之，丸山義明，吉本信雄

急性心筋梗塞に対する注射用β遮断薬（塩酸ランジオロール）早期投与の心拍数および血圧に対する影響の検討
第 59 回日本心臓病学会学術集会

2011 年 9 月 23-25 日

神戸

⑨ Toyama K, Inokuchi T, Yamaguchi R, Tsukada S, Ando T, Yuhara M, Kirimura M, Inoue Y, Kamiyama T, Sasaki O,
Ito H, Nishioka T, Yoshimoto N
Beneﬁcial eﬀect of Eicosapentaenoic acid on endothelial function in patients with coronary artery disease under
adequate statin therapy
第 76 回日本循環器学会学術集会

2012 年 3 月 16-18 日

福岡

⑩ Sasaki O, Nishioka T, Inoue Y, Tsukada S, Yamaguchi R, Inokuchi T, Koike A, Toyama K, Andoh T, Yuhara M,
Kirimura M, Kamiyama T, Ito H, Maruyama Y, Yoshimoto N
The diﬀerence in coronary plaque composition according to body mass index in patients with ischemic heart
disease
第 76 回日本循環器学会学術集会
【論文 5 件，学会発表 11 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
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福岡
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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
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
教育，研究，診療のいずれにおいても，おおむね目標は達成されていると思われる．
次年度は，教育主任の交代も予定されているので，卒前教育の質を保つよう心掛ける必要がある．卒後教育に関し
ては，臨床能力の向上に主眼が置かれがちであるが，臨床研究に携わる能力も身に付くように教育する必要がある．
診療は現在のベッド数，設備，スタッフ数では飽和状態に近いが，今後は現在実施していない不整脈のカテーテル
アブレーション治療に関しても，導入の方向で検討したい．
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，研究の余裕が少ないが，
日々
の臨床の中で実施可能なプロトコルを立案し，徐々に成果を出しつつある．
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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）
：講師：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 23 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
（卒前教育）
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
（卒後教育）
1．病棟担当チームの一員として入院症例を受け持ち，その診断，治療計画を立て，実践していく．
2．臨床カンファレンスにおいて，
受け持ち症例のプレゼンテーションを簡潔および的確に行い，質疑にも応答する．
3．入院症例の検査，治療に関して，患者さんおよびご家族へ説明を行い，同意を得る場に指導医とともに積極的
に参加する．
4．気管支鏡検査，胸腔穿刺，胸腔ドレナージなどの検査，治療手技に積極的に参加する．
5．以上を通して，呼吸器疾患全般の病態，診断，治療の理解を深める．
2-2．教育内容（担当者）
1．3，6 年生講義（植松）
2．5 年生の BSL（2 週間）
担当医のもとで 1-2 名の患者を受け持ち，呼吸器疾患患者の主訴，現病歴から身体所見までの取り方，診断まで
の検査計画，検査結果の評価，診断，治療について学び，関連した事項についてレポートする（担当

主治医）
．

また初診外来，再診外来の見学を通じて呼吸器外来診療について理解を深める．気管支鏡検査の見学を通じて内
視鏡診断学にふれる．クルズスにより呼吸器疾患の理解を促し口頭試問にて評価を行う．
3．前期研修医は病棟担当チームに所属し，入院症例を担当し，その診断，治療にあたる．
2-3．達成度
外来，病棟での臨床を通して，各種呼吸器疾患に関する知識の習得を試みる機会を与えることができた．それら知
識の習得状況を確認する方法を工夫していきたい．
2-4．自己評価と次年度計画
（卒前教育）限られた人員の中，年間を通しての BSL 教育は，各スタッフへの大きな負担増となっているが，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．
（卒後教育）前期研修医には，病棟担当チームの一員として，診断，治療に関する多様な機会を与えることができた．
今後も，診断，治療の各種知識，技術を習得していけるように工夫していきたい．
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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．
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．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

植松和嗣

日本呼吸器学会誌

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
植松和嗣．当院での肺がんの診断から治療までのながれ

埼玉医科大学総合医療センター第 3 回

市民公開講座
（川

越）2011 年 7 月 9 日

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Abe Y, Tamura K, Sakata I, Ishida J, Ozeki Y, Tamura A, Uematsu K, Sakai H, Goya T, Kanazawa M, Machida K.
Clinical implications of 18F-ﬂuorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography at delayed
phase for diagnosis and prognosis of malignant pleural mesothelioma. Oncology Reports 2012;27（2）:333-338.
②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

③植松和嗣．末梢神経障害への対応方法を教えてください．肺癌診療Ｑ＆Ａ
中外医学社

南江堂

2011 年

一つ上を行く診療の実践

332-333

2011 年

④齋藤友理子，森山岳，教山紘之，久都間宏英，三上慎太郎，野口哲，小野竜，長井良昭，山本和男，植松和嗣．
Pemetrexed を投与した非小細胞肺癌患者における治療前血清シフラ値と無増悪生存期間の関係．第 51 回日本
呼吸器学会学術講演会（東京）2011 年 4 月 22 日
⑤三上慎太郎，山本和男，齋藤友理子，久都間宏英，教山紘之，小野竜，野口哲，長井良昭，森山岳，植松和嗣．
血清中総 IgE 濃度 10,000IU/ml を超え 1 年間の omalizumab 投与で経過に伴い効果の増強を認めた重症気管支
喘息の 1 例．第 51 回日本呼吸器学会学術講演会（東京）2011 年 4 月 24 日
⑥野口哲，齋藤友理子，三上慎太郎，教山紘之，久都間宏英，小野竜，長井良昭，森山岳，山本和男，植松和嗣．
脳梗塞発症を契機に発見された非小細胞肺癌を伴う Trousseau 症候群の 1 例．第 161 回日本肺癌学会関東部会
（東
京）2011 年 6 月 18 日
⑦野口哲，齋藤友理子，三上慎太郎，教山紘之，久都間宏英，小野竜，長井良明，森山岳，山本和男，植松和嗣．
肺癌の診断前あるいは治療経過中に脳梗塞，肺血栓塞栓症を発症した症例の検討．第 52 回日本肺癌学会総会（大
阪）2011 年 11 月 3 日
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⑧齋藤友理子，森山岳，教山紘之，三上慎太郎，久都間宏英，小野竜，野口哲，山本和男，植松和嗣．Pemetrexed
を投与した非小細胞肺癌患者における治療前血清シフラ値と無増悪生存期間の関係．第 52 回日本肺癌学会総会
（大阪）2011 年 11 月 4 日
⑨植松和嗣．当院での肺がんの診断から治療までのながれ

埼玉医科大学総合医療センター第 3 回

市民公開講

座（川越） 2011 年 7 月 9 日
⑩植松和嗣．肺がん治療の現状．第 5 回乳がんチーム医療勉強会（川越） 2012 年 3 月 24 日
【総数：論文 3 件，学会発表 5 件，講演 2 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
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，腫揚学：
博士
秋山 義隆（AKIYAMA, Yoshitaka）
：講師：外来医長：内分泌代謝学
森田 智子（MORITA, Tomoko）
：講師（兼担）；病棟医長：内分泌代謝学：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，腫傷学
非常勤講師：根岸清彦（NEGISHI, Kiyohiko）
：皆川 真哉（MINAGAWA, Shinya）
：松田 彰（MATSUDA, Akira）
：矢津 麻佐子（YAZAWA, Masako）
：徳永 貢（TOKUNAGA, Mitsugu）
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．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．教育内容（担当者）
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 〜６年のクリニカルクラークシップ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（内科認定医）後期研修 3 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．自己評価と次年度計画
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．
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3．研究
3-1．目的・目標
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．研究グループ（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．研究内容と達成度
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した．
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
などで発表した．また FMD 解析の新しいソフトウェアを購入した．
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．
（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．年度内にこのプロ
トコールは終了でき学会，論文で発表予定である．
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．
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（金原出版 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
埼玉県医科歯科連携推進委員会委員（松田 昌文，埼玉県歯科医師会）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
松田 昌文
Editorial Board Member：Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases
論文査読：英文 22 論文
院内講演会／レクチャー／ CPC

1件

研究会・協会主催講演会

19 件

製薬会社研修
雑誌掲載座談会

2件
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商業広告用新聞

1件

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
糖尿病 無料相談会･市民公開講演会

全国糖尿病週間 . 2011 年 11 月：皆川 真哉先生を中心に実施．

市民公開講座演者（松田 昌文）
（埼玉糖尿病対策推進会議）
埼玉県歯科医師会主催講演会演者 （松田 昌文）

6．業績
6-1．論文・学会発表
①秋山義隆，重藤誠，久野裕輝，早川尚雅，濱本純子，中山桂，坂本健太郎，桝澤政広，岡部正，松田昌文：
2 型糖尿病患者におけるピオグリタゾンとグリニド薬の実臨床における長期併用効果，Source：Progress in
Medicine（0287-3648）31 巻 11 号 Page2699-2703（2011.11）
②松田昌文：【2 型糖尿病の発症予防】2 型糖尿病の疫学と病態

インスリン抵抗性と 2 型糖尿病発症・進展，ホ

ルモンと臨床（0045-7167）58 巻 11 号 Page927-931（2010.11）
③松田昌文： GLP-1 受容体作動薬リラグルチドの臨床使用

2 型糖尿病治療の有用性の最大化に向けて，Progress

in Medicine（0287-3648）31 巻 7 号 Page1753-1760（201107）
④押谷奈都子，松田昌文：【血糖降下薬療法のコツ】肥満 2 型糖尿病患者の血糖降下薬療法，月刊糖尿病 3 巻 6 号
Page109-114（201106）
⑤松田昌文：【血糖管理と心血管病を考える】低血糖と心血管病をみる，Vascular Medicine（1880-2478）7 巻 1
号 Page46-49（201104）
⑥松田昌文，秋山義隆： 3. 注意を要するインスリン依存状態の治療

Sliding scale にかわる有効な周術期・緊急時

の血糖管理，pp120-126，ブリットル糖尿病の病態と治療・管理のコツ−進化する治療・広がる未来−

別冊

プラクティス 医歯薬出版（2012/3/20）
⑦松田昌文 ; 血液中インスリン濃度と C- ペプチド濃度，ドクターサロン 56 巻第 2 号 Page28-32，キョーリン メディ
カルサプライ株式会社（2012/1/20）
⑧松田昌文： 実践編：具体的な治療指針，6. 様々な Case における管理と患者指導 前編，pp279-294，糖尿病治
療の基礎と実践 加来 浩平（編集） 医薬ジャーナル社（201108）
⑨上地英司，松田昌文： 内分泌疾患（糖尿病を含む），pp263-300，総合診療・感染症科マニュアル 八重樫 牧人（監
修）
，岩田 健太郎（監修）医学書院（2011/8/31）
⑩松田昌文： 糖尿病治療に伴う低血糖，pp330-334，スマートな糖尿病診断と治療の進め方（ヴィジュアル 糖尿
病臨床のすべて）谷澤 幸生（編集）
，荒木 栄一（編集）中山書店（2011/8/19）
【総数：論文 11 件，学会発表 19 件，講演 24 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
埼玉糖尿病先進治療研究会

代表世話人として講演会を実施（H23.5.28）

7．自己点検・評価
平成 23 年度の業務につき常勤医師の人事考課による自己点検，評価を行った．限られた資源にもかかわらず十分
とは言えないが診療業務はほぼ支障なく実施できていた．教育業務や研究業務ついて今後更に以下のように取り組ん
でゆく．平成 24 年度に iPad を学生教育に導入する準備をすすめた．研究面では臨床研究を支援すべくインターネッ
ト上での無作為化支援 PHP プログラム作成を行っている．糖尿病診療ではさらに多くの薬物の利用が可能となり，
病棟におけるインスリン使用について当科より出版物を通じて全国に情報を提供してゆく予定である．（文責

松田

昌文）
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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：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
根本朋恵（NEMOTO, Tomoe）
：助教：病棟医長：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）
：助教：血液内科一般，分子標的療法の開発

2．教育
2-1．目的・目標
学生教育においては BSL の 5 年生学生および 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
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，
464

血液内科

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
（4）BROAD-J（BoRtezomib-based Optimized therapy Aiming Disease control in Japan; 未治療移植非適応の多発性
骨髄腫患者を対象とするボルテゾミブ維持療法の投与継続性に与える影響に関する探索研究）
（5）JCOG 0904：再発・再燃・治療抵抗性の多発性骨髄腫に対する bortezomib+dexamethasone 併用（BD）療法
と thalidomide+dexamethasone 併用（TD）療法のランダム化第 II 相試験
・白血病関係
（6）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
（7）TSSG（Tokyo STI Study Gr oup）
：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
（8）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
（9）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
（10）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
（11）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
（12）慢性期慢性骨髄性白血病の分子遺伝学的大寛解（Major Molecular Response; MMR）到達患者を対象としたニ
ロチニブの安全性と有効性を検討する多施設共同第Ⅱ相臨床試験

Switch to Tasigna Trial（STAT1）

（13）慢性期慢性骨髄性白血病の分子遺伝学的完全寛解（Complete Molecular Response; CMR）到達患者を対象とし
たニロチニブ投与中止後の安全性と有効性を検討する多施設共同臨床研究

Stop Tasigna Trial（STAT2）

（14）JALSG:AML209-GS
（15）JALSG:AML209-KIT
（16）JALSG:CS-11
（17）JALSG:AML209-FLT3-SCT
（18）KSGCT-DASALL
・リンパ腫関係
（19）
「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」
（20）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
（21）JCOG0908: 高リスク DLBCL に対する導入化学療法（bi-R-CHOP 療法または bi-R-CHOP/CHASER 療法）と大
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量化学療法（LEED）の有用性に関するランダム化第Ⅱ相試験
・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．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行い，一定以上の効果を認めている．現在論文化を行っ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認識
し，当科が主管となりボルテゾミブ治療における VMP 療法の臨床第三相試験のプロトロールを全国規模で立ち上げ
た．BROAD-J（BoRtezomib-based Optimized therapy Aiming Disease control in Japan; 未治療移植非適応の多発性骨
髄腫患者を対象とするボルテゾミブ維持療法の投与継続性に与える影響に関する探索研究）と命名し，本邦における
一つの標準治療になる成績が認められるものと考えている．日本骨髄腫研究会（JMSG）の臨床治験も散会している．
日本における多発性骨髄腫のエビデンスの構築に取り組んでいる．
・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．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臨床試験にも積極的に参加，数多くの症例を登録している．また日本の白血病治療におけ
る重要な臨床研究組織である JALSG に参加し，ほぼ全ての臨床研究に参加し，本邦における白血病のエビデンス構
築に取り組んでいる．
・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．さらに本年度か
ら JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）の一員として参加することが決定した．JCOG は，国立がん研究センターが
ん研究開発費（旧がん研究助成金）研究班を中心とする共同研究グループで，国立がん研究センター多施設臨床試験
支援センターが研究を直接支援する研究班の集合体であり，がんに対する標準治療の確立と進歩を目的として様々な
研究活動（多施設共同臨床試験）を行っている．血液疾患においては，リンパ腫を主体とした多くの臨床研究が行わ
れており，当科もそれに積極的に参加をすることで，本邦におけるリンパ腫の新たな知見の集積に寄与する方針であ
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．
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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（詳細は病院要覧に記載）
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
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
得平
Internal Journal of Hematology, Japanese Journal of Clinical Oncology, Oncogene, Internal Medicine.
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 Sagawa M, Shimizu T, Fukushima N, Kinoshita Y, Ohizumi I, Xian M, Nishiyama-Fujita Y, Chizuka A, Nakaya A,
Sadahira K, Ikeda Y, Okabe H and Kizaki M: A new disulﬁde-linked dimmer of a single-chain antibody fragment
against human CD47 induces apoptosis in lymphoid malignant cells in vitro and in vivo via the HIF-1 α pathway:
A possible new agent for B-CLL. Cancer Science, 102（6）:1208-1215, 2011.
② Nakaya A, Sagawa M, Muto A, Uchida H, Ikeda Y and Kizaki M:The gold compound auranoﬁn induces apoptosis
of human multiple myeloma cells through both down-regulation of STAT3 and inhibition of NF- κ B activity.
Leukemia Research, 35（2）: 243-249, 2011.
③ 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 and the TARGET investigators. Seven-year followup of patients receiving imatinib for the treatment of chronic myelogenous leukemia by the TARGET system.
Leukemia Research 35（5）: 585-590, 2011.
④ Tokuhira M, Watanabe R, Nemoto T, Hanzawa K, Sagawa M, Tomikawa T, Mori S and Kizaki M: Successful
treatment of bortezomib with modiﬁed schedules up to weekly administration for the patients with refractory/
resistance multiple myeloma. Leukemia Research, 35（5）: 591-597, 2011.
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⑤ Tokuhira M, Sagawa M, Watanabe R, Nemoto T, Hanzawa K, Tomikawa T, Mori S and Kizaki M: Management of
deferasirox for hematological disorders in two-year experience.

International Journal of Clinical Medicine, 2:

224-230, 2011.
⑥ Tsukada Y, Yokoyama K, Ishida A, Handa M, Mori T, Kizaki M and Okamoto S: Erythroid crisis caused by
parvovirus B19 transmitted via red blood cell transfusion. Internal Medicine 50: 2379-2382, 2011.
⑦ Kizaki M and Sagawa S: Mylabris Phalerata（Chinese Blister Beetle）on hematological malignancies. W.C.S. Chor
（ed.）In Evidence-based Anticancer Complementary and Alternative Medicine. Springer Science, pp367-380,
2011.
⑧ Tozawa K, Sagawa M and Kizaki M: Quinone methide tripterine, celastrol, induces apoptosis in human multiple
myeloma cells via NF- κ B pathway. International Journal of Oncology 39: 1117-1122, 2011.
⑨ Tokuhira M, Watanabe R, Nemoto T, Sagawa M, Tomikawa T, Tamaru J, Itoyama S, Nagasawa H, Amano K,
Kameda H, Takeuchi T, Mori S and Kizaki M: Clinicopathological analyses in patients with other iatrogenic
immunodeﬁciency-associated lymphoproliferative diseases and rheumatoid arthritis. Leukemia and Lymphoma,
53（4）: 616-623. 2012.
⑩ Iriuchishima H, Takubo K, Miyakawa Y, Miyauchi Y, Fujita N, Miyamoto T, Kizaki M, Nojima Y and Suda T: In vivo
behavior of multiple myeloma cells and their niche in immunodeﬁcient mice. PLoS ONE 7（2）: e30557. 2012
論文 10 件 学会報告

21 件

6-2．獲得研究費
2011 年度
平成 23 年度埼玉医科大学学内グラント（分担）
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（研究代表：佐川森彦）

平成 23 年度がん研究開発費（班長）
（課題番号：21 分指 -8- ⑤）
多発性骨髄腫の病態解明と分子基盤に基づく効果的な分子標的療法の確立に関する研究
平成 23 年度科学研究費補助金

基盤研究（C） 課題番号（21591219）

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療法の開発 （代表）
上原記念生命科学財団

平成 23 年度国際シンポジウム開催助成金

第 3 回日本血液学会国際シンポジウム

木崎

昌弘
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：代表指導教員（大学院）
：
免疫性神経疾患：博士

斉藤豊和（SAITOY, Toyokazu）

客員教授：臨床神経学教育：博士

深浦彦彰（FUKAURA，Hikoaki）

准教授：研究副主任：指導教員（大学院）：免疫性神経疾患：博士

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）

三井隆男（MITSUI，Takao）

非常勤講師：免疫性神経疾患：博士
助教：教育副主任：末梢神経障害

山里瑞将（YAMAZATO，Masazumi）助教：研究副主任：脳血管障害
王子

聡（OUJI，Satoru）

助教：免疫性神経疾患，血液浄化療法

吉田典史（YOSHIDA, Norihito）

助教：パーキンソン病

伊崎祥子（IZAKI, Shouko）

助教：免疫性神経疾患

小島美紀（KOJIMA, Miki）

助教：免疫性神経疾患

久保田昭洋（KUBOTA, Akihiro）

助教：免疫性神経疾患

田島孝士（TAJIMA, Takasi）

助教：脳血管障害（出向中）

成川真也（NARUKAWA, Shinya）

助教：末梢神経障害（出向中）

原

渉（HARA, Wataru）

助教：脳血管障害

齋藤あかね（SAITOU, Akane）

助教：脳血管障害

鈴木理人（SUZUKI, Masato）

助教：脳血管障害

遠藤綾亮（ENDOU, Ryousuke）

助教：錐体外路疾患

2．教育
2-1．目的･目標
卒前教育
国家試験合格を得るための知識の習得のみならず，将来現場に立ち患者様を診療させていただく際に役立つような
実践に沿った知識の習得も目指す．また，チーム医療の一旦を担う存在であることを理解していただけるように努め
る．
卒後教育
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，人間性のレベルを向上することを意識して指導している．
大学院教育
臨床の大学院であるため，主に神経疾患の病態解明に重きをおき，臨床研究のみならず免疫学の基礎知識を習得し，
研究指導をしている．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育（担当：野村）
講義以外に，
実習では外来や病棟での医師としての基本的な態度，神経疾患の問診のとり方，神経診察方法を指導し，
シミュレーターを用いた腰椎穿刺の実習や誘発筋電図を実際に学生同士でお互いに体験するなどを行う．また，総合
医療センターでは臨床実習生のための『神経内科テキスト』を作成し，各神経疾患をテーマとしたクルズスも同時に
行っている．
卒後教育（担当：野村，三井，山里，王子，吉田）
医師としての基本的な態度，神経疾患の問診のとり方，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．全員が 4 年目に内科認定医を取得するように指導すると同時に神経専門医取得のための勉強会も週
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に 1 回行っている．また，臨床研究を含めた学会活動も積極的に参加するように指導している．
大学院教育（担当：野村，深浦，坂本（機能部門））
神経免疫学の基本的な知識の整理を行い，新たな神経免疫検査法を習得するため大学病院，中央研究施設，機能部
門との協力ものとに研究を行っている．また，当施設では，抗体測定系の開発，T 細胞，B 細胞の測定系の確立を行っ
ている．
2-3．達成度
卒前教育
主に試験結果と BSL 終了時に施行する口頭試問と学生からのアンケートをもとに常に指導方法の確認を行ってい
る．達成度

70％

卒後教育
指導医は常に指導方法の確認を行い，研修医の習熟度についてディスカッションを行い，必要に応じて適切な修正
や新たな指導の試みにも取り組んでいる．達成度

70％

大学院教育
本年度は，基礎的知識の習得，新たな研究，実験方法の習得を主眼とした．達成度

90％

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．
卒前教育
昨年の達成度 70％をもとにクルズスの内容の一部変更と担当者の変更を行う予定．また，クルズスを行う時間帯
の変更を行い，学生が病棟実習できる時間を増やすように試みる．
卒後教育
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る．当科に特異的な筋電図や脳
波，脳脊髄液検査の検体の実際の処理を習得できるようにローテーションを行い研修する予定．また，各人に臨床研
究のテーマを与えて最低でも年に 1 回は学会報告を行う．

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，脳血管障害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
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．
免疫性神経疾患に対する血液浄化療法では腎臓内科，ME 技士との定期的な研究会を開催している．
3-4．自己評価と次年度計画
学会・研究会報告，論文発表などを通して客観的な評価を行い，更に医局会で定期的に研究内容を評価・検討して
いる．次年度は，動物実験を用いた免疫性神経疾患の原因蛋白の解析および病態の解明を行う予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
免疫性神経疾患に対する血液浄化療法や免疫グロブリン静注療法，免疫抑制剤などを中心に加療している．脳梗塞
に対しては，IV-rtPA を中心として急性期の加療を行っている．学会・研究会，論文，ハンズオンセミナーなどを通
して最新の情報を得ると同時に客観的な評価を行い，更にカンファレンスで定期的に診療内容を評価・検討している．
また治験にも協力し新たな治療法の確立にも貢献している．
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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：臨床神経学会・神経免疫学会・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）
2）深浦彦彰：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新型インフルエンザウイルス（A/H1N1/ パンデミック 2009）ワクチン接種後 Guillain-Barre 症候群を発症した
妊娠中期の 41 歳例（原著論文 / 症例報告）成川真也，三井隆男，吉田典史，王子聡，遠藤綾亮，中島千晶，海
田賢一，野村恭一末梢神経 22 巻 1 号 Page78-85（2011.06）
②一過性全健忘の臨床的検討
第 52 回日本神経学会総会（名古屋）2011 年 5 月 19 日
鈴木理人，三井隆男，田島孝士，久保田昭洋，齋藤あかね，原
王子

渉，成川真也，伊崎祥子，小島美紀，吉田典史，

聡，山里将瑞，野村恭一

③脳幹部梗塞における急性期血漿 PTX3 濃度と重症度，退院時転帰の検討（会議録）
第 52 回日本神経学会総会（名古屋）2011 年 5 月 19 日
田島孝士，山里将瑞，原
王子

渉，鈴木理人，齋藤あかね，久保田昭洋，成川真也，伊崎祥子，小島美紀，吉田典史，

聡，三井隆男，野村恭一

④血清サイトカインと酸化ストレスからみた免疫吸着療法と二重膜濾過血漿交換療法の比較
第 52 回日本神経学会総会（名古屋）2011 年 5 月 19 日
久保田昭洋，鈴木理人，齋藤あかね，成川真也，田島孝士，原

渉，吉田典史，王子

聡，山里将瑞，三井隆男，

前田忠昭，小川智也，松田昭彦，野村恭一
⑤神経疾患における血中エイコサペンタエン酸（EPA）/ アラキドン酸（AA）比
第 52 回日本神経学会総会（名古屋）2011 年 5 月 19 日
原

渉，鈴木理人，齋藤あかね，田島孝士，成川真也，久保田昭洋，伊崎祥子，小島美紀，吉田典史，王子

聡，

山里将瑞，三井隆男，高濱美里，野村恭一
⑥再発寛解型多発性硬化症に対する血液浄化療法の必要性
第 52 回日本神経学会総会（名古屋）2011 年 5 月 19 日
王子

聡，鈴木理人，齋藤あかね，原

渉，田島孝士，久保田昭洋，成川真也，伊崎祥子，小島美紀，吉田典史，

山里将瑞，三井隆男，野村恭一
⑦ QT 延長がある急性期 Guillain-Barre 症候群では，球麻痺により気管挿管を要する
第 22 回日本末梢神経学会学術集会（沖縄）2011 年 9 月 2 日
王子

聡，三井隆男，成川真也，吉田典史，深浦彦彰，山元敏正，野村恭一

⑧呼吸筋麻痺を認めた Guillain-Barre 症候群における横隔神経 M 波の検討
第 22 回日本末梢神経学会学術集会（沖縄）2011 年 9 月 2 日
成川真也，三井隆男，遠藤綾亮，鈴木理人，齋藤あかね，原

渉，小島美紀，吉田典史，王子

聡，中島千晶，

野村恭一
⑨頭痛，観念失行で発症し cortical SAH を合併した上大脳静脈血栓症の 1 例
第 39 回日本頭痛学会総会（大宮）2011 年 11 月 25 日
原

渉，三井隆男，遠藤綾亮，鈴木理人，齋藤あかね，小島美紀，吉田典史，王子

聡深浦彦彰，野村恭一

⑩慢性の記銘力障害のみを呈し，抗 Ma2 抗体，抗 NMDAR 抗体，抗 GluR ε 2 抗体陽性で精巣腫瘍を合併した 36
歳男性例
第 198 回日本神経学会関東・甲信越地方会（東京）2011 年 9 月 3 日
久保田昭洋，成川真也，山里将瑞，深浦彦彰，野村恭一
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6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
①第 1 回臨床神経軽井沢カンファレンス

2011 年 6 月 4 日

場所：軽井沢
②第 2 回埼玉神経感染症 ? アレルギー研究会

2011 年 10 月 5 日

場所；埼玉医大
③第 2 回川越てんかん研究会

2011 年 11 月 30 日

場所：埼玉医大
④埼玉神経フォーラム

2011 年 12 月 7 日

場所：埼玉医大
⑤第 2 回川越 PD Academy

2012 年 2 月 1 日

場所：埼玉医大

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し，2005 年度には内科学の一部門としての神経
内科となり，日常診療・教育・臨床研究に全力で取り組んでいる．教室員は徐々に充実してきている．外来診療およ
び入院診療は多忙を極め，医局員全員が全力で診療に当たっている．教育に関しては，研修医教育に加えて BSL 教
育も加わり，日常診療の中で教育を平行して行っている．研究に関しては，臨床研究が中心となるが，医局員の充実
とともに徐々に動物実験による研究も行えるように準備している．診療に関しては神経内科部門を立ち上げ，患者さ
んにとって満足度の高い診療を提供できるよう努力してきた．来年度はさらに教室員を充実させ，幹細胞移植をはじ
めとするより高度な医療を行えるよう計画している．本年度は，業務に関しては日常診療上，多忙を極め，研究活動
に十分な時間をとることは困難であった．来年度は，研究活動も活発化させ，各医師の研究データをまとめ，学会発
表・論文作成をこれまで以上により積極的に行う．
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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：指導教員（大学院），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：代表指導教員（大学院）
：膠
原病：博士
長澤逸人（NAGASAWA, Hayato）
：講師：研修医長：指導教員（大学院）膠原病：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

白井悠一郎 （SHIRAI, Yuichiro）
：助教
奥山あゆみ（OKUYAMA, Ayumi）
：助教（大学院生）
近藤恒夫（KONDO, Tsuneo）
：助教
倉沢隆彦（KURASAWA, Takahiko）
：助教
西村幸治（NISHIMURA, Koji）
：助教：修士
酒井亮太 （SAKAI, Ryota）
：助教
＜非常勤＞
安倍

達 （ABE, Tohru）
：名誉教授：名誉所長：博士

伊藤達也（ITO, Tatsuya）
：非常勤講師：博士
高野泰秀（TAKANO, Yasuhide）
：非常勤講師
青木和利（AOKI, Kazutoshi）
：非常勤講師：博士
小川祥江（OGAWA, Hiroe）
：非常勤医師類：博士
関口直哉（SEKIGUCHI, Naoya）
：非常勤医師
飯塚

篤 （IIZUKA, Atsushi）
：非常勤講師：博士

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
Medical Progress
臨床病理カンファレンス
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
4）大学院教育
週 1 回のカンファレンスにて研究テーマについて discussion し，学位取得を目指す
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％
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大学院教育：70％
2-4．自己評価と次年度計画
今年度は病診連携により逆紹介を積極的に推進し，外来再診診療を減らすことに成功した．初診は積極的に受け入
れるように努め，その数は一時減少したが回復してきた．今後は特に治験や臨床研究に参加できる患者の取得を目指
す．教育（特に卒前教育）に時間をとるように努めたが，まだ不十分．特に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く．全員が各自の臨床研究
のテーマを持ち，目標に向かって努力するという雰囲気を醸成していきたい．大学院生については，学位取得を目標
として努力してきたが，次年度には確実に取得できるよう務めたい．

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
2）Churg Strauss 症候群の診断基準の妥当性の検証
3）ANCA 関連血管炎・急速進行性糸球体腎炎の寛解導入治療の現状とその有効性と安全性に関する研究（new
RemIT-JAV-RPGN：厚生労働省難治性血管炎に関する調査研究班）
4）ループス腎炎に対するミゾリビン高用量間欠投与療法の有用性
5）活動性がコントロールされた関節リウマチ（RA）患者における inﬂiximab 中止後の bucillamine による再燃抑
制効果の検討
6）ループス腎炎におけるタクロリムスとシクロフォスファミド静脈注射（IVCY）の併用による寛解導入療法の有
効性・安全性の検討
7）メトトレキサートとトシリズマブで寛解となった関節リウマチ患者に対するトシリズマブ単独による寛解維持
療法に関する研究
8）成人発症スティル病に対するトシリズマブ単独の有用性に関する研究
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と実際の臨床的効果を照合し，本剤の有効性の予測がある程度可能
であることが分かり論文化もした．他の製剤でも同様の検討を推進中．（達成度 90％）
2）
厚労省の難治性血管炎研究班と疫学班の共同 project で実施し 2009 年 10 月で全国から 475 名の調査票を回収．
当科でそれらを分析し，厚労省の診断基準と国際的に使用されている ACR 基準や Lanham 基準との違いを検証．
（達成度 95％）
3）ANCA 関連血管炎または RPGN の症例を 2011 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．
（達
成度 30％）
4）ミゾリビンの高用量間欠パルス療法という新規用法を考案し，その有用性を検討．論文化も終了．（達成度
100％）
5）Inﬂiximab ＋ MTX で寛解となった RA 患者を，inﬂximab を中止し，その後の寛解維持を，bucillamine 追加併
用（MTX+bucillamine）で維持することの意義を証明しする．（達成度 95％）
6）活動性ループス腎炎の患者を IVCY ＋ tacrolimus の併用で初回から治療し，その有効性を評価する．（達成度
10%）
7）Tocilizumab ＋ MTX で寛解となった RA 患者を，MTX を中止しても寛解が維持できるかどうか検証する．
（達
成度 50％）
8）成人発症 Still 病の患者をステロイドを使用せずに tocilizumab 単独で治療できるかどうかを検証する．（達成度
5％）
3-4．自己評価と次年度計画
すでに論文化されたものもあり，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 は拡大して取り組む予定．2）に関しては終了し論文化中．3）は現在も継続中．新たなプロジェクトと
して 4）?8）が始まり，次年度に引き続いてしっかり実施して行きたい．

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．
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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

委員（天野）
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）

日本整形外科学会

リウマチ研修会

委員（天野）
委員（長澤）

講師（天野）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Yamanaka H, Tanaka Y, Inoue E, Hoshi D, Momohara S, Hanami K, Yunoue N, Saito K, Amano K, Kameda H,
Takeuchi T.：Eﬃcacy and tolerability of tocilizumab in rheumatoid arthritis patients seen in daily clinical practice
in Japan: results from a retrospective study（REACTION study）.

Mod Rheumatol. 2011 Apr;21（2）:122-133.

② Suzuki K, Kameda H, Amano K, Nagasawa H, Takei H, Nishi E, Okuyama A, Tsuzaka K, Takeuchi T.：Single center
prospective study of tacrolimus eﬃcacy and safety in the treatment of various manifestations in systemic lupus
erythematosus.

Rheumatol Int. 2011 Jun;31（6）:757-763

③ Takeuchi T, Tanaka Y, Amano K, Hoshi D, Nawata M, Nagasawa H, Sato E, Saito K, Kaneko Y, Fukuyo S, Kurasawa
T, Hanami K, Kameda H, Yamanaka H.：Clinical, radiographic and functional effectiveness of tocilizumab
for rheumatoid arthritis patients--REACTION 52-week study.

Rheumatology（Oxford）. 2011 Oct;50

（10）:1908-1915.
④ Sakai R, Nagasawa H, Nishi E, Okuyama A, Takei H, Kurasawa T, Kondo T, Nishimura K, Shirai Y, Ito T, Kameda
H, Takeuchi T, Amano K：Successful treatment of adult-onset Still's disease with tocilizumab monotherapy: two
case reports and literature review.
⑤ Kurasawa T,

Nagasawa H,

Clin Rheumatol. 2012 Mar;31（3）:569-574.

Amano K, Takeuchi T, Kameda H : The Addition of Another

Disease-modifying

Anti-rheumatic Drug to Methotrexate in Place of Inkliximab Improves The Rate of Infliximab-free Sustained
Remission : 1-year Results from The BUSIDO TRIAL. Annual European Congress of Rheumaology EULAR 2011,
2011 May, London （poster）
⑥ Kondo T, Yosimoto K, Kameda H, Suzuki M, Setoyama Y, Amano K, Takeuchi T, : The Loss of TCR ZETA in
Patients with Systemic Lupus Erythematosus is Restores by Calcineurin Inhibitor. Annual European Congress of
Rheumaology EULAR 2011, 2011 May, London （poster）
⑦ Amano K,:Prevalence and Clinical Features of Japanese Patients with Churg Strauss Syndrome.Asia Pacific
Meeting of Vasculitis and ANCA Workshop 2012,March 29 - 30, 2012 , Tokyo, Japan.（poster）
⑧西英子，天野宏一，長澤逸人，武井博文，奥山あゆみ，倉沢隆彦，近藤恒夫，西村幸治，竹内勤：当科における
アバタセプト長期継続試験登録例の検討．

第 55 回日本リウマチ学会総会学術集会 . 神戸

2011.7.20

口演

⑨長澤逸人，西村幸治，倉沢隆彦，近藤恒夫，奥山あゆみ，西英子，武井博文，天野宏一，亀田秀人，竹内勤：
IFX 投与患者の HAQ-DI に対する関節破壊（骨びらんと関節烈隙狭小化）の影響．
総会学術集会 . 神戸

2011.7.19

第 55 回日本リウマチ学会

ポスター

⑩武井博文 , 長澤逸人 , 西村幸治 , 倉沢隆彦 , 近藤恒夫 , 奥山あゆみ , 西英子 , 鈴木勝也 , 天野宏一 , 田丸淳一
脈瘤，腹部大動脈瘤などの多彩な血管病変を呈した全身性 IgG4 関連疾患の一例

冠動

関東リウマチ（0911-4807）

44 号 Page230-238（2012.03）
【総数：論文 19 件，学会発表 24 件，講演 6 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】
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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）
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）
【厚生労働科学研究費補助金

免疫アレルギー疾患予防・治療・研究事業】

我が国における関節リウマチ治療の標準化に関する多層的研究（分担者；天野宏一，主任；宮坂信之）
【文部科学省】
基盤研究（B）
DNA マイクロアレイによる早期関節リウマチ病態形成分子の探索とその機能解析（分担者；天野宏一，長澤逸人，
主任；竹内

勤）

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
＜ 2011 年＞
4 月 24 日

日本リウマチ友の会

講演会

6 月 11 日

坂戸・鶴ヶ島地区

9 月 28 日

第 13 回川越リウマチ懇話会

9 月 29 日

練馬区北保健所

10 月 4 日

東松山市

市民公開講座
難病講演会

市民公開講座

＜ 2012 年＞
2 月 15 日

第 14 回川越リウマチ懇話会

7．自己点検
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，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：白井，
酒井の 2 名を迎え，
9 人のスタッフとなり充実した臨床が実施できた．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
朝倉 受康（ASAKURA, Jukou）
：助教，田山 陽資（TAYAMA, Yousuke）助教，
三谷 知之（MITANI, Tomoyuki）
：助教，岩下 山連（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，
小暮祐太（KOGURE, Yuta）
：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
小川 智也（OGAWA, Tomoya）
：助教，野入 千絵（NOIRI, Chie）：助教（非常勤Ⅰ類），
岩永 みずき（IWANAGA, Mizuki）
：助教，木場 藤太（KIBA, Tohta）：助教
（出向中）
仲村 聡子（赤心堂病院）
，中島 徳志（埼玉よりい病院），清水 泰輔（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，星綾子（SEKIGUCHI, Ayako）：非常勤医員

2．教育
2-1．目的･目標
医学生に対する教育目標：医学部 5 年生の 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，｢ 腎臓内科学の基本的知識を整理し，理解すること ｣ を教育目標に掲げている．
初期臨床研修医に対する教育目標：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．
大学院生の教育目標：｢ 研究を遂行できる人材の育成 ｣ を掲げ，研究計画の立案から研究の実施，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している．
専門職の教育目標：人工腎臓部では ｢ 医療専門職の育成とチーム医療の実践 ｣ を目標にしており，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，医師だけでなく，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：臨床実習初日に教育主任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，病態の把握方法を指導する．BSL 期間中 1 日は人工腎臓部で末期腎不全
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・クラークシップの場合，午前中は病棟で診療チームの一員として行動
し，午後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を行う．4 週間の実習期間
中，1 週間は人工腎臓部において，診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：研修時期により異なり，1 年目の 1 ヶ月研修では診療チームに所属して 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 年目の選択研修では診療チー
ムに所属して症例を担当し，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
477

腎・高血圧内科（人工腎臓部）

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認定教育施設，日本アフェレーシス学会認定施設であり，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，専門医療職を育
成する．
2-3．達成度
学生教育：5 年生の BSL の期間が実質 5 日間と短く，見学型実習の効果には限界がある．クリニカル・クラークシッ
プは概ね教育目標を達しており，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．
初期臨床研修医の教育：必修の内科研修期間に経験すべき疾患や症状を経験させ，手技も習得させることが出来て
いる．2 年目の研修医には患者を全人的にとらえることを指導しており，「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えるように指導しているが，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．現在，大学院生は在籍していない．
人工腎臓部では，医学生・医師の他にも，看護学校の学生実習，臨床工学技師育成施設の学生実習を受け入れており，
医療人育成育機関として，幅広く活動できている．
2-4．自己評価と次年度計画
本年度は，医学生・研修医に対する教育目標は概ね達成しており，当科に対する評価・満足度は良好であった．次
年度も教育目標は変わらないが，クルズス担当者の教育意識を高め，教育内容を見直す．クリニカル・クラークシッ
プの学生と初期臨床研修医に対して，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，次年度はそのレジメを改訂する．

3．研究
3-1．目的・目標
『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』を目標に，様々な多施設共同の臨床
研究に参加している．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解明を目的としている．
人工腎臓部では『透析医療の進歩への貢献』が目標であり，透析医療の質の向上に資することを目的に，アクセス
の評価と維持，腹膜機能の評価等の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）
基礎研究は教室の研究室と動物実験棟を利用し，小動物を用いた各種腎障害モデルに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いる．臨床研究は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．
基礎研究
①糖尿病モデルにおける piogulitazone の効果（朝倉受康，長谷川 元，高柳佳織，御手洗哲也）
②糸球体過剰濾過モデルを用いた糸球体硬化に与える TRPC6 チャネルの影響：（岩下山連，長谷川 元，高柳佳織，
御手洗哲也）
③糖尿病状態における尿細管上皮細胞のチャネル・輸送体の発現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，高柳佳織，御手洗哲也）
④尿細管間質病変におけるマグネシウム代謝に関する検討（清水泰輔，長谷川 元，朝倉受康，岩下山連，高柳佳織，
御手洗哲也）
⑤糖尿病性腎症におけるマグネシウム代謝異常に関する基礎的検討（長谷川 元，高柳佳織，清水泰輔，五十里彰，
安西尚彦，御手洗哲也）
⑥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，長谷川 元，松田昭彦，
御手洗哲也，河野里佳）
臨床研究
① 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（2006 年 2 月 1 日〜 2017 年 3 月 31 日）
：
（長谷川 元，叶澤孝一，加藤 仁，松 昭彦，野入千絵，朝倉受康，田山陽資）
② 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 アフェレーシス療法の有効性に関
する多施設共同研究（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，
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野入千絵，朝倉受康，田山陽資，小川智也）
③アンジオテンシン受容体拮抗薬とサイアザイド併用による腎保護に関する多施設共同試験（SALT study）
（2008
年 7 月 1 日〜 2012 年 9 月 30 日）
：
（長谷川元，叶澤孝一，朝倉受康，高柳佳織，御手洗哲也）
④腎間質障害度と Mg 排泄率の関連に関する臨床的検討（研究期間：2011 年 9 月 1 日〜）
（野入千絵，長谷川元，高柳佳織，清水泰輔，御手洗哲也）
⑤慢性維持透析患者の生命予後に及ぼす影響に関する炭酸ランタンと炭酸カルシウムの無作為割り付け前向き比較
試験（研究期間平成 23 年 11 月〜平成 25 年 11 月）：（加藤 仁）
⑥冠動脈石灰進展に及ぼす炭酸ランタンと炭酸カルシウムの無作為前向き比較試験（研究期間平成 23 年 11 月〜
平成 25 年 11 月）
：
（加藤 仁）
人工腎臓部も国際的な透析患者の予後調査や様々な多施設共同研究に参加している．
① 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）
②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：
（登録期間：平成 20 年 4 〜 12 月，
研究期間：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）
③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，木場 藤太，岩永みずき，御手洗 哲也）
④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」
）
：
（松田 昭彦，野入 千絵，御手洗 哲也 , 河野 里佳）
⑤末梢動脈疾患（PAD）/ 閉塞性動脈硬化症（ASO）合併透析患者に対する LDL アフェレーシス療法による臨床効
果と透析効率の検討：
（小川智也，松田昭彦）
3-3．研究内容と達成度
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や糖尿病治療薬の腎症進展抑制効果を分子レ
ベルで解明している．また，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，これらの成果は，国内外の学会で報告しているが，まだ論文が少ない．臨床研究は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に関して，研究成果が出ている．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，研究成果は国内外の学会・研究会で積極的に発表したが，論文として公表できていない．特に，基礎研究
の達成度に関しては，成果が十分とは言えない．診療の負担が大きいことから，研究の推進に関して，十分な成果と
は言えない．次年度は成果を論文として公表することを目標とする．

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．尿異常の精査，
各種一次性糸球体疾患，および膠原病・慢性肝疾患・糖尿病等に伴う 2 次性腎疾患を含む慢性腎臓病，ネフローゼ
症候群，高血圧症，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．次年度
も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．
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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
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：日本内科学会欧文誌査読：御手洗哲也
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
Immunopharmacology And Immunotoxicology 査読：長谷川元
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 査読：長谷川元
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（2011 年 7 月まで）
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
日本腎臓学会広報委員会連絡委員：長谷川元

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Ogawa T, Matsumura O, Matsuda A, Hasegawa H, and Mitarai T.: Brachial artery blood ﬂow measurement: A
simple and non-invasive method to evaluate the need for arteriovenous ﬁstula repair. Dialysis & Transplantation
2011; 20（5）:201-210.
② Kakuta T, Kato H, Komaba H, Akizawa T; Japanese PTH Control Survey Committee. Parathyroid hormone control
survey to determine inter-method and inter-lab variations in Japan. Ther Apher Dial. 2011;15（Suppl 1）:50-55.
③ Ogawa T, Matsuda A, Yamaguchi Y, Sasaki Y, Kanayama Y, Maeda T, Noiri C, Hasegawa H, Matsumura O, Mitarai
T. Dialysate puriﬁcation after introduction of automated hot water disinfection system to central dialysis ﬂuid
delivery system. SAIO J. 2012;58（2）:127-31.
④ Mitarai T.: The cutting-edge of medicine; the hypertensive disorders of pregnancy and kidney; classiﬁcation,
diagnosis and management. Nihon Naika Gakkai Zasshi. 2012;101（1）:172-8.
⑤長谷川元，清水泰輔，高柳佳織：アミノ酸尿細管輸送異常症新領域別症候群シリーズ；腎臓症候群（第 2 版）
日本臨床 pp805-81，
（2012 年 1 月発刊）
⑥御手洗哲也，岩下山連 :IgA 腎症に対する免疫抑制療法 . 医学のあゆみ 2011;237（9）: 891-894.
⑦御手洗哲也：妊娠高血圧症候群と腎：定義・病態・治療 . 日本内科学会雑誌

2012; 101（1）: 172-178.

⑧ Kanozawa K, Asakura J, Hasegawa H, Shimizu T, Takayanagi K, Iwashita T, Tayama Y, Nakajima T, Mitarai T.:
Involvement of Adiponectin and Adiponectin Receptor 1 in the Albuminuria Appearance of Diabetic Nephropathy.
44th Annual Meeting of American Society of Nephrology / Renal Week 2011（Nov 8~13, 2011 Philadelphia
USA）,
⑨ Taisuke Shimizu, Hajime Hasegawa, Kaori Takayanagi, Yosuke Tayama, Juko Asakura, Takatsugu Iwashita, Koichi
Kanozawa, Yuta Kogure, Tota Kiba, Shimpei Okazaki, Minoru Hatano, Tetsuya Mitarai T.: Signiﬁcance of Henleʼ
s Loop as a Responsible Nephron Segment of Impaired Mg Reabsorption in Renal Interstitial Damages. 44th
Annual Meeting of American Society of Nephrology / Renal Week 2011（Nov 8~13, 2011 Philadelphia USA）
⑩稲村めぐみ，長谷川 元，朝倉受康，山城弘充，松田昭彦，叶澤孝一，加藤 仁，松村 治，御手洗哲也 : 低 K 血症 ,
低 Mg 血症を伴った慢性腎不全急性増悪の 1 症例 . 臨床体液 2011; 38（10）: 27-32.
【総数：論文：25 件，学会・研究会発表：55 件】
6-2．獲得研究費
①厚生労働省科学研究費
②治験受託費：常染色体優性多発性嚢胞腎伍 DPKD）に対するトルバプタンの長期安全性及び有効性の検討を目的
とした多施設共同 , 非盲検 , 継続投与試験からの継続投与試験（TEMPO extension study）：大塚製薬（株）
② 製造販売後調査費
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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トランスポーター研究会（幹事：長谷川元）2011 年 6 月 11 日仙台
② ROD-21 研究会（会長：加藤仁）2011 年 9 月 3 日和歌山・2012 年 1 月 14 日福岡
③腎間質研究会（会長：御手洗哲也）2011 年 9 月 10 日

東京

④腎と骨代謝研究会（幹事：加藤仁） 2011 年 10 月 8 日
⑤腎性骨症研究会（幹事：加藤仁） 2012 年 2 月 25 日

東京

東京

⑥関東腎研究会（会長：御手洗哲也）2011 年 7 月 16 日東京・2012 年 1 月 21 日東京
⑦臨床骨代謝フォーラム（幹事：加藤仁）2011 年 10 月 22 日
⑧埼玉腎臓研究会（会長：御手洗哲也）2011 年 11 月 26 日さいたま
⑨埼玉 CAPD 研究会（会長：御手洗哲也）2011 年 2 月 19 日さいたま
⑩腎血管カテーテル治療研究会（代表：長谷川元）2011 年 4 月 27 日・9 月 14 日
⑪埼玉体液カンファレンス（幹事：長谷川元）2011 年 7 月 6 日
⑫腎心脳連関の会（幹事：長谷川元）2011 年 11 月 1 日

さいたま

川越市

⑬日常診療と電解質研究会（幹事：長谷川元）2011 年 10 月 26 日

さいたま

⑭埼玉心臓腎臓治療研究会（幹事：御手洗哲也）2011 年 1 月 19 日

川越

⑮埼玉腎臓病若手研究会（会長：加藤仁） 2011 年 5 月 21 日・12 月 10 日

川越

⑯ SMC 腎不全セミナー（幹事：松田昭彦）2011 年 9 月 10 日・2012 年 2 月 11 日川越
⑰埼玉アクセス研究会（事務局：小川智也）2011 年 6 月 5 日大宮
⑱埼玉 AGING 研究会（幹事：加藤仁） 2011 年 11 月 25 日・2012 年 3 月 9 日
⑲南埼玉アクセス講演会（幹事：小川智也）2011 年 12 月 1 日

川越

川越

⑳ Vascular Access Evaluation Meeting（代表：小川智也）2011 年 11 月 5 日

東京

7．自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれ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，評価をうけており，継続的に取り組む方針である．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．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，成果を論文化することと，学位取得を目指してもらうように，教室内の指導体制を整備する．
また，公的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，人工腎臓部では中央診療部門として，病院内外で発生する急性腎障害や多臓器不全に対応
が出来ている．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：診療科長：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
熊谷洋一（KUMAGAI Youichi）
：講師：消化器外科（特に食道外科）：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
岡田典倫（OKADA, Norimichi）
：講師：研究主任：消化器外科（特に下部消化管外科，腹腔鏡手術，癌化学療法）
：
博士
助教：大澤智徳：博士，傍島潤，桑原公亀，石畝亨，天野邦彦，幡野哲，鈴木興秀：大学院生，今泉英子：大学院
生，小野朋二朗，田島雄介，山本梓，本城裕章，平岡優，伊藤徹哉，近谷賢一．
非常勤講師 19 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，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 週間の臨床実習も行っている．
卒前教育
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．
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．
卒後教育
前期研修医が選択で，1 ヶ月単位で当科で研修を行っている．
2-1．目的
医師として，当科で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）の患者の受け持ちグループの一員として，その病態を理解した上で手術，周術期管
理について学ぶこと．
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2-2．教育内容
上級医と共に臨床グループの一員として，朝 8 時 30 分からの病棟回診を行い，受け持ち患者の手術に助手として
参加する．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，外科チーム治療について教育する．
月曜日朝と水曜日の朝夕のカンファレンスに参加し，受け持ち患者の術前プレゼンテーションを行う．また，水曜
午後の科長回診にも参加する．鼠径ヘルニアに関しては，十分な助手経験の後，術者として執刀する．また，animal
labo 等にも積極的に参加している．
2-3．達成度
1 ヶ月間にわたり，消化管・一般外科の臨床グループの一員として行動することで，外科医の仕事を理解すると共
に，消化管・一般外科領域への理解が深まると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
術者として執刀することで，病態，解剖の理解を深めることができると共に，医師としての責任感が芽生えるもの
と考えられる．
大学院教育
現在 2 名の構成員が大学院生として研究中である．
今泉英子

医学研究科

博士課程

大腸癌症例約 200 例について，癌遺伝子と水チャンネルの遺伝子として発見された AQP( アクアポリン遺伝子 ) と
の関連性を検討するため，摘出組織から RNA 抽出・cDNA 合成を行い，AQP 遺伝子を抽出，リアルタイム PCR に
て AQP 遺伝子を定量的に解析している．
鈴木興秀

臨床腫瘍学

5FU 抵抗性転移性胃癌における，パクリタキセルへの効果予測式の構築と毒性に関する有力なバイオマーカーの
検索を目的としたゲノム解析をおこなっている．現在，薬物毒性に関与する新しい遺伝子と遺伝子型（genotype）
を用いた Tumor response の数理予測式の構築をめざしている．

3．研究
3-1．目的・目標
消化管疾患の発生，病態，治療の研究および開発．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
上部消化管グループ，下部消化管グループ，腫瘍学グループ，鏡視下手術グループ，外科感染症グループ，外科栄
養学グループ，臨床解剖学グループ．
3-3．研究内容と達成度
1．大腸癌の予後予測因子（臨床病理学的因子）の解明．
2．進行・再発大腸癌の各種化学療法と臨床的効果予測因子との関係（一部で K-ras 遺伝子解析を含む）．
3．大腸癌肝転移の肝所属リンパ節転移が予後に与える影響．
4．大腸癌における新規癌関連遺伝子の網羅的解析．
5．大腸癌化学療法の効果予測因子の研究．
6．遺伝性大腸癌（リンチ症候群，家族性大腸腺腫症など）の臨床病理学的検討．
7．胃癌の予後予測因子の解明．
8．食道癌術後合併症のリスク因子の解明．
9．食道癌に対する治療法別の予後解析．
10．食道癌に対する拡大内視鏡の有用性．
11．高齢者消化器癌手術における適切な術式選択とその妥当性の評価．
12．消化器外科領域の腹腔鏡手術の低侵襲性とその評価と新たな手術手技，器具の開発．
13．穿孔性腹膜炎の予後予測因子の検討．
14．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．
15．消化管手術の周術期感染予防とその対策における研究．
16．稀な腫瘍（小腸癌，後腹膜腫瘍）の臨床病理学的検討と治療成績．
17．鼠径ヘルニア術式の選択と再発・合併症の検討．
18．家族性大腸腺腫症・潰瘍性大腸炎に対する大腸全摘術の工夫と成績．
19．胃切除・直腸切除におけるドレーン留置の必要性．
20．消化器癌手術における手術部位感染のリスク因子解析．
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21．消化器外科手術におけるクリティカルパス，ﬁrst-track surgery の評価．
22．E − PASS を用いた消化管手術侵襲度評価と合併症予測．
23．消化器癌における SVS-1 発現とその生物学的意義の検討．
24．NST の関与による栄養評価と実質的効果の検討．
25．消化器癌の悪性度評価と転移能の研究．
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）
急性虫垂炎・鼠径ヘルニア・肛門疾患などの一般外科的疾患から，食道・胃・大腸の悪性疾患・炎症性腸疾患・緊
急性の高い急性腹症・急性消化管出血・腹部外傷など幅広い範囲でそれぞれの専門医が診療を担当している．手術に
関しては，機能温存手術や，小切開手術・腹腔鏡補助下手術などの低侵襲手術も積極的に取り入れて行っており，治
療成績の向上に努めている．

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
日本外科系連合学会誌

編集委員（石田）
編集委員（石橋）

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 Ishida H，Ishiguro T, Okada N, Kumamoto K, Ishibashi K, Miyazaki T, Haga N. Experience of distal gastrectomy
by minilaparotomy with laparoscopic-assistance for nonoverweight patients with T1N0-1 gastric cancer.Int Surg
96:104-110, 2011
② Ishibashi K, Okada N, Ohsawa T, Kumamoto K, Haga N, Ishida H. A simple and safe technique for performing
single-port laparoscopic resection of appendiceal mucocele.Tech Coloproctol 15:341-343, 2011
③ Sobajima J, Kumamoto K, Haga N, Tamaru J, Takahashi T, Miyazaki T, Ishida H. Early evaluation of the apoptotic
index ratio is useful in predicting the eﬃcacy of chemoradiotherapy in esophageal squamous cell carcinoma.
Oncol Lett 3:287-292, 2012
④ Tajima Y, Ishida H, Ohsawa T, Kumamoto K, Ishibashi K, Haga N, Osada H. Three-dimensional vascular anatomy
relevant to oncologic resection of right colon cancer.Int Surg 96:300-304，2011
⑤ Kumamoto K, Kuwabara K, Tajima Y, Amano K, Hatano S, Ohsawa T, Okada N, Ishibashi K, Haga N, Ishida H.
Thymidylate synthase and thymidine phosphorylase mRNA expression in primary lesions using laser capture
microdissection is useful for prediction of the eﬃcacy of FOLFOX treatment in colorectal cancer patients with
liver metastasis.Oncol Lett 3:983-989, 2012
⑥ Ishida H，Ishiguro T, Ohsawa T, Okada N, Kumamoto K, Ishibashi K, Haga N, Yokoyama M, Nakada H, Gonda T.
Oncologic outcome of stages Ⅱ / Ⅲ colon cancer treated via minilaparotomy. Int Surg 96:127-134, 2011
⑦ Ishida H，Ishiguro T，Ishibashi K，Ohsawa T，Okada N，Kumamoto K，Haga N. Curative resection of
transverse colon cancer via minilaparotomy. Int Surg 96:6-12, 2011
⑧ Ishida H, Ishiguro T, Kumamoto K, Ohsawa T, Sobajima J, Ishibashi K, Haga N. Minilaparotomy for perforated
duodenal ulcer. Int Surg 96:194-200, 2011
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⑨ Ishida H，Hatano S，Ishiguro T，Kumamoto K，Ishibashi K，Haga N. Prediction of lateral lymph node
metastasis in lower rectal cancer: Analysis of paraﬃn-embedded section. Jpn J Clin Oncol 42:485-490, 2012
⑩ Ono C，Iwama T，Kumamoto K，Ishida H. A simple technique for repair of distal limb prolapsed of a loop
colostomy.Tech Coloproctol 16:255-256, 2012
【総数：論文 51 件，学会発表 106 件，講演 18 件】
6-2．獲得研究費
埼玉医科大学研究グラント（隈元）
平成 23 年度

科学研究費補助金（基盤 C）
（隈元）

6-3．受賞
第 9 回日本消化器外科学会大会
第 49 回日本癌治療学会学術集会
第 48 回日本腹部医学会総会

ポスター優秀演題賞（石橋，隈元）
優秀演題賞（今泉）

研修医優秀賞（北村）

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，その一部は国際学会を含めた
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てい
る．
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2．10）肝胆膵外科・小児外科
1．構成員
小高明雄（ODAKA, Akio）
：准教授：診療科長，教育主任，外来医長：指導教員（大学院）：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：大学院教員（大学院）
：肝胆膵外科：博士
井上成一朗（INOUE, Seiichiro）
：講師：病棟・研修医長：大学院教員（大学院）：小児外科：博士
赤松延久（AKAMATSU, Nobuhisa）
：講師：病棟・研修医長：大学院教員（大学院）：肝胆膵外科：博士
助教：石田隆志，辛

宣廣，駒込昌彦

客員教授：橋本大定
非常勤講師 : 東

皓雄，帯津良一，川嶋

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，肝胆膵外科で
は小澤文明と赤松延久で，小児外科では小高明雄と井上成一朗であった．
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．小児外科では，火曜日の午
前中のカンファレンスで症例を解説し，金曜日の夕方にクルズスとミーティングを行い，一週間の教育の達成度を確
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．今年度は橋本大定教授が定年退職した後，肝胆膵外科では内容に変わりなく卒前卒後
教育を維持することができた．小児外科では定期的なクルズスを開始し，教育を充実させた．来年度は，肝胆膵外科，
小児外科共に，クルズスなどの教育内容をさらに充実させていきたい．

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，その中で肝胆膵外科と小児外科に共通する目標は，安
全で真に低侵襲な手術法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）
肝胆膵外科グループ（小澤文明，赤松延久，石田隆志，辛

宣廣，駒込昌彦）と小児外科グループ（小高明雄，井

上成一朗）があり，互いに領域を超えて協力し合う方針を取っている．
3-3．研究内容と達成度
肝胆膵外科・小児外科領域における安全な小切開・鏡視外科手術の確立
小児急性虫垂炎におけるマイコプラズマ感染の関与と免疫メカニズムの解明
新生児の未熟性に起因する消化管疾患の病態解明と至適外科治療法の開発
マウス神経芽腫モデルを用いた抗腫瘍免疫応答の解明と新しい免疫療法の開発
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．
486

肝胆膵外科・小児外科

3-4．自己評価と次年度計画
肝胆膵外科では，定年退職した橋本大定教授がこれまで築いてきた研究を継続し発展させることができた．小児外
科では，研究室を充実させて，新たに開始した研究もあった．来年度は研究室をさらに充実させ，大学院生の受け入
れも実現させたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
橋本大定教授が定年退職したが，今年度からは客員教授として手術に参加していただき，肝胆膵外科グループは治
療成績を維持することができた．小児外科グループは今年度，特に新生児外科の領域で治療成績を伸ばすことができ
た．来年度からは，新しいメンバーも迎えて，専門別にさらに高度な外科治療が行えるように努力して行きたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
小高明雄：小切開・鏡視外科学会雑誌編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
小高明雄：日本小児外科学会保険診療委員会副委員長

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Inoue S, Odaka A，Hashimoto D, Hoshi R, Kurishima C, Kunikata T, Sobajima H, Tamura M, and Tamaru J: Rare
case of Disseminated neonatal zygomycosis mim mimicking necrotizing enterocolitis with necrotizing fasciitis. J
Pediar Surg 2011; 46（10）: e29-32.
② Akamatsu N, Sugawara Y, Komagome M, ShinN, Ishida T: One-step percutaneous transhepatic insertion of a
balloon-expanding metaric stent for obstructive jaundice. J Gastroenterol Hepatol 2011;26（12）:1795-803.
③小高明雄，橋本大定，井上成一朗：Sliding-window 法を利用した小児の臍部開腹手術の経験．

日本臨床外科学

会雑誌 2011;72（6）:1368-73.
④小高明雄，井上成一朗，平岡

優，張

成浩：脳室・腹腔シャントチューブで消化管穿孔．小児外科 2011;43

（7）:751-4．
⑤井上成一朗，小高明雄，橋本大定：小児 Meckel 憩室および胃軸捻転症に対する低侵襲性と整容性を重視した術
式の工夫‐吊り上げ式腹腔鏡の併用を念頭に置いた小児臍部小切開 sliding-window 法による手術術式．小切開・
鏡視外科学会雑誌 2011;2（1）:131-5.
【総数：論文 8 件，学会発表 16 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 120 万円 , 間接経費 36 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
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．発足当初から肝胆
膵外科・小児外科を牽引してきた橋本大定教授が平成 23 年 3 月に定年退職となり，今年度からは客員教授として手
術に参加していただくことになった．肝胆膵外科グループにとっては大きな転換期になったが，教育，研究，診療に
おいて，昨年度のレベルを維持することができた．小児外科グループでは，教育，研究，診療のいずれにおいても昨
年度よりも充実し，特に新生児外科の領域で治療成績を伸ばすことができた．来年度からは，新しいスタッフを迎え
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入れ，研究室も充実させて，大学院生の受け入れも実現させたい．
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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：診療科長：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
鈴木

潤（SUZUKI JUN）
：助教：博士

北岡

斎（KITAOKA TADASHI）
：助教：

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，本年度は研修制度が変わったため当科で研修を行ったものは 2 名のみだったが，1 ヶ月
という短期間の研修の中ではあるが，充実した臨床教育を行え，修練到達度も満足できるものであったと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
医学生教育においては，血管疾患に割り当てられた講義時間はきわめて少ないが，その中で可能な限り多くの学生
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．全国的に外科系の研修希望者は減
少傾向ではあるが，より多くの学生に血管疾患についての理解を深めてもらい，またその重要性を認識してもらうこ
とで，多くの初期研修医に当科での研修を積んでもらえるように努力したい．

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中心としている．
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
4）血行再建後の創傷治療の研究
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 23 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（詳細は病因要覧に記載）
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症例数および成績は国内
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．平成 23 年の年間手術件数は 333 件で，その
内訳は，腹部大動脈瘤手術，下肢動脈閉塞症に対する血行再建，下肢静脈瘤手術，内シャント関連手術が主である．
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年を追うごとに糖尿病・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が増加してきている．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 査読，Journal of Vascular Surgery 査読，日本外科学会雑誌（Surgery Today）査読，日
本血管外科学会雑誌査読，脈管学査読，日本心臓血管外科学会雑誌

査読

日本血管外科学会誌編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本血管外科学会理事，日本静脈学会理事，日本心臓血管外科学会評議員，日本脈管学会評議員，日本臨床外科学
会評議員，日本下肢救済・足病学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文
① Yamamoto K, Kitaoka, T, Matsumoto H, Deguchi J, Shiibashi M, Sato O. CHADS2 score is a poor predictor of noncerebral arterial occlusion in patients with non-valvular arterial ﬁbrillation. Ann Vasc Dis 2011; 4: 110-114
② Yamamoto K, Kitaoka T, Matsumoto H, Deguchi J, Sato O. Preoperative ambulatory status predicts poor outcome
after below knee bypass surgery. Ann Vasc Dis 2011;4:204-208
③佐藤

紀

重症下肢虚血に対する血管外科治療の進歩 - 糖尿病と PAD の変化

医学のあゆみ

2011; 237:

84-89
④佐藤

紀

Leriche 症候群

外科

2011:73:1319-1321

学会発表
⑤当院における重症下肢虚血症例 背景疾患の変遷

鈴木潤

他

日本脈管学会総会

⑥組織欠損を伴う重症虚血肢 下腿バイパス症例の初発症状とフットケアの注意点
総会

岐阜

岐阜

2011/10

出口順夫

他

日本脈管学会

2011/10

⑦上腕尺側皮静脈および上腕静脈を使用したブラッドアクセスの有用性とその長期成績

他

日本脈管

⑧ハイブリッド治療後の中枢吻合部狭窄に対し，遠隔期に追加バイパスを施行した重症虚血肢の 1 例

松本春信

学会総会
他

岐阜

松本春信

2011/10

日本静脈学会

仙台

2011/7

⑨過去 5 年間で経験した，悪性腫瘍を伴う深部静脈血栓症（Trouseau 症候群）23 例の検討
脈学会

仙台

北岡斉

他

日本静

2011/7

⑩ The contralateral-iliac to infrapopliteal bypass for critical limb ischemia without ipsilateral arterial inflow.
Deguchi J et al. Japan - Korea joint meeting for vascular surgery. 那覇
総数：論文

4 件，学会発表

2011/4

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
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大石陽子，中井麻木，石田文孝，大西清 . 当院における化学療法症例のサブタイプ別予後解析 . 第 19 回日本乳
癌学会学術総会 2011 年 9 月 2 日− 4 日，仙台 .
②大西清，中井麻木，石田文孝，大石陽子，糸山進次，黒田

一 . 広背筋皮弁（LDMF）による乳頭同時再建を伴

う乳房再建―若年者広範 DCIS 例に対してー第 19 回日本乳癌学会学術総会 2011 年 9 月 2 日− 4 日，仙台 .
③石田文孝，中井麻木，大石陽子，黒田一，大西清 . 当科における血液透析を施行している乳癌患者の治療の検討 .
第 19 回日本乳癌学会学術総会 2011 年 9 月 2 日− 4 日，仙台 .
④三鍋俊春，大西

清，大石陽子，石田文孝，中井麻木，坂

いづみ . 外側横切開による乳輪温存皮下乳腺全摘出

術後 expander による乳房一次再建 . 第 19 回日本乳癌学会学術総会 2011 年 9 月 2 日− 4 日，仙台 .
⑤中井麻木，石田文孝，大石陽子，大西
本甲状腺外科学会学術集会

2011 年 10 月 6 日− 7 日，鳥取 .

⑥大石陽子，中井麻木，石田文孝，大西
学術集会
⑦大西

清，黒田一 . 急速増大をきたした甲状腺扁平上皮癌の一例 . 第 44 回日

2011 年 10 月 27 − 29 日

清 . 乳癌サブタイプ別治療戦略に関する検討 . 第 49 回日本癌治療学会
名古屋 .

清，中井麻木，石田文孝，大石陽子 . 乳房再建

会総会

2011 年 11 月 17 − 19 日

インプラントか一期的再建か . 第 73 回日本臨床外科学

東京 .

⑧石田文孝，中井麻木，大石陽子，大西清 . クリニカルパスへの取り組みとその効果（乳腺・甲状腺・内分泌）当
院における乳癌手術患者へのクリニカルパスの現況 . 第 73 回日本臨床外科学会総会 2011 年 11 月 17 − 19 日
東京 .
⑨石田文孝，中井麻木，大石陽子，大西 清 . 原発性副甲状腺機能亢進症術後に偽通風を発症した 1 例 . 第 29 回埼
玉県外科集談会
【総数：論文
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

2011 年 11 月 26 日 埼玉 .

1 件， 学会発表

16 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 11 日震災のため上半期の学会，研究会は中止となった．異例ではあるが乳癌学会が仙台で 9 月
に開かれた．

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．本年度から乳癌学会認定施設と並び，埼玉県唯一の甲状腺を中心とした
内分泌・甲状腺外科専門認定施設として自立し，若手医師の修練の場として埼玉県の拠点病院の地位確立を目指す．
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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
：代表指導教員（大学院）：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
：大学院教員（大学院）：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
：大学院教員（大学院）：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：博士
青木耕平（AOKI, KOHEI）
：助教
井上慶明（INOUE, YOSHIAKI）
：助教（後期研修医）
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，山畑），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 4，5，6 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）．
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
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予定通りの目標を達成できた．5 年生の CC は 1 月に 2 名，2 月に 1 名が実習に参加し，呼吸器外科患者 1 〜 2 名を
受持ち，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った．呼吸器外科診療の大筋の流
れが理解できるような実習が行われ，概ね予定通りの目標を達成できた．夏季プログラムは選択者なし．
卒後教育では，青木助教が呼吸器外科専門医や気管支鏡専門医の資格取得に向け，手術手技の習得や診断技術の向
上を目標とした修練を開始した．後期研修医の井上助教が埼玉社会保険病院から帰室し，外科専門医取得に向けた研
修を継続している．
昨年度大学院を卒業した福田助教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発表し，この研
究で医学博士の学位を取得した．
2-4．自己評価と次年度計画
BSL，
CC 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．
卒後教育や大学院教育も順調に行われている．次年度は，福田助教は呼吸器外科専門医の資格を取得する予定である．
青木助教は呼吸器外科専門医および気管支鏡専門医の資格を取得する予定である．また，井上助教は学位取得に向け
埼玉医科大学大学院に入学する予定である．

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）
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，データを解析して第 14 回世界肺癌会
議（2011 年 7 月）および第 52 回日本肺癌学会（2011 年 11 月）で発表した．また，論文の投稿の準備を進め
ている．
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．第 64 回日本胸部外科学会定期学術集会（2011 年 10 月）で発表した．現在治癒した胸膜欠損部の病
理組織学的検討を進めている．
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．
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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
福田助教が慶應義塾大学病理学教室と共同で行った研究成果を学位論文として発表した．
“HOST-DERIVED MMP-13 EXHIBITS A PROTECTIVE ROLE IN LUNG METASTASIS OF MELANOMA CELLS BY
LOCAL ENDOSTATIN PRODUCTION”
BRITISH JOURNAL OF CANCER：VOLUME 105 P1615-24（2011.10）
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
ター）での多施設共同研究．
症例を集積し，術後気管支断端 ? の発生頻度，誘因，治療法などについて検討．第 52 回日本肺癌学会（2011
年 11 月）で発表した．
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
当院放射線科本田教授のグループとの共同研究で，非放射性キセノンガス吸入による肺換気 CT 画像の作成およ
び肺葉切除術後の呼吸機能予測への応用を検討．
第 440 回日本医学放射線学会関東地方会（2011 年 12 月），第 4 回呼吸機能イメージング研究会学術集会（2012
年 2 月）
，第 31 回日本画像医学会（2012 年 2 月），ヨーロッパ放射線学会（2012 年 3 月）で発表した．また，
研究成果を論文として発表した．“IMAGING OF VENTILATION WITH DUAL-ENERGY CT DURING BREATH HOLD
AFTER SINGLE VITAL-CAPACITY INSPIRATION OF STABLE XENON.”

RADIOLOGY: VOLUME 262: NUMBER 1:

262-8（2012.1）
．さらにもう 1 編の論文の投稿準備を進めている．
3-4．自己評価と次年度計画
臨床研究，研究発表などを積極的に行い，概ね今年度の目標は達成されたと考えている．テーマ 1 は症例の集積
が終了し，データ解析を行なっており，次年度には成果を発表する予定である．テーマ 2，3，7 は研究成果を学会
にて発表した．テーマ 4 は集積した症例の検討を行い，次年度の学会発表の準備を進めている．テーマ 5 は症例の
集積中である．テーマ 6 では研究成果を論文として発表し，この研究で福田助教は学位を取得した．テーマ 8 は研
究成果を学会で発表し，一部を論文として発表した．次年度には別の論文が発表される予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
総合医療センター呼吸器外科では，肺癌，転移性肺腫瘍，縦隔腫瘍，自然気胸，胸部外傷，膿胸，気管・気管支狭
窄など呼吸器外科領域の疾患全般を対象に専門的な診療を行っている．各疾患ともに手術療法が主体であり，標準術
式はもとより，難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）173 例で，主な疾患では原発性肺癌 77 例，自然気胸 45 例，転移性肺
腫瘍 19 例，炎症性疾患 13 例，縦隔腫瘍 11 例，良性肺腫瘍 1 例，巨大肺嚢胞症 1 例，気管損傷 1 例，その他 5 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，Ⅰ A90％，Ⅰ B70％，Ⅱ A82％，Ⅱ B55％，Ⅲ A44％，Ⅲ
B33％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
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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

6．業績
6-1．論文･学会発表
① H FUKUDA・S MOCHIZUKI・H ABE・HJ OKANO・C HARA-MIYAUCHI・H OKANO・N YAMAGUCHI・M
NAKAYAMA・J DʼARMIENTO・Y OKADA
HOST-DERIVED MMP-13 EXHIBITS A PROTECTIVE ROLE IN LUNG METASTASIS OF MELANOMA CELLS BY
LOCAL ENDOSTATIN PRODUCTION
BRITISH JOURNAL OF CANCER:VOLUME 105 P1615-1624

2011.10

② NORINARI HONDA, HISATO OSADA, WATARU WATANABE, MITSUO NAKAYAMA, KEIICHIRO NISHIMURA,
BERNHARD KRAUSS, KATHARINA OTANI. IMAGING OF VENTILATION WITH DUAL-ENERGY CT DURING BREATH
HOLD AFTER SINGLE VITAL-CAPACITY INSPIRATION OF STABLE XENON. RADIOLOGY: VOLUME 262: NUMBER
1: 262-8

2012.1

③江口圭介･青木耕平･福田祐樹･竹内

健･儀賀理暁･菊池功次･中山光男

原発性非小細胞癌の縮小手術
埼玉県医学会雑誌

第 46 巻 1 号

P20-24

2011 年

④江口圭介・井上慶明・青木耕平・福田祐樹・竹内

健・儀賀理暁・菊池功次・中山光男

特集 : 縦隔リンパ節転移を伴った肺癌に対する外科的治療をめぐって
PN2 非小細胞肺癌の手術成績
日本胸部臨床

第 70 巻 9 号

P905-910

2011 年

⑤儀賀理暁・澤田利恵・松崎玲子・井上慶明・青木耕平・福田祐樹・江口圭介・中山光男
かわごえ緩和ケアネットワーク（PLLIATIVE CARE INTAERCIVE NETWORK IN KAWAGOE：PINK）による地域連携
癌と化学療法
⑥竹内

第 38 巻

P76-78

2011 年

健・江口圭介・儀賀理暁・福田祐樹・青木耕平・中山光男

IB 期（PT2ANOMO）非小細胞肺癌切除症例における予後因子としての胸膜浸潤の検討
第 28 回日本呼吸器外科学会総会

2011 年 5 月

⑦中山光男・青木耕平・福田祐樹・竹内

健・儀賀理暁・江口圭介

ビデオシンポジウム『広範な結核性気管気管支狭に対する気道再建手術の工夫』
第 34 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会

2011 年 6 月

⑧ T. KASAI, K. MORI, K. KOBAYASHI, K. KOMIYAMA, S. MINEZAKI, Y. UCHIDA, E. HOSHI, S. KOYAMA, K. EGUCHI, M.
NAKAYAMA, K. KIKUCHI．
PHASE Ⅰ / Ⅱ TRIAL OF S-1 PLUS DOCETAXEL（DTX）FOR PREVIOUSLY TREATED ADVANCED NON-SMALL
CELL LUNG CANCER（NSCLC）: KANTO RESPIRATORY DISEASE

STUDY GROUP.

14TH WORLD CONFERENCE ON LUNG CANCER 2011.7
⑨儀賀理暁・井上慶明・青木耕平・福田祐樹・竹内

健・江口圭介・中山光男・川村雅文呼吸器外科術後肺漏の修

復における FIBRIN GLUE + POLY-GLYCOLIC ACID SHEET（PACK 法）の役割
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第 64 回日本胸部外科学会定期学術集会
⑩青木耕平・福田祐樹・竹内

2011 年 10 月

健・儀賀理暁・江口圭介・井上慶明・中山光男

非小細胞肺癌手術時の胸腔内洗浄細胞診陽性症例の検討
第 52 回日本肺癌学会総会
【総数：論文

7 件，学会発表

2011 年 11 月
36 件，講演

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
該当なし

7．自己点検・評価
1997 年 4 月に診療を開始して 14 年間が経過し，また，2008 年 8 月に中山教授が就任してから 3 年が経過し，
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 4 月に井上助教が埼玉社会保険病院
での研修を終え帰局し，福田助教が埼玉医科大学大学院を卒業して診療に復帰したが，竹内助教が療養のため休職と
なり，医局の構成員は中山教授，江口講師，儀賀講師，福田助教，青木助教，井上助教の 6 名となった．診療に関
して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，臨
床研究，研究発表，教育など積極的に行っており，福田助教による医学博士の学位取得を始め，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．今後は呼吸器外科を専攻する若手医師の確保，研究費の獲得など
に向けた努力を積み重ねてゆくことが重要と考えている．
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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輸血量節減の研究
3-3．研究内容と達成度
弓部大動脈手術の低侵襲化を推進し，良好な成績をおさめた．また，脳保護に関する積極的方針に基づく手術を，
特にハイリスク症例においていくつか実施し，その成果を学会や論文に発表した（予定，in press を含む）．
3-4．自己評価と次年度計画
特に研究①，②については，臨床応用を行い始めており，積極的脳保護については症例を積み重ねつつある段階で
ある．引き続き，上記研究を中心にすすめてゆく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
緊急手術の比率も含め，ほぼ例年通りであった．

499

心臓血管外科

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
編集委員
雑誌「胸部外科」
On line journal “Case report in emergency medicine”
査読
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery
Circulation Journal
Journal of Cardiology
Journal of Cardiothoracic Surgery
5-3．その他
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文・総説
① Yamabi H, Imanaka K, Sato H, Matsuoka T. Extremely localized aortic dissection and intussusception of the
intimal ﬂap into the left ventricle. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2011; 17（4）: 431-433
②今中和人，許
管理のすべて
③許

俊鋭

合併症を持つがん患者の周術期管理

永井書店

俊鋭，今中和人

2．心疾患･不整脈 pp 171-7

In がん患者の周術期

2011（外科治療増刊号 vol.104: 705-11）

非心臓手術時の心血管リスク評価にガイドラインをどのように活かすか

Heart View

2011; 15（11）: 1084-88
学会発表
④河田光弘，松岡貴裕，山火秀明，今中和人

大動脈手術における低体温下，間歇的静脈圧増強逆行性脳灌

流 法（IPA-RCP） の 臨 床 経 験 Clinical experience with intermittent pressure- augmented retrograde cerebral
perfusion（IPA-RCP）under moderate hypothermia in aortic surgery

第 64 回日本胸部外科学会総会 （名古屋）

2011.10.11
⑤河田光弘，松岡貴裕，山火秀明，今中和人
術例

巨大左心耳瘤により僧帽弁閉鎖不全症，心房細動を来たした 1 手

第 156 回 日本胸部外科学会関東甲信越地方会 （東京）2011.6.4

⑥松岡貴裕，今中和人，山火秀明，佐藤博重
malperfusion が解消しなかった 1 例

Ａ型急性大動脈解離手術中，右腋窩動脈送血の追加のみで brain

第 157 回

日本胸部外科学会

関東甲信越地方会 （東京）2011.11.12

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
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）
，滝沢公章（TAKIZAWA, Masafumi），島田憲明（SHIMADA, Noriaki）
，塩
谷 操（SHIOYA, Misao）
， 笹 尾 は な（SASAO, Hana）， 小 林 陽 介（KOBAYASHI, Yousuke）， 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），中尾祐介（NAKAO, Yusuke），
〔非常勤医員〕: 山本邦彦（YAMAMOTO, Kunihiko），矢鋪素久（YSHIKI, Motohisa），野沢有二（NOZAWA, Yuji）
，
亀田進吾（KAMEDA, Shingo）
，
吉澤貴弘（YOSHIZAWA, Takahiro），溝部弘敬（MIZOBE, Hirotaka），小島純一（KOJIMA,
Junichi）
，林一誠（HAYASHI, Kazumasa）
，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．
また卒後教育としては研修医に対して，整形外科の基本的身体診察法，基本的臨床検査，基本的手技を理解し，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，
「皮膚・運動器」の講義（それぞれ 65 分）を，酒井が「退行性関節疾患（1）総論」と「外傷（1）
総論」について，丸山が「脊椎疾患（2）腰椎」について行った．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．
また研修医に対しては，担当の指導医を決めて，直接的な指導を行い，さらにカンファランスなどでは全スタッフ
が指導にあたった．
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．さらに研修医については限られた期間ではあったが，基本的事項は
習得させることができたと考える．
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．
さらに研修医についても引き続き担当指導医の直接的な指導に加えて，
全スタッフによる指導を続ける．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）
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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）
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．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．基礎的研究は十分にできなかった．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進めたい．

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：31,444 人，入院患者総数：716 人
手術総数：685 件 :
（膝関節鏡視下手術：37 件，脊椎脊髄手術：351 件，人工関節手術：92 件，肩関節鏡視下手術：11 件，手の外科
術：136 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

60％

術後 2 年時評価

平均 38.8 から術後平均 86.3 に改善，改善率 122.4%

鏡視下肩関節脱臼制動術
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80％

14 例

経過観察期間平均 15．4 ヶ月

再脱臼例なし
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先進医療の開発：なし．
実施治験：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：日本臨床スポーツ医学会誌査読委員
酒井：日本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）
平岡：日本整形外科スポーツ医学会誌査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
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. Vol.19 No.4:572 − 578

2011

②加藤直樹，吉澤貴弘，野村英介，酒井宏哉：重度手根管症候群に対する橈側の横手根靭帯にプーリ−を制作した
母指対立再建術 : 一期的 Camitz 変法の短期成績．Vol.22 No.2:174 − 178

2011

③ Kato N, Torio T, Oda H, Sakai H：Radiohumeral Arthrodesis for Severe Open Comminuted Fracture Using
External Fixation: A Case Report. J Trauma & Treatment Vol.1 No.1: 105 2012
④ Motosuneya T, Maruyama T, Yamada H, Masuda R, Sakai H：Metastatic prostate cancer in ossiﬁcation of the
ligamentum ﬂavum - a case report. Spain J. Vol.11 No.8:e1 − 4

2011

⑤丸山徹，山田博信，中尾祐介：脊髄係留を伴った先天性後側弯症の 1 例．J.Spinal Res. Vol.2 1795 − 1799
2011
⑥田沼優一，山田博信，小林陽介，丸山徹，酒井宏哉：馬尾に発生した毛細血管腫の一例
Capillary hemangioma of caudea epuina: a case report．日本脊髄障害医学会誌 Vol.24 No.1: 30-31 2011
⑦酒枝和俊，平岡久忠，塩谷操，滝沢公章，酒井宏哉：Gore-Tex 人工靭帯による前十字靭帯再建術後 20 年以上を
経た一例．関東膝を語る会

Vol.27 No.1: 19 − 23

2011

⑧本強矢隆生，丸山徹，山田博信，酒井宏哉：非連続性の 2 椎体に腰椎破裂骨折を認めた 1 例．整形・災害外科
Vol.54 No.4:419-421

2011

⑨平岡久忠，塩谷操，滝沢公章，酒井宏哉：Opening wedge 高位脛骨骨切り術後の骨癒合とβ -TCP のリモデリン
グに関するＸ線像および組織像による検討．第 3 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

2011.6.16‐18

札幌
⑩ 中 曽 根 功：RA に よ る 高 度 屈 曲 抱 縮 に 対 す る 治 療 経 験． 第 2 回 埼 玉 リ ウ マ チ ト ロ ジ ー カ ン フ ァ ラ ン ス
2011.6.17

川越

【論文：10 件，学会発表：29 件，講演：8 件】
6-2．獲得研究費
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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
1．第 2 回埼玉スポーツ医学セミナー（2011 年 7 月 21 日
2．第 7 回小江戸整形外科セミナー（2011 年 7 月 29 日

川越）（酒井）
川越）（酒井）

3．第 8 回埼玉オルソぺディクスセミナー（2011 年 9 月 3 日

川越）（酒井）

4．第 34 回埼玉整形外科フォーラム（2011 年 10 月 6 日

川越）（酒井）

5．第 35 回埼玉整形外科フォーラム（2012 年 3 月 22 日

川越）（酒井）

6．第 13 回圧迫性脊髄症研究会（2012 年 1 月 21 日

東京）（丸山）

7．8th SOSORT（International Society on Spinal Orthopaedic and Rehabilitation Treatment）
Annual Meeting（2011 年 5 月 19-21 日

Barcelona, SPAIN）（丸山）

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と丸山が担当し，次年度も内容の充実をはかる．BSL について
は次年度も引き続きできるだけ学生に密着して教育にあたる．診療においては，構成員全員がそれぞれの持ち場で最
大限の努力で業務を行った．その結果，どの分野においても国際的レベルの治療成績を残せた．次年度は診療の質の
さらなる向上を目指すのと同時にさらに多くの患者に質の高い医療を提供することを目標とする．教育と診療に全力
を集中した分，研究については必ずしも十分な実績を残せたとは言えない．次年度は研究の重要性を構成員が再認識
し，より多くの業績を残すことを目標にする．
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2．16）脳神経外科
1．構成員
松居

徹（Toru Matsui）: 教授 : 運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）
：研究主任：頭蓋底外科：脳卒中の外科：
博士

張

漢秀（Han Soo Chang）
：教授（H23 年 5 月から）：診療副科長：学位論文審査教員（大学院）：外来医長
（H23 年 12 月から）：教育主任：脳腫瘍：脊椎脊髄疾患：博士

大宅宗一（Soichi Oya）
：講師：病棟医長（H23 年 4 月から）: 研究副主任（H23 年 12 月から）
学位論文審査教員（大学院）：脳血管障害：良性脳腫瘍：博士（H23 年 4 月から）
鈴木康隆（Yasutaka Suzuki）
：助教：病棟医長（H22 年 6 月から H23 年 3 月迄）
：研究副主任（H23 年 11 月迄）
：大学院教員（大学院）
：外来医長（H23 年 11 月迄）
（H23 年 11 月迄）
中村

巧（Takumi Nakamura）
：助教：研修担当医長：大学院教員（大学院）：医局長

土屋

掌（Tsukasa Tsuchiya）
：助教：研究員：大学院教員（大学院）

印東雅大（Masahiro Indo）
：助教：研究員：大学院教員（大学院）
藤澤直顕（Naoaki Fujisawa）
：助教：研究員：教育副主任
岡野

淳（Atsushi Okano）
：助教（H23 年 3 月迄）

高畠和彦（Kazuhiko Takabatake）
：助教（H23 年 4 月から H23 年 6 月迄）
細野

篤（Atsushi Hosono）
：助教（H23 年 7 月から H24 年 3 月迄）

矢内

啓（Kei Yanai）
：助教（H23 年 12 月から）

石川達哉（Tatsuya Ishikawa）
：非常勤講師

秋田県立脳血管研究センター

海津啓之（Hiroyuki kaizu）
：非常勤講師

武蔵野総合病院副院長

小原琢磨（Takuma Obara）
：非常勤講師

三愛病院脳神経外科部長

鈴木千尋（Chihiro Suzuki）
：非常勤講師

鈴木脳神経外科院長

平川

亘（Wataru Hirakawa）
：非常勤講師

副センター長

池袋病院副院長

2．教育
2-1．目的･目標
卒前：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：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：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，毎週月曜日 17 時および木曜日 17 時からフィルム・ビデオカンファ
レンスと教授回診を行なっている．毎週火曜日 8 時 40 分からは抄読会を行っている．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：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，
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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
卒前および卒後：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
卒然：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．
卒後：平成 19 年度以後は，前期および後期の研修医もローテーションしてきており，今後とも，数多くの新入医
局員を期待しているところである．あまりの忙しさに，研修医および若手医師の負担が過剰とならぬように，スタッ
フ一同，留意しているところである．

3．研究
3-1．目的・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
以下は，卒後の診療科としての活動評価です．
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
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くも膜下出血患者の脳血管攣縮からの脳梗塞の予防と，最終的な ADL の向上に，良好な結果を得ており，結果
は平成 19 年 3 月の日本脳卒中の外科学会でも発表した．
4．悪性脳腫瘍の治療
SRT と化学療法も含めての，新たな治療戦略を導入し，有効な結果を得ている．
5．脳動脈瘤手術例の再評価
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 617 人，手術件数
も 376 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 FIow and Metabolism
Neurological Research
Neuroscience Letters
Neurologia medico-chirurgica
CI（Computed Imaging）研究
脳と循環
脳神経外科（医学書院）
教授

張

漢秀

Han Soo Chang

（脳腫瘍，脊椎脊髄疾患）
脊髄外科
講師

大宅

宗一

Soichi Oya

（脳血管障害，良性脳腫瘍）
Neurologia medico-chirurgica
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

6．業績
論文・学会発表
論文
①山下

安佐美，阿部

貢司，谷口

民樹，張

敦，後藤

芳明，嶋田

漢秀，松居

勢二郎，藤澤

直顕，土屋

掌，中村

巧，鈴木

康隆，上條

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
脳卒中の外科 39:341-346,2011
② Chang HS, Zidan I, Fujisawa N, Matsui T
Microsurgical posterolateral transmuscular approach for lumbar foraminal
Stenosis.
J Spinal Disord Tech 24:302-307, 2011
③ Chang HS, Tsuchiya T, Matsui T
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Syringomyelia.
J Neurosurg Spine 15:340-342, 2011
④松居徹
前頭蓋底髄膜腫の手術

イラストレイティド脳腫瘍外科学

医学書院

pp.156-159,2011

⑤ Oya S, Sade B, Lee JH: Sphenoorbital meningioma: surgical technique and outcome. J Neurosurg. 2011 May;114
（5）:1241-9
⑥ Oya S, Kim SH, Sade B, Lee JH: The natural history of intracranial meningiomas.
J Neurosurg. 2011 May;114（5）:1250-6
⑦張

漢秀，土屋

掌，藤澤

直顕，岡野

淳，松居

徹

腰椎椎間孔狭窄症に対する低侵襲除圧術ー 60 例の検討ー
第 26 回日本脊髄外科学会
⑧藤澤

直顕，張

シンポジウム（2011 年 6 月 9 日）静岡

漢秀，岡野

淳，土屋

掌，印東

雅大，中村

巧，鈴木

康隆，松居

徹

腰椎黄色靭帯骨化症：12 症例の後方視的検討
第 26 回日本脊髄外科学会

ポスター（2011 年 6 月 9 日）静岡

⑨ Takumi Nakamura，Toru Matsui
Beneﬁcial eﬀect of selective, better than non-selective, intra-arterial
infusion of fasudil hydrochloride for symptomatic vasospasm following
subarachnoid hemorrhage
The 11th International Conference on Neurovascular Events after Subarachnoid Hemorrhage（2011 年 7 月 20
日 ?7 月 24 日）Cincinnati USA
⑩大宅

宗一，中冨

浩文，斉藤

延人

髄膜腫手術における Paradigm shift: Simpson 分類の現代での臨床的意義の限界と MIB-1 index との統合による
再発予期の重要性について
第 70 回日本脳神経外科学会学術総会（2011 年 10 月 13 日）横浜
総数：論文 9 件，学会発表 23 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
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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，大宮ソニックシティ）
第 18 回日本意識障害学会
（平成 21 年 7 月 24 日・25 日
STROKE2013

川越プリンスホテル）

第 29 回スパズム・シンポジウム

（平成 25 年 3 月 21 日

グランドプリンスホテル新高輪）

第 37 回日本脳神経 CI 学会
（平成 26 年 2 月 28 日・3 月 1 日

大宮ソニックシティ）

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
2011 年の総手術件数は，376 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．2011 年は，破裂脳動脈瘤に
対する開頭手術件数は 44 件，未破裂脳動脈瘤に対して 10 件，血管内手術は破裂脳動脈瘤に対して 2 件，未破裂脳
動脈瘤に対して 1 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 come scale で Good+MD の割り合いは 80% であり良好な結果と言える．今後，血管内
手術への移行が囁かれているが現時点における当施設の成果は良好と考えている．
しかしながら，脳血管障害に対しては，種々の観点から血管内手術（2011 年は 8 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．2011 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 8 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，2011 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）
：准教授：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，山川知巳（YAMAKAWA,
Tomomi）
：助教 , 矢野志津枝（YANO,Shizue）
：助教，河内司（KAWAUCHI,Tsukasa）
：助教 , 福澤見菜子（FUKUZAWA,
Minako）
：助教 ,

志藤宏計（SHIDOU, Hirokazu）：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
臨床に結び付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．
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，日本形成外科学会や性科学会，GID 学会で発表することができた．
3DCTA を用いた研究については，多数の学会発表を行った．
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言わざるをえない．少なくとも論文発表数を増やすような努力を続ける．

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かかわっていけるよう努
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
日本形成外科学会会誌編集委員（三鍋教授）
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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
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
①【安全・安心な皮弁移植術】安心・安全な皮弁移植

Angiosome 理論に基づく皮弁生着の法則：三鍋俊春（埼玉

医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科）：日本マイクロサージャリー学会会誌（0916-4936）24 巻 4
号 Page309-314（2011.12）
②両側頬部からの前進皮弁による下口唇全幅全層欠損再建の 1 例：笠井昭吾（佐野厚生総合病院 形成外科）, 三鍋
俊春 , 百澤明 , 栗田恵里奈：日本頭蓋顎顔面外科学会誌（0914-594X）27 巻 3 号 Page286-291（2011.09）
③注目の領域

性同一性障害に対する手術治療の現況

：百澤明（埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科）, 樋野忠司 , 三鍋俊春
医学のあゆみ（0039-2359）239 巻 12-13 Page1218-1222（2011.12
④【美容医療

私の方法と合併症回避のコツ】手術手技によらない治療

レーザー・光治療

色素レーザー：百澤

明（埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科）, 三鍋俊春 , 尾崎峰：形成外科（0021-5228）54 巻
増刊 PageS39-S44（2011.09）
⑤多施設共同研究による新しい乳房再建術前後の乳房整容性評価法の検討
：野村紘史（獨協医科大学 形成外科）, 朝戸裕貴 , 矢野健二 , 中川雅裕 , 大慈弥裕之 , 武石明精 , 佐武利彦 , 野平久
仁彦 , 岩平佳子 , 三鍋俊春 , 辻直子：乳癌の臨床（0911-2251）25 巻 6 号 Page730-731（2011.02）
⑥ Minabe T, Harii K, Imanishi N. Latissimus dorsi ﬂaps oriented on the lateral
intercostal artery perforators: anatomical study and application in autologous
breast reconstruction. J Plast Surg Hand Surg. 2011 Apr;45（2）:58-65. PubMed PMID:
21504274.
【総数：論文 ○ 件，学会発表 ○ 件，講演 ○ 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
顔面や四肢の外傷の治療に加えて，眼瞼下垂などの変性疾患，下肢難治性潰瘍の治療や腫瘍切除後の再建手術（乳
房再建含む）
，さらに性同一性障害の治療（性別適合手術）もコンスタントに行っているなど幅広く，バランスの良
い症例・治療実績を持っている．
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2．18）
（1）小児科（小児科）
1．構成員
田村正徳（TAMURA Masanori）

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

：教授：小児血液学：博士

荒川浩（ARAKAWA Hiroshi）

：講師：病棟医長：小児内分泌学

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：外来医長：小児神経学

奈倉道明（NAKURA Michiaki）

：助教：卒前教育担当：小児神経学

齋藤孝美（SAITO Takami）

：助教 : 小児神経学

鈴木理永（SUZUKI Masanaga）

：助教

水谷澄夫（MIZUTANI Sumio）

：助教

水田桂子（MIZUTA Keiko）

：助教

浅野祥孝（ASANO Yoshitaka）

：助教

新生児栄養学

山口さつき（YAMAGUCHI Satuki）
：助教
荒川

歩（ARAKAWA Ayumu）

宮城絵津子（MIYAGI Etuko）

：助教
：助教

本島由紀子（MOTOJIMA Yukiko） ：後期研修医
谷川祥陽（TANIKAWA Shoyo）
齋藤

：後期研修医

綾（SAITO Aya）

：後期研修医

山田聖月（YAMADA Miduki）

：後期研修医

西澤賢治（NISHIZAWA Kenji）

：埼玉医科大学光の家療育センターへ出向中

小林信吾（KOBAYASHI Shingo）

：長野こども病院集中治療科へ出向中

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

荒川ゆうき（ARAKAWA Yuuki）

：埼玉県立小児医療センター腫瘍血液科へ出向中

長谷川朝彦（HASWGAWA Tomohiko）
漆原康子（KATO Yasuko）

当センター ER 科へ出向中

：助教：産休中

非常勤
先崎秀明（SENZAKI Hideaki）

：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：柳川療育センター施設長

西田

：非常勤講師：東京都立小児総合医療センター院長

朗（NISHIDA Akira）

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
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（担当者：研修担当

櫻井淑男：卒前担当

奈倉道明）

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
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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
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 23 年度は，2 人が当院から，1 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．2 名が
引き続き小児科で研修中である．後期研修医 1 名が当センター ER 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
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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
・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 23 年小児科外来患者数は時間内・時間外
延べ 27,139 人に達した．また一次から三次までの 24 時間体制の救急・時間外診療をしているため，日勤以外の時
間外患者数は延べ 8,566 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 1,286 件であった．
平成 23 年 3 月 17 日東関東大震災が発生した．当センターには直接の被害はなかったが，東京電力の要請による輪
番停電の影響を受けたにもかかわらず，4 月から交替で 3 名が当センターの災害派遣医療チーム（DMAT）に参加し
て気仙沼市で医療活動を行った．

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
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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

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 23 年度に実施し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，
23 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．
・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．（2012 年 2 月）
その他医局員
・災害派遣医療

浅野祥孝 : 助教，鈴木理永：助教，布施至堂（新生児科）：助教

・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 月芦ヶ久保

6．業績
6-1．原著書・共著書・論文・学会発表
論文
① A case of acute encephalopathy with biphasic seizures and late reduced diﬀusion associated with Streptococcus
pneumoniae meningoencephalitis.. Brain Dev. 2011.09. Kuwata S, Senzaki H, Urushibara Y, Toriyama M,
Kobayashi S, Hoshino K, Arakawa H, Tamura M.
②救急車搬送データを用いた小児重症患者集約化の評価法 . 日本小児救急医学会雑誌 . 2011.11. 10（3）:376-380
櫻井淑男

小林信吾

田村正徳

③小児救急蘇生ガイドライン 2010 の解説
櫻井淑男

- 日米の違いを踏まえて -. 小児科 . 2011.09. 52（10）:1395-1401

田村正徳

④東日本大震災被災地からの活動報告 . 日本小児科学会雑誌 . 2011.05. 115（5）:967-968 浅野祥孝
櫻井淑男

布施至堂

田村正徳

⑤新生児医療と重症心身障害児医療 . 日本重症心身障害学会誌 . 2011.04. 36（1）:65-70 田村正徳
共著書
⑥小児集中治療 . 救急・集中治療レビュー

2012-'13（総合医学社）. 2012.02. 320-326 櫻井淑男

田村正徳

島崎修次（監修） 前川剛志（監修） 他
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学会発表
⑦ O 脚や低カルシウム血症を契機に診断に至った乳幼児ビタミン D 欠乏性くる病の 4 例
宮城絵津子
方会

浅野祥孝

水田桂子

荒川浩

高田栄子

森脇浩一

田村正徳

坂崎さやか

谷川祥陽

第 145 回日本小児科学会埼玉地

2011.09

⑧低 Na 血症，高 K 血症，低蛋白血症を来たした重症アトピー性皮膚炎の 1 例
鈴木理永，奈倉道明，櫻井淑男，荒川浩，森脇浩一，田村正徳

第 146 回日本小児科学会埼玉地方会 . 2011.12

⑨イシナギ（英名：Striped Jewﬁsh）の肝臓接種による食中毒の姉妹例
田桂子

高田栄子

森脇浩一

本島由紀子

宮城絵津子

浅野祥孝

水

田村正徳第 147 回日本小児科学会埼玉地方会 2012.02

⑩小児心肺停止患者に対する病院前救護
6-2．獲得研究費

齊藤綾，松田加奈子，山田聖月，

櫻井淑男

田村正徳

第 14 回日本救急医学会総会 . 2011.06. 札幌市

計 1748 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．
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
・第 1 回埼玉県小児在宅ネットワーク準備会

大宮

2011.5.11

・第 2 回埼玉県小児在宅医療支援研究会

大宮

2011.7.28

・第 3 回埼玉県小児在宅医療支援研究会

大宮

2011.12.22

・第 4 回埼玉県小児在宅医療支援研究会

大宮

2012.3.14

・第 1 回日本小児在宅医療支援研究会

大宮 2011.10.29

・埼玉 PALS 講習会の主催
・第 14 回呼吸器療法モニタリングフォーラム
・第 9 回小児国際保健医療協力入門セミナー

長野県大町市

2012.2.15-17

県民活動総合センタ -

2011.6.4-5

・第 12 回埼玉県新生児・小児クリテイカルケア研究会

浦和

2011.10.1

・第 13 回埼玉県新生児・小児クリテイカルケア研究会

大宮

2012.3.3

・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．
第 31 回川越小児科臨床検討会

2012.2.7

「小児の循環器管理」埼玉医科大学国際医療センター小児循環器科教授
方−さらば CRP」河北総合病院
第 32 回川越小児科臨床検討会

先崎秀明先生新生児・小児感染症の考え

上山伸也先生
2012.3.8

「重症川崎病患者に対するプレドニゾロン投与は是か？」群馬大学医学部付属病院小児科学助教

小林徹先生

7．自己点検・評価
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 23 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,286 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
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PALS（Pediatric Advanced Life Support）の講習を勧めている．
・国際小児保健医療協力や災害医療派遣に力をいれている．
平成 23 年 3 月 17 日東関東大震災が発生した．当センターには直接の被害はなかったが，東京電力の要請によ
る輪番停電の影響を受けたにもかかわらず，4 月から交替で 3 名が当センターの災害派遣医療チーム（DMAT）
に参加して気仙沼市で医療活動を行った．
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．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．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．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．
前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科）
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

側島久典

（SOBAJIMA, Hisanori）

小児呼吸器病学

小児集中治療学：博士

：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

加藤稲子

（KATO, Ineko）

：教授：研究主任：新生児学，SIDS，呼吸：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

金井雅代

（KANAI, Masayo）

：助教

栗嶋クララ （KURISHIMA, Kurara）

：助教

伊藤加奈子 （ITO, Kanako）

：助教

川口真澄

（KAWAGUCHI, Masumi） ：助教

布施至堂

（FUSE, Michitaka）

：助教

南宏呂二

（MINAMI, Hiroji）

；助教

川崎秀徳

（KAWASAKI, Hidenori）

：助教

鳥山みひろ （TORIYAMA, Mihiro）

：助教

桑田聖子

（KUWATA, Seiko）

：助教

猪野直美

（INO, Naomi）

；後期研修医

山名啓司

（YAMANA, Keiji）

：後期研修医

平井久世

（HIRAI, Hisayo）

：臨床心理士

（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：

非常勤
先崎秀明

博士
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

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

星

（HOSHI, Reiichi）

：非常勤講師

ほしおとなこどもクリニック

礼一

院長

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 30 床となり，GCU18 床と併せた 48 床で稼働している．
日本版新生児蘇生法（NCPR）による新蘇生法講習会開催と，講習会への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，医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．
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に加え，昨年より導入され
た 2 名の MC（Medical Clark）の役割が拡大しつつあり，在宅医療への支援を前年度から開始していることもあり，
NICU 長期入院児への在宅医療への円滑な移行のためのプログラムに積極的な参加が得られている．
初期研修医への周産期成育プログラムへの応募があり，後期研修医の育成，周産期専門医取得に向けて多くの人材
を養成する必要にも迫られている．
＊医学生：
1 年生：early exposure による施設訪問では，臨床心理士が NICU 内に配置されていることに関心を持って質問し
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てくれた学生がいました．
医学概論講義では，良医への道で周産期医療の概要について側島久典が講義．小さな命が生きようとする姿と，そ
れをサポートする医療者への学生の関心が大きいことを実感している．併せて順天堂大学からの公式見学依頼として，
医学部 3 年生への公衆衛生院外実習授業として当総合周産期センター NICU 見学は，例年の予定に組まれており，小
さな命への感動を寄せた感想文が提出された．
4 年生：母体胎児ユニットとして，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 年生：BSL およびクリニカルクラークシップ（CC）：
23 年度は 16 組の BSL が行われた．小児科 BSL2 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 ではさらに知識を深め，家族へ接する態度を多方面から研修医とともに考える．
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．新生児を観察し，親しむことを第一の目標とする．成熟徴候判定法の講義直後に実際に新生児に触れ，体
験学習を主体として取り入れた．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
え方の基礎を修得することに重点を置いた．救急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．いず
れかの主治医チームに 1 週間所属し，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．1 名
の受け持ち入院児を割り当て，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把握して木曜日
総回診時に 1 分間でのプレゼンテーションが BSL の目標の 1 つである．
クリニカルクラークシップ（CC）
：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とし，学生からの希望によって夜間当直の体験もある．医学英文に親しむ目的で，代
表的な新生児疾患の英文教科書の 1 ブロックを自分の理解のもとに翻訳し，1 週間後の発表では，それぞれの分担箇
所との関連づけをして質問をしあう時間を設け，評価，アドバイスを行った．
加えて教科書にはないクリニカルクエスチョンを週 1 題各自に与え，自分で紐解き自分の言葉での表現解説は前
年度よりも好評であった．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した．
＊初期研修医：
周産期成育プログラムを選択した研修医を中心に，新生児，乳児に親しみながら，地方会，研究会等への 1 演題
の発表を目指した．標準プログラムで 2 年目での 4 週間の小児科研修期間のうち，希望に沿って研修期間を設定し，
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を目指した．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，技術の修得を目標とした．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，3 名が 1 年間の総合周産期母子医療センター NICU での研修を行った．小児科
専門医取得をめざす実績研修でもある．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参加し，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った．日常では，BSL 医学生，初期研修医との屋根瓦方式の対話は好評
であった．
＊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．卒後 8 年目以上の小児科専門医
取得者が対象となる．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，必要症例経験数等条件を満足する必要あり．暫定指導医は側島久典，研修届は
金井雅代，伊藤加奈子，栗島クララで，過去の新生児専門医資格既取得者は江崎勝一（2008 年）國方徹也，石黒秋
生（2010 年）の 3 名．
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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（実験動物による研究），江崎勝一講師，石黒秋生，金井雅代，伊
藤加奈子，川崎秀徳各助教らが，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．
医学部 5 年生 BSL では，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（インストラクター資格：田村正徳教授，側島久典教授，
加藤稲子教授，國方徹也准教授，金井雅代助教取得済）．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）
2）卒後教育
初期研修医，後期研修医（小児科専門医取得）専修医
定例回診（朝と夕方の 1 日 2 回）は重症新生児ベッドに絞り，朝は当直上級医が司会，プレゼンテーション指導
と当日を含めた治療方針の検討，ナースリーダー，心理士交え総合討論を行った．学生も参加し，屋根瓦方式のチー
ム医療としての教育を進めた．担当医，チームとして，患児の病態把握，方針に対して，教授から形成的評価を加えた．
毎週金曜日小児科病棟との症例検討では，初期研修医による 1 週間の新規入院例提示とした．臨床経過，診断，
鑑別診断とその根拠を簡潔に説明し，上級医が注釈を加えて議論をすすめる方式をとった．
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：
新生児蘇生法に興味を示す学生が多く，蘇生法講習会開催：医学生，看護師（B コース）は 4 回開催された．周産
期施設に勤務する医師・看護師向けＡコースは 1 回開催した．
BSL：総回診での 1 分間プレゼンテーションでは，制限時間と内容のまとまり，提示姿勢を総合的に評価し，最終
日の口頭試問に生かせる内容とした．チームの若い医師が学生のプレゼンテーション方法を熱心に指導することが多
かった．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．
CC：1 か月のうちの 2 週間 BSL より濃密にチームに所属し，年齢の誓い医師との会話の重視と，英語，英文に親しむ，
週に 1 つのクリニカルクエスチョンプログラムは学生には好評で，探索能力の開発に重要と考えられた．
初期研修医：
平成 23 年度研修医では 2 年目を中心に小児科研修が選択必修となっている．当センターは 4 週間までのプログラ
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（NCPR）講習会の開催は年に 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．
小児科病棟でも PALS とともに NCPR への関心は高く，蘇生法講習会受講者は毎回学生，初期研修医が参加した．
NICU 研修を選択しない小児科のみの研修医にとって，新生児，乳児の発達評価ができることは，将来の救急医療，
内科医療にも重要である．このため，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
の対応の多様性を健診の場に実際研修するために，研修管理委員会承認された院外施設で一緒に体験した．この企画
に対する彼らの満足度は一様に高く，翌年のプログラムでは更に向上させたい．
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：
3 年間の後期研修の 1 年を NICU 研究プログラムとした．チームに属し，日常はリーダーの指導のもと，主治医と
なり，入院時初期診察，処置，採血を実習経験し，新生児蘇生の重要性とポイントを繰り返し，経験を積む研修とし
た．1 年研修の終了近くには，分娩立ち会い，蘇生法の遂行が同僚，初期研修医を交え確実に遂行できるようになっ
た．学会，研究会での発表はさら上級医と吟味し 1 名が投稿論文作成に関与中．
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2-4．自己評価と次年度計画
・周産期医療への医学部 1 年生 Early exposure の導入は，小さな命の輝きを体験させ，こどもの素晴らしさを記
憶に残す意味は大きく，その後の医学概論をはじめ，講義に対するきわめて高い関心を示す学生が目立った．更
に体験者を増やしたい．
・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．
・本年度の CC 学生の取り組み，企画側ともに積極的であった．更に学生にとって魅力的な話題，実際の手技など
を取り入れる企画をしたい．
・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，来年度は更に学生の興味が湧く企画をしたい．
・新生児蘇生法（NCPR）講習会は学生，
初期後期研修医，助産師，看護師が積極的参加を希望している．シミュレー
ション教育は今後注目されている手法と，debrieﬁng を取り入れられる教育法であり，企画の 1 つとして有用で
ある．

3．研究
3-1．目標・目的
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．
周産期医療，新生児医療の向上のために，当センター独自の臨床研究の計画，全国調査と多施設共同研究で当教室
で吟味されたものには積極的に参加を行う．動物を用いた基礎研究にも力を入れて，臨床に結びつくリサーチマイン
ドを養成する．
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

調査，登録事業の開始

新生児蘇生の変化全国アンケート調査

國方徹也

日本版新生児蘇生法
（NCPR）
講習会展開後の分娩施設での新生児蘇生の現状 - 2005 年展開前との比較（國方徹也）
・ハイリスク新生児フォローアップ研究：側島久典教授

高田栄子助教を中心

NRN リサーチネットワークハイリスク児登録事業に参加
＊重症新生児のアウトカム改善に関する多施設共同研究，「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班（分担研究者 : 田村正徳）」の一環として

新生児低体

温療法導入を検討された中等度から重症 HIE 症例のデータを全国の周産期関連施設から集める研究「新生児低
体温療法レジストリー」準備，と登録開始（田村正徳，側島久典）
＊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
＊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」期
間延長で適応症例選択，適応（國方徹也，金井雅代）
＊厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）
「医療依存度の高い小児及び若年成人の重度心身障がい者への在宅医療における訪問看護師，理学療法士，訪問介
護員の標準的支援技術の確立とその育成プログラムの作成のための研究」（前田浩利班長：分担研究者田村正徳）
① NICU を含む病院医師向け教育プログラムの作成②在宅支援マニュアルの作成の中の小児在宅医療への移行に向
けた NICU スタッフおよびその家族の意識付の定着，完成
＊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）
＊新生児・乳児用ラックによる揺れが睡眠動態に与える影響
＊コットスペースでの新生児用スウィングラックの臨床用機器の開発
3-3．研究内容と達成度
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：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
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評価に関する研究：達成度 95%，
新生児低体温療法導入を検討された中等度から重症 HIE 症例のデータを全国の周産期関連施設から集める研究「新
生児低体温療法レジストリー」代表施設として，倫理委員会承認後，全体会議と，2012 年 1 月 1 日より全国症例登
録開始．
・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％
前年症例数目標到達に向けて，2 年間の研究期間延長が主任研究者で得られ，症例数を追加登録中
・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 85％，症例数達成のため研究期間延長，当院登録症例は，全国登録数では上位
・海外との多施設共同研究
「the less MAS trial -lavage with exogenous surfactant suspension in Meconium Aspiration Syndrome」前年度に
続き，2015 に向けたエビデンスを検討継続
3-4．自己評価と次年度計画
臨床現場では，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，低出生体重児への臍帯血ミグキ
ングに対する多施設共同試験が継続対応中で，症例数は到達に近づいた．低体温療法全国症例登録事業は，順調に登
録施設数，症例ともに伸びて，日本未熟児新生児学会前日の研修会は 118 施設が参加となり，産科施設などとの連
携も高まりつつある．
平成 23 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）「医療依存度の高い小児及び若年成人の重度
心身障がい者への在宅医療における訪問看護師，理学療法士，訪問介護員の標準的支援技術の確立とその育成プログ
ラムの作成のための研究」では，医師部会での前述の 2 課題を進める為，本年度第一回日本小児在宅医療支援研究会，
2 回行われた埼玉県小児在宅医療支援研究会を，第 2 回全国版の開催と，埼玉県での定期開催に向け，関係各所の意
識を高めるための活動で，次年度を一層充実させる．

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 403 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は少子化に反し
ており，総合周産期母子医療センターとしての地域のニーズは更に高まっている．後遺症のより少ない周産期医療を
目指して，低体温療法の導入，全国登録事業の開始，NRN 多施設共同研究に参加しながら，医療の標準化を目指す
先頭に立っている．NICU 病床がフルに活動しつつ，長期入院児による集中治療ベッドが稼働できない状況を解消す
るための，円滑な在宅医療への移行を多職種との協働を基礎に進めるための，小児在宅医療支援全国大会，埼玉県内
での研究会主催として NICU を挙げて積極的に取り組めている．

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
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・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

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・新生児医学会理事長に就任
＊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 23 年度

実施

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（2011 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（2012 年 2 月 15-17 日）
．
第 1 回日本小児在宅医療支援研究会

会長（2011 年 10 月 27 日

大宮ソニックシティ）

第 1 回埼玉県小児在宅医療支援研究会 代表 2011 年 5 月 11 日大宮ソニックシティ
第 2 回埼玉県小児在宅医療支援研究会 代表 2011 年 7 月 28 日大宮ソニックシティ
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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 2011.9.16-17
北里大学新生児集中ケア認定看護師養成集中講義 2011.11.24
側島久典
・卒前・卒後医学教育 FD，指導医養成講習会
臨床研修指導医養成講習会講師として以下に参加．
第 96 回全国自治体病院協議会

臨床研修指導医養成講習会講師

2011. 12.16-18

東京都市センターホテル

全国自治体病院協議会タスクフォース会議 2011.6.19 東京麹町
埼玉医科大学臨床研修指導医養成講習会講師 2011.11.5-6, 川越クリニック
聖隷浜松病院臨床研修指導医養成講習会講師 2012.2.18-19 浜名湖カリアック
埼玉医科大学医学教育ワークショップ

2011.7.29-30 川越クリニック

・周産期精神保健研究会会長として
第 2 回周産期精神保健研究会地方セミナー・金沢（2011.5.21）シンポジウム
第 3 回周産期精神保健研究会地方セミナー・青森（2012.2.25）教育講演
・日本未熟児新生児学会：
本年度より理事，広報委員長
・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 2011.9.20
北里大学新生児集中ケア認定看護師養成集中講義 2011.11.26

6．新生児部門業績
6-1．業績・論文（代表的なもの 10 編）
① Ishiguro A, Sekine T, Suzuki K, Kurishima C, Ezaki S, Kunikata T, Sobajima H, Tamura M. Changes in skin and
subcutaneous perfusion in very-low-birth-weight infants during the transitional period. Neonatology. 2011;100
（2）:162-8. doi:10.1159/000324471. Epub 2011 Mar 24.
② Takenouchi T, Iwata O, Nabetani M, Tamura M. Therapeutic hypothermia for neonatal encephalopathy: JSPNM &
MHLW Japan Working Group Practice Guidelines Consensus Statement from the Working Group on Therapeutic
Hypothermia for Neonatal Encephalopathy, Ministry of Health, Labor and Welfare（MHLW）, Japan, and Japan
Society for Perinatal and Neonatal Medicine（JSPNM）. Brain Dev. 2012 Feb;34（2）:165-70. doi: 10.1016/
j.braindev.2011.06.009. Epub 2011 Sep 17.
③ Inoue S, Odaka A, Hashimoto D, Hoshi R, Kurishima C, Kunikata T, Sobajima H, Tamura M, Tamaru J. Rare case
of disseminated neonatal zygomycosis mimicking necrotizing enterocolitis with necrotizing fasciitis. J Pediatr
Surg. 2011 Oct;46（10）:E29-32. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2011.06.018.
④ 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. doi:10.3109/10715
760903548245.
⑤國方徹也 , 山名啓司 , 川崎秀徳 , 伊藤加奈子 , 栗嶋クララ , 石黒秋生 , 江崎勝一 , 側島久典 , 田村正徳，我が国の新
生児蘇生体制の現状と課題の分析 ―第一報 , 日本周産期・新生児医学会周産期（新生児）研修施設，日本周産期・
新生児医学会雑誌 47（3）: 595-600, 2011.
⑥國方徹也 , 本島由紀子 , 山名啓司 , 川崎秀徳 , 伊藤加奈子 , 栗島クララ , 金井雅代 , 石黒秋生 , 江崎勝一 , 側島久典 ,
田村正徳，我が国の新生児蘇生体制の現状と課題の分析 - 第二報 , 開業助産施設，日本周産期・新生児医学会雑
誌 47（4）: 894-899, 2011.
⑦側島久典，新生児の neurology aEEG 周産期医学 41（11）, 1453-1458, 2011
⑧側島久典，正常新生児に対する卒前・卒後教育の課題と対策，周産期医学 42（2）, 173-178, 2012
⑨田村正徳，新生児蘇生法 ―コンセンサス 2010 による変更点を中心に―，小児科臨床 64（8）: 1763-1772,
2011.
⑩田村正徳，新生児蘇生法（NCPR）普及事業の現状と Consensus2010 への準備状況，蘇生 30（1）: 27-32,
2011.
総数：論文 26 件，学会発表 41 件
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計 1,265 万円

6-2．獲得研究費

1）田村正徳（主任研究者）
：厚生労働省科学研究費補助金「重症の慢性疾患児の在宅と病棟での療育・療養環境
の充実に関する研究」350 万円
2）田村正徳（分担研究者）
：厚生労働省科学研究費補助金「重症の慢性疾患児の在宅と病棟での療育・療養環境
の充実に関する研究」250 万円
3）田村正徳（分担研究者）
：藤村班：
「重症新生児のアウトカム改善に関する多施設共同研究」400 万円 4）田村
正徳（分担研究者）
：板橋班：HTLV-I

母子感染予防に関する研究：HTLV-I

抗体陽性妊婦からの出生児のコ

ホート研究」 150 万円
5）田村正徳（分担研究者）
：林班：
「ダウン症候群でみられる一過性骨髄異常増殖症の重症度分類のため診断基準
と治療指針の作成に関する研究」15 万円
6）側島久典

新生児の睡眠と揺れに関する総合的研究

委託研究費

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，セミナーなどのの開催実績：
・第 14 回新生児呼吸モニタリングフォーラム：戸苅
2012 年 2 月 15 日〜 17 日

大町市文化会館

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 9 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
2011 年 6 月 4 - 5 日：埼玉県民活動総合センター

上尾市

・埼玉県母体・新生児搬送コーディネーター研修会
2011 年 8 月 31 日 埼玉医科大学総合医療センター，第 3 会議室
・第 20 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 10 月 28 日

於：埼玉医科大学総合医療センター

5 階大講堂

特別講演「周産期医療での遺伝学的診断の役割」
講

師：齋藤伸治先生（名古屋市立大学医学部大学院医学研究科，教授）

・第 21 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
2012 年 3 月 27 日
特別講演「
講

新生児の痛みへのケア

5 階大講堂

」

師：内田美恵子先生（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副センター長）

特別講演「
講

於：埼玉医科大学総合医療センター

新生児の睡眠と呼吸

」

師：加藤稲子先生（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科教授）

〈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）
2011 年 4 月 27 日
講

於：埼玉医科大学総合医療センター

師：田村 正徳教授，側島

2 階会議室

久典教授，國方徹也准教授，南宏呂二助教

・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
2011 年 9 月 8 日
講

師：側島

於：埼玉医科大学総合医療センター 2 階会議室

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 10 月 30 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 12 月 25 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）
2012 年 2 月 30 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 , 南宏呂二助教

・新生児蘇生法実技講習会（B コース）
2012 年 3 月 4 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
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＜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 23 年 10 月 30 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 1500 ｇ未満の児と家族

参加者：50 組家族

計 213 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 112 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 23 年度第 1 回保健師研修会
平成 24 年 2 月 9-10 日 於：総合周産期母子医療センター 5 階大講堂
田村教授，側島教授，高田講師，奈倉助教，齋藤准教授，松本看護師長，岡本看護主任，齋藤看護師，伊藤言語
聴覚士，奥田理学療法士
対

象：県内の公的機関に勤務する保健師・助産師

参加者：24 名（2 月 9 日）
，20 名（2 月 10 日）
・平成 23 年度第 2 回保健師研修会
平成 24 年 3 月 8-9 日 於：総合周産期母子医療センター 5 階大講堂
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，齋藤看護師，伊藤言語
聴覚士，奥田理学療法士
対

象：県内の公的機関に勤務する保健師・助産師

参加者：22 名（3 月 8 日）
，21 名（
（3 月 9 日）

7．自己点検・評価
＊ NICU ベッド運営ではニーズがはるかに現実を上回る．
＊しかしながらハイリスク妊婦と超低出生体重児の積極的受け入れているが，NICU 満床，MFICU も同時に不足で
県内の需要を受けきれず，東京，群馬などに母体搬送を依頼することになっている．解決策の 1 つとして，母
体搬送先を検索し，円滑に早産，緊急事態への対応が県内でできることを目指して，母体胎児・新生児搬送コー
ディネータシステムが平成 23 年 10 月から稼働した．毎朝，夕病棟 NICU ベッド状況のコーディネータへの
FAX またはメール連絡は極めて規則正しく遂行された．これを機に，助産師を主体に運営されるセンターとの
情報交換は密になった．年度末には依頼件数の増加，処理時間の短縮が県から報告され，当施設，NICU は積極
的に関与したと評価する．
＊もう 1 つの大きな問題 NICU 病床不足解消に向かって新周産期センター建築が決まり，設計次年度中の完成引き
渡しに向かった．NICU60 床を含む 100 床を越える新生児病床の稼働に向け，新周産期センター建築委員会が
発足，週 1 回の検討が開始された．
＊医学部 5 年生への BSLCC プログラムの整備，新生児の出生への適応の素晴らしさと神秘を学生が目の当たりに
体験することで，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，翌年度に向けたブラッシュ
アップを行った．
＊初期研修医，周産期成育プログラムが実際に稼働を始めた．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．新周産期棟建築完成が具体化さ
れ，研修プログラムの充実に向ける．
＊研究では，
昨年同様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．
＊ NICU ベッドの充足を更に円滑にするための，長期入院児への在宅医療移行に向けた埼玉県と第 1 回小児在宅医
療支援研究会が今年度開催され，徐々に関心を集めてきている．小児科，新生児科とともに多職種の連携，共働
に向ける取り組みを進める．
＊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の結果がまとめられ
つつあり，学会発表に向かっている．
＊平成 24 年 2 月より加藤稲子教授が着任となり，これまでなされてきた新生児，乳幼児の呼吸メカニズムの究明
に向けた研究他，HTLVI に関する周産期の基礎的研究，エリスロポイエチンの脳保護に向けた多施設共同研究
についても関与されているところであり，次年度からの研究計画，成果が期待される．
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2．19）皮膚科
1．構成員
伊崎誠一（IZAKI, Seiichi）: 教授：炎症学，皮膚病態生理学，生化学
北村啓次郎（KITAMURA, Keijiro）
：名誉教授：皮膚内科学，皮膚病理学
寺木祐一（TERAKI, Yuichi）: 准教授：皮膚免疫学，アレルギー学
佐藤良博（SATO, Yoshihiro）: 助教：医局長
人見勝博（HITOMI, Katsuhiro）: 助教：病棟医長
麻生悠子（ASOU, Yuuko）: 助教
原嶋秀明（HARASIMA, Hideaki）: 助教
中村かおり（NAKAMURA, Kaori）: 助教
櫻井愛香（SAKURAI, Aika）: 助教
吉田沙知子（YOSHIDA, Sachiko）: 助教
井上有美子（INOUE, Yumiko）: 助教
高村さおり（TAKAMURA, Saori）: 助教
横山恵美（YOKOYAMA, Megumi）: 助教
佐藤良樹（SATO, Yoshiki）: 助教
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 48 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 4 週間，合計 1 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 23 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
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る診療を行いながら，広い視野を持つ実力のある皮膚科専門医を世に送り出すことを教育の主眼としている．並びに
「病態のメカニズムを考えて治療する実力」また安易に臨床検査や病理検査に頼ることなく ,「皮疹を正確に観察する
眼」の育成に力を注いでいる．平成 23 年度は概ね達成できたと考える．平成 24 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 65% 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 65% 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 23 年度の初診患者数は 5,081 名，再診患者数は 34,310 名，入院患者の外来診察を含め総数 41,463
名であった．入院患者数は 295 名，入院手術件数は 134 件，平均在院日数は 16.78 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 11 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 Y.Teraki.
Prurigo Pigmentosa.
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Asian Skin and Skin Diseases. Special book of the 22nd World Congress of Dermatology，ed by Eun HC, Kim SC,
Lee WS, MEDRANG inc, Seoul, p181-184, 2011.
② M. Ono, K. Takahashi, K. Taira, H. Uesato, S. Takamura, S. Izaki.
Cutaneous leishmaniasis in a Japanese returnee from West Africa successfuly treated with liposomal
amphotericin B.
Journal of Dermatology, 38（11）
：1062-1065, 2011.
③ Y. Aso, S. Izaki, Y. Teraki.
Annular elastolytic giant cell granuloma associated with diabetes mellitus: a case report and review of the
Japanese literature.
Clin Exp Dermatol, 36（8）: 917-919, 2011.
④大野 美咲，佐藤 良博，寺木 祐一，伊崎 誠一．
蜂窩織炎から発症した Toxic Shock Syndrome の 1 例．
ー経過中にクリンダマイシンによる薬疹を生じた症例−
皮膚科の臨床 53（4）
：633-637，2011．
⑤佐藤 良博，寺木 祐一，伊崎 誠一，長澤 逸人．
右側胸部に生じたリウマチ結節の 1 例．
皮膚科の臨床 53（5）
：747-750，2011．
⑥大野 美咲，佐藤 良博，寺木 祐一，伊崎 誠一．
静脈に沿って分枝状を呈したリポイド類壊死の 1 例．
臨床皮膚科 65（7）
：497-500，2011．
⑦寺木 祐一．
妊娠により増悪または軽快する皮膚疾患．
周産期医学 41（6）
：739-743，2011．
⑧中村 かおり，寺木 祐一，伊崎 誠一．
著明な胸水を伴ったサラゾスルファピリジンによる薬剤性過敏症症候群の 1 例．
皮膚科の臨床 53（8）
：1143-1145，2011．
⑨吉田 沙知子，伊崎 誠一，寺木 祐一．
被頭髪部に DLE 様皮疹がみられたサルコイドーシスの 2 例．
皮膚科の臨床 53（9）
：1277-1280，2011．
⑩伊崎 誠一．
肉芽腫とは何か？類上皮細胞肉芽腫に至る道．
Visual Dermatology，10（10）
：1014-1021，2011．
総数：論文発表 19 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
2011 年 6 月 23 日

第 37 回川越ダーマトロジークラブ

2011 年 9 月 15 日

第 38 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催．

2011 年 11 月 17 日 第 39 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催．

2012 年 3 月 15 日 第 40 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．

7．自己点検･評価
平成 23 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 24 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：尿路性器腫瘍，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
岡田洋平（OKADA, Youhei）
：講師：尿路性器腫瘍：博士
松田隆晴（MATSUDA, Takaharu）
：助教：博士
石井信行（ISHII, Noboyuki）
：助教
矢野晶大（YANO, Masaaki）
：助教：博士
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
学生に対する講義と BSL での指導をさらに充実させ，個々の学生に自己解決能力が身につくように指導し，国家
試験の合格率を上げることを目標とする．また，若手医師に対して，現場教育を通して独立した医師としての診療技
術の向上を図るとともに，科学者としての研究の立案，実践の指導を充実させる．
2-2．教育内容（担当者）
2-2-1．卒前教育（山田拓己，川上

理，諸角誠人，永松秀樹，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，川上

理，諸角誠人，永松秀樹，岡田洋平）

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
2-4-1．卒前教育
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学生からの声に耳を傾け内容に改善を加えながら講義をおこなっているため，学生の関心の度合いが毎年高くなっ
ているのを感じている．次年度のこの良い傾向を持続させたい．
2-4-2．卒後教育
泌尿器科専門医として必要な基本的知識・手技の教育さらに各種学会発表および論文の作成法の指導は効率的に行
われた．手技面ではミニマム創内視鏡手術の教育・技術の習得に特に力を入れている．

3．研究
3-1．目的・目標
排尿障害，尿路結石および泌尿器科悪性腫瘍に関わるこれまでの研究をさらに発展させる．
3-2．研究グループ（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
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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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川上理，高木大輔，矢野晶大，石井信行，岡田洋平；前立腺がんの診断の進め方

前立腺生検．月刊

臨床と研

究，2011，88：1371-1376．
②諸角誠人，高木大輔，山下高久，石井信行，永松秀樹，川上理，山田拓己；尿路結石に対する腹腔鏡下小切開手
術の経験．日本ミニマム創泌尿器科内視鏡学会雑誌，2011，3：107-109．
③諸角誠人，山田拓己，堀永実，大村稔，堀内晋；症侯性尿管結石にナフトフィジルは有用である．第 21 回日本
尿路結石症学会，2011.8
④諸角誠人，川上

理，高木大輔，山下高久，石井信行，岡田洋平，永松秀樹，山田拓己；MinimumIncision

Endoscopic Surgery（MIES）lithotomy for the treatment of the large impacted ureteral stones or the complicated
renal stones. 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis（EULIS），2011.9
⑤山田拓己；山田法 . 第 76 回日本泌尿器科学会東部総会，2011.10
⑥川上

理；ノモグラム・リスク分類の実用上の注意点．第 76 回日本泌尿器科学会東部総会，2011.10

⑦高木大輔，岡田洋平，矢野晶大，石井信行，永松秀樹，諸角誠人，川上

理，山田拓己；膀胱脂肪種の一例．第

59 回日本泌尿器科学会埼玉地方会，2011.11
⑧ 諸 角 誠 人 ; Minimum incision endoscopic surgery（MIES）lithotomy for the treatment of the large impacted
ureteral stones or the complicated renal stones. 第 8 回東アジア泌尿器内視鏡学会 第 29 回世界泌尿器内視鏡学
会議 2011.11
⑨ Kawakami S, Yano M Yamada T, Yamamoto S, Urakami S, Fujii Y, Yonese J Fukui I, Numao N, Saito K,
Koga F, Kihara K,; Prognostic stratification of patients with PSA greater than 20 ng/ml undergoing radical
prostatectomy.27th Aunual EAU Congress, 2012.2
⑩矢野晶大，永松秀樹，高木大輔，石井信行，岡田洋平，諸角誠人，川上

理，山田拓己 ; 化学療法中に急性呼吸

促迫症候群を合併した，胚細胞腫瘍，多発肺転移の一例 . 第 60 回日本泌尿器科学会埼玉地方会，2012.3
総数：論文 2 件，学会発表 21 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．
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2．21）眼

科

1．構成員
櫻井真彦（SAKURAI, Masahiko）
，教授：緑内障，網膜硝子体
河井信一郎（KAWAI, Shin-ichiro）
，准教授：眼科一般
星

太（HOSHI, Futoshi）
，助教：眼科一般

広瀬育隆（HIROSE, Ikutaka）
，助教 ：眼科一般
佐谷

充（SATANI, Mitsuru）
，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

井上裕治（INOUE, Yuji）
，助教：黄斑疾患

2．教育
2-1．目的･目標

および 2-2．教育内容

眼科では，研修医 1 名に対し 1 名の助手がつき，研修期間中 20 〜 30 名の患者の受け持ち，診療にあたりつつ指
導を受け，病棟医長及び部長の指導，監督を受ける．外来に於いては外来医長の指導を受ける．
埼玉医科大学総合医療センターの初期臨床研修プログラムでは，選択研修期間に希望選択科として眼科を 1 〜 3 ヶ
月間選択することができる．プライマリ・ケアにおいて必要な眼科領域の疾患，病態を重点的に経験する．
《眼科研修期間中の経験目標・到達目標》
A．経験すべき診察法・検査・手技
（1）基本的身体診察法
細隙灯検査（前眼部の観察，隅角検査，眼圧）
眼底検査（直像鏡，倒像鏡）ができ，記載できる．
（2）基本的な臨床検査
視機能検査（視力，屈折）
眼電機生理学（網膜電図，視覚誘発電位）
視野検査（動的視野，静的視野）
などの検査意義を理解し疾患が把握できる．
B

経験すべき症状・病態・疾患

（1）頻度の高い疾患
ａ．外眼部疾患
結膜炎，麦粒腫，霰粒腫，涙器疾患
ｂ．内眼部疾患
老人性白内障，緑内障，網膜剥離，糖尿病網膜症，網膜硝子体疾患，ぶどう膜炎
ｃ．眼窩疾患
眼窩底骨折
（2）緊急を要する症状・病態
急性緑内障発作，網膜中心動脈閉塞，視神経管骨折，穿孔性眼外傷
（3）経験が求められる疾患・病態（B 疾患として：自ら経験する疾患）
糖尿病網膜症：病気分類，網膜光凝固の適切な時期
緑内障：病型分類（閉塞隅角，開放隅角，正常眼圧等）とそれぞれに対する薬物療法，レーザー治療，手術療法
網膜剥離：剥離部位と網膜裂孔の局在の詳細な記載
2-3．達成度
研修医プログラムに沿って評価・達成度を評価
2-4．自己評価と次年度計画
研修医プログラム開始時に比べ，研修医が 1 ヶ月もしくは 2 ヶ月研修に来るようになり，一層研修医の教育が大
事になりつつある．研修医およびＢＳＬのため，白内障手術も見学のみでなく実際に経験から学ぶように，また手術
が理解しやすいように白内障手術練習用模擬眼「机太郎」の購入を予定している．また，不定期に豚眼ウェットラボ
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実習を行い，各自のレベルを自覚しやすいようにしている．尚，豚眼実習は学生には好評を得ている．

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?）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．
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）
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

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
埼玉県眼科医会において，世話人として
①第 24 回埼玉県眼科手術談話会
②第 57 回埼玉県眼科集談会

平成 23 年 7 月 3 日

平成 23 年 9 月 25 日

③埼玉県眼科教育講演会

平成 23 年 10 月 16 日

④埼玉県眼科教育講演会

平成 24 年 1 月 15 日

埼玉県県民健康センター

埼玉県県民健康センター

埼玉県県民健康センター
埼玉県県民健康センター

7．自己点検・評価
研修医プログラムによる 2 年目研修医が回ってくる人数もだいぶ安定しており，教育は独自の研修プログラムに
沿って，指導が行なえている．一方，研修医のいる時期に雑務は研修医に集中し，負担を強いている部分も多い．視
能訓練師の増員もあり，外来の検査はスムーズになっているが，外来の患者数の中でも予約外患者，病棟依頼患者も
しくは時間外の来院患者が多く，これらにかかる時間が非常に多い．今後の人数的制限もあり課題となっている．他
科との一層の連携を深めていく一方，病診連携における病院マップを作成し，他院への通院可能な患者への紹介状を
積極的に勧める予定である．
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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：診療科長：耳科学，鼻科学，頭頸部外科学，耳鼻
咽喉科領域の画像診断：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

堤

剛（TSUTSUI Takeshi）
：准教授：研究主任：耳科学，平衡神経科学，頭頸部外科学：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

馬塲有加（BABA，Yuka）: 助教：耳鼻咽喉科一般
浦田真次（URATA, Shinji）
：助教：耳鼻咽喉科一般
石川淳一（ISHIKAWA，Junichi）
：助教：耳鼻咽喉科一般
渡邉建介（WATANABE，Kensuke）: 客員教授：耳鼻咽喉科領域の形態学：博士
西嶌

渡（NISHIJIMA, Wataru）
：非常勤講師：頭頸部腫瘍：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
尾関英徳（OZEKI，Hidenori）
：非常勤講師：耳科学，平衡神経科学：博士
重田恵一（SHIGETA, Keiichi）
：非常勤講師：鼻腔形態学：博士
林

聡子（HAYASHI Satoko）
：非常勤医師

大野俊哉（OHNO Toshiya）
：非常勤医師：博士

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 23 年度は BSL および系統講義再開から 10 年目になり，系統講義を菊地，大畑が担当した．
埼玉医科大学総合医療センター看護専門学校の講義を菊地が担当した．新臨床研修制度も 8 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，医局全体でこれをサポートした．
平成 23 年度には田中是助教が日本耳鼻咽喉科学会認定専門医となった．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
平衡神経科学：堤，大木
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耳鼻咽喉科領域の感染症の研究：大畑，菊地，田中
3-3．研究内容と達成度
神経耳科疾患（末梢性ならびに中枢性平衡障害，顔面神経麻痺，急性感音難聴）の解析，鼻腔生理学，レーザー治
療，副鼻腔内視鏡治療，深頸部感染症，急性喉頭蓋炎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 24 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 23 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，中枢性ならびに内耳性めまい症などの神
経耳科疾患から頭頸部腫瘍や重症感染症まで多岐にわたり，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：頭頸部外科学会誌（査読委員）

菊地

茂：Auris ･ Nasus ･ Larynx（査読委員）

堤

剛：日本耳鼻咽喉科学会会報（査読委員）

堤

剛：Auris ･ Nasus ･ Larynx（査読委員）

5-3．その他，社会的あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉感染症アレルギー研究会の主催，埼玉県耳鼻咽喉科医会，川越市医師会，東入間医師会との病診連携，学術講演
会共催など．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Tsutsumi T, Ikeda T, Watanabe K, Kikuchi S: Changes in listing plane thickness caused by vestibular
schmannoma: A parameter for evaluating the accuracy of the gravity-oriented internal model. Otol Neurol
32:1513-1517，2011．
② Tsutsumi T, Tokumaru A, Murakami M，Kawaishi J，Chida W，Watanabe K: On-oﬀ asymmetries of responses
to caloric step stimuli：J Vestibular Res:111-115，2011.
③菊地

茂：点鼻薬性鼻炎．JOHNS 27：653-655，2011.

④大畑

敦，菊地

茂：深頸部感染症の診断と治療．耳鼻臨床 104：388-389，2011．

⑤菊地

茂，大畑

敦：扁桃周囲膿瘍・深頸部感染症．ENTONI 131：122-128，2011．

⑥菊地

茂，大畑

敦，堤

剛，大木雅文，田中

石川淳一：深頸部感染症の治療は？
⑦馬塲有加，大木雅文，菊地

是，田原

篤，馬塲有加，浦田真次

茂，大畑

―早期開放手術重視の立場から―．JOHNS 27：1610-1612，2011.
敦，堤

剛，田中

是，田原

篤，浦田真次，

石川淳一：咽喉頭浮腫を合併した流行性耳下腺炎の 5 症例．JOHNS 27：1821-1825，2011．
⑧菊地

茂：深頸部感染症の対処法．日耳鼻 115：85-90，2012．

⑨ Ohki M, Kato H: Idiopathic tinnitus concomitant with eye closure. Otol Neurotol 33: 267-269，2012．
⑩大木雅文，大畑

敦，菊地

茂：尋常性天疱瘡による咽頭喉頭病変の検討．日気食 63：45-52，2012．

総数：論文 12 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：
研究会開催：第 7 回埼玉耳鼻咽喉科感染症･アレルギー研究会，2011 年 9 月 15 日，さいたま市
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7．自己点検・評価
平成 23 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 10 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 1 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：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：日本産科婦人科学会産婦人科専門医 ,
日本生殖医学会生殖医療指導医：脱落膜の COX 発生機序 , 生殖内分泌学 , 不妊症治
療等

竹田

省（TAKEDA,Satoru）
：客員教授：日本産科婦人科学会産婦人科専門医 , 日本婦人科腫瘍学会暫定指導医 , 日
本癌治療学会臨床試験登録医：産科救急医学 , 婦人科腫瘍治療学 , 周産期医学

林

直樹（HAYASHI, Naoki）
：客員准教授：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：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
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
河村

真（KAWAMURA,Makoto）: 助教

別府紘子（BEPPU,Hiroko）: 助教
井上恵莉（INOUE,Eri）: 助教
山田祐士（YAMADA, Yuji）
：非常勤講師
高木章美（TAKAGI, Akiyoshi）
：非常勤講師
山本智子（YAMAMOTO,Tomoko）
：非常勤講師
斎藤麻紀（SAITO, Maki）
：非常勤講師
海老根真由美（Ebine,Mayumi）
：非常勤講師
岩田

睦 （IWATA,Atsushi）
：非常勤講師

保母るつ子（HOBO,Rutsuko）
：非常勤講師

2．教育
2-1．目的・目標
Ｍ 3 〜Ｍ 5 学生に対する講義，
またＭ 5 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
Ｍ 3 〜Ｍ 5 学生に対する講義，
またＭ 5 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 Takao T, Asanoma K, Kato K, Fukushima K, Tsunematsu R, Hirakawa T, Matsumura S, Seki H, Takeda S, Wake
N.：Isolation and Characterization of Human Trophoblast Side-Population（SP）Cells in Primary Villous
Cytotrophoblasts and HTR-8/SVneo Cell Line. PLoS One. 2011；6：e21990. Epub 2011 Jul 7.
② Fukushima K, Tsukimori K, Li T, Takao T, Morokuma S, Kato K, Seki H, Takeda S, Matsumura S, Wake N Eﬀect of
transient TCDD exposure on immortalized human trophoblast-derived cell line. Hum. Exp. Toxicol. 2011；31：
550-556
③関

博之，高木健次郎，佐藤和雄：高血圧ナビゲーター

2011 年 6 月 10 日

熊谷裕生

④村山敬彦，魚谷隆弘，江良澄子，松村英祥，高木健次郎，馬場一憲，関
婦人科

Vol.78

小室一成

堀内正嗣

森下竜一編集

メディカルビュー社
博之：子宮内感染症と流早産

産科と

p.475-484

⑤松村英祥，村山敬彦，高井

泰，斉藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関

博之，竹田

省，酒井正利，斉藤

滋：

子宮頸管無力症に対する単繊維合成吸収糸を用いた McDonald 頸管縫縮術に対する有用性の検討．第 47 回日本
周産期 ? 新生児医学会
⑥赤堀太一，長井智則，花岡立也，魚谷隆弘，関

博之：当院における化学療法併用放射線療法（CCRT）の安全

性と有用性の検討．第 50 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会
⑦深津真弓，高井

泰，松永茂剛，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，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 63 回日本産科婦
人科学会学術講演会
⑧見上由紀子，板谷雪子，小野義久，松村英祥，斉藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関

博之：重症妊娠高血圧症

における分娩後経過に関する検討．第 32 回日本妊娠高血圧学会
⑨安藤智子，菅沼真樹，内赤さやか，福丸由佳，松本幸子，斉藤正博，高木健次郎，馬場一憲，無藤

隆，関

博

之：総合周産期母子医療センターで出産した夫婦の抑うつについて：妊娠期からの縦断調査 3．第 52 回日本母
性衛生学会総会
⑩大原 健，村山敬彦，斉藤正博，高井 泰，高木健次郎，馬場一憲，関 博之：帝王切開創部妊娠 ? 頸管妊娠に
対する経皮的動脈塞栓術（TAE）の有用性と予後に関する臨床的検討．第 122 回関東連合産婦人科学会学術集会
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他
6-2．該当なし
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．研究会，セミナーの開催実績
1．埼玉県周産期研究会
2．埼玉県超音波研究会
3．総合周産期センター研究会
4．埼玉県産後うつ病研究会
5．助産師の救急対応強化のための研修会

7．自己点検・評価
診療面，研究面，教育面いずれも充実しており，少ない人員の中教室員一同の犠牲的貢献の賜である．最も active
な教室の一つと自己評価している．
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2．23）
（2）産婦人科（総合周産期母子医療センター産科）
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
藤野一成（FUJINO, Kazunari）
：助教
上里忠好（UESATO, Tadayoshi）
：助教
菅野素子（KANNO, Motoko）
：助教
佐藤

翔（SATO, Sho）
：助教

玉石絢香（TAMAISHI, Ayaka）
：助教
吉田みゆき（YOSHIDA, Miyuki）
：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．
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2-4．自己評価と次年度計画
教育スタッフ不足，臨床激務の中，優良な教育効果を達成した．よりきめの細かい学生教育を行う．

3．研究
3-1．目的・目標
妊娠高血圧症候群に関する研究と前置胎盤で癒着胎盤である症例の安全な分娩方法（帝王切開）の確立，産科大量
出血の管理法の確立，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
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．
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．
吸収糸を用いた頚管縫縮術の確立に関する研究では，その有用性を明らかにし，学会で発表し，現在論文作成中で
ある．
それぞれの研究の達成度は 100％と評価できる．
3-4．自己評価と年次目標
臨床研究は着実に成果を挙げ，各学会にて成果を発表し，論文化した．基礎研究も充実し，1 名が学位取得をはた
した．来年度も継続して進める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
総合周産期母子医療センターが開設されて 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
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3．日本産婦人科学会代議員
4．日本新生児学会評議員
5．日本不妊学会評議員
6．PSI-Japan 研究会顧問
7．埼玉県産婦人科医会理事，幹事
8．埼玉県産婦人科医会周産期研究会代表幹事
9．埼玉県産婦人科医会学術企画委員
10．県医師会母体保護法指定医審査委員会委員
11．国家試験（保健師助産師看護師）委員

6．業績目録
6-1．論文・学会発表
① Takao T, Asanoma K, Kato K, Fukushima K, Tsunematsu R, Hirakawa T, Matsumura S, Seki H, Takeda S, Wake
N.：Isolation and Characterization of Human Trophoblast Side-Population（SP）Cells in Primary Villous
Cytotrophoblasts and HTR-8/SVneo Cell Line.

PLoS One.

2011；6：e21990. Epub 2011 Jul 7.

② Fukushima K, Tsukimori K, Li T, Takao T, Morokuma S, Kato K, Seki H, Takeda S, Matsumura S, Wake N
of transient TCDD exposure on immortalized human trophoblast-derived cell line.

Hum. Exp. Toxicol.

Eﬀect
2011；

31：550-556
③関

博之，高木健次郎，佐藤和雄：高血圧ナビゲーター

2011 年 6 月 10 日

熊谷裕生

④村山敬彦，魚谷隆弘，江良澄子，松村英祥，高木健次郎，馬場一憲，関
婦人科

Vol.78

小室一成

堀内正嗣

森下竜一編集

メディカルビュー社
博之：子宮内感染症と流早産

産科と

p.475-484

⑤松村英祥，村山敬彦，高井

泰，斉藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関

博之，竹田

省，酒井正利，斉藤

滋：

子宮頸管無力症に対する単繊維合成吸収糸を用いた McDonald 頸管縫縮術に対する有用性の検討．第 47 回日本
周産期 ? 新生児医学会
⑥赤堀太一，長井智則，花岡立也，魚谷隆弘，関

博之：当院における化学療法併用放射線療法（CCRT）の安全

性と有用性の検討．第 50 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会
⑦深津真弓，高井

泰，松永茂剛，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，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 63 回日本産科婦
人科学会学術講演会
⑧見上由紀子，板谷雪子，小野義久，松村英祥，斉藤正博，高木健次郎，馬場一憲，関

博之：重症妊娠高血圧症

における分娩後経過に関する検討．第 32 回日本妊娠高血圧学会
⑨安藤智子，菅沼真樹，内赤さやか，福丸由佳，松本幸子，斉藤正博，高木健次郎，馬場一憲，無藤

隆，関

博

之：総合周産期母子医療センターで出産した夫婦の抑うつについて：妊娠期からの縦断調査 3．第 52 回日本母
性衛生学会総会
⑩大原

健，村山敬彦，斉藤正博，高井

泰，高木健次郎，馬場一憲，関

博之：帝王切開創部妊娠 ? 頸管妊娠に

対する経皮的動脈塞栓術（TAE）の有用性と予後に関する臨床的検討．第 122 回関東連合産婦人科学会学術集
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
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7．自己点検・評価
埼玉県唯一の総合周産期母子医療センターとして，県内の医療機関から期待や依頼が年々急速に増加してきた．少
ないスタッフにも関わらず，これらのニーズに応えうることができているのは，医師としての良心のもと，ひとりひ
とりの献身的な努力にほかならない．
教育に関しては，特に，BSL の学生教育にスタッフ一人ひとりが，熱心に参加している．
研究面では，当センターならではの，豊富かつ多彩な症例経験から臨床研究を積極的に行ない，学会発表，論文発
表など義務づけ，多くの実績を重ね挙げてきている．全国でも，多彩な症例の報告や先進的な治療を行なう施設と注
目されている．
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2．24）歯科・口腔外科
１．構成員
下山哲夫（SHIMOYAMA, Tetsuo）
：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）
：顎顔面外傷，頭頸部腫瘍：
博士
堀江憲夫（HORIE，Norio）
：准教授：医局長：教育主任：研究主任：指導教員（大学院）：? 胞，口腔粘膜疾患：
博士
金子貴広（KANEKO，Takahiro）
：講師：口腔インプラント科長：研究員：顎顔面外傷，口腔インプラント：博士
那須大介（NASU，Daisuke）
：助教：研究員
加藤崇雄（KATO, Takao）
：助教：研究員
沼

健博（NUMA, Takehiro）
：助教：研究員

川野竜太郎（KAWANO，Ryutaro）
：助教：研究員
深井俊一（FUKAI，Shun-ichi）
：助教：研究員
小村国大（KOMURA，Kunio）
：助教：研究員
日野峻輔（HINO，Shunsuke）
：助教：研究員
飯島洋介（IIJIMA Yousuke）
：研修医
伊藤佑樹（ITO Yuuki）
：研修医
戸田紀章（TODA Noriaki）
：研修医
笠倉正隆（KASAKURA Masataka）
：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
遠藤美樹（ENDO Miki）
：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，さらには医療人として優れた
人格形成がなされるように教育していく．
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3．研究
3-1．目的・目標
顎口腔機能の生理学的解析を行う．
歯科臨床に有用である漢方薬の基礎的研究を行う．
歯科用インプラントの臨床的及び基礎的研究を行う．
3-2．研究グループ
該当なし
3-3．研究内容と達成度
「睡眠時ブラキシズム発症機構に関わる中枢神経機構のラットを用いた検討」
グリシンには睡眠改善効果が認められる．本実験では，末梢感覚入力によって誘発される顎反射の強度や感度がグ
リシン投与によって受ける影響を評価することで，間接的に睡眠時ブラキシズム発現に関わる中枢グリシン受容体機
構を検討する．
「漢方薬の基礎的研究」
漢方薬の紫外線に対する作用の報告は少ない．マウスマクロファージ培養細胞を用い，漢方薬による紫外線保護作
用を検討する．
立効散の鎮痛作用を，マウスを用い検討する（stretch movement 等）．
「インプラントの臨床的検討」
歯科用インプラントは，咀嚼機能の改善のため用いられている．インプラント体の性状の違いや埋入方法の違いに
よる維持安定性について検討する．
3-4．自己評価と次年度計画
上記研究について，研究発表，論文化を継続して行っている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科では，顎顔面部の外傷を救急救命科との連携のもとに，迅速な処置がなされるように努めている．
また，歯・顎欠損患者に対しては口腔インプラントを積極的に治療に取り入れ，サイナスリフト等のボーングラフ
トを併用することで，より多岐にわたる症例にも対
応している．さらに , 即時負荷について臨床的検討を進めており，今後，治療期間の短縮を図る予定である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
【学会発表】
①伊藤佑樹，増田一生，日野峻輔，近藤圭祐，小村国大，金子貴広，堀江憲夫，下山哲夫：野球を原因とした下顎
骨骨折の臨床的検討．第 22 回スポーツ歯科医学会総会・学術大会 2011 年 6 月 25,26 日，千葉，抄録：プログ
ラム O-04，
②金子貴広，増田一生，日野峻輔，堀江憲夫 , 下山哲夫 :Titanium 製骨接合剤とインプラント植立を併用した上顎
洞底挙上術の臨床的検討．第 41 回日本口腔インプラント学会総会・学術大会 2011 年 9 月 16,17,18 日，名古
屋抄録日本口腔インプラント学会誌

Vol. 24 特別号

O-1-9-2

p186

③加藤崇雄，堀江憲夫，松田友彦，岩本祥子，金子忠良，下山哲夫，佐藤和恵，草間

薫，坂上

宏：漢方薬，

漢方成分及びグリチルリチンの紫外線に対する細胞保護作用．第 53 回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会，
2011 年 9 月 30 日 10 月 1,2, 日岐阜，Journal Oral Biosciences

53（Supplement

p.199（P2-108）
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④沼健博，飯島洋介，伊藤祐樹，日野峻輔，小村国大，深井俊一，川野竜太郎 , 加藤崇雄 , 那須大介，金子貴広，
堀江憲夫 , 工藤逸郎，下山哲夫：胎児期の超音波検査にて舌粘液 ? 胞を認めた 1 例．第 56 回日本口腔外科学会
総会・学術大会 2011 年 10 月 21,22,23, 日，大阪，抄録：
⑤日野峻輔，小村国大，沼

日口外誌

Vol.56 総会特別号 3-I-1-5，p.218．

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：歯科治療を

契機に発見された先天性無痛無汗症の 1 例．第 23 回日本小児口腔外科学会総会・学術大会，2011 年 11 月 19
日 八戸，抄録集

B-11

p.62，抄録：日本小児口腔外科学会誌

Vol.15（1）ｐ .71

【論文】
⑥ Fumio Ide, Norio Horie, Tetsuo Shimoyama, Ichiro Saito: Sclerosing mucoepidermoid carcinoma: specific
histologic variant or nonspeciﬁc morphologic pattern? Oral Med Pathol 15（XX）:81-83

2011.

⑦ Fumio Ide, Kenji Mishima, Kentaro Kikuchi, Norio Horie, Shigeo Yamachika, Kazuhito Satomura, Tetsuo
Shimoyama, Hideaki Sakashita, Ichiro Saito, Kaoru Kusama: Development and Growth of Adenomatoid
Odontogenic Tumor Related to Formation and Eruption of Teeth: Head Neck Pathol 5（2）: 123-132 2011．
⑧金子貴広，増田一生，川野竜太郎，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．日口外誌 57（5），284-288 2011.
⑨日野峻輔，増田一生，伊藤佑樹，小村国広，金子貴広，堀江憲夫，下山哲夫：下顎埋伏智歯が下顎角部および関
節突起部骨折の発生に与える影響．スポーツ歯学

15（1）：12-16

2011.

⑩増田一生，金子貴広，日野峻輔，堀江憲夫，下山哲夫：ショートインプラントの上部構造体装着後の調査．日本
口腔インプラント学会誌

24（4）
：611-617

2011．

【総数：論文 7 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
該当なし

７．自己点検・評価
基礎的研究面では，漢方薬の薬理作用としての 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＞
武井圭一（主任）
，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，守岡義紀，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，江草朱理，後藤まみ，佐藤義
尚，仲村佳奈子，菅原悠葵，三本木光，岡本晴香，大久保裕也，海野和広，廣田智世，服部

寛

＜作業療法士＞
國友淳子（主任）
，新川育実，平田樹伸，平井友里，西澤志帆，栗原香緒里，東

謙一，平井良太，篠塚怜美，

高畑幸弘，中村さなえ，篠塚怜美，松原秀徳
＜言語聴覚士＞
伊藤智彰（主任）
，伊藤淳子（主任）
，宮脇智子，杉本真美，富田春菜

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，
前川宗之，
陶山哲夫，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 時間の講義を行った．
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．
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
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3．研究
3-1．目的・目標
リハビリテーション医学の運動学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．携帯型加速度計を用いた上肢機能評価：平田樹伸，東謙一，西澤志帆，平井良太，
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，石川秀登，師岡
祐輔
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，
松本孝彦
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：80％
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．

4．診療内容（詳細は病院要覧に記載）
当科は，骨・関節・体幹などの肢体不自由，および呼吸・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 95,220 件（理学療法：63,758，作業療法：22,104，言
語聴覚療法：9,358 件）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
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
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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

6．業績
1．山本満，前川宗之，下松智哉，國澤洋介，武井圭一：内部障害者のスポーツ参加にむけて内部障害者のスポー
ツ参加

膀胱・直腸機能障害．日本臨床スポーツ医学会誌 19 巻

P397-399，2011

2．高倉保幸，國澤洋介：
【チーム医療における理学療法士の役割】急性期のチーム医療と理学療法士．PT ジャー
ナル 45 巻

P921-926，2011

3．國澤佳恵，高倉保幸，國澤洋介：スーパーバイザーの視点・論点患者さんに触れるまで脳血管障害（急性期）
．
PT ジャーナル 45 巻

P1066-1072，2011

4．大武聖，高倉保幸，國澤洋介，小関要作，下松智哉，山本満：前十字靱帯再建例における膝伸展・屈曲筋力の推移．
埼玉包括リハ雑誌 10 巻

P67-69，2010

5．新井健一，國澤洋介，高倉保幸，下松智哉，高橋邦泰，陶山哲夫，山本満：中学校におけるスポーツ障害の実
態調査−指導者の指導資格の有無による検討−．リハビリテーションネットワーク研究第 9 巻 P40-47，2011
6．守岡義紀，
國澤洋介，
陶山哲夫，
下松智哉，
前川宗之，山本満：セラバンドを用いた膝伸展運動における膝関節モー
メントを算出する方法の検討．リハビリテーションネットワーク研究第 9 巻

P48-55，2011

7．小林沙希，國澤洋介，武井圭一，松本孝彦，國澤佳恵，高倉保幸，山本満：左被殻出血Ⅲ -a 型に対する急性期
における理学療法プログラムの一考察．理学療法‐臨床・研究・教育 Vol.8

P44-46，2011

8．國澤洋介，高倉保幸，小関要作，一氏幸輔，瀬立奈緒美，石川秀登，師岡祐輔，下松智哉，山本満：頸髄症
術後患者に適切な身体機能と動作能力の評価項目

主成分分析による検討

第 46 回日本理学療法学術大会．

2011/5/27-29， 宮崎
9．武井圭一，國澤洋介，藪崎純，松本孝彦，國澤佳恵，高倉保幸，下松智哉，山本満：脳卒中片麻痺者に対する
部分免荷トレッドミル歩行練習の難易度の検討

第 46 回日本理学療法学術大会．2011/5/27-29，宮崎

10．一氏幸輔，國澤洋介，瀬立奈緒美，石川秀登，師岡祐輔，佐藤義尚，高倉保幸，下松智哉，山本満：頸髄症患
者の術後 2 週の日常生活に関わる因子

第 46 回日本理学療法学術大会．2012/5/27-29，宮崎

11．平田樹伸，淺井憲義 : 脳卒中患者に対する上肢機能訓練装置としての Portable Spring Balancer の有用性〜 1 症
例による予備的研究〜

第 45 回日本作業療法学会．2011/6/24-25，埼玉

12．平井良太，國友淳子，平田樹伸，西澤志帆，山本満：軽症の意識障害を有する急性期脳損傷患者の注意障害
第 45 回日本作業療法学会．2011/6/24-25，埼玉
13．栗原香緒里，國澤洋介，新川育実，高畑幸弘，下松智哉：急性期頚髄損傷者の食事動作の特徴〜口へのリーチ
動作との関連を通して〜第 45 回日本作業療法学会．2011/6/24-25，埼玉
14．平田樹伸，淺井憲義：脳卒中患者に対する上肢機能訓練装置としてのポータブルスプリングバランサーの有用
性

第 27 回日本義肢装具学会学術集会．2011/10/22-23，東京

15．國澤洋介，高倉保幸，武井圭一，一氏幸輔，松本孝彦，前川宗之，下松智哉，山本満：転院となった頸髄症術
後患者の特徴

第 29 回日本私立医科大学理学療法学会．2011/10/22-23，金沢

16．國澤洋介，高倉保幸，前川宗之，下松智哉，山本満，陶山哲夫：頸髄症術後患者における自宅復帰率の変化
第 46 回日本脊髄障害医学会．2011/11/18， 大阪
17．平田樹伸，東謙一，西澤志帆，平井良太，篠塚怜美：携帯型加速度計による脳損傷後の片麻痺上肢の使用頻度
評価について

第 21 回埼玉県作業療法学会．2011/11/20，埼玉

18．東謙一，平田樹伸，西澤志帆，平井良太，篠塚怜美：携帯型加速度計を用いた健常成人の上肢機能評価

第

21 回埼玉県作業療法学会．2011/11/20，埼玉
19．石塚友里，國澤洋介，新川育実：手関節症に対し部分関節固定術を施行した 1 症例の作業療法経験

第 21 回
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埼玉県作業療法学会．2011/11/20，埼玉
20．國澤洋介，武井圭一，國友淳子，伊藤智彰，前川宗之，山本満：東日本大震災被災地の避難所における支援活
動

第 20 回埼玉県理学療法学会．2011/12/11，埼玉

21．石川秀登，國澤洋介，小関要作，一氏幸輔，白岡岳人，師岡祐輔，高倉保幸，下松智哉，山本満：不全四肢麻
痺患者におけるニューステップ運動の効果と適応

第 20 回埼玉県理学療法学会．2011/12/11，埼玉

22．野々垣直子，國澤洋介，一氏幸輔，野々垣政志，浦野沙弥子，大塚梢，山本満，下松智哉，前川宗之，小関要作：
人工膝関節全置換術後患者の歩行能力について

埼玉医科大学総合医療センター整形外科同門会．2012/1/8，

埼玉
23．髙畑幸弘，國澤洋介，國友淳子，平田樹伸，東謙一，山本満：手続き記憶の活用により作業遂行能力に改善を
認めた一症例

第 12 回埼玉県包括的リハビリテーション研究会．2012/02/05，埼玉

24．羽田侑里子，國澤洋介，松本絵美子，瀬立奈緒美，奥田拓也，守岡義紀，山本満：運動療法において装具の使
用が有効であると考えられたダウン症児の一例

第 12 回埼玉県包括的リハビリテーション研究会．2012/2/5，

埼玉
【総数：論文 10 件，学会発表 17 件，講演 33 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，セミナーの開催実績
1）埼玉県包括的リハビリテーション研究会
2）日本理学療法士協会

現職者講習会「高次脳機能と理学療法」

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）麻酔科
1．構成員
宮尾秀樹（MIYAO HIDEKI）
：教授：副科長，教育主任，研究員：麻酔，集中治療，疼痛管理：医学博士
川崎

潤（KAWASAKI JUN）
：教授：副科長，教育員，研究主任：麻酔，血液凝固：医学博士

小山

薫（KOYAMA KAORU）
：教授：運営責任者，麻酔科科長，教育副主任，研究員：麻酔，集中治療，疼痛管理，
心臓麻酔：医学博士

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

鈴木俊成（SUZUKI

TOSHINARI）
：講師：医長，教育員，研究員：麻酔，輸液：医学博士

丸尾俊彦（MARUO TOSHIHIKO）
：講師：病棟医長，教育員，研究員：麻酔，疼痛管理：医学博士
藍

公明（AI KIMIAKI）
：講師：専門医員，教育員，研究員：麻酔，心臓麻酔：医学博士

助教：清水健次（SHIMIZU KENJI）
：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，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，
清水昌宏（SHIMIZU MASAHIRO）
：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）
：専門医員，教育員，研究員，長谷川閑堂（HASEGAWA YASUTAKA）
：専門医員，

教育員，研究員，原さやか（HARA SAYAKA）：医員，教育員，研究員，皆吉寿美（MINAYOSHI HISAMI）
：医員，
教育員，研究員，成田優子（NARITA YUKO）
：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，青柳瑠美子（AOYAGI RUMIKO）
：医員，教育員，研究員，原口靖比古（HARAGUCHI YASUHIKO）
：医員，
教育員，研究員，簑島梨恵（MINOSIMA RIE）：医員，教育員，研究員，奥田

淳（OKUDA JUN）：医員，教育員，

研究員，西原紘子（NISHIHARA HIROKO）
：医員，教育員，研究員，小坂真子（KOSAKA MAKO）：医員，教育員，
研究員，前田紘一朗（MAEDA KOICHIRO）
：医員，教育員，研究員，大橋

明（OHASHI AKIRA）：医員，教育員，

研究員，平井規雅（HIRAI NORIMASA）
：医員，教育員，研究員，高田若菜（TAKADA WAKANA）：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 : 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）
，佐藤麻美子（SATO MAMIKO）

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習得させる．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・ペインクリニックの内容理解，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している．
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，武井が担当した．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．初期研修医教育では 4 月初めに初期研修医全員を対象に
アメリカ心臓協会認定の心肺蘇生講習会（BLS プロバイダーコース，小山コースディレクター，毛呂山会後援）を開
催した．麻酔科研修中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（年 4 名受け入れ）
．救命救急士の気管挿管再教育プログラム（埼玉西部第二地域，小山担当）を 2 回
実施した．後期研修医 3 名および他科からの転科 1 名が入局した．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
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充実を図った．
2-3．達成度：BSL では 4 部門それぞれ到達目標を定めて効果的に実習を行った．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．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．スタッフ教育は毎朝の抄読会・
ミニ講義を続けた．後期研修医教育は土曜日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 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・ミニ講義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・藍講師を中心に BSL および研修医教育，救急救命士教育の充実を図った．4 年生，6 年生の講
義は学生からのフィードバック結果を基に内容をブラッシュアップしていく．入局した後期研修医は 3 名で，教育
カリキュラムとして最初の 1 年間はオペ室での全身管理習得を重点的に行っている．

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（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，藍），
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），臍帯血イオン化マグネ
シウム値測定，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，田中）
，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（照井，田村，田中）
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，人工呼吸モードの検討，敗血症性ショッ
クでの循環管理，イオン化マグネシウム値の推移（小山，福山）
ペイン：神経ブロック後の重心動揺
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に関する研究：達成度 95％．
血小板機能の新鮮さの保持の解明達成度 75％，および tPA を用いた線溶系の研究：達成度 75％．
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 の
胎児移行を調査．達成度

95％．

臍帯血イオン化マグネシウム値の検討：基準値，マグネシウム胎児移行を調査：達成度

90％．

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

90％

ICU における血糖測定器の精度検討：達成度

95％．

3-4．自己評価と次年度計画
学会発表数（講演を含む）65，論文数（総説 7，症例報告 7），著書数 3
宮尾，川崎，小山，照井，田中，藍で隔週 1 回の研究カンファを継続し，研究環境の充実を図った．次年度は研
修医の学会発表の論文化を研究カンファレンスが主体となって推進したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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でもあり，藍講師の赴任により心臓血管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
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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
小山教授，照井准教授は日本麻酔科学会代議員，日本集中治療医学会評議員として活躍した．
小山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，
日本臨床モニター学会評議員として活躍した．
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：
論文数（総説 7，症例報告 7）
，著書数 3，学会発表数（講演を含む）65
国際学会での発表
① A. Motoyasu, Y. Kitaoka, M.Tanaka, K.Terui, K.Asano and H.Miyao: Whole blood ionized magnesium level in the
healthy Japanese neonate: Whole blood ionized magnesium level in the healthy Japanese neonate. SOAP（2011.5,
Kobe）
② H.Hamaguchi, K.Goto, M.Tanaka, K.Asano, K.Tamura and K.Terui; Spinal anesthesia for cesarean section in
patients with clinically diagnosed placental abruption. SOAP（2011.5, Kobe）
③ H.Nishihara, A.Motoyasu, K.Wakaizumi, K.Murayama, M.Tanaka and K.Terui: Intra-aortic balloon occlusion for
severe postpartum hemorrhage: a report of 4 cases. SOAP（2011.5, Kobe）
④ Y.Matsuda, K.Terui, M.Kondo, M.Tanaka, H.Nishihara and Y.Kitaoka: Ultra-low dose spinal anesthesia for cervical
cerclage. SOAP（2011.5, Kobe）
⑤ K. Tazawa, H. Miyao, K. koyama, T. Fukuyama and K. Treui: Dysoxia could be classiﬁed with lactate and central
venous oxygen saturation. 17th.APACCM（2012.2, Chiba）
⑥ K. koyama, H. Miyao, H. Ikeda, T. Fukuyama, N. Harashima, M. Tamura, M. Heinz, M. Lyon, J. DuBois: Glucose
meter total analytical error associated with the hematocrit levels commonly seen in an adult intensive care unit.
41st.SCCM（2012.2, Houston）
⑦ K. koyama, H. Miyao, H. Ikeda, T. Fukuyama, N. Harashima, M. Tamura, M. Heinz, M. Lyon, J. DuBois：Evaluation
of glucose meter performance in an adult intensive care unit: comparison of total analytical error versus ISO
15197:2003. 41st.SCCM（2012.2, Houston）
⑧ K. koyama, H. Miyao, H. Ikeda, T. Fukuyama, N. Harashima, M. Tamura, M. Heinz, M. Lyon, J. DuBois: Estimates
of glucose meter total analytical error associated with chemical interferences commonly seen in an adult
intensive care unit. 41st.SCCM（2012.2, Houston）
⑨ Kazumasa Tazawa, Hideki Miyao, Katsuo Terui, Tatsuya Fukuyama, Kaoru Koyama: Graphical assessment
of oxygen metabolism by lactate level and central venous oxygen saturation. 15th WFSA World Congress of
Anaesthesiologists（2012.3）
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
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．埼玉医大臨床麻酔ネットワーク（Ｓ MU − CAN：毛呂，日高，川越麻酔科の合同研究会）：代表世話人小山
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．初期研修医対象の AHA 認定 BLS 講習会：小山

7．自己点検・評価
鈴木助教，丸尾助教が講師に昇格した．また藍講師が新たに赴任，心臓血管麻酔を総合医療センターの 5 本目の
柱とすべく，さらなる充実を図っている．産科麻酔では照井准教授・田中基講師の指導の下，他大学を含めた産科麻
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酔研修の希望者を随時受け入れている．教育は 4 年生，6 年生の系統講義，5 年生の BSL 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 3 名，他科からの転科 1 名が入局した．改訂
された「麻酔科研修のために」を BSL 学生，初期研修医，後期研修医の教育のために有効活用している．BLS/ACLS/
PALS の教育では小山教授が，学生，研修医，病院職員の教育に力を発揮し，地域での普及教育も積極的に行ってい
る．手術室が 2 室増室された．昼夜を問わない緊急手術へ柔軟に対応し，手術件数の増加，安全で質の高い医療の
提供，研修医の育成を目標に，厳しい労働環境の中，医局員一丸となって努力している．ICU 入室患者も増加傾向に
ある．リスクの高い症例を積極的に受け入れ，手術室の効率的な運営にも寄与している．ペインクリニックでは総合
医療センター・かわごえクリニックでのペイン外来，入院加療に加え，緩和ケアチームへも参加している．小山，福
山，
斎藤の 3 名はフライトドクターとしてドクターヘリ運営に貢献している．このように総合医療センター麻酔科は，
麻酔科の関与しうる，おおよそ全ての分野で活動している．多忙な臨床の中でも，リサーチマインドを忘れることな
く学会活動などを継続，最新の医療を提供すべく研鑽を重ねている．
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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，教育主任：神経内科，脳波学，脳ドック，訪問診療

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：教育副主任：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
酒庭

康（SAKANIWA Yasu）
：助教

有馬史人（ARIMA Fumihito）
：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
とともに，在宅訪問診療に参加し地域医療との連携を体験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．在宅訪問診療への積極的参加も導入している
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・指導するとともに，在宅訪問診療に参加し将来の超高齢者医療・地域医療との接
し方を学ぶ．
2-2．教育内容（研修医担当：安藤，学生担当：大貫）
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，さらに在宅訪問診療に対する積極的
な取り組みを通じて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）救急医療を受けた後の在宅医療への移行を含めて在宅訪問診療の積極的な導入方法を臨床的に検討している．
3）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
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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．
4）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．
5）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．
6）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）在宅訪問診療臨床プロジェクト
3）Driver with Epilepsy プロジェクト
4）携帯型超音波装置プロジェクト
5）小児頭部外傷研究プロジェクト
6）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）在宅訪問診療臨床プロジェクト
在宅訪問診療における心機能評価，血圧管理の有効性，てんかん発作の予防などについての臨床的な調査を継続
して行う
3）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．
4）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．
5）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．
6）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，在宅訪問診療における全
身管理・生活習慣管理の重要性など，救急医療および在宅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．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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
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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日本在宅医療学会評議員
⑬早稲田大学教育総合研究所客員研究員

6．業績
6-1．論文・学会発表（抜粋表記）
①平成 23 年 11 月第 40 回日本救急医学会学術集会，シンポジウム関連演題，ER が始めた訪問診療の取り組み
②平成 23 年 11 月第 40 回日本救急医学会学術集会，シンポジウム関連演題，急性期痙攣における脳波検査の有
用性の検証と円滑な外来治療への移行の試み
③ 3 平成 23 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 23 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 23 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 23 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 23 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 23 年 7 月
⑫平成 23 年 11 月

レビュー「意識障害の機序」総合診療マニュアル，金芳堂
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 23 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 23 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 23 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 23 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
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⑱平成 23 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 23 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 23 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

20

件，学会発表

28

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 23 年 4 月 1 日 ? 平成 24 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．
また在宅訪問診療の現場に参加することでこれからの高齢化社会および地域連携に対応出来る臨床医の育成に力を注
いでいる．専任スタッフの確保はまだまだ継続している段階であり，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
も確保している．
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2．28）高度救命救急センター
1．構成員
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：代表指導教員（大
学院）
：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：学位論文審査教員（大学院）
：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：学位論文審査教員（大学院）：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 : 学位論文審査教員（大学院）
：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：教育主任，総務担当医長：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：診療副科長：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：外来医長：外科学（消化器外科，一般），救急医学：博士
福島憲治（FUKUSHIMA, Kenji）
：講師：教育副主任，整形外科学（外傷，一般），災害医学，救急医学
山口

充（YAMAGUCHI, Atsushi）
：助教：ICU 病棟医長

大餐和憲（OAE, Kazunori）
：助教：診療専門員
岡田寛之（OKADA, Hiroyuki）
：助教，診療員
大井秀則（OI, Hidenori）
：助教，診療専門員
西潟一也（NISHIKATA, Kazuya）
：助教，診療専門員
上村直子（KAMIMURA, Naoko）
：助教，診療専門員
大瀧聡史（OTAKI, Satoshi）
：助教，診療員
高橋政照（TAKAHASHI, Masateru）
：准教授（出向）
安藤陽児（ANDOU, Youji）
：講師（兼担）
高本勝博（TAKAMOTO, Katsuhiro）
：助教（兼担）
臣永麻子（TOMINAGA, Asako）
：助教（兼担）

2．教育
2-1．目的･目標
（1）卒前教育（学生）においては，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．
（2）卒後教育（初期臨床研修）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．
（3）大学院教育においては，救急医療の実践の中で見出した問題意識や疑問点を整理し，新しい知見へと結び付け
る研究の方法論や技能を身につけさせることを目標とした．
（4）その他にも，救急隊員・消防隊員教育において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，
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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．
（2）卒後教育（初期臨床研修）
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．
①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．
②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．
③一人の患者の救命から社会復帰，時には死亡までの全ての過程に関わり，緊急時の対応に必要な知識や技術を身
につけるとともに，地域の救急医療体制や，介護の体制，生命倫理などの問題についても理解を深め，一人の医
師として自分なりの医療観・生命観をはぐくむことも目標となる．
④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
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
（3）大学院教育
堤晴彦が代表指導教員，杉山聡，間藤卓，澤野誠が指導教員として担当した．以上 4 名は学位論文審査教員とし
て担当した．
（4）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．
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（2）卒後教育
初期研修医教育では . 必修 2 か月間（高度救命救急センター 4 週間，救急科 ER4 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 年目の選択期間に高度救命救急センター ICU 部門での研修を希望する初期研修医の数も着実に増加しており，よ
り高度な集中治療を中心とした研修をおこなった．
（3）大学院教育
本年度は大学院生は 0 名で，該当なし．
（4）救急隊員・消防隊員教育
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
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
（1）卒然教育では，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．
（2）卒後教育では，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．
（3）
大学院教育では，
次年度 1 名の大学院生の入学が決定しており，充実した教育体制を構築していくべく努力したい．
（4）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．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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 23 年
度は総数 1262 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 50 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，
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スタッフの大幅な増員は不可欠なものと考えている．

5．その他
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 Analysis of Breath CO and Application to Hemodynamic Monitoring ,Gas Biology Research in Clinical Practice.
Yoshikawa T, Naito Y（eds）:Basel, Karger24-34,MakotoSawano,2011, 単行本（分担執筆）
② IV 集中治療

9. 救急・集中治療の合併症への対応 II

−深部静脈血栓症・肺静脈血栓塞栓症 -, 救急集中治療医

学レビュー 2011，304-311, 澤野誠 , 総合医学社 ,2011, 単行本（分担執筆）
③神経保護 Q ＆ A −神経救急・集中治療的アプローチの実際− Q52

脳死と臓器移植 , 救急・集中治療 22 巻 6

号 291-296, 熊井戸邦佳，堤晴彦 ,2011, 総説
④プレホスピタルで必要な判断と処置：PSLS,EMERGENCY CARE24-34, 熊井戸邦佳，山口充，大貫学，杉山聡，
堤晴彦 ,2011, 総説
⑤ナファゾリン含有殺菌消毒中毒による肺水腫の一例 , 日本救急医学会雑誌 Vol.23,No.832-35, 山口充，間藤卓，
大井秀則，中田一之，井口浩一，熊井戸邦佳，杉山聡 ,2011, 症例報告
⑥ A Tracer Analysis Study To Demonstrate And Quantify The Redistribution Of Endogenous Carbonmonoxide
From Blood To Tissue,Breath Analysis Summit 2011. International Association for Breath Research, Parma, Italy
11th-14thOct.,Makoto Sawano, Akito Shimouchi,2011, 国際学会発表
⑦ CO を巡る 2 つの基礎生理学研究から救急医学の臨床への橋渡し〜 transrational research の例として〜 , 第 39
回日本救急医学会総会・学術集会主要演題セッション東京 2011.10.18-20, 澤野誠，大河原健人，間藤卓，堤晴
彦 ,2011, 学会発表
⑧薬物中毒患者の集中治療における連続心電図モニタリング , 第 39 回日本救急医学会総会・学術集会東京
2011.10.18-20, 松枝秀世，間藤卓，平松玄太郎，三谷知之，鈴木理永，高本勝博，安藤陽児，大貫学，杉山聡，
堤晴彦，輿水健治 ,2011, 学会発表
⑨ ER,ICU, 外 傷 セ ン タ ー の 分 業 に よ る 救 命 セ ン タ ー 改 革 , 第 39 回 日 本 救 急 医 学 会 総 会・ 学 術 集 会 東 京
2011.10.18-20, 井口浩一，大饗和憲，山口充，福島憲治，中田一之，間藤卓，澤野誠，熊井戸邦佳，輿水健治，
杉山聡，堤晴彦 ,2011, 学会発表
⑩連続心電図モニターの開発とその臨床応用 , 第 39 回日本救急医学会総会・学術集会東京 2011.10.18-20, 間藤卓，
松枝秀世，山口充，中田一之，大井秀則，臣永麻子，大瀧聡史，平松玄太郎，杉山聡，堤晴彦 ,,2011, 学会発表
【総数：論文 5 件，学会発表 34 件，講演 0 件】
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
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）
（1）放射線科（画像診断科・核医学科）
1．構成員
（医局員）
本田憲業（Honda Norinari）
：教授：運営責任者：診療科長：研究副主任：代表指導教員（大学院）：放射線画
像診断，核医学：博士
長田久人（Osada Hisato）
：准教授：診療副科長：教育主任：指導者教員（大学院）：放射線画像診断，IVR：
博士
阿部

敦（Abe Astushi）
：講師：核医学：博士

清水裕次（Shimizu Yuji）
：助教：博士
渡部

渉（Watanabe Wataru）
：助教：医局長：外来医長：博士

岡田武倫（Okada Takemichi）
：助教
大野仁司（Ohno Hitoshi）
：助教
栁田ひさみ（Yanagita Hisami）
：助教
河辺哲哉（Kawabe Tetsuya）
：助教
（名誉教授）
町田喜久雄（Kikuo Machida）
：博士
（客員教授）
奥

真也（Oku Shinya）
：指導者教員（大学院）：核医学，医療情報学：博士

（客員准教授）
土屋一洋（Tsuchiya Kazuhiro）
：脳画像診断指導：博士
（非常勤講師）
阿部良行（Abe Yoshiyuki）
：BSL 学生講義：博士
綾部善治（Ayabe Yoshiharu）:BSL 学生講義：博士
鹿島田明夫（Kashimada Akio）
：エコー・検査レポート：博士
釜野

剛（Kamano Tsuyoshi）
：IVR

佐貫栄一（Sanuki Eiichi）
：エコー・検査レポート：博士
瀧島輝雄（Takishima Teruo）
：BSL 学生講義，エコー・検査レポート：博士
中田

桂（Nakada Kei）
：放射線画像診断：博士

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）
｢ 卒前教育 ｣｢ 卒後教育 ｣｢ 大学院教育 ｣
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）
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）
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．
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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）
① Dual energy CT による肺換気機能図
② Dual energy CT による CTC（CT 大腸内視鏡）
③ハリ治療による脳血流変化の検討（協同研究）
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．
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4．診療
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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 440 回日本医学放射線学会関東地方会会長を勤めて放射線医学の振興に寄与した．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Norinari Honda, Hisato Osada, Wataru Watanabe, Mitsuo Nakayama, Keiichiro Nishimura, Bernhard Krauss,
Katharina Otani．Imaging of ventilation with dual-energy CT during breath-hold after a single vital-capacity
breath of stable xenon．Radiology 2012；262：262-268
② Hisami Yanagita, Wataru Watanabe, Yuji Shimizu, Takemichi Okada, Hitoshi Ohno, Hisato Osada, Norinari
Honda, Mitsuo Nakayama. Prediction of postoperative pulmonary function by single-breath dual energy xenon
CT: a preliminary report. ECR 2012. March 1?5, 2012. Vienna, Austria
③河辺哲哉，長田久人，渡部渉，清水裕次，岡田武倫，大野仁司，中田桂，栁田ひさみ，西村敬一郎，山野貴史，
上野周一，新保宗史，髙橋健夫，本田憲業．妊婦の急性腹症の CT．第 70 回日本医学放射線学会総会 Web 開催．
2011 年 5 月 9 〜 20 日
④清水裕次，栁田ひさみ，岡田武倫，大野仁司，渡部渉，中田桂，上野周一，河辺哲哉，長田久人，本田憲業．膵
頭部に FDG 高集積を認めた原発性硬化型胆管炎と思われる一症例．第 75 回日本核医学会関東甲信越地方会．
2011 年 7 月 23 日，富士フイルム（株）西麻布本社講堂
⑤清水裕次，長田久人，渡部渉，岡田武倫，大野仁司，中田桂，栁田ひさみ，上野周一，河辺哲哉，本田憲業．心
筋 scintigraphy を施行した IgG4 関連硬化性疾患の一例．第 38 回埼玉核医学研究会．2011 年 10 月 8 日，大宮
ソニックシティビル
⑥本田憲業，栁田ひさみ，渡部渉，清水裕次，岡田武倫，大野仁司，長田久人，中田桂，西村敬一郎，山野貴史，
本戸幹人，上野周一，河辺哲哉，新保宗史，髙橋健夫．キセノン一回吸入法 CT 換気図の検討：吸入キセノン濃
度の増加の効果．第 440 回日本医学放射線学会関東地方会．2011 年 12 月 10 日，大宮ソニックシティ
⑦栁田ひさみ，渡部渉，清水裕次，岡田武倫，大野仁司，長田久人，中田桂，西村敬一郎，山野貴史，本戸幹人，
上野周一，河辺哲哉，新保宗史，髙橋健夫，本田憲業，中山光男．キセノン 1 回呼吸法による CT 換気図による
術後肺機能予測．第 440 回日本医学放射線学会関東地方会．2011 年 12 月 10 日，大宮ソニックシティ
⑧清水裕次，長田久人，渡部渉，岡田武倫，大野仁司，栁田ひさみ，河辺哲哉，中田桂，西村敬一郎，山野貴史，
上野周一，髙橋健夫，本田憲業．FDG-PET/CT で経過観察を行った播種性結核の一例．第 76 回日本核医学会関
東甲信越地方会．2012 年 1 月 21 日，富士フイルム（株）西麻布本社講堂
⑨本田憲業，長田久人，渡部渉，中山光男，西村敬一郎，栁田ひさみ，新保宗史，髙橋健夫，大谷カタリーナ．非
放射性キセノン 1 回吸入による CT 肺換気図．第 31 回日本画像医学会．2012 年 2 月 17 〜 18 日，東京ステーショ
ンコンファレンス
⑩河辺哲哉，長田久人，清水裕次，渡部渉，大野仁司，岡田武倫，栁田ひさみ，西村敬一郎，山野貴史，上野周一，
髙橋健夫，本田憲業．特異な 99mTc-HMDP 集積を呈した膀胱癌骨転移症例．第 39 回埼玉核医学研究会．2012
年 3 月 24 日，大宮ソニックシティ
【総数：論文 8 件，学会発表 15 件，講演 3 件】
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6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
①優秀演題 cum laude award．栁田ひさみ，渡部渉，清水裕次，岡田武倫，大野仁司，長田久人，本田憲業，中山
光男．二管球 CT，キセノン一回換気法を用いた術後肺機能予測：予備的報告．第 4 回呼吸機能イメージング研
究会学術集会．2012 年 2 月 10 〜 11 日，ピアザ淡海，琵琶湖ホテル
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 440 回日本医学放射線学会関東地方会，大宮ソニックシティ，2011/12/10
第 40 回断層映像研究会，アクトシティ浜松コングレスセンター，2011/9/16-17
第 75 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，2011/7/23
第 76 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，2012/1/21
第 38 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2011/10/8
第 39 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2012/3/24
第 7 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，2011/11/11
第 46 回川越･東入間画像診断研究会，東入間医師会館，2011/7/8
第 47 回川越･東入間画像診断研究会，東上ビルヂング，2012/1/19
第 8 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，2012/2/6
第 5 回埼玉西部画像診断医学セミナー，東上パールビルディング，2011/7/30

7．自己点検・評価
研究の業績が少ないので，努力が必要である．
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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．29）
（2）放射線科（放射線腫瘍科）
1．構成員
（医局員）
髙橋健夫（TAKAHASHI Takeo）
：教授：診療科長：研究主任：教育副主任：大学院指導員：放射線腫瘍学：医学
博士
新保宗史（SHINBO Munefumi）
：准教授：放射線医学物理：工学博士
西村敬一郎（NISHIMURA Keiichiro）
：助教
山野貴史（YAMANO Takafumi）
：助教
上野周一（UENO Shuichi）
：助教，大学院生（がんプロフェッショイナル養成プラン）
（名誉教授）
町田喜久雄（MACHIDA Kikuo）
：放射線医学：医学博士
（非常勤講師）
村田

修（MURATA Osamu）: 放射線腫瘍学：医学博士

本戸幹人（HONDO Mikito）: 放射線腫瘍学，緩和ケア
木谷哲（KITANI Satoshi）
：放射線腫瘍学，乳腺腫瘍学，緩和ケア

2．教育目標
2-1．目的・目標
●卒前教育：
腫瘍学の教育を重点的に行い，その中での放射線治療の役割について教育する．放射線医学に関して被曝・防護，
放射線生物学ならびに医学物理の基礎を教育する．
●卒後教育：
がん治療の 3 柱の一つである放射線治療の実践を学ぶのはもちろんのこと，臨床腫瘍学ならびに放射線腫瘍学の
基礎・実践を学ぶことを目標とする．臨床腫瘍学をよく理解したうえで質の高い放射線治療を実践できる医師を育
成する．高精度放射線治療を含む根治的放射線治療から，緩和的放射線治療に至るまであらゆる状況に対応できる
放射線腫瘍医（治療医）を養成する．またチーム医療が実践できる医師としての資質を育てる．
●大学院教育：
高い研究マインドを持つ臨床医を育成する．放射線腫瘍学，放射線生物学，医学物理に腫瘍画像医学の分野を加え，
最新放射線治療戦略の開発や治療効果に関する分子生物学的解明，治療計画における画像情報の融合，等に関する
国際的レベルの研究を行う．臨床，研究両面のバランスのとれた実地医療をリードできる医師を，大学院での教育
を通じて育成する
2-2．教育内容
●卒前教育（担当：髙橋

健夫，新保

宗史，西村

敬一郎，山野

貴史，上野

周一）

○講義；放射線治療の基礎，臨床腫瘍学の中での放射線腫瘍学の位置づけを明確にして，放射線治療の適応，治療
効果，さらには放射線生物学の基礎を含めた講義を行う（担当：髙橋
講義を行う（担当：新保
○ BSL（担当：髙橋

健夫）．医学物理の基礎，被曝に関する

宗史）

健夫，新保

宗史，西村

敬一郎，山野

貴史，上野

周一）；放射線医学，放射線腫瘍学，

腫瘍画像医学の基礎知識を整理しながら（スライド小講義含む），症例をもとに臨床教育を行う．学生に自主的
に考える時間を作りながら，学習効率のよい臨床実習を実践する．
●卒後教育（担当：髙橋

健夫，新保

宗史，西村

敬一郎，山野

貴史，上野

周一）

腫瘍学を十分理解した中での放射線腫瘍学を習得できるように努める．放射線腫瘍学で学ぶ領域はきわめて広範囲
であるため，臨床腫瘍学，腫瘍病理学の基礎を理解しつつ放射線治療を実践できる医師を養成する．外来における
通常診察，ならびに放射線治療計画の実践，さらに放射線治療品質管理を学ぶ．
●大学院教育（
（担当：髙橋

健夫，新保

宗史）

国際的に通用する臨床研究を推進しつつ，研究マインドを持った優れた臨床医を育成する．
2-3．達成度
卒前教育はおおむね目標が達成されている．達成度 80%．
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さらにスタッフ全員でより密度の高い臨床実習（BSL）を行えるよう努める．卒後教育に関しては画像診断・核医
学科と連携して放射線科全体の教育を行いつつ，腫瘍学に根差した放射線腫瘍学の教育を行う．わが国において放射
線治療患者数が急激に増加する中，放射線治療医数が大幅に不足している．一人でも多くの高い臨床レベルを身に着
けた放射線腫瘍医（治療医）を継続的に育成する必要がある．大学院教育は今年度より入学者がおり，今後の教育を
充実させるよう努める．
2-4．自己評価と次年度計画
概ね達成されているが，次年度は教育内容のさらなる向上に努める．

3．研究
3-1．目的・目標
放射線腫瘍学は放射線医学，臨床腫瘍学，医学物理学，放射線生物学，等と密接に関連する学問であり，臨床なら
びに基礎面から研究を進める．臨床的には現在の治療内容の成績を解析しつつ，新規治療法の開発を目指す．その際
の付随研究としての治療効果判定予測や予後予測に関する画像医学的研究，臨床ー基礎の連携によるトランスレー
ショナル・リサーチ，医学物理的な解析による研究等を推進する．
3-2．研究グループ
・呼吸器グループ（髙橋健夫，新保宗史，西村敬一郎）
・前立腺グループ（髙橋健夫，新保宗史，山野貴史，上野周一）
・消化器グループ（髙橋健夫，西村敬一郎，山野貴史，上野周一）
・高精度治療グループ（髙橋健夫，新保宗史，西村敬一郎，山野貴史，上野周一）
3-3．研究内容と達成度
日本放射線腫瘍学会，日本医学放射線学会をはじめとする関連学会に，高精度治療に関する演題を発表．各研究グ
ループでの治療成績解析，トランスレーショナル・リサーチを推進する．また院内や日本放射線腫瘍学臨床研究機構
（JROSG）などの臨床研究を通して，臨床研究・臨床試験を推進している．
3-4．自己評価と次年度計画
学会発表に関しては継続的に成果をあげている．達成度 80%．
次年度はそれぞれの研究の論文化をさらに推進する．多くの臨床研究・臨床試験ならびにトランスレーショナルリ
サーチが開始されているので，その確実な実施を結果の解析を準備行い，エビデンスを発信していく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
腫瘍学に根差した放射線治療を推進し高い治療効果，QOL の向上を目指した治療を行っている．放射線治療のみ
ならず腫瘍外科学，腫瘍内科学，緩和ケア領域との密接な連携のもと包括的な治療（診断含む）を実施し，地域がん
診療連携拠点病院としての機能を果たす．通常放射線治療に加え，定位放射線治療，強度変調放射線治療，小線源治
療などの高精度放射線治療を推進．緩和的放射線治療にも力を注いでいる．国内・海外に向けエビデンスを発信し，
地域におけるがん診療に貢献する．

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
日本放射線腫瘍学会編集委員 ; 髙橋健夫
Journal of Radiation Research（Associate Editor）; 髙橋健夫
International Cancer Conference Journal（Editorial Board）; 髙橋健夫
International Scholary Research Network Radiology（Editorial Board）; 髙橋健夫
Conference Papers in Medicine（Editorial Board）; 髙橋健夫
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
特定非営利活動法人放射線医療国際協力推進機構に加わり社会貢献を行っている．

6．業績
6-1．論文・学会発表
①髙橋健夫．多発性骨髄腫に対する放射線治療．多発性骨髄腫マニュアル（木崎昌弘 . 編）．南江堂．2012；
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176-182
②髙橋健夫．放射線療法を中心とした治療とその実際をみる - 放射線科の立場から -．がん骨転移治療（髙橋俊二・
編）
．先端医学社．2012；127-132
③ Shioya M, Takahashi T, Ishikawa H, Sakurai H, Ebara T, Suzuki Y, Saitoh J, Ohno T, Asao T, Kuwano H, Nakano
T. Expression of hypoxia ー inducible factor 1 α predicts clinical outcome after preoperative hyperthermochemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer. J Radiation Res 52: 821 ー 827, 2011.
④ Sobajima J, Kumamoto K, Haga N, Tamaru J, Takahashi T, Miyazaki T, Ishida H. Early evaluation of the apoptotic
index ratio is useful in predicting the eﬃcacy of chemoradiotherapy in esophageal squamous cell carcinoma.
Oncology Letters 3: 287 ー 292, 2012.
⑤ Ebara T, Kawamura H, Kaminuma T, Okamoto M, Yoshida D, Okubo Y, Takahashi T, Kobayashi K, Sakaguchi H,
Ando Y, Nakano T. Hemithoracic intensity ー modulated radiotherapy using helical tomotherapy for patients after
extrapleuralpnemonectomy for malignant pleural mesothelioma. J Radiat Res 2012, in press.
⑥髙橋健夫．頭頸部非扁平上皮癌に対する重粒子線治療 - 群馬大学における治療方針ならびに治療経験 -．第 35
回日本頭頸部癌学会．2011 年 6 月 9 日〜 10 日，ウインクあいち
⑦髙橋健夫，本戸幹人，西村敬一郎，山野貴史，儀賀理暁，小峰和美．症状緩和における放射線外部照射の役割（QOL
評価を中心に）
．第 16 回日本緩和医療学会学術大会．2011 年 7 月 29 〜 30 日，さっぽろ芸術文化の館，ロイ
トン札幌，札幌市教育文化会館
⑧本戸幹人，西村敬一郎，山野貴史，栁田ひさみ，上野周一，清水裕次，本田憲業，髙橋健夫．多発性骨転移にお
ける当院での治療方針（放射線治療とストロンチウムの比較検討）．第 16 回日本緩和医療学会学術大会．2011
年 7 月 29 〜 30 日，さっぽろ芸術文化の館，ロイトン札幌，札幌市教育文化会館
⑨山野貴史，髙橋健夫，新保宗史，本戸幹人，西村敬一郎，上野周一，村田修，長田久人，渡部渉，岡田武倫，大
野仁司，柳田ひさみ，河辺哲哉，本田憲業．脳動静脈奇形に対する定位放射線治療の検討（当施設における治療
成績報告）
．第 45 回群馬放射線腫瘍研究会 , 2011 年 9 月 23 日，群馬大学医学部刀城会館
⑩ Kalloo Sharma Subedi, M.D., D.M.R.D., Takeo Takahashi, M.D., PhD., Takafumi Yamano, M.D., Jun ー ichi Saito,
M.D., PhD., Keiichiro Nishimura, M.D., Hitoshi Ishikawa, M.D., PhD., Takashi Ebara, M.D., PhD., Yoshiyuki Suzuki,
M.D., PhD., Tatsuya Ohno, M.D., PhD., Takashi Nakano, M.D., PhD., Usefulness of a double dose contrast enhanced
magnetic resonance imagining for an accurate delineation of gross tumor volume in stereotactic radiotherapy
treatment planning of metastatic brain tumors: A dose comparison study. 第 3 回日本放射線外科学会．2012 年
1 月 14 日，大阪市立総合医療センター
6-2．獲得研究費
・平成 23 年度厚生労働科学研究費補助金

地域医療基盤開発推進研究事業

「医療放射線の安全確保と有効利用に関する研究」（H22- 医療 - 一般 -027）
・平成 23 年度文部科学省科学研究費補助金
「がんに対する重粒子線治療の治療方法確立のためのトランスレーショナル研究」
6-3．受賞
第 45 回群馬放射線腫瘍研究会優秀発表賞；
山野貴史，髙橋健夫，新保宗史，本戸幹人，西村敬一郎，上野周一，村田修，長田久人，渡部渉，岡田武倫，大
野仁司，柳田ひさみ，河辺哲哉，本田憲業．脳動静脈奇形に対する定位放射線治療の検討（当施設における治療
成績報告）
．第 45 回群馬放射線腫瘍研究会 , 2011 年 9 月 23 日，群馬大学医学部刀城会館
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 440 回日本医学放射線学会関東地方会，大宮ソニックシティ，2011/12/10
第 7 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，2011/11/11
第 46 回川越･東入間画像診断研究会，東入間医師会館，2011/7/8
第 47 回川越･東入間画像診断研究会，東上ビルヂング，2012/1/19
第 8 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，2012/2/6
第 19 回埼玉県放射線腫瘍研究会，大宮ソニックシティ，2012/3/10
第 16 回関東ハイパーサーミア研究会 / 全身ハイパーサーミア研究会合同学術研究会，埼玉医科大学かわごえクリ
ニック，2012/3/24
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7．自己点検・評価
教育の充実をはかり多くの若手医師に放射線腫瘍学に興味をもってもらい，診療の質ならびに体制の向上に継続的
に努める．
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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：診療科長：指導教員（大学院）：老年期精神医学：神経病理学：
分子生物学：神経心理学：博士

堀川直史（HORIKAWA, Naoshi）
：教授：教育主任：研究主任：代表指導教員（大学院）：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：博士
仙波純一（SENBA, Junichi）
：客員教授
松木秀幸（MATSUKI, Hideyuki）
：講師（留学中）：リエゾン精神医学：精神薬理学：博士
安田貴昭（YASUDA, Takaaki）
：助教：外来医長
内田貴光（UCHIDA, Takamitsu）
：助教：リエゾン診療医長
國保圭介（KOKUBO, Keisuke）
：助教
樋渡豊彦（HIWATAS Toyohiko）
：助教
倉持

泉（KURAMOCHI, Izumi）
：助教

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）
志賀浪貴文（SHIGANAMI, Takafumi）
：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
棚橋伊織（TANAHASHI, Iori）
：非常勤医師
五十嵐友里（IGARASHI, Yuri）
：助教（臨床心理士）：認知行動療法：人間科学博士
藤井良隆（FUJII, Yoshitaka）
：心理士（臨床心理士）
小林清香（KOBAYASHI, Sayaka）
：非常勤心理士（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もち，
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），6 年生のクリニカルクラークシップ（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．
大学院教育では，
主にリエゾン精神医学と老年精神医学について，講義，および実習と臨床研究の指導を行っている．
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
いなどの課題が残されている．
2-4．自己評価と次年度計画
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前項の評価に基づき，研修協力病院との連携について，時間をかけて検討，相談してきた，その結果，次年度から
は，指導医の配置の工夫，プログラムの明確化などにより，さらに充実した初期および後期研修を行うことが可能に
なったと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
高齢化社会の到来，自殺の増加などは現在の日本における最も重要な医学的，社会的問題の 1 つである．また，
地域連携，特にプライマリケア医との連携に基づく精神医療が求められるようになり，緩和ケアをはじめとする身体
疾患患者の心理的ケアも重視されるようになった．これらを踏まえ，総合病院精神科として先進的な医療を展開する
ために必要な臨床研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
「自殺企図の実態と自殺予防のための地域介入に関する研究」（この一部は，多施設共同の厚生労働科学研究として
行われている）
「不安障害に対する認知行動療法の効果に関する研究」
「がん患者の不安と抑うつ，心理的苦痛に関する研究」
「透析患者・腎移植患者の不安と抑うつ，心理的苦痛に関する研究」
「医療者のメンタルヘルスの維持，向上に関する研究」
「地域におけるうつ病診療の新しい方法である協同的ケアの研究」
「老年期認知症，特に Alzheimer 病の臨床的研究」
「幻の同居人のわが国における症候学的特徴に関する研究」
3-3．研究内容と達成度
いずれも臨床的に重要な意味をもつ研究である．すでに一部を発表しているが，達成度は不十分であり，結果を蓄
積し，さらに明確な所見を提示していきたい．
3-4．自己評価と次年度計画
いずれの研究も開始から時間が短く，まだ十分な結果が得られていない．しかし，テーマと方法は明確で，有意義
な結果が得られると予測している．現在の研究を継続していきたい．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，正統的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．

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：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．
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6．業績
6-1．論文・学会発表
①松木麻妃，松木秀幸，堀川直史：
「経済問題」による自殺企図患者の臨床的検討．精神科治療学 26：633-642，
2011
② Kawase E, Karasawa K, Shimotsu S, Izawa H, Hirowatari N, Saito A. Ito K, Horikawa N: The estimation of anxiety
and depression in patient with early stage breast cancer before and after radiation therapy. Breast Cancer 19:
147-152, 2012
③ Kishi Y, Kurosawa H, Horikawa N, Hatta K, Meller W: Preferences of help regarding behavioral health problems
among the Japanese general population. Psychiatry and Clinical Neurosciences 66: 460-41, 2012
④堀川直史：職場の「うつ」の診療：精神科医と職場との効果的な連携．精神科治療学 26：41-46，2011
⑤堀川直史：精神科緩和ケア外来の可能性．外来精神医療 11：13-14，2011
⑥堀川直史：支持的精神療法とエンパワーメント・アプローチ：協力的な治療関係を作るために．精神科治療学
26：265-270，2011
⑦堀川直史：透析患者における認知症の診断とマネジメント．臨床透析 27：605-606，2011
⑧堀川直史：緩和ケアを受けるがん患者の実存的苦痛の精神療法：支持的対応のなかで患者を支える．精神科治療
学 26：815-820，2011
⑨堀川直史：がん医療における「クレーマー」：その心理学・精神病理学的理解と対応．精神科治療学 26：
987-992，2011
⑩堀川直史：糖尿病透析患者の心理と心理的ケア．糖尿病合併症 25：175-178，2011
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．2011 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
第 24 回日本サイコオンコロジー学会学術総会
埼玉サイコオンコロジー研究会
埼玉サイコネフロロジー研究会
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
地域の緩和ケアを考える会
埼玉認知症懇話会

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：代表指導教員（大
学院）：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，関根和江，波木井裕之，西牧悦，大出淳
［分析検査 - Ⅱ］室谷孝志，廣瀬久美，井上彩子，鈴木康巴
［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，渡邊裕樹
［形態検査 - Ⅱ］奈良豊，加納美紀，金澤めぐみ，東田久美子，中野博貴
［微生物検査］関根進，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，金島奈津子
［遺伝子検査］松尾千賀子
［中央採血室］大野優子，庄司和春，藤井あさみ，
［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，田中文子，波木井清夏，木
下佳美，谷合希和
［出向（かわごえクリニック）
］森亜梨紗
［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 年生の BSL の目的・目標は，検査のオーダーから結果が出るまでの一
連の過程の理解，各検査の方法と特性・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し検査結果を正しく判定する技量を身につけることである．
2-2．教育内容：
「卒前教育」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，医学部学生に対して臨床検査医学の試験問題作成・6 年生講義・1 年生オリエンテーショ
ン（病院見学実習）
・1 年生アドバイザー，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．
「卒後教育」では新研修医に対する臨床検査関連のガイダンスを行った．
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 24 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．新たな
寄生虫症の遺伝子診断法の開発と適用．
3-3．研究内容と達成度：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・結核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
を比較し院内臨床導入への体制を整えた．新たな寄生虫症の遺伝子診断について，北関東を中心に最近報告が散発し
ているアジア条虫の遺伝子診断の手法の開発と臨床応用を行い，総合医療センターおよび埼玉医科大学病院での直近
2 年間の症例のほとんどがアジア条虫症であることを明らかにした．
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
討を行い，インフルエンザおよび結核菌の迅速遺伝子診断検査体制が整えられた．また，寄生虫症（条虫症）の遺伝
子検査法の開発および臨床応用によりアジア条虫症の浸透状況の解明に寄与できた．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，次年度はさらに新規遺伝子検査法の開発をすすめる．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
中央検査部は臨床各科からの検査オーダーに対し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，埼玉県西部甲状腺カンファランス世話人，関東臨床免疫化学研究会世話人

6．業績
6-1．論文・学会発表
①三橋知明：甲状腺機能と甲状腺腫瘍．腫瘍病理鑑別診断アトラス甲状腺癌文光堂 204-208，2011.
②三橋知明：抗甲状腺薬の添付文書の問題点．日本甲状腺学会編バセドウ病治療ガイドライン 2011

南江堂

141-153，2011.
③三橋知明：バセドウ病の薬物治療 .Modern Physician 31 巻 7 号 896，2011.
④金澤めぐみ他：当院で経験したアジア条虫症の 2 症例．第 58 回日本臨床検査医学会学術集会（岡山）2011.
⑤松尾千賀子他：当院における今シーズンのインフルエンザ状況について．第 58 回日

本臨床検査医学会学術集

会（岡山）2011.
⑥山下美奈子他：鎖骨下動脈および頸動脈 IMT 計測の有用性 . 日本超音波学会第 84 回学術集会（東京）2011.
⑦田口隆由他：電子カルテシステム停止時の運用と今後の課題 . 日本臨床検査自動化学会第 43 回大会（神奈川）
2011.
⑧奈良豊他：埼玉県における多焦点バーチャルソフトウエアー『サイトロン』を利用したフォトサーベイ . 第 60
回日本検査医学会（東京）2011.
⑨室谷孝志他：NST 介入により高齢者の重症褥瘡患者に対し亜鉛強化等の介入で効果があった症例 . 第 27 回日本
静脈経腸栄養学会（神戸）2012.
⑩中島千晶他：Guillain-Barre 症候群における横隔膜 M 波の有用性の検討 . 埼玉県医学検査学会（埼玉）2012.
【総数：論文 3 件，学会発表 10 件，講演 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
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インフルエンザ迅速遺伝子検査・寄生虫症の新たな遺伝子検査法の開発と臨床応
用により成果を挙げた．また，臨床検査各部門において，若手を中心に積極的に学会発表が行われた．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：運営責任者，研究主任：診療主任：人体病理学，血液分子病理学：博士
新井栄一（ARAI, Eiichi）
：教授：教育主任：診療副主任：人体病理学，皮膚病理学：博士
東

守洋（HIGASHI, Morihiro）
：講師：研究副主任：人体病理学，分子病理学：博士

阿部佳子（ABE, Keiko）
：講師：教育副主任：人体病理学：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

百瀬修二（MOMOSE, Shuji）
：非常勤講師
森田茂樹（MORITA, Shigeki）
：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
修を行なっている．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 2 年生，3 年生の病理学総論および各論講義，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，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．人的にはきびしい状況であるが，これまで行なってきたことは継続している．
医学部病理学講義，総合医療センター看護学校講義については前年度より担当講義を増加した．
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．BSL
では，去年度よりきめ細かな対応ができたと考えている．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）皮膚がんの臨床病理学的特徴と腫瘍発生メカニズムの解明
3-3．研究内容と達成度
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1．悪性リンパ腫における NF- κ B の役割
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
シグナルを検討している．
2．悪性リンパ腫における Mastermind の役割
リンパ濾胞由来の悪性リンパ腫における Mastermind の発現，役割を検討している．本課題については文部科学
省科研費を獲得した．
3．悪性リンパ腫における LR11 の役割
悪性リンパ腫における LR11 の発現を検討し，B 細胞リンパ腫の一部に発現があることを見出した．今後臨床事
項との関連，分子メカニズムを検討する．本課題は厚生労働省科研費を獲得し，千葉大学を含めた複数の施設と
共同研究を行なっている．
4．悪性リンパ腫における TFL 発現
濾胞性リンパ腫からびまん性大細胞型リンパ腫への転化における TFL の発現と役割について検討している．本
課題は科学技術振興機構研究成果最適展開支援事業（A − STEP）の研究分担として研究を遂行している．
5．皮膚がんにおけるエストロゲン，アロマターゼの発現と機能
皮膚がんでのエストロゲン，エストロゲンレセプター，アロマターゼの発現と機能について解析している．浸潤
性扁平上皮癌の上皮内癌ではこれらの発現に差異があることを見出した．現在 in vitro で細胞運動，浸潤につい
て検討している．
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．今年度は共同研究を含む複数の研究課題が開始もし
くは遂行している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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．今年度は 2 名の専門医が
増えたが，依然として人的資源が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，
さらに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 10326 件 ,
細胞診断 11924 件 , 迅速病理 507 件 , 剖検数 35 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
厚生労働科学研究費補助金医療技術実用化総合研究事業「バイオマーカー可溶型 LR11 による病的未分化細胞疾患
の新規診断と標的治療の開発」研究分担：田丸淳一
科学技術振興機構（JST）研究成果最適展開支援事業（A − STEP）「フィージビリティスタディ（FS）ステージ
探索タイプ」新規がん抑制遺伝子 TFL のモノクローナル抗体を用いた悪性リンパ腫の診断と予後予測

研究分担：

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 .
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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
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，新井栄一
日本病理学会 国際交流委委員：阿部佳子
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
日本リンパ網内系学会理事：田丸淳一
日本血液学会 問題作成委員：田丸淳一
皮膚かたち研究学会 理事：新井栄一
がん研究センターがん対策情報センター病理診断コンサルタント：新井栄一
日本臨床細胞学会 細胞診断学推進協会代議委員 : 扇田智彦，関東連合会役員：扇田智彦，埼玉県支部副会長：扇
田智彦，埼玉県支部理事：田丸淳一，扇田智彦，埼玉県支部総務企画医員：田丸淳一，編集委員：田丸淳一，阿部
倫子
埼玉県医師会臨床検査精度管理委員会委員：扇田智彦

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Kanemitsu N, Isobe Y, Masuda A, Momose S, Higashi M, Tamaru J, Sugimoto K, Komatsu N. Expression of
Epstein-Barr virus-encoded proteins in extranodal NK/T-cell Lymphoma, nasal type（ENKL）: differences in
biologic and clinical behaviors of LMP1-positive and -negative ENKL. Clin Cancer Res. 2012. 15;18（8）:2164-72.
② Inoue S, Odaka A, Hashimoto D, Hoshi R, Kurishima C, Kunikata T, Sobajima H, Tamura M, Tamaru J. Rare case
of disseminated neonatal zygomycosis mimicking necrotizing enterocolitis with necrotizing fasciitis. J Pediatr
Surg. 2011. 46（10）:E29-32.
③ Tokuhira M, Watanabe R, Nemoto T, Sagawa M, Tomikawa T, Tamaru J, Itoyama S, Nagasawa H, Amano
K, Kameda H, Takeuchi T, Mori S, Kizaki M. Clinicopathological analyses in patients with other iatrogenic
immunodeﬁciency-associated lymphoproliferative diseases and rheumatoid arthritis. Leuk Lymphoma. 2012. 53
（4）:616-23.
④ Asano N, Kinoshita T, Tamaru J, Ohshima K, Yoshino T, Niitsu N, Tsukamoto N, Hirabayashi K, Izutsu K, Taniwaki
M, Morishima Y, Nakamura S. Cytotoxic molecule-positive classical Hodgkin's lymphoma: a clinicopathological
comparison with cytotoxic molecule-positive peripheral T-cell lymphoma of not otherwise specified type.
Haematologica. 2011. 96（11）:1636-43.
⑤ Niitsu N, Hayama M, Yoshino T, Nakamura S, Tamaru J, Nakamine H, Okamoto M. Multicentre phase II study of
the CyclOBEAP regimen for patients with peripheral T-cell lymphoma with analysis of biomarkers. Br J Haematol.
2011. 153（5）:582-8.
⑥ 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.
⑦ Miyazaki K, Yamaguchi M, Suzuki R, Kobayashi Y, Maeshima AM, Niitsu N, Ennishi D, Tamaru JI, Ishizawa K,
Kashimura M, Kagami Y, Sunami K, Yamane H, Nishikori M, Kosugi H, Yujiri T, Hyo R, Katayama N, Kinoshita
T, Nakamura S. CD5-positive diffuse large B-cell lymphoma: a retrospective study in 337 patients treated by
chemotherapy with or without rituximab. Ann Oncol. 2011. 22（7）:1601-7.
⑧ Jin L, Arai E, Anzai S, Kimura T, Tsuchida T, Nagata K, Shimizu M. Reassessment of histopathology and
dermoscopy ﬁndings in 145 Japanese cases of melanocytic nevus of the sole: toward a pathological diagnosis of
early-stage malignant melanoma in situ. Pathol Int. 2010. 60（2）:65-70.
⑨ Miki Y, Abe K, Suzuki S, Suzuki T, Sasano H. Suppression of estrogen actions in human lung cancer. Mol Cell
Endocrinol. 2011 Jul 4;340（2）:168-74.
⑩ Inoue T, Miki Y, Abe K, Hatori M, Hosaka M, Kariya Y, Kakuo S, Fujimura T, Hachiya A, Aiba S, Sasano H. The role
of estrogen-metabolizing enzymes and estrogen receptors in human epidermis. Mol Cell Endocrinol. 2011 Sep
15;344（1-2）:35-40.
【総数：論文 28 件，学会発表 27 件，講演 3 件】
6-2．獲得研究費
584

病理部

厚生労働科学研究費補助金医療技術実用化総合研究事業「バイオマーカー可
溶型 LR11 による病的未分化細胞疾患の新規診断と標的治療の開発」研究分担：田丸淳一，研究協力：東
文部科学省科学研究費補助金基盤（C）「悪性リンパ腫における Mastermind の役割」研究代表：東

守洋

守洋，研究分担：

田丸淳一
文部科学省科学研究費補助金「DNA 組 換え因子 dbpA の Hodgkin リ ンパ腫における役割」研究分担：田丸淳一
6-3．受賞
日本組織細胞化学会論文賞 （東守洋，田丸淳一）
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）係長，今井厚子（IMAI, Atsuko）主任，野呂光
恵（NORO, Mitsue）
，森絵里子（Mori, Eriko），関

佐織（SEKI, Saori）：臨床検査技師，

阿南昌弘（ANAN, Masahiro）主任：薬剤師：修士，鈴木康文（SUZUKI, Yasufumi）係長（兼）：薬剤師．

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：実習理解度確認レポート，筆記試験等により確認する．今年度から，実習確認
試験を導入した．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．さらに，実習確認試験を導入した．

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同研究．3）HLA と子宮病変のプロスペクティブスタディーは筑波大
学吉川教授との共同研究．4）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，適応患者が少なく遅れている．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，論文が掲載された．4）輸血管理，適正使
用の埼玉県輸血療法委員会は 3 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．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
輸血・細胞治療部は診療科に協力して血液製剤の安全で適正な使用の推進と末梢血幹細胞移植等の先進的な治療
において重要な役割を果たすことを目標としている．本年度の診療実績は，血液型検査：時間内 8,602 件＋時間外
753 件，
交差適合試験：時間内 15,540 単位＋時間外 5,958 単位 , 感染症検査：時間内 16,572 件＋時間外 2,526 件（於
抗 HCV 抗体の検査）,HLA 検査は 128 件である．自己血輸血：323 バッグの貯血，末梢幹細胞 16 回採取，移植 14 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．FFP/RCC（補正）=0.546，アルブミン /RCC=1.383. 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，前田平生．血液製剤の使用および輸血療法の実施指針．救急・集中治療最新ガイドライン
2012?13，岡本和文編著．p44-45，総合医学社．東京．2012 年 2 月．
②大久保光夫．編集および第 8 章と第 10 章著．看護師のための臨床輸血学会認定・輸血看護師テキスト．中外医
学社．東京．2011 年 9 月．
③阿南昌弘，大久保光夫，前田平生．改良型輸血用血液加温装置の評価．医療機器学．81:222-227．2011 年 6 月．
④阿南昌弘，大久保光夫，前田平生．産科大出血部門を超えた新戦略輸血部門からみた産科輸血．日本臨床麻酔学
会誌．31:415-420．2011 年 5 月．
⑤大久保光夫．血液製剤の考え方・使い方 ver.2.p1-355．中外医学社．東京．2011 年 4 月．
⑥前田平生．輸血による免疫修飾 - 今日的意義 -．日本輸血細胞治療学会誌，57（2）:176，2011
⑦前田平生．自己血輸血とエリスロポエチン．自己血輸血，24:S15，2011
⑧ Matsunaga S, Seki H, Ono Y, Matsumura H, Murayama Y, Takai Y, Saito M, Takeda S, Maeda H.A Retrospective
Analysis of Transfusion Management for Obstetric Hemorrhage in a Japanese Obstetric Center. ISRN Obstet
Gynecol. 2012;2012:854064. Epub 2012 Feb 6．
⑨ Matsumoto K, Oki A, Furuta R, Maeda H, Yasugi T, Takatsuka N, Mitsuhashi A, Fujii T, Hirai Y, Iwasaka T,
Yaegashi N, Watanabe Y, Nagai Y, Kitagawa T, Yoshikawa H. Predicting the progression of cervical precursor
lesions by human papillomavirus genotyping: A prospective cohort study. Int J Cancer 128:2898?2910, 2011
⑩ Matsumoto K, Maeda H, Oki A, Takatsuka N, Yasugi T, Furuta R, Hirata R, Mitsuhashi A, Fujii T, Hirai Y, Iwasaka T,
Yaegashi N, Watanabe Y, Nagai Y, Kitagawa T, Yoshikawa H; for Japan HPV And Cervical Cancer（JHACC）Study
Group. HLA class II DRB1*1302 allele protects against progression to cervical intraepithelial neoplasia grade 3: a
multicenter prospective cohort study. Int J Gynecol Cancer. 22（3）:471-8, 2012.
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 3 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 24 年 1 月 21 日

さいたま市．
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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
プログラムを受けつづけている．2）教育では講義と実習に関して自己学習用レポートとテキストの貸し出し，DVD
などの視覚的教材を提供して，
実習終了後には達成度確認テストを行っている．また，教育センターからフィードバッ
クを受けている．3）研究と業績に関しては，
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 634 回であり，全国の施設と比較して
も施行症例は豊富である．近年は，患者に負担をかけない採取回数で安全に必要量が確保され，GMP 準拠の施設で
精製と管理がなされている．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．
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2．34）健康管理科
1．構成員
丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）
：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
2005 年 6 月より，前任の河津教授の後を引き継ぎ，消化器肝臓病内科の山内篤医師と二人で運営していたが，
2010 年 5 月で山内医師が退職されたため，現在は丸山一人で担当している．

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）
・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．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当院人間ドックは精密検査型ドックであり，各診療科における診療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 23 年度の他科紹介
患者数は，のべ 158 名であった．内訳は，消化器肝臓病内科が 45 名で最も多く，次いで眼科が 29 名，泌尿器科
19 名の順であり，泌尿器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，日本臨床生理学会誌査読委員，
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
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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
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）
・Aging and arterial-cardiac interactions in the elderly. Int J Cardiol 155（1）14-19
2012（Review）
（学会発表）
・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 2011 年 5 月 東京
（座長）
・第 222 回
・第 76 回

日本循環器学会関東甲信越地方会「心不全」2011 年 12 月

東京

日本循環器学会総会「Cardiac Function/Autonomic Nervous System」2012 年 3 月

福岡

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，精密かつ効率的なドックが行えるようになり，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
3-1．目標

消化器腫瘍の診断，治療に関する研究をおこなう

3-2．研究プロジェクト

内視鏡的画像解析

3-3．研究内容と達成度

上記研究を徐々にすすめている

3-4．自己評価と次年度計画

引き続き上記研究を継続する

治療成績の解析

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
消化管腫瘍の患者に対し安全で質の高い医療を提供することを目標とし，消化器がんの診断と内科・内視鏡的治療
を行った．早期消化管がんに対する内視鏡治療は技量が安定し，偶発症の少ない安全な治療を提供できた．閉塞性黄
疸に対して経皮的あるいは内視鏡に安全な減黄を行った．

5．その他
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

6．業績
論文 15，学会 25
代表論文
①西村

誠

Possibilities of interventional endoscopic ultrasound.

World J Gastrointest Endosc．2012 Jul 16;4（7）:301-5．
②野中康一

胃褪色調陥凹性病変に対する NBI 併用拡大観察所見の検討

Gastroenterological Endoscopy（0387-1207）54 巻 1 号 Page11-18（2012.01）
③落合康利

EUS-FNA が診断に有用であった狭窄を呈した食道癌の 1 例

Progress of Digestive Endoscopy（1348-9844）79 巻 2 号 Page60-61,3（2011.12）
④野中康一

NBI 拡大観察が胃癌との鑑別に有用であった胃 MALT リンパ腫の 1 例

Gastroenterological Endoscopy（0387-1207）53 巻 9 号 Page3028-3033（2011.09）
⑤庄野

孝

消化管出血で発症し EUS-FNA が診断に有用であった膵結核症の 1 例

Progress of Digestive Endoscopy（1348-9844）78 巻 2 号 Page156-157,14（2011.06）
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⑥西村

誠

EUS-FNA で診断し寛解に至った腹部巨大腫瘤を呈する悪性リンパ腫の 1 例

Progress of Digestive

Endoscopy（1348-9844）78 巻 2 号 Page152-153,13（2011.06）
獲得研究費
受賞
特許

該当なし

該当なし
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：診療科長：指導教員（大学院）
：循環器病学：虚血性心疾患：
心臓核医学：博士
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）教授：研究主任：代表指導教員（大学院）：循環器病学：不整脈：博士
小宮山伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）教授：教育主任：指導教員（大学院）：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
松村

誠（MATUMURA, Makoto）准教授：指導教員（大学院）：循環器病学：心エコ - 検査：博士

村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）准教授：外来医長：指導教員（大学院）：循環器病学：心不全：心臓核医学：
博士
加藤律史（KATOU, Ritsushi）准教授：研究副主任：指導教員（大学院）
：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレー
ション：博士
小泉智三（KOIZUMI, Tomomi）准教授：指導教員（大学院）
：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：博士
高木英爾（TAKAGI, Eiji）講師：指導教員（大学院）
：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：平成 23 年 12 月まで
飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）講師：指導教員（大学院）：循環器病学：心不全：博士
飛梅

威（TOBIMUE, Takeshi）助教：循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション

菊谷敏彦（KIKUTANI, Toshihiko）助教：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
石田仁志（ISHIDA, Hitoshi）助教：循環器病学：不整脈：平成 23 年 8 月まで
小川晴美（OGAWA, Harumi）助教：循環器病学：心エコ - 検査：博士
有山幸紀（ARIYAMA, Miyuki）助教：循環器病学：心エコ - 検査：博士
杉

佳紀（SUGI, Keiki）助教：博士

循環器病学：ファブリー病：虚血性心疾患：カテーテルインターベンション

中埜信太郎（NAKANO, Shintaro）助教：救急一般：小児科：循環器病学一般：虚血性心疾患：カテーテルインター
ベンション
丹野巡（TANNO, Jun）助教：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
長瀬宇彦（NAGASE, Takahiko）助教 , 循環器病学：不整脈：カテーテルアブレーション
客員教授：河本修身（KOHOMOTO, Osami）：循環器病学：心機能・心不全：博士

清水渉（SHIMIZU, Wataru）
：

循環器病学：不整脈：博士客員准教授：中島淑江（NAKAJIMA, Yoshie） 循環器病学：心エコー検査：博士客員講師：
元山猛（MOTOYAMA, Takeshi）循環器病学：博士

森本義博（MORIMOTO, Yoshihiro）：循環器病学：博士宮本

直政（MIYAMOTO, Naomasa）
：循環器病学：虚血性心疾患：博士
整脈：博士

浅野由起雄（ASNO, Yukio）：循環器病学：不

山田裕一（YAMADA, Yuichi）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

（SUGA, Chikashi）
：循環器病学：不整脈：カテ - テルアブレーション：博士
学：虚血性心疾患：カテーテルインターベンション：博士
テルインターベンション

須賀機

佐野剛一（SANO Kouichi）循環器病

関憲司（SEKI, Kenji）循環器病学：虚血性心疾患：カテー

荻野達夫（OGINI, Tatsuo）循環器病学：不整脈：博士

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育：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，BSL 循環器ユニットの，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
ムとした．6 年生への講義では，国家試験合格に必要とされるレベルに加えて，初期臨床研修で求められる内容を含
んでいる．
卒後教育：初期研修医は，療チームの中で，救急患者および不整脈治療，冠動脈インターベンション治療を受ける
症例を担当し，
「診断ができる，治療方針を立案できる」ことを目標とした．指導医とともに当直を行い研修をする
ことも目指した．
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大学院教育：一名が在籍し，
「学位取得のための臨床研修を計画し，院内 IRB での承認を得て研究を開始する」こ
とを目指した．
2-2．教育内容
卒前教育：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 時間を担当した．
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，終了時の諮問等を通して学ぶ内容とした．松本教授が，医学英語のユニットディレクターを務めた．学生の
教育は，教育主任の小宮山教授が，責任者として，予定，実施，評価を行った．
卒後教育：初期研修のローテション時に，急患患者の受け持ちとなり，プリマリケーアの研修を指導医の指導下に行っ
た．
2-3．達成度
卒前教育：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．
卒後教育：チームでの受け持ち患者は 15-20 名であり，急性疾患を中心として，多様な患者を
受け持つことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：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．
卒後教育：初期臨床研修では，すべての到達目標を達成しないと終了とならないため，1 か月の研修期間では不十
分であるが，他科との協力で，目標の達成を目指したい．

3．研究
3-1．目的，目標
多くの多彩な臨床例の診療から生じる臨床的な課題で，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
し，実施している．また，多施設研究には積極的に参加し，さらに Translational research 研究を推進している．専
門研修および初期臨床研修中の医師には，経験した症例を深く掘り下げる研究成果を，地方会等で報告，論文作成を
義務付けている．
3-2．研究グループ
虚血性心疾患グル ? プ，不整脈グル ? プ，心不全グル - プ ，および心臓核医学グル ? 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の解明を，埼玉医科大学薬理学千本松准教授の指導の下でおこなっている．J-ACCESSIII，
J-RHYTHMII，PEARL, JAPAN-ACS，J-COMPASS，REAL-CAD，TA-4708 の慢性心不全患者を対象とした検証的試験（カ
ルベジロールを対照薬とした二重盲検比較試験），Acute Decompensated Heart failure Syndromes registry in Japan，
等の医師主導の全国的な治験にも参加した
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の
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．小泉准教授は，急性心筋梗塞の PCI 治療時に血栓からなる閉塞物質を吸引
し成分解析を検討する研究で外部研究資金を獲得した．また，大学病院内分泌・糖尿病科井上准教授との共同研究で，
急性冠症候群発症直後の血清脂質性状を解析し成果を発表した．
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 - 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
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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，2 例目（大学病院の実績を加えると 5 例目）
の心臓移植が行われた．
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．当科の￥の特徴を活かし，地域での関連施設も参加する地域臨床研究，多数の心不全例を対象としたゲノムワ
イド解析研究，心筋組織を用いたエピジェノミック解析研究等を平成 24 年度から実施する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
循環器疾患のすべてに対応できるように，そ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-ACCESSlll, IV，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：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，松本万夫：厚生労働省社会保障審議専
門委員，さいたま地方裁判所専門委員，独立行政法人医薬品機器総合機構専門委員，日本学術会議連携会員

小宮山

伸之：埼玉県社会保険診療報酬支払基金審査専門委員
5-2．学術誌．編集委員，査読の有無
西村重敬：Circulation Journal（日本循環器学会雑誌），日本冠疾患学会誌の編集員

松本万夫：臨床電気生理編集

委員，Circulation Up date 編集委員，APHRS news 編集委員長，日本循環器専門医編集委員小宮山伸之：Journal of
cardiology（日本心臓学会雑誌，
英語版）
，
Cardiovascular Intervention and Therapeutics（日本心血管インターベンショ
ン治療学会誌，英語版）編集委員
西村重敬，松本万夫，小宮山伸之は，American Journal of Cardiology, Circulation journal Journal of cardiology,
International heart Journal, International Journal of Molecular Imaging, International Journal of Cardiology,
Ultrasound in Medicine and Biology，心臓，日本核医学学会誌，Internal Medicine（日本内科学会雑誌英語版）
，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 Okuyama C, Nakajima K, Hatta T, Nishimura S, Kusuoka H, Yamashina A, Nishimura T．Incremental prognostic
value of myocardial perfusion single photon emission computed tomography for patients with diabetes and
chronic kidney disease. Nucl Med Commun．32：913-919，2011．
② Tremmel JA, Koizumi T, OʼLoughlin A, Yeung AC. Intramural Hematoma Appearing as a New Lesion After
Coronary Stenting. JACC Cardiovasc Interv; Jan, 4:129-130,2011.
③ Erdem A, Golcuk F, Kucukdurmaz Z, Kato R, Hara N, Tobiume T,Ishida H, Uenishi M, Ishizuka Y, Komiyama
N, Nishimura S, Matsumoto K. Novel method to evaluate the conduction velocity and conducting area during
isthmus-dependent atrial ﬂutter. Anadolu Kardiyol Derg 11: 711-716,2011.
④ Kojima T, Miyauchi K, Yokoyama T, Yokoyama K, Kurata T, Suwa S, Kawamura M, Tamura H, Okazaki S, Inoue
K, Fujiwara Y, Sumiyoshi M, Tanimoto K, Nakazato Y, Yamagishi S, Hiro T, Komiyama N, Daida H. Azelnidipine
and amlodipine anri-coronary atherosclerosis trial in hypertensive patients undergoing coronary intervention by
serial volumetric intravascular ultrasound analysis in Juntendo University（ALPS-J）. Circ J 75:1071-1079,2011.
⑤ Ranjan R, Kato R, Menekhem MZ, Dickfeld TM, Roguin A, Berger RD, Tomaselli, GF, Halperin HR. Gaps in the
Ablation Line as a Potential Cause of Recovery From Electrical Isolation and Their Visualization Using MRI.
Circulation Arrhythmia and Electrophysiology. 4:279-286,2011.
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⑥ Waseda K, Ako J, Yamasaki M, Koizumi T, Sakurai R, Hongo Y, Koo BK, Ormiston J, Worthley SG, Whitbourn RJ,
Walters DL, Meredith IT, Fitzgerald PJ, Honda Y．Impact of Polymer Formulations on Neointimal Proliferation
After Zotarolimus-Eluting Stent With Different Polymers:Insights From the RESOLUTE Trial. Circ Cardiovasc
Interv. 4：248-255,2011.
⑦ Kunishima T, Akashi J, Miyake F, Aoyama N, Kohshoh H, Yoshino H, Seki K, Matsumoto K, Furukawa T, Yoshida K,
Amano H, Taguchi I, Sugimura H, Y Murakaawa Y. The T Wave Inversion Score Is Useful for Evaluating the TimeCourse of Acute Pulmonary Embolism Circ J. 1222-1226，2011.
⑧ Shigeru Sasajima, Chad Godfrey, Kazuo Matsumoto Content and Language Integrated Learning Methodology for
Medical Students 日本医学英語教育学会会誌（3）10:88-98,2011.
⑨ Tsujino I, Koizumi T, Shimohama T, Ako J, Waseda K, Krucoﬀ M, Honda Y, Fitzgerald PJ. Intravascular ultrasound
insights from the Cobalt Chromium Stent With Antiproliferative for Restenosis II（COSTAR II）trial comparing
CoStar and Taxus paclitaxel-eluting stents. Cardiovasc Revasc Med. 13:111-118,2012.
⑩ Nakajima K, Matsuo S, Okuyama C, Hatta T, Tsukamoto K, Nishimura S, Yamashina A, Kusuoka H, Nishimura T.
Cardiac event risk in Japanese subjects estimated using gated myocardial perfusion imaging, in conjunction with
diabetes mellitus and chronic kidney disease. Circ J. 76:168-175,2012.
【総数：論文 38 件，学会発表 46 件，講演 16 件】
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
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．卒前教育においては，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が，その方針を継
続していきたい．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．
卒後教育においては，初期臨床研修の研修期間は，1-2 か月であり，研修医は，到達目標を達成できるように配慮し，
診療チームをローテートしている研修医が経験した，稀な疾患あるいは新たな病態が解明できた例，新しい治療が成
功した例等明らかになった例の学会発表を推進した．また，循環器専門医試験資格を得るために，幅広い研修ができ
るように配慮した．本年度も，日本循環器学会認定専門医試験に 2 名が合格した．
研究では，虚血性心疾患の病態，不整脈疾患の治療，心不全治療をメインテーマとする臨床研究を継続している．
一部は国際学会で発表し，論文化を急いでいる．また，新たな研究を立案中である．稀な疾患，病態，治療におい
て示唆に富む症例は，症例報告として，における急性冠症候群を採取した血栓から解析する研究，冠動脈狭窄病変を
FFR 等を用いた治療方針決定の妥当性を研究した．
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3．3）呼吸器内科
1．構成員
小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）
：教授：運営責任者：診療科長：肺癌：博士
村山芳武（MURAYAMA, Yoshitake）
：准教授：研究主任，教育主任：肺癌：博士
小山信之（KOYAMA, Nobuyuki）
：講師：医長：肺癌：博士
岡野哲也（OKANO, Tetsuya）講師：医長：肺癌：博士
斉藤恵理香（SAITO, Erika）
：講師：肺癌：博士
内田由佳（UCHIDA, Yuka）
：助教：医員
加賀亜希子（KAGA, Akiko）
：助教：医員：博士
嶺崎祥平（MINESAKI, Shohei）
：助教：医員
山崎

進（YAMAZAKI, Susumu）
：助教：医員

宇津木春枝（UTSUGI, Harue）
：助教：医員
前野有理（MAENO, Yuri）
：非常勤医員

2．教育
2-1．目的・目標
医学生が呼吸器悪性疾患を系統的に，
より深く理解できることを目的とした．国家試験合格率向上に寄与すること，
臨床実習生のモチベーションを高揚することを目標とした．
2-2．教育内容
5 年生の BSL では，画像診断教育，肺癌以外の鑑別診断，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，カンファでのプレゼンテーションと，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
らはそれなりに高い評価を受けた．
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．次年
度は，カンファでのプレゼンテーションスキル向上も含めて，さらなるステップアップをはかりたい．
・講義：肺癌を中心に十分な理解が得られたと考える．

3．研究
3-1．目的・目標
肺癌に対する治療の前進をめざし，以下の臨床研究，ならびに基礎研究を進めている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
a．肺癌に対する分子標的治療薬である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．簡便な非小細胞肺癌術後化学療法の開発
d．患者 QOL を評価するツールの開発
3-3．研究内容と達成度
a．肺癌に対する分子標的治療薬である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．PS 良好な EGFR 遺伝子変異陽性肺癌を対象とした，化学療法先行 vs．ゲフィチニブ先行を比較する第Ⅲ相
試験を遂行し，ゲフィチニブを第一選択薬にしたほうが progression-free survival を改善することを示した．→
N Engl J Med．2010 Jun 24;362（25）:2380-8.
a.2．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
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ラチン / ペメトレキセド併用療法との第Ⅲ相比較試験（NEJ009）を施行中である．
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
b．1．ゲフィチニブ耐性非小細胞肺癌における耐性 EGFR 遺伝子変異（T790M）陰性例に対するエルロチニブの
第Ⅱ相試験を施行中である．
c．簡便な非小細胞肺癌術後化学療法の開発
c．1．病期Ⅱ - Ⅲ期術後非小細胞肺癌に対する第Ⅰ相試験→現在，症例集積中
d．患者 QOL を評価するツールの開発
d．
1．
がん生存者の QOL と社会要因との関連を明らかにした→下記論文 Psychooncology．2008 Jun; 17（6）:606-611
に報告
d．2．EORTC-QLQ-SWB-38 の国際共同開発→翻訳・逆翻訳過程を経て日本語版を作成した．
3-4．自己評価と次年度計画
PS 良好な EGFR 遺伝子変異陽性肺癌を対象とした，化学療法先行 vs．ゲフィチニブ先行を比較する第Ⅲ相試験を
遂行し，ゲフィチニブを第一選択薬にしたほうが progression-free survival を改善することを示した意義は大きいと
いえる．結果として非小細胞肺癌に対する治療指針を書き換えることができた．次年度は 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も一定の方向性を示せるようにしたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
平成 23 年度の診療は，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，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．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
文部科学省助成「アジア原子力協力フォーラム・放射線治療運営グループ」委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
編集委員：
日本緩和医療学会（副編集長）
Annals Cancer Research and Therapy
日本肺癌学会
日本癌治療学会
査読委員：
BMJ Case Reports
Cancer Science
American Journal of Case Reports
Clinical Optometry
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本緩和医療学会（評議員）
日本癌病態治療研究会（世話人）
日本肺癌学会（評議員）
日本癌治療学会（評議員）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Hirama T, Yamaguchi T, Miyazawa H, Tanaka T, Hashikita G, Kishi E, Tachi Y, Takahashi S, Kodama K, Egashira H,
Yokote A, Kobayashi K, Nagata M, Ishii T, Nemoto M, Tanaka M, Fukunaga K, Morita S, Kanazawa M, Hagiwara K.
Prediction of the pathogens that are the cause of pneumonia by the battleﬁeld hypothesis. PLoS One. 2011;6（9）:
e24474.
② Satoh H, Inoue A, Kobayashi K, Maemondo M, Oizumi S, Isobe H, Gemma A, Saijo Y, Yoshizawa H, Hagiwara K,
Nukiwa T. Low-dose ゲフィチニブ treatment for patients with advanced non-small cell lung cancer harboring
sensitive epidermal growth factor receptor mutations. J Thorac Oncol. 2011 Aug;6（8）:1413-7.
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③ Ebara T., Kawamura H, Kaminuma T, Okamoto M, Yoshida D, Okubo Y, Takahashi T, Sakaguchi H, Kobayashi K,
Yoshitaka A, Nakano T, Hemithoracic intensity-modulated radiotherapy using helical tomotherapy for patients
after pneumonectomy, J of Radiation Research（in press）
④ K. Komiyama, K. Kobayashi, S. Minezaki, Y. Uchida, T. Kasai, K. Mori, E. Hoshi, S. Koyama, K. Eguchi, M.
Nakayama, K. Kikuchi, Phase I/II trial of a low-emetic combination of S-1 plus docetaxel（DTX）for advanced
non-small cell lung cancer（NSCLC）. J Clin Oncol 29: 2011（suppl; abstr e18041）2011 ASCO Annual meeting
⑤ N. Yamamoto, N. Katakami, S. Atagi, T. Hida, K. Goto, T. Horai, A. Inoue, Y. Ichinose, K. Kobayashi, K. Takeda, K.
Kiura, H. Saka, T. Tamura, I. Okamoto, N. Nogami, R. Morinaga, K. Nishio, Y. Seki, R. M. Lorence, M. Shahidi; A
phase II trial of afatinib（BIBW 2992）in patients（pts）with advanced non-small cell lung cancer previously
treated with erlotinib（E）or geﬁtinib（G）.
⑥ J Clin Oncol 29: 2011（suppl; abstr 7524）2011 ASCO Annual meeting A. Inoue, K. Kobayashi, M. Maemondo, S.
Sugawara, S. Oizumi, H. Isobe, A. Gemma, Y. Saijo, H. Yoshizawa, S. Morita, K. Hagiwara, T. Nukiwa, Final overall
survival results of NEJ002, a phase III trial comparing geﬁtinib to carboplatin（CBDCA）plus paclitaxel（TXL）
as the ﬁrst-line treatment for advanced non-small cell lung cancer（NSCLC）with EGFR mutations J Clin Oncol
29: 2011（suppl; abstr 7519）2011 ASCO Annual meeting
⑦ Koyama N，Ishikawa R，Miyazawa H，Hagiwara K，and Kobayashi K. EGFR gene mutation as a predicitive
marker of the response to pemetrexed-based chemotherapy in non-small cell lung cancer. The 102st American
Association for Cancer Research Annual Meeting 2010, Orlando USA, 2011
⑧小山信之，嶺崎祥平，前野有理，山崎進，内田由佳，加賀亜希子，岡野哲也，村山芳武，小林国彦，当院におけ
る高齢者に対する気管支鏡検査の検討，第 34 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会，浜松市，2011 年
⑨嶺崎祥平ほか，肺癌患者における非発熱性好中球減少時の肺炎原因微生物における検討
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学会総会，札幌市，2011 年
⑩嶺崎祥平ほか，肺癌合併侵襲性肺アスペルギルス症に対して肺全摘が奏功した 1 例，第 194 回日本呼吸器学会
関東地方会，東京，2011 年
【総数：論文 3 件，学会発表 7 件】
6-2．獲得研究費
・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

1,000,000
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
平成 23 年度

文部科学大臣表彰

科学技術賞（開発部門）

「EGFR 遺伝子変異迅速高感度検出法の開発」
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成され，今後さらなる発展が期待される．
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3．4）内分泌・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：博士
栗原

進（Kurihara, Susumu）
：講師：内分泌・糖尿病学：博士

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・糖尿病内科ですべて行われている．しかし，本年度から新たに，clinical clarkship 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）
新規ヒト GLP-1 アナログリラグルチドの 2 型糖尿病患者における有効性の検討
AMPK 活性化因子 LKB1 の視床下部における食欲に対する役割
シタグリプチンの 2 型糖尿病患者に対する臨床効果
3-3．研究内容と達成度
本年度は，インクレチン元年として，新たな治療薬（GLP-1 アナログリラグルチド）が新たに加わり，糖尿病治療
の選択肢が多いに増えた．新規ヒト GLP-1 アナログリラグルチドの 2 型糖尿病患者における有効性の検討，ならびに，
シタグリプチンの 2 型糖尿病患者に対する臨床効果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 LKB1 の視床下部における食欲に対する役割は，大学院生
の学位テーマとして，現在，大学病院 RI 研究施設にて遂行中である．
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．また今後は抗がん剤（m-TOR 阻害薬など）の耐糖能に及ぼ
す影響や抗がん剤治療を受けている糖尿病患者の心理的ケアーについても検討していく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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
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現在検討中．
6．業績・論文
6-1．論文・学会発表
① Inoue T, Kozawa E, Okada H, Inukai K, Watanabe S, Kikuta T, Watanabe Y, Takenaka T, Katayama S, Tanaka J,
Suzuki H, Noninvasive evaluation of kidney hypoxia and ﬁbrosis using magnetic resonance imaging. J. Am. Soc.
Nephrol. 22, 1429-1434, 2011
② Ito D, Inukai K, Sumita T, Ono H, Katayama S, Awata T, Regulation of Pigment Epithelium-Derived Factor（PEDF）,
an Insulin Resistance-inducing Adipocytokine, in 3T3-L1 Adipocytes. J. Diabetes Metab. 2, 1000151, 2011
総数：論文 6 件，学会発表 13 件
6-2 〜 5：該当せず．

7．自己点検・評価
教育は，昨年度から学生実習を行っており，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：臨床血液学，貧血：博士

新津

望（NIITSU, Nozomi）
：教授：臨床血液学，悪性リンパ腫：博士

川井信孝（KAWAI, Nobutaka）
：准教授：科長，外来医長臨床血液学，造血幹細胞移植：博士
高橋直樹（TAKAHASHI, Naoki）
：講師：副科長，病棟医長，研修医長：臨床血液学
矢ヶ﨑史治（YAGASAKI, Fumiharu）
：講師：臨床血液学，白血病，細胞遺伝学：博士
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
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．BSL と CC に対応できる総合的な学力を形成する．5 年生では BSL と CC を通じて，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，日本がん治療認定医機構がん治療認定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，臨床推論ユニット実習の実施に協力した．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．CC では 1 回 4 週間を 2 回担当した
（各
回 2 名）
．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．CC で
は 1 回 4 週間を 1 回担当した（各回 2 名）
．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．中村は 3 年生血液ユニットのユニッ
トディレクターを努めた．中村，脇本，松田，前田は，OSCE の外部および学内評価者として活動し，松田は 3 年生
OSCE のステーションリーダーを務めた．高橋，前田，羽山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 4 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，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 23 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．本年
度より，顕微鏡を用いた検鏡実習にあてる時間を増やした．次年度は，さらに BSL のあり方に工夫を加え，評価方
法を改良する予定である．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
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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）特発性造血障害に関する調査研究
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調査研究：厚生労働省の研究班の一員として，主として骨髄異形成症候群を対象に研
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ている．その成果の一部が，
国内学会誌に掲載が予定されている（24 年 7 月掲載予定）．23 年度には，レビュ−担当者の増員し，このシス
テムはさらに発展している．また，松田は「骨髄異形成症候群の診療の参照ガイド」作成のためのワーキンググ
ループのメンバーとして活動し，骨髄異形成症候群の診断基準の作成などを担当した．松田は，長崎大学および
デュッセルドルフ（ドイツ）グル−プとの骨髄異形成症候群の国際多施設共同研究を継続し，すでにその成果を
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，韓国を加えたアジアでの共同研
究に発展し，成果が第 11 回国際 MDS シンポジウム（英国）で発表された．松田は，骨髄異形成症候群の新規
治療薬であるレナリドミドの国内臨床試験の委員として活動し，その成果は英文学術誌に掲載が予定されている
（24 年 5 月掲載予定）
．
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共
同研究グループ（JALSG）に参加し，多数の患者を登録した．矢ケ崎，前田，石川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
治験を行い，参加施設中第 2 位の症例登録数であった．新津，郡が中心となり，厚生労働省科学研究費補助金
がん臨床研究事業に基づく「NK/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．新津が中心となり「再発，難治 T 細胞リンパ腫に対する SMILE 療法の第 II 相試験」に参加している．
新津，羽山が中心となり厚生労働省がん研究助成金による「血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫に対する臨床試験」
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 23 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，論文を公表した．
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−システムの責任者
として，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．骨髄異形成症候群のレナリドミド療法に関する報告も英文学術誌に掲載が予定された（24 年 5 月掲載
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予定）
．長崎大学，デュッセルドルフ（ドイツ）グル−プを中心とした，骨髄異形成症候群の国際多施設共同研究を
発展させ新たな成果を報告したい．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多施設臨床研究および治験に積極的に参
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．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科は血液疾患の中でも，特に再生不良性貧血，骨髄異形成症候群などの特発性造血器障害と，白血病，悪性リン
パ腫などの造血器腫瘍に力を入れている．厚生労働省研究班，JALSG，ALTSG，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．今年度は萩原由貴医師を小川赤十字病院に派遣するなど
し，関連病院の増強を積極的に行った．今後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，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
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

新津

望：Clinical Lymphoma,Myeloma & Leukemia, editorial board

新津

望：Lancet Oncology, reviewer

新津

望：International Journal of Hematology, reviewer

新津

望：Leukemia, reviewer

新津

望：Cancer science, reviewer

新津

望：Internal medicine, reviewer

新津

望：臨床血液 ,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

晃

日本血液学会主催研修医のための血液学セミナー講師：松田
日本血液学会代議員：別所正美，松田

晃，新津

日本リンパ網内系学会常任理事：新津

望

604

晃

望，脇本直樹

造血器腫瘍科

日本リンパ網内系学会教育委員会委員長：新津
日本リンパ網内系学会評議員：新津

望

望

日本リンパ網内系学会将来構想委員会副委員長：新津

望

日本リンパ網内系学会プログラム委員：新津 望
日本リンパ網内系学会編集委員：新津 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

日本がん治療認定医機構教育委員会 Web 試験問題専門部会；新津
MDS center of Excellence（MDS Foundation）責任医師：松田

望

晃

特発性造血障害に関する調査研究（主任研究者：小澤敬也）研究協力者：松田 晃
特発性造血障害に関する調査研究班共同研究「再生不良性貧血／骨髄異形成症候群の前方視症例登録：セントラル
レビュー」セントラルレビュー実施責任医師：松田 晃
不応性貧血（骨髄異形成症候群）の診断基準と診療の参照ガイド改訂版作成のためのワーキンググループ：松田 晃
財団法人骨髄移植推進財団

調整医師：川井信孝，高橋直樹

日本成人白血病治療共同研究グループ（JALSG）検体保存・付随研究委員，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

6．業績
6-1．主要論文
① Niitsu N, Nakamine H, Okamoto M : Expression of nm23-H1 is associated with poor prognosis in peripheral
T-cell lymphoma, not otherwise speciﬁed. 2011: Clin Cancer Res : 17（9）2893-2899
② Nakamae H, Shibayama H, Kurokawa M, Fukuda T, Nakaseko C, Kanda Y, Nagai T, Ohnishi K, Maeda Y, Matsuda
A, Amagasaki T, Yanada M : Nilotinib as frontline therapy for patients with newly diagnosed Ph+ chronic myeloid
leukemia in chronic phase: results from the Japanese subgroup of ENESTnd. : Int J Hematol 2011: 95（5）
624-632
③ Tadokoro K, Ishikawa M, Suzuki M, Saito T, Suzuki Y, Yamaguchi T, Yagasaki F. : Comparative quantitative
analysis of BCR-ABL transcripts with the T315I mutant clone by polymerase chain reaction（PCR）-Invader
method. : Transl Res 2011: 158（3）169-179
④ Shimada T, Maeda T, Ishikawa M, Okamura D, Ito Y, Wakimoto N, Nakamura Y, Kawai N, Ino H, Jinnai I, Mori S,
Matsuda A, Bessho M.: Aplastic anemia complicated with ulcerative colitis.: Rinsho Ketsueki. 2012: 53（2）:224-8
⑤ Niitsu N）, Hayama M, Yosino T, Nakamura S, Tamaru J, Nakamine H, Okamoto M :Multicentre phase II study
of the CyclOBEAP regimen for patients with peripheral T-cell lymphoma with analysis of biomarkers. : Br J
Haematol 2011: 153（5）582-588
⑥ Asano N, Kinoshita T, Tamaru J, Ohshima K, Yoshino T, Niitsu N, Tsukamoto N, Hirabayashi K, Izutsu K, Taniwaki
M, Morishima Y, Nakamura S.: Cytotoxic molecule-positive classical Hodgkin lymphoma: a clinicopathologic
comparison with cytotoxic molecule-positive peripheral T-cell lymphoma of not otherwise specified type.:
Haematologica 2011: 96（11）1636-1643
⑦ Suzuki Y, Yoshida T, Wang G, Togano T, Miyamoto S, Miyazaki K, Iwabuchi K, Nakayama M, Horie R, Niitsu
N, Sato Y, Nakamura N.: Association of CD20 levels with clinicopathological parameters and its prognostic
signiﬁcance for patients with DLBCL.: Ann Hematol 2012: 91（7）997-1005
論文総数：30
学会発表総数：46
6-2．獲得研究費
新津

望：平成 32 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
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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
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 10 回

埼玉 CML 研究会

第 12 回

埼玉造血幹細胞移植連絡会

2010.8.26

2011.7.15

川越

第 13 回

埼玉造血幹細胞移植連絡会

2011.10.21

第 14 回

埼玉造血幹細胞移植連絡会

2012.1.27

第 12 回 JINML スライドカンファレンス．2011.4

さいたま
川越
さいたま
東京

Basic and advanced hematology seminar 2011. 2011.10.
第 13 回 JINML スライドカンファレンス．2011.9.
第 4 回若手医師のためのリンパ腫セミナー

2011.6

大宮

東京
福岡

7．自己点検・評価
講義に対する学生からの評価は高く，特に 6 年生では造血器領域が全ての領域の中で最も高い評価を得た．次年
度も，さらに充実した講義を行いたい．実習に関しては，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．CC では 1 回 4 週間を 2 回担当した（各回 2 名）．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．本年度より，顕微鏡を用い
た検鏡実習にあてる時間を増やした．次年度は，さらに BSL のあり方に工夫を加え，評価方法を改良する予定である．
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，長崎大学およびデュッセルドルフ（ドイツ）グル−プとの骨髄異形成症候群の国際多施設共同
研究は多くの成果を公表した．今後も研究を継続し，さらに成果を発表したい．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．国内では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−の責任者を務め，特発性造血障害の班研究で重要な役割を果たしてきた．その成果は，骨髄異形成症候群の診
断基準の作成の一助となった．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．
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：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：脳卒中の診療，脳微
小循環：博士
傳法倫久（Dembo Tomohisa）
：講師：病棟医長：教育主任：指導教員（大学院）：脳管内治療：博士
加藤裕司（KATO，Yuji）
：講師：外来医長：研究主任：脳卒中の診療，頭痛の診療：博士
名古屋春満（NAGOYA，Harumitsu）
：助教：脳卒中の診療，脳神経血管内治療
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
大江康子（OHE, Yasuko）
：助教：電気生理学
丸山

元（MARUYAMA, Hajime）
：大学院生：脳卒中の診療

堀内陽介（HORIUCHI，Yosuke）
：助教：脳卒中の診療
古屋大典（FURUYA，Daisuke）
：客員准教授：脳卒中の診療：博士

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．
大学院教育：積極的に大学院生の受け入れを行っている．基礎もしくは臨床研究の指導を行い，成果を国際雑誌に
発表し，最短年限の学位取得を目指している．
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．大学院教育においては，国際雑誌に学位論文が受理・掲載された．
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．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．また，大学院教育にお
いては早々に国際雑誌に学位論文が受理・掲載された．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
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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
3-3．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．
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複数の論文が受理・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（詳細は病院要覧に記載）
当科の診療実績は，TIA，脳梗塞といった虚血性脳卒中が年間 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，
Stroke scale のとりかた，病院前診断の進め方などについて実演をまじえ講義した．
ISLS: Immediate Stroke Life Support; 医師・研修医・ナース・リハビリ療法士などの医療従事者を対象に，病院へ
到着後から専門医コンサルトテーションまでの初期診療でポイントとなる診察手技，検査値の読み方などを指導した．

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数 36，学会発表 33
① Fukuoka T, Furuya D, Takeda H, Dembo T, Nagoya H, Kato Y, Deguchi I, Maruyama H, Horiuchi Y, Tanahashi N：
Evaluation of clopidogrel resistance in ischemic stroke patients. Intern Med 50：31-35, 2011
② Deguchi I, Takeda H, Furuya D, Hattori K, Dembo T, Nagoya H, Kato Y, Fukuoka T, Maruyama H, Tanahashi
N：Signiﬁcance of clinical-diﬀusion mismatch in hyperacute cerebral infarction. J Stroke Cerebrovasc Dis 20：
62-67, 2011
③ Maruyama H, Takeda H, Dembo T, Nagoya H, Kato Y, Fukuoka T, Deguchi I, Horiuchi Y, Tanahashi N：
Clopidogrel Resistance and the Effect of Combination Cilostazol in Patients with Ischemic Stroke or Carotid
Artery Stenting Using the VerifyNow P2Y12 Assay. Intern Med 50：695-698, 2011
④ Kato Y, Dembo T, Takeda H, Uchino A, Deguchi I, Furuya D, Tanahashi N： Dissection or Hemorrhage Into
Arteriosclerotic Plaque?Reply. Arch Neurol 68：830, 2011
⑤ Kato Y, Dembo T, Takeda H, Fukuoka T, Tanahashi N：Prominent persisting Eustachian valve initiates spontaneous
right-to-left shunt and paradoxical embolism in a patient with patent foramen ovale. Neurol Sci 32：925-926,
2011
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⑥ Kato Y, Takeda H, Dembo T, Deguchi I, Fukuoka T, Tanahashi N. Thrombosis in a giant basilar trunk fusiform
aneurysm. Arch Neurol 68：944-945, 2011
⑦名古屋春満，武田英孝，傳法倫久，加藤裕司，出口一郎，福岡卓也，丸山元，堀内陽介，棚橋紀夫：特発性頸部
内頸動脈解離 10 症例の臨床的検討．脳卒中 33：59-66，2011
⑧加藤裕司，傳法倫久，武田英孝，棚橋紀夫：奇異性脳塞栓症における Eustachian valve の意義．脳卒中 33：
480-487，2011
⑨出口一郎，傳法倫久，内野晃，棚橋紀夫：脳梗塞急性期における拡散強調

MRI の有用性について．脳卒中

33：473-479，2011
⑩大江康子，棚橋紀夫：
【循環器内科医のための「脳血管障害と危険因子」】高血圧と脳血管障害．循環器内科
69：423-428，2011
6-2．獲得研究費
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．
急性期脳梗塞の血圧動態と降圧療法に関する研究．
6-3．受賞
福岡卓也：第 21 回落合記念賞研究助成金授与（交付額

70 万円） 研究テーマ「マウス脳軟膜動脈へのレーザー

照射による血栓形成過程の観察と各種抗血栓薬の効果の検討―生体用蛍光顕微鏡による観察」
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれにおいても概ね目標は達成された．
教育面では，研修医に対して教授や准教授が直接的に指導し，カンファレンスやレクチャーを通じて，病巣診断，
病態の考え方を中心に脳血管障害について理解を深めさせるよう努力した．しかし，中堅クラスの指導医や医員が不
足しているために，研修医とマンツーマンで指導する時間がとりにくかった．研究面では，学会活動や論文投稿を通
じて，国内のみならず，世界に新しい知見を発信する下地ができつつあり，次年度以降さらなる飛躍が期待される．
診療面では，限られたベッドを最大限有効に使うことで，虚血性脳卒中の入院患者数が年間 300 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：統合責任者：代表指導教員（大学院）：腎臓病学・透析療法・高血圧：医
学博士
渡辺裕輔（WATANABE, Yusuke）
：講師：運営責任者・診療科長：教育主任：研究主任：指導教員（大学院）
：腎臓
病学・透析療法：医学博士
末吉慶多（SUEYOSHI, Keita）
：助教：研究員
（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
大野洋一（OHNO, Yoichi）
：講師：腎臓病学・透析療法・高血圧
高根裕史（TAKANE, Hiroshi）
：講師：腎臓病学・透析療法
星

均（HOSHI, Hitoshi）腎臓病学・透析療法

小島恵理子（KOJIMA, Eriko）腎臓病学・透析療法
井上勉，菊田知宏，内田幸助，新井鐘大，野平由香，瀬戸建，岡山美香，野辺香奈子
鈴木教授を大学病院腎臓内科との統合責任者，渡辺講師を腎臓内科科長・血液浄化部部長とし，以下兼任医師も含
め 24 時間常に専門的な血液浄化療法を施行出来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．総合内科専門医及び腎臓専門医・透析専門医資格取得を医局員全員に課している．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（担当者：渡辺・末吉）
医療センターであること，すべての構成員が大学腎臓内科と兼担であることから，4 年生までの卒前教育に関して
は主に大学病院で行っている．臨床実習が導入される 5 年生以降では，定期的なクルズス（少人数講義），臨床講義，
試験問題作成，クリニカルクラークシップ，交換留学生の受け入れ等，専門分野を生かして卒前教育の重要な一翼を
担っている．大学を挙げて取り組んでいる夏期プログラムにおいても，医学部生に限らず保健医療学部生，大学院生
にも臨床現場を体験して頂ける様に広く門戸を開き，実際に見学を希望する学生は多い．
卒後教育に関しては，現在，急性血液浄化施行件数は大学病院を大きく上回っており，腎臓内科の介入が必要な緊
急疾患である電解質・酸塩基平衡異常や，急性血液浄化法に関する分野の教育を担っている．他科と併診中の実症例
に関して各研修医・担当医と discussion する中で，実践的な教育を実行している．また，構成員が積極的に専門資
格を取得するだけでなく，急性血液浄化法に関する教育を希望する医師・臨床工学士・看護師を広く受け入れる準備
がある．加えて，患者の個人情報に配慮しながら「実臨床に役立つ臨床研究」のデザイン法，効率的なデータ収集，
周囲に理解されやすい研究発表の手法など，research-mind を持った役立つ医師・技師・看護師の育成を目指している．
2-3．達成度
卒前，卒後教育ともに 90％以上の達成率はあるものと考えられる．卒前教育では，実症例の呈示など，より実践
に近い教材を取り入れており，年々改善が図られている．卒後教育として，専門資格の習得や，医師の指導に関して
は大学病院腎臓内科と内容が共通する部分が多い．臨床工学技士の教育に関しては，慢性疾患を主体とする大学病院
とは異なる当血液浄化部の特徴を最大限に活用し，日本でもトップクラスの急性血液浄化件数を武器に，実践的な教
育を実施している．他施設で指導的立場にたてる人材を排出している．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：前述のごとく毎年改善を図っている．これまでのように大学に出向いて講義を行うだけではなく，腎臓
内科の実習一環として「維持血液透析を大学病院で，急性血液浄化を国際医療センターで」見学することで，広く血
液浄化の分野を理解して頂くだけではなく，双方の医療機関の有機的なつながりを体験して貰っている．今後も積極
的に学生・留学生を受け入れて行きたい．
卒後教育：多くの診療科の担当スタッフと有機的な連携をとることができる「総合透析医」の育成を目指して，構
成員自らそのあるべき姿を模索中である．
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3．研究
3-1．目的・目標
目標は大学腎臓内科と同様である．臨床医学教室が社会に果たすべき役割は，ここ 10 年で大きく変化した．これ
までより一層，臨床に直結する研究を目指す方針となり，培養細胞や実験動物を用いた基礎研究についても，常に臨
床応用を最終目標としている．
3-2．研究グループ
構成員は大学腎臓内科の研究グループに属しており，両病院の境界は無い．急性血液浄化に関する研究が，当血液
浄化部の主要課題であることはいうまでもないが，維持血液透析や他の腎疾患に関わる臨床研究にも寄与している．
3-3．研究内容と達成度
研究内容に関しては学会・研究会での演目に代表される．持続透析に関連する研究発表は，国内最大規模の症例数
に裏打ちされているため，非常に信頼度の高いデータとして，他院のみならずメーカー側からも注目を集めている．
日本は諸外国と比較しても血液浄化療法が盛んに施行されている事情もあり，国内外への影響を考慮し，十分に吟味
したデータを公表するように心がけている．達成度は 90％以上と自負している．
3-4．自己評価と次年度計画
小規模の研究体制ながら各自が興味を持って熱心に研究に取り組んでいる．大学腎臓内科，地域医学医療センター
とは研究室を共有しており，互いに綿密な協力体制をとっている．血液浄化部専任の臨床工学技師が多数おり，配属
直後から各自に研究テーマが与えられる．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
国際医療センターでは周術期急性腎障害と，入院中の透析患者の維持透析が主たる業務と成っている．持続的血液
濾過透析の延べ施行回数は年間 1000-1500 件，症例数は 150-200 件，その他，血漿交換やエンドトキシン吸着な
どのアフェレーシス施行回数が延べ 50-100 件である．同時に入院中の慢性腎不全患者に対する間歇液的・通常透析
も専用の透析室（最大同時透析施行件数 5 件）提供している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員等
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員等
Editorial board: American Journal of Nephrology, Kidney &Blood pressure Research, Hypertension Research,
Clinical and Experimental Nephrology, Clinical and Experimental Physiology & Pharmacology, Therapeutic Dialysis,
Internal Medicine,
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員，薬事食品衛生審議会専門委員

6．業績
6-1．論文・学会発表
大学病院分，地方規模の研究会，商業誌への総説は除く
①塚本

功，土屋陽平，松田真太郎，秋元照美，村杉

浩，山下芳久，高根裕史，鈴木洋通：持続的血液浄化療法

施行時のポリスルフォン膜 hemoﬁlter における凝固要因の検討．日本急性血液浄化学会雑誌 2（1）：110-117，
2011
②塚本

功，山下芳久：持続的血液浄化．山下芳久，峰島三千男編：血液浄化療法，159-167，日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ，東京，

2011
③加藤多美恵，塚本

功，山下芳久，高松克法，大岩功治，宇都栄作，細川

緑，海津嘉蔵：各社クローズドシス

テムの安全性に関する検討．日本急性血液浄化学会 2（2）：219-222，2011
④坂下浩太，塚本

功，村杉

浩，秋元照美，土屋陽平，松田真太郎，島田啓介，早崎裕登，宇津木麻衣，梶真悠

子，高根裕史，鈴木洋通：各種ガイドラインからみた当施設における透析液水質管理方法の検討．埼玉透析医学
会発表記録集：12-16，2011
⑤梶

真悠子，塚本

功，村杉

浩，秋元照美，土屋陽平，松田真太郎，島田啓介，早崎裕登，宇津木麻衣，坂下

浩太，高根裕史，鈴木洋通：当施設の個人用透析装置について信頼性工学を用いた管理方法の検討．埼玉透析医
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学会発表記録集：24-27，2011
⑥梶

真悠子，塚本

功，村杉

浩，秋元照美，土屋陽平，松田真太郎，島田啓介，早崎裕登，宇津木麻衣，坂下

浩太，高根裕史，鈴木洋通：当施設における持続的血液浄化療法施行時のバスキュラーアクセスの現状．埼玉透
析医学会発表記録集：96-99，2011
⑦土屋陽平，塚本

功，村杉

浩，高根裕史，鈴木洋通：急性血液浄化領域における Endotoxin Activity Assay（EAA）

の検討．エンドトキシン血症救命治療研究会誌第 15 巻 1 号：82 − 89，2011
⑧ Sueyoshi K, Inoue T, Kojima E, Sato T, Tsuda M, Kikuta T, et al. Clinical presentation in patients more than 80
years of age at the start of peritoneal dialysis. Adv Perit Dial. 2011;27:71-6.
【総数：論文 8 件，学会発表 100 件】
6-3．受賞
第 17 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会

最優秀演題賞

渡辺裕輔

他

演題名「腹膜透析患者の血糖管理の

指標に関する検討」
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
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

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，具体的目標として各種専門医資格の取得を掲げるこ
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，さらに臨床研究を
継続していく．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．医局
員数は少人数であるが，各スタッフは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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3．9）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
細菌，真菌，ウイルス，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

【4 年生】総論，各論

5 時間（5 コマ）

【6 年生】外科総論，内科総論

他

4 時間（4 コマ）

【BSL，チューター】チューター 2 コマ，BSL

6 コマ

【OSCE】評価者
【保健医療学部】3 時間（2 コマ）
2-3．達成度
感染症のカバーする範囲は広範囲にわたるが，試験結果等から，知識の習得度は講義時間に見合うレベルにあると
思われる．
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たが，必要レベルが行えていると思われる．さらに今年度からは BSL
も担当している．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医療関連感染における治療法や有効な対策を検討する．

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）1）MRSA 感染症および対策における研究

2）カンジダに対する宿主免疫

に関する研究
3-3．研究内容と達成度

1）MRSA 肺炎におけるリネゾリドの有効性の検討：論文掲載済み 2）MRSA 対策における

active surveillance culture：論文投稿中

3）カンジダに対する宿主免疫に関する研究：学会発表

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していたが，再検討する．2）MRSA 臨床分離株における PVL 遺伝子保有率に関する研究
の準備を開始する．3）国立感染症研究所と協力のもと，臨床的病原真菌の分子疫学解析に関する共同研究を準備す
る予定．4）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してきたが，今後も継続する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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．継続した感染対策により，院内での感染対策の基
礎が構築されたと思われる．感染症診療では，外科系のみならず多科から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継続している．
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
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）Journal of Infection and Chemotherapy,

Internal Medicine, ISRN

Pulmology, Microbiology ＆ Immunology，Japanese J Infectious Diseases
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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厚生労働省主催 感染対策講習会講師
東日本大震災医療支援
MRSA 感染症治療ガイドライン（日本化学療法学会）作成委員
感染症治療ガイドライン（日本感染症学会・化学療法学会）作成委員

6．業績
6-1．論文，学会発表など
①第 27 回日本環境感染学会総会
②第 40 回日本免疫学会総会

手指消毒薬使用向上への取り組み（一般）

カンジダ全身感染マウスでの TLR9 遺伝子欠損マウス（一般）

③第 60 回日本感染症学会・第 58 回日本化学療法学会合同学会

当センターにおける結核培養陽性 38 例（一般）

④第 60 回日本感染症学会・第 58 回日本化学療法学会合同学会

VRE の入院時スクリーニング検査（一般）

⑤第 60 回日本感染症学会・第 58 回日本化学療法学会合同学会

A．urinae による感染性心内膜炎（一般）

⑥第 60 回日本感染症学会・第 58 回日本化学療法学会合同学会

カンジダ症での難治症例（セミナー）

⑦第 85 回日本感染症学会総会

C．albicans に対する宿主免疫での TLR9 と dectin-2 シグナル（一般）

⑧第 32 回関東医真菌懇話会 臓器移植における真菌症（シンポジウム）
【総数：論文
6-2．獲得研究費

8件

発表

8 件】

該当なし

6-3．受賞

該当なし

6-4．特許

該当なし

6-5．学会，研究会

該当なし

7．自己点検・評価
スタッフ医師 2 名であるが，感染管理認定看護師が退職して ICN 不在となり影響が懸念されたが，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，さらには現場で実際の感染対策を担う看護師への教育
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，学会発表や論文発表も継続して行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：研究主任：代表指導教員（大学院）
：消化器外科（肝
胆膵）
・臓器移植：博士

山口茂樹（YAMAGUCHI, Shigeki）
：教授：診療科長：指導教員（大学院）：消化器外科（下部消化管）：博士
宮澤光男（MIYAZAWA, Mitsuo）
：教授：教育主任：指導教員（大学院）：消化器外科（肝胆膵）：博士
岡本光順（OKAMOTO, Kojun）准教授：病棟医長：指導教員（大学院）：消化器外科（肝胆膵）：博士
俵

英之（TAWARA, Hideyuki）講師：外来医長：指導教員（大学院）
：研修担当医長：消化器外科（上部消化管外
科）: 博士

合川公康（AIKAWA, Masayasu）: 講師：消化器外科（肝胆膵）：博士
利光靖子（TOSHIMITSU, Yasuko）
：助教：博士
石井利昌（ISHI, Toshimasa）
：助教：博士
田代 浄（TASHIRO, Jo）
：助教
岡田克也（OKADA, Katsuya）
：助教
田渕

悟（TABUCHI, Satoshi）
：助教

上野陽介（UENO, Yosuke）
：助教
渡邊幸博（WATANABE, Yukihiro）
：助教
諏訪宏和（SUWA, Hirokazu）
：助教
岡田一郎（OKADA, Ichiro）
：助教
徳永裕貴（TOKUNAGA, Youki）
：助教
近藤宏佳（KONDO, Hiroka）
：助教
加藤琢也（KATO, Takuya）
：助教
高木

誠（TAKAGI, Makoto）
：助教

丸山圭一（MARUYAMA, Keiichi）
：客員教授：消化器外科・腫瘍外科：博士
小澤修太郎（OZAWA, Shutaro）
：客員准教授：指導教員（大学院）：消化器外科：博士
佐藤貴弘（SATO, Takahiro）
：非常勤講師：消化器外科：博士
高瀬健一郎（TAKASE, Kenichiro）
：大学院生
田中

武（TANAKA, Takeshi）
：専攻生

村越

智（MURAKOSI, Satoshi）
：専攻生

秋元尚枝（AKIMOTO, Naoe）
：助手：博士

2．教育
2-1．目的･目標
消化器外科の年間手術件数は約 1,100 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．大学院教育では，消化器外科の専門性の高い治療法を修得すると同時に，消化器外科に関する新たな知
見を模索する研究を通じて，
外科学の発展に寄与できる基礎をつくる．また，将来の指導者としての資質向上をめざす．
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，食道外科を小山教授，胃外科を俵講師，大腸・肛門外科を山口教授，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．大学院教育では，
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動物実験の指導を通して，研究のデザイン，方法の教授を行い，データの科学的分析法について指導した．
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
ため，改善を要すると思われた．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．

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 22 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．消化器外科における予防的抗菌薬投与に関する臨
床研究，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（高瀬健一郎（院）
）
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．
腹腔鏡下大腸切除研究会および JCOG のグループに参加し，腹腔鏡下手術の全国臨床研究に参加した．また，がん
集学的治療財団の臨床研究に参加し，一部の試験では企画を行った．
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
大腸では，高齢者および Stage IV に対する腹腔鏡下手術の研究，さらに横行結腸・下行結腸がんに対する腹腔鏡
下切除の研究に取り組み，特に横行結腸・下行結腸がんの研究では全国の研究代表施設になり，全国から 1,000 例
以上を集積した．また，JCOG では 3 つの第 3 相試験と一つの肛門管扁平上皮がｎに対する根治的化学放射線療法の
Ｉ /II 相試験に参加した．がん集学的治療財団研究では，大腸がんに対する補助化学療法のⅢ相試験に参加した．
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．まだ，これらの成果が十分に報告されていないので，さらに努力の必要があ
ると思われた．また，再生医療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が，まだ，実
際の臨床応用にいたっておらず，引き続き努力が必要である．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．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
埼玉県西部をはじめとする近接する地域に対して地域医療に貢献するために，24 時間体制で患者を受け入れてい
る一方で，消化器系臓器の悪性疾患，あるいは悪性類似疾患については埼玉県全県や近県を対象に「手術」を中心に
した診療を行っている．
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．
上部消化管
手術件数は胃がん 191 例，食道がん 45 例で，上部消化管全体では 264 例であった．胃がん，食道がんともガ
イドラインに沿った診療を行っており，化学療法を担当する腫瘍内科，放射線治療を担当する放射線腫瘍科とと
もに，チームで治療にあたっている．食道，胃ともに鏡視下手術の積極的な導入を課題にしている．
下部消化管
全手術症例は 549 例．直腸癌の切除は 133 例，結腸癌切除は 198 例．部位別にはＳ状結腸が 87 例，左側結腸
は 19 例，右結腸が 84 例であった．結腸癌切除のうち開腹が 38 例，腹腔鏡下が 160 例，直腸癌切除は開腹 24
例，腹腔鏡下 109 例で，結腸癌では 81％が，直腸癌では 82％が腹腔鏡下手術となっている．平均在院日数は
結腸では 7 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 246 例．肝臓癌切除は 104 例で，肝細胞癌 63 例，肝内胆管癌 5 例，転移性肝癌 37 例．その他
3 例．胆道癌切除は 35 例，
うち乳頭部を含む胆管癌は 24 例．胆嚢癌 5 例．膵癌切除は 57 例．うち膵管癌 45 例，
IPMN3 例，膵頭十二指腸切除術は 38 例であった．
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．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉県のがん検診委員として山口が大腸がんの担当をし，がんの早期発見に努めた．
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）
，日本移植学会雑誌編集委員（小山），International Cancer Conference
Journal 編集委員（山口）
日本外科学会査読委員（小山）
，日本移植学会査読委員（小山），
J. Hepato-biliary-pancreatic science 査読委員（小山，宮澤），
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）
，Asian Journal of Endoscopic Surgery 査読委員（山口），Journal of the
Pancreas 査読委員（岡本）
，Journal of Huazhong University of Science and Technology 査読委員（岡本）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
①理事
日本外科系連合学会副理事長（小山）
，埼玉県外科医会 副会長（小山），日本ヘルニア学会（小山），日本大腸肛
門病学会（山口）
②評議員
日本外科学会代議員（小山）
，日本消化器外科学会（小山，山口，宮澤），日本臨床外科学会（山口，岡本）
，日
本大腸肛門病学会（山口）
，日本手術医学会（小山），日本肝胆膵外科学会（小山，宮澤，岡本），日本移植学会
（小山）
，日本臨床腎移植学会（小山）
，日本胃癌学会（小山），日本内視鏡外科学会（山口），日本外科系連合学
会（小山，宮澤）
，日本外科感染症学会（小山），日本静脈経腸栄養学会（小山），日本臓器保存生物医学会（小
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山，宮澤）
，日本ストーマ排泄リハビリテーション学会（山口），日本人工臓器学会（宮澤），日本創傷治癒学会
（宮澤）
，日本再生医療学会（宮澤）
，International College of Surgeons（山口），American Society of Colon and
Rectal Surgeons（山口）

6．業績
6-1．論文・学会発表
①小山

勇

手術部位感染創の管理

②山口茂樹，田代
清術

医学のあゆみ

273（1）:118-122,2011

浄，石井利昌，諏訪宏和，岡田一郎，近藤宏佳

尿管下腹神経筋膜を温存する側方リンパ節郭

手術 65（8）:1183-1188,2011

③宮澤光男，合川公康，岡田克也，上野陽介，利光靖子，高瀬健一郎，岡本光順，小山
性素材を用いた胆管再生

胆管上皮再生過程を考慮した新規治療法の開発

胆と膵

勇，筏

義人；生体吸収

32（11）:1243-1247,2011

④ Kojun.Okamoto, I.Koyama, Y.Toshimitsu, M.Aikawa, K.Okada, Y.Ueno, M.Miyazawa；Duct-to-Mucosa
Pancreatojejunostomy for Small Main Pancreatic Duct by the Parachute Technique after Pancreatoduodenectomy
Hepato-Gastroenterology

58:1025-1028,2011

⑤ Masayasu.Aikawa, M.Miyazawa, K.Okamoto, Y.Toshimitsu, K.Okada, Y.Ueno, S.Yamaguch, I.Koyama；
port laparoscopic hepatectomy: technique, safety, and feasibility in a clinical case series

Single-

Surg Endosc Epub

2011/12/20, 2011
⑥俵

英之 他；追加外科切除症例からみた当院における ESD 適応の妥当性

第 66 回日本消化器外科学会総会

2011.7.15（15）
（名古屋）
⑦ Toshimasa.Ishii, S.Yamaguchi, J.Tashiro；

Short Term Results of Colon on Cancer Over in Elderly Patients-Open

V.S.Laparoscopic Resection-10th Asia Paciﬁc Congress of Endoscopic Surgery

2011.8.11（Singapore）

⑧ Jo.Tashiro, S.Yamaguchi, I,Tosimasa, Y.Miyamoto, T,Sato, T. M.Miyazawa, N.Shinozuka；

A Comparative Study

on the Short-Term Outcomes of High Versus Low Ligation for the Lymphadenectomy in Transverse Colon
Cancer

19th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery

⑨岡田克也，宮澤光男，合川公康，利光靖子，岡本光順，山口茂樹，小山
検討

第 66 回日本消化器外科学会総会

⑩田渕

悟 他；

勇；

2011.6.15（Italy）

単孔式腹腔鏡下肝部分切除術の

2011.7.13（名古屋）

食道癌術後再発診断における PET/CT の意義

第 49 回日本癌治療学会学術集会（優秀演題賞受

賞）2011.10.27（名古屋）
【総数：論文 24 件，学会発表 130 件，講演 31 件】
6-2．獲得研究費
①宮澤光男：
（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：
（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
6-3．受賞
①田渕

悟：優秀演題賞

第 49 回日本癌治療学会学術集会

②小澤修太郎：優秀ポスター賞

JDDW2011

2011.10.27（名古屋）

2011.10.23（福岡）

6-4．特許，実用新案
小山

勇：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
該当なし

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 5 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，1,100 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，今年度も報告で多くの受章をうけた．
平成 24 年 4 月には，
内科医も含めた消化器病センターの平成 23 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：診療科長，研究主任：代表指導教員（大学院）
：
博士
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：診療副科長，研究副主任：指
導教員（大学院）：博士
藤内伸子（FUJIUCHI, Nobuko）
：講師：乳癌の予後因子，リンパ節の画像診断：教育主任，外来･病棟医長：博士
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：教育員，研究員
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：教育員，研究員：博士
松浦一生（MATSUURA, Kazuo）
：助教：乳癌の遺伝子学的効果予測因子：教育員，研究員：博士（-2011.6）
中宮紀子（NAKAMIYA, Noriko）
：助教：乳癌の画像と病理診断，微小転移：教育員，研究員
島田浩子（SHIMADA, Hiroko）
：助教：乳癌の画像診断：教育員，研究員
宮原か奈（MIYAHARA, Kana）
：助教：乳癌の画像診断（2011.6-）教育員，研究員

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．大学院教育においては
乳腺外科学・腫瘍学に標準的な知識と技術を習得し，さらに最先端の診療について理解し，乳腺腫瘍学領域の臨床的
研究が行える人材の育成を行う．
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．大学院教育においては，
乳がんの治療体系を理解する目的で必要なバイオマーカーを選択し，予後因子と予測関係の違いを理解させる．こう
してバイオマーカーの重要性とその基礎的意義を理解したうえでテーラメイド治療につながる遺伝子解析についての
研究を行う．
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．大学院教育においては，佐野

弘君，重川

崇君，上田重人君の 3 名が大

学院を修了し学位を取得した．
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．
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3．研究
3-1．目的・目標
研究の成果が実地臨床の場で反映されることを目標に，基礎と臨床を結びつける translational research を中心に
研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
OncotypeDX を用いた乳癌関連遺伝子の発現と予後予測② MammaPrint を用いた術前予後予測の臨床的意義③乳
腺組織における局所エストロゲン産生と estrone sulfate の発現④アロマターゼ阻害剤投与時のバイオマーカー，骨
量および骨代謝マーカーの変化⑤ゾレドロン酸および RANKL 抗体による 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⑬高齢者乳癌の生物学的特徴と予後に関する研究
3-3．研究内容と達成度
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い，その成果を論文として発表できた（Horm Cancer. 2011
Oct;2（5）:286-97，Oncology. 2012;82（3）:168-74. Epub 2012 Mar 15）．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．Mammotome 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．
最近注目されている化学療法に対する効果予測因子として光イメージンングを用いた効果予測の研究は院内 IRB で承
認され本格的に研究を推し進めたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
乳腺腫瘍科は外来診療を中心とした科であり，新患患者数，手術症例数ともに右肩上がりに増えている．手術は乳
房温存術，センチネルリンパ節生検に象徴されるように低侵襲な内容で入院日数短縮に大いに貢献している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
佐伯俊昭は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．埼玉乳がん臨床研究グループ（SBCCSG）共催の第 11 回乳がん市民フォー
ラム in 所沢の中心的な役割を担った．

6．業績
6-1．論文・学会発表
①大崎昭彦，佐伯俊昭：補助療法の適応．治療 93:1262-1268
② Shigekawa T, Ijichi N, Ikeda K, Horie-Inoue K, Shimizu C, Saji S, Aogi K, Tsuda H, OsakiA, Saeki T, Inoue: FOXP1,
an estrogen-inducible transcription factor, modulates cell proliferation in breast cancer cells, and 5-year
recurrence-free survival of patients with tamoxifen-treated breast cancer. Hormones and Cancer 7 Sept. 2011,
286-297（published online）
③大崎昭彦，佐伯俊昭：術後補助療法の現況と今後の展開．癌と化学療法 38:1406-1411
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④ 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: 37-45, 2012.
⑤ Toi M, Saeki T, Iwata H, Inoue K, Tokuda Y, Sato Y, Ito Y, Aogi K, Takatsuka Y, Arioka H.: A multicenter phase II
study of TSU-68, an oral multiple tyrosine kinase inhibitor, in combination with docetaxel in metastatic breast
cancer patients with anthracycline resistance. Breast Cancer. 2012 Mar 2. [Epub ahead of print]
⑥ Shigekawa T, Osaki A, Sano H, Takeuchi H, Misumi M, Sato N, Kanbayashi C, Nakamiya N, Fujiuchi N, Saeki
TFeasibility study of adjuvant chemotherapy with S-1 for advanced breast cancer after primary systemic
chemotherapy. 8th European Breast Cancer Conference, Vienna, 2012
⑦原

浩子，大崎昭彦，杉山迪子，佐野

弘，中宮紀子，竹内英樹，松浦一生，三角みその，藤内伸子，高橋孝郎，

佐伯俊昭 : 超音波推定体積による乳癌術前化学療法の効果判定の意義．第 49 回日本癌治療学会学術集会，
名古屋，
2011
⑧松浦一生，大崎昭彦，竹内英樹，原

浩子，杉山迪子，佐野

弘，中宮紀子，三角みその，藤内伸子，高橋孝郎，

佐伯俊昭，Stoork-Sloots Lisette : 術前に施行した MammaPrint の初期 55 例の評価と問題点．第 49 回日本癌治
療学会学術集会，名古屋，2011
⑨藤内伸子，杉谷郁子，杉山迪子，佐野

弘，中宮紀子，重川

崇，（大崎昭彦），佐伯俊昭．センチネルリンパ節

転移陽性例についての検討．第 19 回日本乳癌学会学術総会，仙台，2011
⑩中宮紀子，大崎昭彦，竹内英樹，杉谷郁子，杉山迪子，佐野

弘，重川

崇，三角みその，藤内伸子，佐伯俊

昭，桜井孝規 .：DCIS の術前診断の正診率と SNB の適応に関する検討．第 19 回日本乳癌学会学術総会，仙台，
2011
総数：論文

10

件，学会発表

22

件

6-2．獲得研究費
（1）文部科学省

科学技術試験研究委託事業

次世代がん研究戦略推進プロジェクト

「チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究」
（乳がんの TKI 感受性・耐性を規定する
分子機構の解明）研究代表者

佐伯俊昭

14,000 千円

（2）厚生労働科学研究費補助金（がん臨床研究事業）「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」課題番号：H21- がん臨床 - 指定 -023
佐伯俊昭

研究代表者

平田公一

研究分担者

1,200 千円

（3）がん研究開発費「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

1,060 千円

6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 21 回乳腺腫瘍セミナー

2011.4.23

田村和夫先生：がん薬物療法を効果的に行うには〜 dose intensity と適切な支持療法〜
第 22 回乳腺腫瘍セミナー

2011.5.20

相羽恵介先生：がん薬物療法の副作用対策〜
第 23 回乳腺腫瘍セミナー

2011.11.4

岩瀬弘敬先生：ER 陽性 HER2 陰性乳癌の治療戦略
第 24 回乳腺腫瘍セミナー

2011.11.22

戸井雅和先生：乳癌の個別化治療
第 25 回乳腺腫瘍セミナー

2011.11.24

大内徹先生：細胞間相互作用と ROS の細胞ガン化における最近の知見
第 26 回乳腺腫瘍セミナー

2011.12.1

Bruce J. Tromberg, Ph.D.：Optical imaging in breast cancer detection and treatment
第 27 回乳腺腫瘍セミナー

2011.12.2

光山昌珠先生：九州・沖縄の乳癌研究への取り組み
第 28 回乳腺腫瘍セミナー

2012.3.16

大内憲明先生：最近の乳癌診療の動向
第 5 回市民公開がん医療講座

2011.10.1

乳がんに負けない

笑って生きよう！
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大崎昭彦先生：ピンクリボンで笑顔になれるわけ
大西秀樹先生：がん医療と心のケア
樋口

強：最近，あなた笑えてますか

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：代表指導教員（大学院）
：肺癌の拡大手術，胸腔鏡下手術，肺気腫の外科治療：
博士
石田博徳（ISHIDA, Hironori）
：准教授：診療科長：研究主任：大学院教員（大学院）：肺癌・縦隔腫瘍の手術，
気胸の治療，胸腔鏡下手術，肺癌の化学療法：博士
坂口浩三（SAKAGUCHI, Hirozo）
：講師：副診療科長：教育主任：指導教員（大学院）：肺癌の拡大手術・拡大郭
清術，胸腔鏡下肺癌根治術，胸膜中皮腫に対する胸膜肺全摘術・胸腔内温熱
化学灌流術，気道ステント術：修士
二反田博之（NITANDA, Hiroyuki）
：助教：研究員：大学院教員（大学院）：肺癌・縦隔腫瘍の手術，肺門部早期
肺癌に対する光線力学的療法（PDT）：博士
坪地宏嘉（TUBOCHI, Hiroyoshi）
：講師：病棟医長：大学院教員（大学院）
：胸腔鏡下肺癌手術，気管支形成術：
博士
山﨑庸弘（YAMASAKI, Nobuhiro）
：助教：研究員：大学院教員（大学院）：胸腔鏡下肺癌手術，気胸の外科治療：
修士
呉屋朝幸（GOYA, Tomoyuki）: 客員教授：杏林大学医学部：呼吸器外科：博士
森田理一郎（MORITA, Riichiro）
：非常勤講師：社会保険中央総合病院：呼吸器外科：博士
小中千守（KONAKA, Chimori）
：非常勤講師：化学療法研究附属病院：呼吸器外科：博士
小桧山律（KOHIYAMA, Ritu）
：非常勤講師：深谷赤十字病院：呼吸器外科：修士
中西浩三（NAKANISHI, KOZO）
：非常勤講師：埼玉病院：呼吸器外科：博士
青山克彦（AOYAMA, Katuhiko）
：非常勤講師：東埼玉病院：呼吸器外科：博士

2．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」医学生に対して呼吸器外科領域の知識と実際を理解し，基本的な医学知識の習得を行い，BSL などの
臨床実習では患者さんと接しながら検査や治療を身近で体験していく．
「卒後教育」研修医に対して医師として必要不可欠な呼吸器外科領域の知識と技術の実臨床での習得が目的である．
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」①医学生 3 年，5 年，6 年の臨床講義，試験問題作成（金子，石田，坂口）．②臨床における BSL で教
育指導（医局員全員）
．③特別カリキュラムにおける呼吸器外科実習（坂口，石田，二反田，坪地，山崎）．④医学生
のチューターとしての活動（坂口，坪地）
．
「卒後教育」初期ないし後期研修医に対して，呼吸器外科領域の疾患の診断から，検査，治療までを実臨床の中で
習得する．後期研修医に対しては，呼吸器外科の手術（気胸など）の執刀も経験し，当科の手術手技を習得する．
2-3．達成度
「卒前教育」医局員の熱心な教育指導あり，80% は達成．
「卒後教育」当科ローテーターの研修後のアンケートでは 80% 以上の満足度を得ている．
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」医局全員による教育指導は，来年も引き続き継続する
「卒後教育」当科ローテートの研修医をもっと増やしていき，一人でも多くの研修医に呼吸器外科の理解と興味を
もち，将来の専門医を育てたい．

3．研究
3-1．目的・目標
呼吸器疾患全般，とくに自然気胸の胸腔鏡治療，進行肺癌の集学的治療，胸膜中皮腫の治療に関する臨床研究や，
肺癌の基礎的な研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
A

肺癌の病理組織学的研究；

石田，坂口，山崎
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B

診断に関する研究；

C

治療法に関する研究；

山﨑，坂口

D

合併症や予後に関する臨床研究；

E

肺移植に関する研究；

坂口，石田，坪地，二反田，山崎
坪地，坂口

二反田

1）脳死肺移植における手術手技，術前術後管理の研究 （平成 23 年 10 月 -24 年 9 月

コペンハーゲン大学（デ

ンマーク）留学，二反田）
3-3．研究内容と達成度
A

肺癌の病理組織学的研究；

1）気管支鏡生検検体と手術検体のＥＧＦＲ遺伝子変異発現の比較・・学会報告，達成度 80%
2）非小細胞肺癌における微小リンパ管密度と予後の関係・・研究中 50%
3）肺 GGO（localized ground glass opacity）病変に対する診断と治療に関する研究
4）肺癌組織における

70%

TS,DPD,OPRT 活性とポドプラニンリンパ管密度の関連，及び臨床病理学的検討・・研究中

70%
B

診断に関する研究；

1）胸水貯留，胸膜病変に対する PET 診断に関する研究・・学会報告，達成度

80%

2）術前画像診断による DWIBS 肺癌リンパ節転移の鑑別の有用性の研究・・学会報告
C

80%

治療法に関する研究；

1）悪性胸膜病変に対する胸腔内温熱化学灌流療法（ＩＰＨＣ）・・学会報告，達成度

80%

2）肺葉切除非耐能末梢型小型肺癌に対する縮小手術：後ろ向き検討・前向き検討（関越肺癌研究会）・・学会報告，
80%
3）超音波凝固切開装置の肺癌根治手術に対する有用性（電気メスとの比較）・・学会報告，80&
4）臓側胸膜カバーリング後の自然気胸再発率・・学会報告後も臨床研究継続中
D

合併症や予後に関する臨床研究；

1）間質性肺炎合併肺癌手術症例の検討：術後急性増悪の予測因子について・・研究中，70%
2）肺葉切除以上の気管支断端瘻の発生状況とその臨床像（関越肺癌研究会）・・学会報告，70%
3）2cm 以下の肺癌に対する開胸手術と胸腔鏡手術の再発や予後の比較・・論文作成，100%
E

肺移植に関する研究；

1）脳死肺移植における手術手技，術前術後管理の研究 （平成 23 年 10 月 -24 年 9 月

コペンハーゲン大学（デ

ンマーク）留学，二反田）
，研究中
3-4．自己評価と次年度計画
上記研究は，60-70% は学会報告した．論文も作成した．多くは臨床研究で，継続してデータ収集を行っている．
実臨床の場合，治療効果として結果を得ている．
次年度も，同様な研究テーマを継続する予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
呼吸器外科では，原発性肺癌，転移性肺腫瘍，胸膜中皮腫，縦隔腫瘍などの悪性腫瘍だけではなく，自然気胸や
炎症性肺疾患，膿胸などの良性疾患も含めた疾患を対象としている．入院患者延数
16,359 人，手術件数

13642 人，外来患者延数

285 人であった．原発性肺癌 132，転移性肺腫瘍 34 などが含まれ，胸腔鏡下手術の割合は年々

増加傾向である．また，進行した肺癌や縦隔腫瘍に対する拡大手術や，術前化学放射治療法後の完全切除も目指して
いる．呼吸器合同カンファランスでは，個々の症例に最適な治療を選択し，術後も紹介医療機関との連携を密にした
外来通院と定期的な検査を行っている．

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
日本臨床外科学会誌

編集委員（金子）
，日本外科学会誌

（査読）委員（坂口）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし
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編集
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6．業績
6-1．論文・学会発表
①坂口浩三

石田博徳

二反田博之

山崎庸弘

坪地宏嘉

金子公一：悪性胸膜病変に対する胸腔内温熱化学灌流

療法（第 21 回埼玉県外科医会研究助成）
．埼玉外科医会誌：30.48-52, 2011
②坪地宏嘉：

食道癌気管浸潤に対するステント療法．気管食道学会「専門医通信」43 2011

③石田博徳，坂口浩三，坪地宏嘉，山﨑庸弘，二反田博之，金子公一：肺アスペルギルス症の外科治療．
回日本呼吸器外科学会総会
④坂口浩三

石田博徳

第 28

2011.5.12

坪地宏嘉

山崎庸弘

を用いた胸腔内温熱化学灌流療法．

二反田博之

金子公一：

胸膜中皮腫集学的治療における CDDP

第 28 回日本呼吸器外科学会総会

2011.5.13

⑤坪地宏嘉，坂口浩三，山崎庸弘，二反田博之，石田博徳，金子公一：
区域切除と縦隔リンパ節郭清の実際．

肺癌に対する完全胸腔鏡下肺葉切除及び

第 36 回外科系連合学会学術集会

2011.6.16

⑥山崎庸弘，石田博徳，坂口浩三，二反田博之，坪地宏嘉，目黒史織，村田晋一，金子公一：20 年後の再発と診断
された右横隔膜 GIST の 1 切除例．第 161 回日本肺癌学会

関東支部会 2011.6.18

⑦ Hirozo Sakaguchi, Hironori Ishida, Hiroyuki Nitanda, Nobuhiro Yamazaki, Hiroyosi Tsubochi, Koich.Kaneko：
The Utility of Ultrasonically Activated Shears in Lymph None Dissection for Non-Small Cell Lung Cancer．14th
World Conference on Lung Cancer. 2011.7.4（Amsterdam）
⑧山崎庸弘，石田博徳，坂口浩三，坪地宏嘉，二反田博之，金子公一：重傷筋無力症に対し拡大胸腺摘出術を施行
した 15 例の検討．第 52 回日本肺癌学会総会

2011.11.4

⑨二反田博之，石田博徳，山崎庸弘，坪地宏嘉，坂口浩三，永田耕治，清水禎彦，金子公一：
腫の 1 手術例．

第 162 回日本肺癌学会

関東支部会

2011.12.3

⑩坪地宏嘉，坂口浩三，山崎庸弘，二反田博之，石田博徳，金子公一：
及び S10 区域切除術．

類上皮性血管内皮

第 24 回日本内視鏡外科学会総会

肺葉内肺分画症に対する胸腔鏡下分画肺

2011.12.8

【総数：論文 7 件，学会発表 22 件，講演 10 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 37 回
2）第 31 回

呼吸器セミナー」2011.7.14
日本胸腺研究会

会長

川越プリンスホテル

金子公一

2012 年 2 月 4 日

大宮ソニックシティ （埼玉）
3）
「第 13 回

埼玉医科大学呼吸療法研究会」2010.11.29

埼玉医科大学

4）
「第 2 回埼玉県呼吸器外科教育セミナー」2012 年 3 月 8 日

本部棟第 4 講堂

ラフレさいたま

など

7．自己点検・評価
臨床，研究，教育と医局員全員が協力し合って，実績は残せたと判断している．東日本大震災の年であり，前期は
いくつかの学会や研究会が中止となり，この埼玉でも臨床において若干の影響はあったようである．呼吸器外科とし
ては毎年手術症例も徐々に増し，胸腔鏡手術の導入も含めて前進している．
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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：代表指導教員：虚血性心疾患 , 弁膜症：博士

井口篤志（IGUCHI, Atsushi）: 教授：副診療科長 , 研究主任，教育副主任：指導教員：重症心全：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：研究副主任：指導教員：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
小池裕之（KOIKE, Hiroyuki）
：助教：研修医長
田畑美弥子（TABATA, Mimiko）
：助教 ：博士
神戸

将（KAMBE, Masashi）
：助教

：博士

森田耕三（MORITA, Kozo）
：助教：病棟医長
高橋

研（TAKAHASHI, Ken）
：助教

池田昌弘（IKEDA, Masahiro）
：助教
道本

智（DOMOTO, Satoshi）

岡田至弘（OKADA, Norihiro）
：助教
髙澤晃利（TAKAZAWA, Akitoshi）
：助教
林祐次郎（HAYASHI, Yutaro）
：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, Shogo）
：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, Kennji）
：非常勤講師

2．教育
2-1．目的･目標
卒前教育
卒後に心臓血管外科を専門とするか否かに関わらず日常の臨床を行うにあたって必要な心臓血管外科の教育を行
う．心臓血管外科以外の診療科で，心臓大血管に問題のある場合に適切な対応できること，どのような疾患は重篤で
あると考えるべきか，また早急に対応しなければならいかという基本的なことを習得する．また，心臓血管外科術後
の集中治療を通じて循環器疾患を有する患者管理について学ぶ．
卒後教育
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．
大学院教育
大学院生は研究に専念する．心臓血管外科領域の臨床を行う上で解決されていない問題から研究テーマを決定し，
場合によっては基礎医学の研究室との共同研究により研究を進める．学位論文の作成，学位の所得と最終目的とする
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が国際的にも通用する研究者を育成することを目標とする．
2-2．教育内容（担当者：上部一彦）
卒前教育
心臓血管外科領域の疾患について病態，診断方法，治療方法を理解する．特にそれぞれの疾患の手術適応について
理解し，病気の重症度と外科手術の指摘時期，複数の治療法がある場合は，患者の状態に応じた治療方法の適応につ
いて具体例から習得し，正しい治療法の選択ができるようにする．術後管理の実際に接して，各種薬剤の使用方法，
補液，輸血，感染対策などを学ぶ．
卒後教育
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．
大学院教育
研究テーマにそって実験研究を進める．何が問題点かを自分で明らかにし，これまで既に解決されていると思われ
る問題についても固定概念にとらわれない新たな観点から再検討し，問題点をどのような方法で証明したらよいかを
考えて研究方法を組み立てる．研究の過程で得たデータについて，そのデータをもっとも矛盾のないように説明でき
る理論を構築してゆき，更に新しい手法を用いて説明することができるように教育する．
2-3．達成度
卒前教育
心臓血管外科領域の疾患について基礎的な解剖学，生理学などの知識を習熟し，臨床に即した対応ができる．周術
期管理，外科的感染症，輸液と輸血について習熟する．臨床実習での手術見学にさいして，症例の病態，手術適応と
なった病態，治療方法の選択について説明できる．病棟に入院中の患者の病態の説明ができ，どのような治療を行う
か説明できる．
卒後教育
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．
大学院教育
研究結果をもとに学術論文を作成する．論文は英文で作成し，結論の導き方，統計方法などについて充分に研鑽し，
それぞれの専門家がみても誤りがない論文を作成できることが必須である．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育
疾患に対する理解，病態生理，手術適応，周術期管理，外科的感染症，輸液と輸血について正しく理解している．
卒後教育
学術集会に出席して，討論に参加することができる．学術研究の目的で資料の収集，文献の検索を行うことができ
る．臨床の現場で，診断方法，重症度の判定，手術方法の具体的な計画をたてることができる．
大学院教育
基礎的な研究を対象としている学術集会に参加して，積極的に討論に参加する．他施設から提出された学術論文を
読み，内容について批判的に吟味する．

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心臓大血管外科領域の臨床に関する諸問題，③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（研究プロジェクト）
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
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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心臓血管外科領域の臨床研究
心臓大血管手術後に発症する心房細動の機序解明と予防方法の確立腎機能が低下した症例の心臓大血管手術と周
術期の問題点人工心肺を使用する心臓手術の諸問題上記は基礎医学的な手法もとりいれた臨床研究であり，基礎
系の研も行っている．心房細動の機序解明はゲノムセンターとの共同研究を行うことより，新しい手法でこの問
題に取り組んでいる．
③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．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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．大動脈解離，不安定狭心症に対する緊急手
術も積極的に実施し，豊富な臨床症例に恵まれている．冠動脈疾患に対する oﬀ-pump バイパス lower-end sternal
splitting（LESS）手術，弁膜疾患に対する小切開心臓手術（低侵襲心臓手術 Minimally Invasive Cardiac Surgery:
MICS）など低侵襲の治療に特化し，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も行っている．
当診療科は，外科手術の適応外とされる合併症等がなければ，低左心機能，慢性維持透析患者なども手術適応と考え
ており，特に維持透析患者の開心術は全体のほぼ 10% に及ぶ．また，当院は心臓移植の認定施設であり，心臓移植
以外では救命できない患者に対しては心臓移植手術を実施している．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，平成 23 年度の総手術件数は，677 件だった．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．

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
日本心臓血管外科学雑誌（新浪）
日本冠疾患学会誌（新浪）
Surgery Today（新浪）
General Thoracic and Cardiovascular Surgery（新浪）
Journal of Artiﬁcial Organs（井口）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
1．Rajavithi Hospital Invited Lecture Someday of Utilizing All Arterial Conduits: Off-pump coronary artery
revascularization with only in situ bilateral internal thoracic and right gastroepiploic arteries: May 23, 2011：
Bangkok Rajavithi Hospital（Niinami H）
2．第 4 回東京 CT テクノロジーセミナー：冠動脈バイパス手術と MDCT- 側則吻合法 2011 年 7 月 2 日：明治安
田生命ホール（新浪）
3．第 2 回レジデント・デー：レジデント〜スタッフとしての成長と成果〜

2011 年 7 月 16 日：国立循環器病

研究センター（中嶋）
4．山西省人民医院学術講演会：最近の心臓血管外科の動向 ? 冠動脈バイパス術 弁形成大動脈ステント・2011 年
9 月 20 日：中国山西省人民医院（新浪）
5．第 64 回日本胸部外科学会定期学術集会 イブニングセミナー：先を予測した手技の実践・出血させないトータ
ルアーチ，私ならこうする〜：2011 年 10 月 9 日〜 21 日（新浪）
6．第 10 回川越市市民健康講演会：心筋梗塞に対する手術 2012 年 2 月 4 日：川越プリンスホテル（新浪）
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7．Edwards Valve Treatment Forum2012：新たな概念としての Valve Clinic の必要性と有用性 To be，or Not to
be Hybrid Surgeon（Valve Clinic） シェラトン都ホテル：2012 年 2 月 11 日（新浪）
8．第 7 回岩槻南病院メディカルネットワーク：オフポンプ冠動脈バイパス術について : ホテルプリランテ武蔵野：
2012 年 3 月 21 日（新浪）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Nakajima H, Kobayashi J, Toda K, Fujita T, Shimahara Y, Kasahara Y, Kitamura S: Angiographic evaluation of ﬂow
distribution in sequential and composite arterial grafts for three vessel disease. Eur J Cardiothorac Surg.
2012;41（4）:763-9. Epub 2011 Dec 21.
②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：

Stanford A 型急性大動脈解離に対する新しい治療戦略人工血管置換術＋下行大動脈直視下ステントグラフト内挿
術の有用性 : 胸部外科 64:63-68，2011
③ Niinami H: When not to do OPCAB? 19th ASCVST Annual Meeting May 26-29, 2011
④ Morita K, Ikeda M, Takahashi K, Koike H, Nakajima H, Uwabe K, Asakura T, Iguchi A, Niinami H: The eﬃcacy of
gastroepiploic artery as bypass graft to right coronary artery. 19th ASCVST Annual Meeting May 26-29, 2011
⑤朝倉利久，井口篤志，中嶋博之，上部一彦，小池裕之，森田耕三，神戸
澤晃利，新浪

将，高橋

研池田昌弘，岡田至弘，高

博：急性 A 型解離に対する新しい治療戦略続報）：残存下行大動脈解離腔のリモデリングを考慮

した TALENT を用いた Open Stent-graft 変法の早期成績

第 64 回日本胸部外科学会定期学術集会：2011 年 10

月 19 日〜 21 日
⑥森田耕三，井口篤志，高澤晃利，岡田至弘，池田昌弘，神戸
新浪

将，小池裕之，上部一彦，中嶋博之，朝倉利久，

博：急性大動脈解離に対するステントレス弁による基部置換術後仮性瘤の一手術例

第 157 回日本胸部

外科学会関東甲信越地方会：2011 年 11 月 12 日
⑦神戸 将，井口篤志，朝倉利久，上部一彦，中嶋博之，小池裕之，森田耕三，高橋
新浪

博：巨大冠動脈瘤を伴う冠動静脈瘻に対する一手術例

研池田昌弘，岡田至弘，高澤晃利，

第 157 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会：

2011 年 11 月 12 日
⑧高橋
新浪

研，井口篤志，森田耕三，朝倉利久，上部一彦，中嶋博之，小池裕之，神戸将池田昌弘，岡田至弘，高澤晃利，
博：左心補助人工心臓装着後の菌血症疑いの患者に対するプロカルシトニン測定の有用性

第 17 回日本

臨床補助人工心臓研究会：2011 年 11 月 25 日
⑨小池裕之，高澤晃利，岡田至弘，池田昌弘，高橋
井口篤志，新浪

博：巨大冠動脈瘤の 3 例

研，神戸

将，森田耕三，中嶋博之，上部一彦，朝倉利久，

第 25 回日本冠疾患学会学術集会：2011 年 12 月 16 日 ?17 日

⑩井口篤志，朝倉利久，中嶋博之，上部一彦，小池裕之，森田耕三，神戸
新浪

将，高橋

研池田昌弘，岡田至弘，高澤利晃，

博，村松俊裕，西村重敬，土屋美代子：マイクロビーズ法で高 PRA を示した心臓移植のⅠ症例

第3回

心臓移植治療戦略懇話会 2012 年 3 月 31 日
【総数：論文 3 件，学会発表 23 件，講演 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
第 12 回埼玉循環器フォーラム：2011 年 6 月 10 日

当番世話人

新浪

博

第 16 回埼玉循環器フォーラム：2011 年 12 月 7 日

当番世話人

新浪

博

7．自己点検・評価
本年度は，今までの診療体制を変えることなく積極的に学術にも取り組み，様々な成果が見られたと考える．診療に
関しては，TAVI の治験も始まり，低侵襲治療により注力できる体制が整いつつある．今後，当院での急性期治療を終
えた患者様のアフターフォローを，近隣の病院で見て頂ける緊密な体制をより構築していく必要があると考える．また，
世界基準の医療レベルに見合う診療体制，教育，スタッフ・顧客満足のレベルアップを計ることを目標としていきたい．
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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，骨軟部組織腫瘍科・整形外科
今西淳悟（IMANISHI, Jungo）
：助教，骨軟部組織腫瘍科・整形外科

医長，軟部腫瘍，医学博士
医員，軟部腫瘍，なし

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」「骨軟部悪性腫瘍の鑑別」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，印象に残る程度にまとめることがよいようだ．達成できたと思われる．
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．自分のしゃべりたいことと，学生の聞きたいことの違いを把握してお
くのがよい．

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．骨軟部肉腫の至適切除縁（責任者 : 矢澤）
2．悪性顆粒細胞腫の臨床（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．入院
サマリーも電子化して蓄積するべきと考える．
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．
3-4．自己評価と達成度
症例の蓄積は徐々に行われ，手術成績，生存率の解析を行っている．また他施設へ転院した患者の追跡に問題がある．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
外来，入院，手術とも順調に伸びており，他科からの依頼も増えている．地域の軟部腫瘍を担う科としての役目を
果たしていると感じた．

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．論文総数：0 学会発表総数：11
代表的なものを以下に示す．
① Yasuo Yazawa, Jungo Imanishi：Clinical Study of Unclassified Sarcoma. The 16th General Meeting of
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International Society on Limb Salvage, Beijing, China
②今西淳悟：FDG-PET 検査の骨軟部領域における偽陽性について．第 49 回日本癌治治療学会学術集会
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

7．自己点検・評価
患者数が多くなり，また会議も多くなりそれなりに疲弊してきているようだ．理想的仕事の効率化が望まれる．
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3．15）脳神経外科
1．構成員
西川

亮（NISHIKAWA, Ryo）
：教授：運営責任者：診療科長・教育主任：代表指導教員（大学院）：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）：専門医員：脳血管障害，頭部外傷，生命倫理：博士

石原正一郎（ISHIHARA, Shoichiro）
：教授：診療科長：指導教員（大学院）：脳血管内治療，神経内視鏡，脳卒中：
博士
栗田浩樹（KURITA, Hiroki）
：教授：診療科長：指導教員（大学院）：脳血管障害：博士
三島一彦（MISHIMA, Kazuhiko）
：准教授：副診療科長・病棟医長：指導教員（大学院）：頭蓋底腫瘍の手術，悪
性脳腫瘍の集学的治療：博士
柳澤隆昭（YANAGISAWA, Takaaki）
：准教授：小児脳脊髄腫瘍部門長・研究副主任：指導教員（大学院）
：小児脳腫瘍：
博士
山根文孝（YAMANE, Fumitaka）
：准教授：副診療科長・副教育主任：指導教員（大学院）
：脳血管内治療，てんかん，
脳卒中：博士
金澤隆三郎（KANAZAWA, Ryuzaburo）
：講師：専門医員：脳血管内治療，脳卒中：博士
安達淳一（ADACHI, Junichi）
：講師：病棟医長・研修指導医長・研究主任：指導教員（大学院）
：脳腫瘍の集学的治療：
博士
大井川秀聡（OHIGAWA, Hidetoshi）
：講師：診療副科長・外来医長：大学院教員（大学院）：脳血管障害：博士
脇谷健司（WAKIYA, Kenji）
：助教：専門医員：博士
甲賀智之（KOHGA, Tomoyuki）
：助教：専門医員：博士
福岡講平（FUKUOKA, Kohei）
：助教：医員
竹田理々子（TAKEDA, Ririko）
：助教：専門医員・外来医長・研修指導医長
中島弘之（NAKAJIMA, Hiroyuki）
：助教：専門医員
小倉丈司（OGURA, Takeshi）
：助教・外来医長：専門医員
落合育雄（OCHIAI, Ikuo）
：助教：専門医員
上宮菜穂子（UEMIYA, Nahoko）
：助教：病棟医長・専門医員
伏原豪司（FUSHIHARA Gouji）
：助教：専門医員：医員
根木宏明（NEKI, Hiroaki）
：助教：専門医員
杉山達也（SUGIYAMA, Tatsuya）
：助教：病棟医長・研修指導医長：博士
嶋口英俊（SHIMAGUCHI, Hidetoshi）
：助教：専門医員
吉川信一朗（YOSHIKAWA, Shinichiro）
：fellow・助教
大塚宗廣（OHTSUKA, Munehiro）
：fellow・助教
岡田大輔（OKADA, Daisuke）: 後期研修医・助教
鈴木海馬（SUAUKI, Kaima）
：後期研修医・助教
佐藤大樹（SATOH, Daiki）
：後期研修医・助教
柳川太郎（YANAGAWA, Taro）: 後期研修医・助教
鈴木千尋（SUZUKI, Chihiro）
：非常勤講師
神山信也（KOHYAMA, Shinya）
：非常勤講師
杉山達也（SUGIYAMA, Tatsuya）
：非常勤講師
湯山隆次（YUYAMA, Ryuji）
：非常勤講師
坪川民治（TSUBOKAWA, Tamiji）
：非常勤講師
金子伸行（KANEKO, Nobuyuki）
：非常勤講師
石原秀章（ISHIHARA, Hideaki）
：非常勤医員
大塚俊宏（OOTSUKA, Toshihiro）
：非常勤医員
吉原智之（YOSHIHARA, Tomoyuki）
：非常勤医員
新見康宏（NIIMI, Yasuhiro）
：非常勤講師
中島まゆ（NAKAJIMA, Mayu）
：非常勤医員
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布施孝久（FUSE, Takahisa）
：非常勤医員
鈴木智成（SUZUKI, Tomonari）
：助教・社会人大学院：専門医員

2．教育
2-1．目的・目標
本学の教育目標は「すぐれた臨床医の育成」である．すぐれた臨床医とは，（1）医師としてのしっかりした専門
性を持つことであり，それは（2）豊かな人間性と社会的視野に裏打ちされたものでなくてはならない．そして，
（3）
生涯にわたって，
探求心と科学的思考能力を持った医師であることが求められる．脳神経外科の学生教育においては，
脳神経外科学について，医師として必要な，しっかりした知識を持つことを目標とし，同時に実習等によって探求心
と科学的思考能力，さらに患者への接し方について学んでもらうことを目的とする．
学生においては，脳脊髄解剖，意識障害や種々の神経症候など，当科と関連する基礎知識を習得し，手術や病棟・
外来の見学によって臨床現場の理解を風化メルコとを目標とする．
研修医においては，患者管理，画像診断，病態を理解し治療方針を組み立てる方法論の習得を目標とする．同時に
また医療チームの一員として，看護師，薬剤師，リハビリ，検査の技士達との協調性を諮ると共にリーダーシップを
取ることの意味を理解し体得することを目標とする．
2-2．教育内容（担当者）
講義：
栗田

浩樹

栗田

浩樹

西川

亮

西川

亮

柳澤

隆昭

山根

文孝

西川

亮

西川

亮

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．
1．脳血管障害の種類を挙げることができる．
脳・神経系疾患 25．
2．脳卒中の発症様式と応急対応を述べる事ができる．
脳血管障害総論
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 年生
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 .
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
1．神経膠腫の診断と治療
脳腫瘍（2）
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
悪性脳腫瘍（1）
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
1．小児脳腫瘍はどのように発症し診断にいたるか？
脳腫瘍（3）
2．小児脳腫瘍にはどのようなものがあるか？
悪性脳腫瘍（2）
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 年生
4．低悪性度神経膠腫の治療について
5．髄芽腫の治療について
救急・中毒
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
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
4．中枢神経悪性リンパ腫の診断と治療方針
6 年生
1．画像を見た時に，CT か MRI か，MRI だとすれば T1 強調か T2 強調か，造
影剤投与後の画像かを述べることが出来る．
臨床実習の
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．
再チェック（13）
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．
脳神経疾患（2）
4．脳梗塞の MRI 画像について述べることが出来る．
6 年生
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．
脳・神経系疾患 24．
脳神経外科におけ
る外科解剖
4 年生
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西川

内分泌・代謝（5）
〈間脳・下垂体〉
下垂体前葉（2）
下 垂 体 腫 瘍・ 頭 蓋
咽頭腫
3 年生
脳・神経系疾患
＜必須の症候と
疾患＞（6）
6 年生

亮

佐藤

章

佐藤

章

頭部外傷（1）
4 年生

大井川

頭部外傷（2）
秀聡 4 年生

大井川

秀聡

杉山

達也

佐藤

章

佐藤

章

佐藤

章

石原正一郎

佐藤

章

佐藤

章

佐藤

章

頭部外傷（3）
4 年生
脳・脊髄の
先天奇形
4 年生
頭部外傷
6 年生

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．
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．
3．頭蓋咽頭腫の病態と治療 ? 頭蓋咽頭腫の起源，症状，画像所見，治療法に
ついて述べることが出来る．
1．救急治療を要する疾患
2．救急治療を要する頭蓋内病態
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
1．頭部外傷の特殊性（解剖，特に頭蓋内という環境）
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
1．頭部外傷の種類を挙げることができる．
2．頭部外傷の機転と応急対応を述べる事ができる．
3．外傷性頭蓋内出血の病型と治療法を述べる事ができる．
1．急性硬膜外血腫の病態と治療を述べる事ができる．
2．急性硬膜下血腫の病態と治療を述べる事ができる．
3．慢性硬膜下血腫の病態と治療を述べる事ができる．
4．脳挫傷の病態と治療を述べる事ができる．
1．先天性疾患の診断と治療．
2．中枢神経系発生異常を理解する

外傷による脳損傷発生機序，緊急手術を要する病態，外傷性急性頭蓋内出血，
頭蓋内圧とその管理，頭部外傷と全身管理
1．くも膜下出血の疫学
脳血管障害（2）
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）
：脳動脈瘤治療
3．脳動脈瘤の急性期治療
4．脳血管攣縮の病態と治療
6 年生
5．未破裂脳動脈瘤の治療
1．くも膜下出血疫学
2．脳動脈瘤破裂とクモ膜下出血
脳血管障害（5）
3．クモ膜下出血の病態（頭蓋内，全身）
4 年生
4．脳動脈瘤治療の原則
5．脳血管攣縮とその対策
1．脳梗塞の原因となる病態とその外科治療
脳血管障害（2）
2．脳梗塞と血管内治療
4 年生
3．モヤモヤ病の外科治療
医療概論（4）
1．医学的死の定義
死の概念・臓器
2．頭蓋内圧亢進が脳幹機能障害を起こす機構
移植
3．脳死はヒとの死であるか？
4．法的脳死判定規準
6 年生
1．死の概念（三徴候死と脳死，死亡宣告の相対性と社会性）
終末期医療として
2．終末期ケアの歴史
の脳死と生命倫理
3．終末期医療としての脳死とは
4 年生
4．脳死患者家族への倫理的対応
1．医学的な脳死の病態と定義
脳 死・ 臓 器 移 植 に
2．生命倫理からみた脳死・臓器移植
おける生命倫理
3．脳死はヒトの死か？
2 年生
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・専門医が指導教官となり，血管内手術
の基礎となる知識・技術を指導し，研修者はその経験を得る．それぞれ研修者の，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
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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．脳卒中外科における卒後教育：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．
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
講義については，今後学生の関心と理解を深めるため，3D- の動画や手術 video を多用してより visual な「体験的
な講義」を心がけている．また細かい医学的な専門知識の詰め込みではなく，将来どの診療科に進んでも役立つよう
な「どういう症状や神経学的所見がある時に脳神経外科医へ紹介するか？それはどのくらい急ぐか」という臨床セン
スが培われるように工夫している．BSL については，より実践的で体験的なプログラムに変更していきたい．具体的
には開頭術に参加し，実際の髄膜や脳に触れてその質感や解剖学的構造・機能を実感として理解する事．また顕微鏡
下血管吻合の実技指導を通して，脳神経外科医に求められる技術レベルやその臨床応用について，理解が深まるよう
に配慮している．
国際医療センターの立ち上げから 4 年が経過し，後期研修医も獲得し，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も行い，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：他院からの研修生は非常勤で月曜
日一名が研修中である．常勤医 2 名，非常勤医 1 名が日本脳神経血管内治療学会の専門医を目指して研修中．日本
脳神経血管内治療学会専門医資格審査は 2 名（吉原智之，落合育雄）合格した．現在，指導医・専門医 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
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．がん対策推進基本計画とがん診療連携拠点病院の小児がん診療体制への適用
安達淳一
1．成人神経膠腫の診断，予後に関連する分子マーカーの解析と簡易検査法の確立
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 MGMT 遺伝子プロモーターメチル
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化の定量的解析
3．小児神経膠腫の診断，予後に関連する分子マーカーの解析
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
甲賀智之
1．より安全な脳腫瘍手術をめざしたマルチモダリティ画像統合システムの確立
脳血管障害研究グループ
石原正一郎，上宮菜穂子，根木宏明
1．脳動脈瘤の塞栓術を目的とした流体力学に関する研究
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，嶋口英俊
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流体力学の研究
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，嶋口英俊，根木宏明
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・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
中島弘之・栗田浩樹
1．頚椎骨折に伴う脳血管障害に関する検討
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
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
吉川信一朗・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
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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．頭蓋内胚細胞腫における Wnt シグナルの解析
【研究内容】
頭蓋内胚細胞腫における Wnt family 分子の発現について，ホルマリン固定パラフィン包埋組織片を用いた免疫組
織化学染色を行った．組織型によって異なったパターンの発現様式を示すことを発見した．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】
60%
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テモゾロミドによる consolidation を考案し，
JCOG 臨床試験プロトコールを作成した．
【達成度】
60%
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．また新規臨床試験に関する討論に積極的に参加し，症例調
査に協力した．
【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】
90%
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】
90%
三島一彦
1．再発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する抗体化学療法の治療成績
【研究内容】
【目的】再発中枢神経系原発悪性リンパ腫（PCNSL）に対し確立された治療法はない．我々は B 細胞表面抗原 CD20
を標的とした抗体薬：rituximab と，大量メトトレキサート療法（HD-MTX）を組み合わせた抗体化学療法（R-MTX
療法）を再発 PCNSL に施行してきた．今回その治療効果について検討したので報告する．【方法】初期治療として
HD-MTX
（3.5g/m2）
3 サイクルと全脳照射 30Gy+ 局所照射 10-20Gy が施行され CR を得た後に再発をきたした 6 例
（年
齢 50-69 歳）の PCNSL 患者に対して，rituximab（375mg/m2）を初日に投与，HD-MTX（3.5g-6g/m2）を翌日に
投与し，CR を得るまで 2 週間間隔で投与し，CR を得た後は 1 − 2 カ月毎の維持療法に移行した．CR の 1 例と PR
の 2 例では temozolomide（TMZ）
（150-200mg/m2 5 日間）投与に移行した．【成績】R-MTX 療法は計 38cycle 施
行した．治療効果は CR：4 例，
PR：2 例で奏効割合は 100% であった．PR の 2 例は TMZ を投与し 1 例で CR となった．
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Grade 4 以上の有害事象は認めなかった．再発後の無増悪生存期間中央値は 7.8 ヵ月，生存期間中央値は 8.6 カ月で
1 年生存割合は 75% であった．R-MTX 療法後 10 ヵ月で再々発をきたした 1 例では再び R-MTX 療法を行い CR となっ
た．
【結論】R-MTX 療法は再発 PCNSL に対して比較的安全に施行でき，奏効割合も高く有効な治療法の 1 つである．
【達成度】
60%
2．中枢神経悪性リンパ腫の予後規定マーカーの解明
【研究内容】
中枢神経悪性リンパ腫（PCNSL）治療に重要な役割を占める化学療法剤である，テモゾロミド（TMZ）及び
Metotrexate（MTX）の薬剤感受性に関わるマーカー候補である MGMT 遺伝子プロモーターのメチル化，reduced
folate carrier（RFC）遺伝子のプロモーターのメチル化，遺伝子発現を調べ，これらの化学療法剤の効果との関係を
検討する．さらに PCNSL を遺伝子学的サブタイピングした上で，治療成績との関係について検討し，新たな治療
法の開発に向けての基盤的研究を行うことを本研究の目的としている．PCNSL 症例の腫瘍組織より DNA を抽出し，
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．PCNSL 45 例中，MGMT のメチル化が確認できたのは 23 例であった．メチル化の程度は 5% か
ら 100% まで存在した．再発時に TMZ 治療を導入した 5 例中 4 例では MGMT のメチル化がみられ，この 4 症例は
TMZ 治療に奏効した．一方 MGMT のメチル化がみられなかった 1 例は TMZ 治療に抵抗性であった．MGMT のメチ
ル化は TMZ の効果を予測する因子となりうる可能性が示唆された．次に MTX 療法の感受性に関与する可能性があ
る RFC 遺伝子発現を免疫組織染色で検討した．MTX 療法の感受性と RFC の発現を検討できたのは PCNSL 34 例であっ
た．RFC の発現を認めたのは 17 例で，うち MTX 療法が有効（CR，Cru，PR）であったのは 16 例（94%）であった．
RFC の発現を認めない 17 例中 MTX 療法に抵抗性を示した（SD，PD）症例は 9 例（53%）であった．また MTX 奏
効例 24 例中 RFC 陽性例は 16 例（67%）で，治療抵抗 10 例中 9 例（90%）で RFC の発現を認めなかった．以上よ
り RFC のタンパク発現は MTX 療法の感受性に関係する可能性が示唆された．
【達成度】
60%
柳澤隆昭
1．がん対策推進基本計画とがん診療連携拠点病院の小児がん診療体制への適用
【研究内容】
第 3 次対がん総合戦略研究事業「がん対策推進基本計画とがん診療連携拠点病院の小児がん診療体制への適用」
に関する研究の分担研究者として，がん対策基本法に基づくがん対策基本計画およびがん診療連携拠点病院要件を小
児がんに提供するための政策提言をすることを目的とする班研究に参画した．本年度はわが国での小児がん診療の実
態調査（がん拠点病院の要件の達成度，診療実績，診療医の専門性など）を行い，小児脳腫瘍領域を担当し，全国実
態調査を行った．年間に一定数の小児脳脊髄腫瘍を診療し，外科的治療・放射線治療・化学療法が施設内ですべて可
能で，複数科が共同して治療をおこなっている施設は調査対象の 2 割以下であった．次年度には，わが国における
小児がん診療の拠点化に対する阻害要因の抽出とその解決方法の検討を行う予定である．
【達成度】
50%
安達淳一
1．成人神経膠腫の診断，予後に関連する分子マーカーの解析と簡易検査法の確立
【研究内容】
成人神経膠腫の診断，予後に関わる分子マーカーとしてコンセンサスが得られているものとして，① MGMT（O6methylguanine-DNA methyltransferase）遺伝子プロモーターのメチル化の有無
1）変異の有無

③染色体 1p/19q の共欠失の有無

② IDH1（Isocitrate dehydrogenase

が挙げられる．MGMT 遺伝子プロモーターメチル化の有無

は grade 3 及び 4 神経膠腫の予後予測因子であり，さらに grade 4 の治療効果予測因子でもある．当科では , この
遺伝子変化を定量的に検出することを目的として メチル化特異的高解像能融解曲線分析法（Methylation-sensitive
high resolution melting analysis : MS-HRM）を確立し，短時間で結果が得られるようになっている．次に，IDH1 変
異は grade 2-4 神経膠腫の予後予測因子である．IDH1 点突然変異を検出すべく，当科では HRM での SNP（Single
nucleotide polymorphism）解析として簡易検査法として確立した．現在，検出時間のさらなる短縮化に努め，術中
迅速診断への応用も視野にいれている．染色体 1p/19q の共欠失の有無は grade 2 及び 3 神経膠腫の予後予測因子
である．我々は，FISH（Fluorescence in situ hybridization）法を用いて，過去の症例を含め多くの症例の解析を行っ
ている．
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【達成度】
70%
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%
3．小児神経膠腫の診断，予後に関連する分子マーカーの解析
【研究内容】
小児神経膠腫の発生や進展に関わる遺伝子変化は成人のそれとは全く異なり不明な点が多い．最近になり，小脳
pilocytic astrocytoma において KIAA1549-BRAF 癒合遺伝子の tandem duplication が特異的に高頻度（約 60?80％）
にみられることが分かり補助診断として有用と考えられてる．当科では，この遺伝子変化を FISH にて短時間で検出
する方法の確立に向け研究を行っている．
【達成度】
20%
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
【研究内容】
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た．候補遺伝子をノック
ダウンすることによって，蛍光強度が変化することが確認できた．これらの結果を元に，次年度は，論文掲載を予定
している．
【達成度】
90%
甲賀智之
1．より安全な脳腫瘍手術をめざしたマルチモダリティ画像統合システムの確立
【研究内容】
脳腫瘍の摘出術に際し，手術支援システムとして，3 次元ナビゲーションシステムは広く普及し，より安全で確実
な腫瘍摘出のために，必要不可欠なものとなっている．これは，術前に撮影した MRI や CT の 3 次元情報をもとに，
実際の手術操作部位が画像上のどこにあたるかを示すものである．一方で，近年の画像診断技術の向上は目覚ましく，
機能的 MRI などの脳機能画像，白質線維画像，PET などに代表される代謝を画像化するものなど，さまざまなモダ
リティが応用可能になっている．これら様々なモダリティを融合させ，脳腫瘍手術の際のナビゲーションシステムに
導入することで，例えば，機能局在部位が術野のどこに相当するかを確認したり，白質線維画像で描出された特定の
白質線維と手術操作部位との距離をとらえたり，あるいは，最も代謝が盛んで悪性度の高いと考えられる部位を特定
して摘出したりすることが可能になると考えられる．画像統合システムを構築し，手術支援に実際に応用し，その成
績につき評価することが，本研究の目的である．
【達成度】
50%
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脳血管障害研究グループ
1．脳動脈瘤の塞栓術を目的とした流体力学に関する研究
データ収集中．
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
データ収集中．
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
データ収集が終了し論文準備中
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
国内学会発表を行い論文準備中．
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
データ収集中．
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，嶋口英俊
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流体力学の研究
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，嶋口英俊，根木宏明
1．3F カテーテルによる脳血管造影
データ収集中．
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】
80%
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
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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】
30%
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，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，論文として発表し，学位を取得した．
【達成度】
100%
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%
中島弘之，栗田浩樹
1．頸椎骨折に伴う脳血管障害に関する研究（中島・栗田）
【研究内容】
頸椎骨折に伴う外傷性脳血管障害の実態を明らかにする．後方視的研データ集積は終了し，複数の学会報告を行い，
現在論文を執筆中である．
【達成度】
80%
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3-4．自己評価と次年度計画
西川亮
本年度も複数の研究補助を獲得することができた．特に中枢神経原発悪性リンパ腫の JCOG 臨床試験は国際的にも
認知された臨床試験となった．その立ち上げに全力を尽くしたい．
三島一彦
今年度は再発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する抗体化学療法の治療成績につき解析し発表した．次年度は初発
高齢者 PCNSL に対する抗体化学療法の治療成績を解析し発表する予定である．中枢神経悪性リンパ腫の予後規定マー
カーの解明の研究においては，Fas,Bcl-2 の発現を検討する免疫組織染色を行っており，次年度は他の遺伝子発現と
ともに治療効果や予後との関わりを検討する予定である．
安達淳一
1．成人神経膠腫の診断，予後に関連する分子マーカーの解析と簡易検査法の確立：
開院後 5 年が経過し症例が蓄積し，研究成果を学会にて発表した．次年度においては，研究成果を論文として
発表することを目標とする．
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：
最初の 45 症例の結果を論文として発表できた．次年度ではさらに症例数をふやして解析をすすめ，新知見を得
るべく努力する．
3．小児神経膠腫の診断，予後に関連する分子マーカーの解析：
本研究は今年度末から着手したため，成果としては乏しい．次年度にて KIAA1549-BRAF 癒合遺伝子の FISH で
の解析方法を確立する
甲賀智之
平成 23 年度までに，市販のソフトウェアである Dr.View とコンピューターワークステーションを組み合わせ，画
像統合を行う基礎を構築した．平成 24 年度は，様々なモダリティの画像を統合することを試み，それを 3 次元ナビ
ゲーションに導入することを目標として研究を進める予定である．
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（詳細は病院要覧に記載）
脳・脊髄腫瘍科は我が国では初めて脳脊髄腫瘍の研究，診断，治療に特化した診療科である．特に小児科医の参加
により小児脳脊髄腫瘍の治療においては我が国のトップに立ったといっても過言ではない．脳脊髄腫瘍全般について
診断，治療に努めるとともに新規治療法の開発や臨床試験の提案なども行っていくことことができた．次年度は更に
症例数，手術件数の増加ととともに内容の充実，先進医療の開発に努めていく
脳血管内治療科：開院から丸 5 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．

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 reviewer）
Japanese Journal of Clinical Oncology（西川亮，Reviewer）
Neurologia medico-chirurgica（西川亮 Editorial Board，三島一彦，石原正一郎．山根文孝，柳澤隆昭 Reviewer）
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Neuropathology（三島一彦 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）
日本小児科学会雑誌（柳澤隆昭 Reviewer）
小児がん（柳澤隆昭 Reviewer）
小児血液・がん学会誌（柳澤隆昭 Reviewer）
脳神経外科（西川亮 Reviewer）
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）
日本癌治療学会診療ガイドライン委員会専門医員（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）
脳腫瘍の基礎シンポジウム世話人（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，副理事長，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用語委員会（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 Ogura T, Satoh A, Ooigawa H, Sugiyama T, Takeda R, Fushihara G, Yoshikawa S, Okada D, Suzuki H, Araki R,
Ishihara S, Nishikawa R, Kurita H: Characteristics and prognostic value of acute catecholamine surge in patients
with aneursmal subarachnoid hemorrhage. Neurol Res 34: 484-490, 2012
② Uchino A, Saito N, Kurita H, Ishihara S: Persistent trigeminal artery ariging from the arterial ring/fenestration of
the cavernous segment of the internal carotid artery. Surg Radiol Anat 2012 Jan 4 [Epub ahead of print]
③ Deguchi I, Dembo T, Kato Y, Yamane F, Ishihara S, Tanahashi N. A Patient with deep cerebral venous sinus
thrombosis in whom neuroendovascular therapy was eﬀective. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2011 Dec 17. [Epub
ahead of print]
④ Fukuoka T, Dembo T, Nagoya H, Deguchi I, Maruyama H, Kanazawa R, Kohyama S, Yamane F, Ishihara S,
Tanahashi N. Three cases of middle cerebral artery occlusion emergently revascularized with a balloonexpandable coronary bare stent after intravenous tissue plasminogen activator. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2011
Jul 16. [Epub ahead of print]
⑤ Kanazawa R, Ishihara S, Neki H, Okawara M, Ishihara H, Kohyama S, Yamane F, Sato A. Embolization using
endovascular technique in acute and chronic stages of traumatic ophthalmic artery aneurysm - case report - .
Neurol Med Chir（Tokyo）. 2011; 51（4）:289-92
⑥ Kanazawa R, Ishihara S, Sato S, Teramoto A, Kuniyoshi N. Familiarization with Lumboperitoneal shunt using
some technical resources. World Neurosurgery: 76（3-4）347-251, 2011
⑦ Liu K-W, Feng H, Bachoo R, Kazlauskas A, Smith EM, Symes K, Hamilton RL, Nagane M, Nishikawa R, Hu B,
Cheng S-Y. SHP-2/PTPN11 mediates gliomagenesis driven by PDGFRA and Ink4a/Arf aberrations in mice and
humans. J Clin Invest, 121:906-917, 2011
⑧ Feng H, Hu B, Liu KW, Li Y, Lu X, Cheng T, Yiin JJ, Lu S, Keezer S, Fenton T, Furnari FB, Hamilton RL, Vuori
K, Sarkaria JN, Nagane M, Nishikawa R, Cavenee WK, Cheng SY. Activation of Raqc1 by Src-dependent
phosphorylation of Dock180（Y1811）mediates PDGFRa-stimulated glioma tumorigenesis in mice and humans.
J Clin Invest 121:4670-4684, 2011.
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⑨ Kohei Fukuoka ? Atsushi Sasaki ? Takaaki Yanagisawa ? Tomonari Suzuki ? Kenji Wakiya ? Jun-ichi Adachi
? Kazuhiko Mishima ? Takamitsu Fujimaki ? Masao Matsutani ? Ryo Nishikawa Pineal parenchymal tumor
of intermediate diﬀerentiation with marked elevation of MIB-1 labeling index Brain Tumor Pathol 2012 Feb
24.[Epub ahead of print]
⑩ Koga T, Shin M, Terahara A, Saito N. Outcomes of radiosurgery for brain stem arteriovenous malformations.
Neurosurgery 69: 45-52, 2011
【総数：論文 57 件，学会発表 247 件】
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．恒例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「がん対策推進基本計画とがん診療連携拠点病
院の小児がん診療体制への適用」
（柳澤隆昭）
7．平成 23 年度文部科学省科学研究費補助金，基盤研究（C）「中枢神経悪性リンパ腫の予後規定マーカーの解明」
（三島一彦，安達淳一）
8．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）
9．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 ?151．200910．平成 23 年度科学技術試験研究委託事業「分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法
開発」
（悪性脳腫瘍克服のための新規治療標的及びバイオマーカーの創出における臨床検体・臨床情報の収集と
データベース管理）
（西川亮）
11．平成 23-4 年度文部科学省科学研究費補助金

若手研究（B）「脳白質線維画像統合による安全な定位放射線治

療の確立」
（甲賀智之）
6-3．受賞
ベストポスター賞

第 27 回日本脳神経血管内治療学会総会，長島奈緒ら：脳血管撮影による DVD オリエンテーショ

ンの導入を試みて．
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 23 年 3 月 5 日

第 36 回西関東 NIVR セミナー

平成 23 年 4 月 28 日

Hidaka ライブセミナー（closed live seminar）

平成 23 年 8 月 20 日

第 3 回脳血管内治療地域勉強会

平成 23 年 9 月 3 日

第 37 回西関東 NIVR セミナー

平成 23 年 9 月 3 日

済生会富山病院脳卒中センター

平成 23 年 10 月 28 日
平成 23 年 10 月 29 日
平成 23 年 12 月 3 日

久保道也先生

講演

Hidaka ライブセミナー（closed live seminar）
第 7 回新都心神経内視鏡症例検討会
第 38 回西関東 NIVR セミナー

7．自己点検・評価
脳・脊髄腫瘍科：教育，研究，診療の各分野において一応満足すべき成果を上げることができたが，国際医療センター
の立ち上げから 4 年が経過し，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
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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．完全に脳脊髄腫瘍診療に特化した診療科に生まれ変わって軌道に乗ったと考えられるが，次年
度は更なる症例数の増加と治療成績の向上，とくに質の向上を意識したい．
脳卒中外科：診療では 2009 − 2011 年の手術数は順調に伸び（281 例→ 342 例→ 428 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 2.4%，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 を行った結果，平成 23
年度の学祭では学生が「脳神経外科の世界」という展示を行い，徐々にではあるが，脳神経外科への学生の興味が増
加していると思われる．今後も systemic に脳神経外科の魅力をアピールして参りたい．研究に関しては，臨床研究
論文数編を投稿する事ができ，医員が学位を取得したが，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，学生講義については主に虚血性脳血管障害の外科治療，頭痛の救急診療等を担当そ，
BSL では毎週クルズス，
手術見学等の指導をしている．また，OSCE 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．さらに今年度から試験的に導入されたコーディネー
タ，臨床支援部より人材を得て来年度はいっそうの発展が期待される．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，現在オーストラリア・マッカリー大学と共同研究中である．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．脳脊髄腫瘍科では若干の人事の異動があり，新戦力は新たな風を吹き込ん
で貰いたい．脳卒中外科は複数のフェローと後期研修医の獲得に成功し，若い力に満ちている．脳血管内治療科は副
科長が教育主任に就任し，教育面でも貢献が期待される．
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3．16）形成外科
1．構成員
中塚貴志（NAKATSUKA, Takashi）
：教授：運営責任者：診療科長：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
栗原

H23 年 7 月まで

健（KURIHARA, Takeshi）
：助教

H23 年 8 月以降

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．当科は主に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．その他，救急部や骨軟部腫瘍科からも組織欠損の修復依頼が
あり，学生の教育に役立てている．
2-2．教育内容（担当者）
：頭頸部再建（横川秀樹）
乳房再建（廣川詠子）
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：データを解析し，学会発表及び論文発表を行った．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科の診療は，包括的がんセンターの各診療科と連携した悪性腫瘍切除後の再建手術を中心に，難治性潰瘍，外傷，
熱傷，慢性創傷，先天奇形の治療に至るまで多岐に及ぶ．平成 23 年度の新患数は 243 名，入院患者数 40 名，入院
手術数 191 件，外来手術数 35 件，総手術数 226 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および穿通枝皮弁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：
日本学術会議連携会員

中塚貴志

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本形成外科学会評議員

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
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日本手術手技研究会理事

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, 64（8）,1100-1103, 2011
② Higo R, Nakahira M, Sugasawa M, Nakatsuka,T.: Manometric assessment of pharyngeal swallowing pressure
after mandibular reconstruction. Eur Arch Otorhinolaryngol, 268（6）, 941-944, 2011
③小村豪，高城文彦，盛田恵，阿部貴大，中平光彦，横川秀樹，廣川詠子，中塚貴志，菅澤正：準緊急的な拡大切
除で局所制御をしえた進行甲状腺未分化癌の 2 症例

頭頸部癌

37（1），83-87，2011

④三島一彦，横川秀樹，中塚貴志，菅澤正，川原信隆：基本をマスター
腫瘍摘出術と頭蓋底再建法

脳神経外科速報

脳神経外科のスタンダード

⑤佐藤智也，市岡滋，工藤聡，土屋沙緒，中塚貴志：高気圧酸素療法による下肢救済
る補助療法としての有用性

日形会誌

悪性頭蓋底

21（6），602-612，2011
血行再建適応外症例に対す

31（7），442-448，2011

⑥廣川詠子，横川秀樹，土屋沙緒，佐藤智也，百澤明，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

形成外科

54（12）
，1389-1396，2011

⑦新井栄一，山田和哉，中塚貴志，広藤亜樹子，土田哲也，清水道生：臀部の巨大粉瘤から生じた有棘細胞癌

日

本皮膚病理組織学会会誌，27（1）
，9-12，2011
⑧中塚貴志，横川秀樹，廣川詠子，百澤明：
【舌・口腔癌切除後の再建法の標準化に向けて‐私の推薦する方法‐】
下顎骨合併切除に伴う欠損の再建の選択

形成外科

55（1），61-66，2012

学会発表
① Yokogawa,H., Hirokawa E, Sugasawa M. Omura G., Takajyo H., Nakatsuka T., RECONSTRUCTION OF THE
CAROTID ARTERY USING AN AUTOLOGOUS JUGULAR VEIN. 6th World Society for Reconstructive Microsurgery
2011
平成 23 年 6 月 30 日

ヘルシンキ

② 横川秀樹，廣川詠子，中塚貴志：受傷後二週間を経過してから治療を開始し，二つ折り右遊離腓骨皮弁にて再
建した左下腿開放骨折の一例 第 3 回日本創傷外科学会総会・学術集会
③ 横川秀樹

廣川詠子

中塚貴志

クロサージャリー学会学術集会

菅澤正

小村豪

第 54 回日本形成外科学会総会・学術集会

新潟
正：咽喉食摘術後の遊離空腸移植における再建症例

H23/4/15

徳島

⑤ Hirokawa E, Yokogawa H, Nakatsuka T, Satoh T, Tsuchiya S, Momosawa A, Sugasawa M.:
ﬂaps in head and neck reconstruction. The 16 th World Congress of theIPRAS

H23/5/25

⑥ Hirokawa E, Yokogawa H, Satoh T, Momosawa A, Sugasawa M.: Examination
with free jejunum ﬂap reconstruction. The 6th congress of the WSRM
⑦廣川詠子） 横川秀樹

中塚貴志

テムが奏功した一例 第 3 回

今西淳悟

札幌

高城文彦 : 自家頸静脈による頸動脈再建 第 38 回 日本マイ

平成 23 年 11 月 10 日

④廣川詠子，横川秀樹，中塚貴志，佐藤智也，百澤明，菅澤
の検討

平成 23 年 7 月 8 日

of

H23/6/30

Examination of free
Vancouver, Canada

total pharyngolaryngectomy
Helsinki, Finland

矢澤康男：鼠径部悪性腫瘍切除後のリンパ漏に対し V.A.C．? シス

日本創傷外科学会総会・学術集会

H23/7/7

札幌

⑧廣川詠子，横川秀樹，栗原健，中塚貴志，中平光彦，菅澤正：咽喉食摘術後の遊離空腸移植による再建症例の検
討

第 38 回日本マイクロサージャリー学会学術総会

H23/11/11

⑨栗原健，桑原靖，市岡滋：局所陰圧閉鎖療法による治療症例の検討
平成 23 年 4 月 15 日

新潟
第 54 回日本形成外科学会総会・学術集会

徳島

⑩栗原健，桑原靖，市岡滋：局所陰圧閉鎖療法による治療症例の検討

第 41 回日本創傷治癒学会．平成 23 年 12
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月6日
総数：論文

名古屋
8 篇，学会発表

10 回

6-2．獲得研究費：該当せず

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，論文発表を行った．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, Aatoshi）
：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，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 保（MATSUNAGA, Tamotsu）
：非常勤講師，井原 正博（IHARA,
Masahiro）：非常勤講師，高橋 努（TAKAHASHI, Tsutomu）
：非常勤医師，
2013 年 2 月より先崎

秀明，増谷

聡，石戸

博隆，斎木

宏は埼玉医科大学総合医療センターに移動

2．教育
2-1．目的・目標
小児科医として小児の全身管理や発育発達の評価治療が可能な上で，小児心臓病学・先天性心臓病学の診断や治療
を独自で行える事を目標とする．
2-2．教育内容
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

60%

3-4．自己評価・次年度目標
数名の医師が期間中に埼玉医科大学総合医療センターへ移動となり研究に関する達成度は前年度より低い．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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，HLHS に対する Hybrid 治療など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
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5-2．査読員
日本小児科学会雑誌：小林・先崎・竹田津，日本小児循環器学会雑誌小林・先崎・竹田津，Circulation Journal，
Journal of Cardiology：小林・先崎，Catheterization and Cardiovascular Interventions：小林
5-3．医学貢献に関する業務
JPIC 研究会教育委員会委員（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：3（英文 3）
，総論：0
① Tamai A, Kurishima C, Seki M, Masutani S, Taketazu M, Senzaki H. Stent Implantation for Eﬀective Treatment of
Refractory Chylothorax due to Superior Vena Cava Obstruction as a Complication of Congenital Cardiac Surgery..
Alcoholism, Clin Med Insights Cardiol. 2012;6:97-101..
② Masutani S, Saiki H, Ishido H, Senzaki H. Stenosis of a reconstructed aorta caused a paradoxical diastolic
pressure gradient after norwood operation. Clin Med Insights Cardiol. 2012;6:141-4
③ Saiki H, Kakei H, Ishido H, Masuoka A, Suzuki T, Katogi T, Senzaki H. Unilateral pulmonary artery banding to
promote contralateral pulmonary artery growth. Heart Vessels. 2012 Sep;27（5）:532-4.
6-2．研究費
文部科学省科研分担研究（竹田津）
胎児不整脈

7．自己評価・点検
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，期間中に医
員移動等もあり学術的にはやや昨年に比しては低いレベルであった．
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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 , 運営責任者 , 病院長代理 , 先天性心疾患外科

治療 , 医学博士

鈴木孝明（SUZUKI, Takaaki）: 教授 , 診療科長 , 研究主任 , 教育主任 , 複雑心奇形手術，ハイブリッド手術 , 医学博士
枡岡

歩（MASUOKA, Ayumu）: 講師 , 病棟医長 , 外来医長 , 成人先天性心疾患 , 医学博士

岩崎美佳（IWAZAKI, Mika）: 助教
中村智一（NAKAMURA, Tomokazu）: 助教
山岸俊介（YAMAGISHI, Shunsuke）: 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, クリニカルクラークシップでは，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新の治療戦略や手術方法を講義している．
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, クリニカルクラークシップについては，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．また , 新しい手術方法の開発にも取り組
んでいる .
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 .
●左心低形成症候群に対する Hybrid 治療戦略の改良 .
●総肺静脈還流異常に対する新しい肺静脈吻合方法の開発 .
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 .Hybrid 治療については
国内で最も多い症例数を経験しており , 良好な成績をおさめている . 肺静脈の吻合方法については英文誌に投稿して
in press となっている .
3-4．自己評価と次年度計画
脳保護の研究についてはデータの解析作業を行っている .Hybrid 治療は継続中である . また新たな基礎的研究の課
題を策定中である .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
大学病院としては数少ない独立した診療科としての小児心臓外科である . 大学病院の特色を活かした高度先進医療
を , 先天性心疾患に対する外科治療に提供している . 手術症例数は年々増加傾向にあり , 今年度は体外循環下の手術
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が 137 例で , 全手術が 186 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）編集委員（加藤木）
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）
Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery（日本小児循環器学会機関紙）査読委員（加藤木 , 鈴木）
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）
Journal of Anesthesia 査読委員（鈴木）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本胸部外科学会理事（加藤木）
日本胸部外科学会卒後教育委員会常任委員（加藤木）
日本胸部外科学会評議員（加藤木 , 鈴木）
日本心臓血管外科学会評議員（加藤木）
日本小児循環器学会理事（加藤木）
日本小児循環器学会評議員（加藤木 , 鈴木）

6. 業績
6-1．論文・学会発表
学会発表
①鈴木孝明，
小児心臓外科における Professionalism：体外循環編
第 37 回日本体外循環技術医学会

2011/10/9

②鈴木孝明
小児開心術中の MUF における白血球除去フィルターの有用性
第 37 回日本体外循環技術医学会
③枡岡

2011/10/9

歩，鈴木孝明，内村紀子，木村成卓，加藤木利行

Heterotaxy 合併単心室症例の最近の臨床成績
第 47 回日本小児循環器学会総会

2011/7/6

④内村紀子，鈴木孝明，木村成卓，枡岡歩，加藤木利行
当院における小児開心術後縦隔炎の予防と治療成績
第 47 回日本小児循環器学会総会

2011/7/7

⑤木村成卓，鈴木孝明，内村紀子，枡岡

歩，加藤木利行

単心室症例の総肺静脈還流異常に対する吻合法の工夫
第 47 回日本小児循環器学会総会
⑥山岸俊介，枡岡

2011/7/7

歩，中村智一，岩崎美佳，加藤木利行，鈴木孝明

右肺静脈右房吻合＋心房内血流転換で行った Scimiter 症候群の一例
第 154 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会

2012/3/3

⑦ Katogi T
Surgical setting of pulmonary blood ﬂow in asplenia syndrome
Mt. Fuji network forum 2012/3/3
⑧ Kimura N, Uchimura N, Iwazaki M, Masuoka A, Katogi T, Suzuki T
A modified technique for total anomalous pulmonary venous connection repair
single ventricle.
20th Annual meeting of Asian society for cardiovascular and thoracic surgery
2012/3/7
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著書
⑨鈴木孝明
新生児乳児の体外循環
第 27 回日本人工臓器学会セミナー
日本人工臓器学会

体外循環と補助循環 2011 西村元延部編集

p61-68 2011/7

⑩鈴木孝明
動脈スイッチ手術における肺動脈再建法
胸部外科

65 巻 1 号

p41 2012/1

⑪鈴木孝明
心大血管
標準小児外科学

第6版

伊藤泰雄監修

医学書院

p117-135 2012/3

総数：論文 3 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
該当なし

7．自己点検・評価
卒前教育における講義，BST 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た．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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3．18）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）
：小児がん・血液疾患

2．教育
2-1．目的･目標
小児腫瘍学・血液学について学生教育を数年経験し，本学の学生は臨床医学を理解するに必要な「基本的な生物学・
化学・数学」および「基礎医学」を理解・教育されていない事が良くわかった．私の学生教育分担内容は，成人領域
の血液学，腫瘍学などで講義されることの重複になっては意味をなさないため，それらの内容を理解するに助けとな
るような，
「基礎医学・生物学を復習しながら臨床医学の実例に触れる」ことを基本とした授業内容にした．これによっ
て，基礎を忘れてしまっている学生諸君に，成人領域で学習する「臨床の実際」を基礎から理解するための助けとす
ることを目標とした．
2-2．教育内容（担当者）
田中が担当している．上述のごとく，近年の驚異的な生命科学進歩のスピードに合わせ，最近のトピックスを交え
基礎的な内容を，血液学，腫瘍生物学，免疫学について講義・臨床実習を行った．
2-3．達成度
授業終了後の質問者も多く，私語は無い．興味を持って授業を受けていることは学生の視線を見れば明らかである
が，その内容を理解・記憶し，BSL まで維持して来る学生は残念ながら少ないと感じられる．
2-4．自己評価と次年度計画
学生教育に関してはその責を十二分に果たしていると考えている．今後も現在の方針で，対話型（学生に質問し，
意見を発言させる）の講義を行っていく．
BSL では，努めて小児腫瘍学に必要な実技（小児の鎮静，マルクや骨髄生検，中心静脈確保など）の現場に立ち会わ
せ，臨場感を体感させるようにしている．この方法も学生諸君に極めて好評である．

3．研究
3-1．目的・目標
日本全国の小児悪性疾患・血液疾患を統括して管理する「小児血液・がん学会」が立ち上げられ，それに参加する
ことで日本人小児の全体像把握に協力している．
これとは別に臨床的に極めて特異的な表現形を示す腫瘍性疾患が希ならず存在することが解ってきた．これらについ
てはその病態解析などを，これまでの田中の基礎研究経歴で培った人脈を応用し，共同プロジェクトをいくつか開始
している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
・T 細胞性リンパ芽球性リンパ腫から単離された新規融合遺伝子の機能解析（京都府立医大，三重大学医学部との
共同研究）
）
・髄腔内に投与された MTX の体内動態と MTX 関連トランスポーターの遺伝多型に関する研究（本学腫瘍内科，
東京大学薬学部との共同研究）
3-3．研究内容と達成度
3-2 に述べた内容を現在，解析中である．
3-4．自己評価と次年度計画
実際の clinical question から発生した，まさしく TR と呼べる研究が開始でき，一応の目標は達成しつつある．結
果をだし，論文発表，海外の専門学会での発表などを行っていく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
次年度には本学の卒業生 2 名が入局を予定している．これは，我々の診療内容・レベルが学内で高く評価された
証であると認識している．
また，新規の専門医制度である「小児血液・がん専門医研修認定施設」に認定されたので，今後は，新規制度の「レ
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ジデント制度」を活用し，全国から Pediatric Oncologist を目指す有為な若手医師を募集していく予定である．

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
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：幼若

児への鎖骨上穿刺による安全なヒックマンカテーテル挿入法の研究

第 53 回日本小児血液・がん学会学術集会（群馬）2011-11-27
②田中竜平

他：小児腫瘍性疾患での FDG-PET 画像の特徴 - 成人肉腫例との比較

第 51 回日本核医学会学術総会（茨城）2011-10-28
③田中竜平

他：Recommendation for the prophylaxis of tumor lysis syndrome and DIC for the chemo-sensitive

malignant neoplasms
第 9 回日本臨床腫瘍学会学術集会（神奈川）2011-07-21
総数：論文

0 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
現有のスタッフ 2 名でここまでの成長を短期間に遂げたのは，スタッフの能力の高さ，経験の豊かさ，学際的交
友関係の広さの賜と考える．
23 年度までの診療科としての成長過程には身びいきに過ぎるかも知れないが瞠目する．当科の診療内容は本邦お
よび先進諸国に比較し，最高水準であることに疑いはない．
教育関係に関し，次年度には本学出身者 2 名の入局希望があり，これは，当科の診療姿勢，教育姿勢が本学学生
に高く評価された証左である．
Translational Research にて臨床から得た疑問に基礎的に答え，そこから新規の疾患概念や，新規治療法に結びつ
く成果が今後の活動により生まれると確信している．
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3．19）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：博士
須山孝雪（SUYAMA, Takayuki）
：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，一
般皮膚科：博士
寺本由紀子（TERAMOTO, Yukiko）
：助教：専門医員，外来・研修担当医長：皮膚外科，化学療法，一般皮膚科
江口弘伸（EGUCHI, Hironobu）
：助教：専門医員，：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・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，主治医としてオペの執刀等積極的な指導を行う（山
本明史・須山孝雪）
2-3．達成度
学生：皮膚悪性腫瘍に興味を抱き，その知識を向上したと思われる．
助教：着実に経験を積み，見識を向上させ，1 名は大学院（がんプロフェッショナルコース）を進級し，研究を進
めている．
2-4．自己評価と次年度計画
助教は着実に知識・臨床経験を習得し，その成果を研究会や学会に発表し，確実に研鑚が積みあげられた．
研究会（日高皮膚疾患診療懇話会および埼玉難治性皮膚疾患臨床研究会）を着実に開催し，地域の医療連携をさら
に深め，多数の患者の紹介を受け，着実に早期治療を施行している．
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．

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開発費による）
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新しい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用が認可されたが，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．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
きわめて発生頻度の少ない皮膚悪性腫瘍患者の診療を中心として，全科における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
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の専門的診療を施行することを目標とし，実践している．当科では保険適用施設として，メラノーマにおけるセンチ
ネルリンパ節生検を実施している．開院以来，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
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：あり（山本：日本癌治療学会編集委員，癌と化学療法誌編集協力委員）
（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，Clinical & Experimental Metastasis 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：（山本：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副委員長，日本がん治療認定医機構教育医など

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対処法について，Oncology Nursing，2：12 − 15，2011
②山本明史：外来がん化学療法におけるリスク管理：血管外漏出の対処法，癌と化学療法，38：1750-1752，
2011
③山本明史：術後補助療法，1 冊でわかる皮膚がん，文光堂：245-247，2011
④山本明史：抗がん剤の種類・作用機序と副作用，日本皮膚科学会発行：2011
⑤須山孝雪，寺本由紀子，堤田
⑥須山孝雪，寺本由紀子，堤田

新，山本明史：基底細胞母斑症候群の 1 例．Skin Cancer,26：184-190,2011
新，山本明史：有茎性結節を形成した乳房外 Paget 病の 1 例．臨 床皮膚科，

65：879-882，2011
⑦山本明史：悪性黒色腫，今日の治療指針 2012，医学書院：1036 − 1037，2012
総数：論文 7 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開発費

80 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 7 回 2011 年 4 月 28 日・第 8 回 2011 年 11 月 10 日開催），埼玉難治性
皮膚疾患臨床研究会を 2 回開催（第 5 回 2011 年 5 月 21 日・第 6 回 2011 年 10 月 22 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着実に実行している．地
域の医療連携がきわめてうまくいき，皮膚悪性腫瘍を疑う患者さんは即座に当科に紹介になるため，その患者は早期
発見・早期治療となり，短い入院期間ならびに簡単な手術治療により軽快し，ひいては社会に大いに貢献している．
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3．20）泌尿器科
1．構成員
上野宗久（UENO, Munehisa）
：教授：診療科長，泌尿器科腫瘍学：博士
小山政史（OYAMA, Masafumi）
：准教授（2011.12.31 まで講師）
：診療副科長，泌尿器科腫瘍学，内視鏡手術：博士
黒田

功（KURODA, Isao）
：講師：外来医長，泌尿器科腫瘍学，前立腺小線源手術：博士

古平喜一郎（KODAIRA, Kichirou）
：講師（2011.6.30 まで助教）
：病棟医長，医局長，泌尿器科腫瘍学，内視鏡手術：
博士
竹内尚史（TAKEUCHI, Hisashi）
：助教：医員
辻田裕二郎（TUJITA, Yujirou）
：助教：医員
澤田陽平（SAWADA, Youhei）
：助教：医員

2011.10.1 から在籍：博士
2011.8.30 まで在籍
2011.9.30 まで在籍

岡部尚志（OKABE, Takashi）: 大学院生
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，泌尿器科腫瘍科の特殊性を生かし，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く．
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
前年度から人員としては大学院生が一人加わり，学生に近い立場の存在として情報交換に勤めた．その結果として
今年度は初めて 5，6 年生の計 3 人がクリニカルクラークシップで当科を選択し，一ヶ月間の研修を受けた．前年度
まで希望者がいなかったことから考えると，我々のベッドサイドにおける学生教育に一定の評価がなされたのではな
いかと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
講義に関しては学生からも高評価を得ており，次年度は質を落とさずより良い学生指導ができるように，授業なら
びにベッドサイドティーチングでもさらなる努力を惜しまない所存である．
今後は悲願である後期研修医の加入を期待し，学外活動にも力を入れて行きたい．

3．研究
3-1．目的・目標
症例数の多い当科の利点を生かして，臨床研究，臨床統計を中心に泌尿器科悪性領域の研究を行っていく．臨床治
験などを積極的に導入し，将来的には診療プロトコールの一助となるような結果を出せるのが目標である．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）.
5- アミノレブリン酸（5-ALA）による蛍光膀胱鏡を用いた膀胱癌の光力学診断に関する多施設共同試験（医師主導
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型治験）
（上野・小山）
地域還元型の臨床研究の展開，前立腺癌地域連携パスの浸透を目指して（小山）
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）
電子カルテを用いた泌尿器科領域における医療情報データベースの構築（古平）
尿路悪性腫瘍細胞における時計遺伝子の発現（上野・岡部）
3-3．研究内容と達成度
5-ALA を用いた内視鏡診断に加え，内服による体内動態や血中マーカーとしての役割を確認（小山）
地域連携パスを活用し，
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 対象症例に対して海外雑誌に投稿（黒田）
データベース収集の他，クリニカルパスを活用すべく院内で活動（古平）
In vitro においてデータ収集中である（岡部）
3-4．自己評価・次年度計画
各地域の前立腺癌患者の年齢分布，病期，治療方針などを解析できた．次年度はさらに癌登録地域を拡大し，疫学
的調査を進めていく（小山）
ストロンチウム 89 のデータ蓄積中であるが，蓄積に時間がかかるので，このまま継続していく（黒田）
医療情報学会にて発表し，今後もデータ収集を行っていく（古平）
腎がん細胞株にて時計遺伝子の局在を確認，さらなる研究目標を立て実行する（岡部）

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
現在，泌尿器悪性腫瘍にたい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とロボットを用いた前
立腺全摘術のみで，最新の治療すべて施行できる．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，今後も世界標準でかつ安全性，患者満足度も充足する治療を推進していく所存であ
る．
表 在 性 膀 胱 癌 に た い し て 蛍 光 内 視 鏡 に よ る TUR-BT が 治 験 段 階 と な り， 限 局 性 前 立 腺 癌 に た い し て
I125SeedImplant，HDR さらに IMRT を県下では最も施行している施設となった．浸潤性膀胱癌にたいする膀胱全摘
時に新膀胱造設を導入し，現在でも症例数は国内でも上位に位置している．
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が，今後も増減員が予想され，安定した人数で診
療に対応していくのが目下の目標である．

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 2 編，和文 5 編，計 7 編
学会発表数：国際 3，国内 20，計 23 回
主な論文（総数 7）
① M. Shuto, A. Sayama, Y. Gotoh, K. Kamada, M. Nakamura, K. Warigaya, H. Watanabe, M. Ueno, M. Shimizu, T.
Fukuda, S. Murata：Significant Correlation between Chromosomal Aberration and Nuclear Morphology. Acta
Histochem.Cytochem,45（1）25-33,2012.1
②小山政史，上野宗久：4. 腎細胞がんに対する PDD の応用：光力学的診断の新展開〜光の先に何がみえるのか〜．
Jpn J Endourol ESWL 24（1）：23-28，2011
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③上野宗久：腎細胞がん

その他のチロシンキナ−ゼ阻害薬

科学評論社

8（2）122-127,2011.8

④小山政史：埼玉北部・西部地区前立腺癌患者状況〜 PSA 病診連携パスを通じて．埼玉医科大学国際医療センター
地域医療連携 News No.6（Feb）
，2012
⑤ I. Kuroda: Eﬀective use of strontium-89 in osseous metastases. Ann Nucl Med, 26（3）197-206, 2012
⑥小山政史，上野宗久：019. 泌尿器科手術後のイレウス：泌尿器科ベッドサイドマニュアル．臨床泌尿器科増刊
号 66（4）：113-119，2012
⑦古平喜一郎：02. クリニカルパスの現況：泌尿器科ベッドサイドマニュアル．臨床泌尿器科増刊号 66（4）：
23-25，2012
主な学会発表（総数 23）
一般演題（示説）
⑧堀永

実，福山隆一，飯田正弘，松島将史，矢内原仁，中平洋子，坂本博史，香久山裕史上野宗久，朝倉博孝

膀胱癌に対する BCG とドセタキセルの併用の抗腫瘍効果の検討

第 99 回日本泌尿器科学会総会

2011.4.21

⑨古平喜一郎，黒田功，小山政史，上野宗久，Ｔ 3 侵潤性膀胱癌に対する Gemcitabine-Cisplatin による術前補助
化学療法の効果

第 99 回日本泌尿器科学会総会

2011.4.21

⑩小山政史，村田晋一，古平喜一郎，黒田功，上野宗久
断時の蛍光発色の傾向性に関する検討

⑪小山政史，村田晋一，古平喜一郎，黒田功，上野宗久
力学的診断：蛍光発色強度と組織型に関する検討
⑫小山政史，古平喜一郎，黒田功，上野宗久
スの初期使用経験

膀胱癌に対する 5 −アミノレブリン酸併用光力学的診

第 99 回日本泌尿器科学会総会

2011.4.22

腎癌に対する 5 −アミノレブリン酸経口投与による光

第 99 回日本泌尿器科学会総会

2011.4.23

チロシンキナ−ゼ阻害薬抵抗性転移性腎細胞癌に対するエベロリム

第 99 回日本泌尿器科学会総会

2011.4.24

⑬ Minoru Horinaga, Ryuichi Fukuyama, Masahiro Iida, Masashi Matsushima, Hitoshi Yanaihara, Yoko Nakahira,
Munehisa Ueno, Hirotaka Asakura
orthotopic bladder cancer model

Enhanced antitumor eﬀect of intravesical BCG plus Docetaxel therapy in an
第 106 回アメリカ泌尿器科学会

2011.5.15

⑭ 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-muscle-invasive

cancer following single postoperative immediate intravesical chemotherapy

第 106 回アメリカ泌尿器科学会

2011.5.17
⑮岡部尚志，辻田裕二郎，澤田陽平，古平喜一郎，黒田功，小山政史，上野宗久
した症例

第 58 回日本泌尿器科学会埼玉地方会

腎癌術後 20 年で肺転移をきた

2011.6.18

⑯古平喜一郎，小山政史，伊藤浩紀，渡邉徹，加藤裕二，安原克彦，阿部拓，須藤利雄，北嶋将之，益山恒夫，堀永実，
朝倉博孝，鈴木隆大，重城裕，雨宮裕，湯浅譲治，井坂茂夫，城谷建二，角谷秀典，濵野達也，川口拓也，石引
雄二，上野宗久
⑰小山政史

埼玉北部・西部地区における多施設共同前立腺癌登録

センター地域医療連携懇話会
⑱小山政史

第 51 回埼玉泌尿器科医会

埼玉北部・西部地区前立腺癌患者状況〜 PSA 病診連携パスを通じて
2011.7.27

腎細胞癌治療に関して

ファイザー株式会社全国社内 web 勉強会

2011.8.29

⑲古平喜一郎，岡部尚志，澤田陽平，辻田裕二郎，黒田功，小山政史，上野宗久
24 回埼玉県西部地区泌尿器科研究会
⑳黒田功

診断に苦慮した症例−臍

㉑黒田功，澤田陽平，古平喜一郎，小山政史，上野宗久

埼玉県尿路悪性腫瘍研究会

2011.9.30

Clinical Outcome:SV Localized advanced Prostate Cancer

with PSA Over 50 Treated by HDR（High-Dose-Rate）Brachytherapy

第 31 回国際泌尿器科学会 2011.10.16

膀胱癌に対する 5- アミノレブリン酸併用光力学的診断時の蛍光発色の傾向性に関する検討

回膀胱癌治療カンファレンス

第

2011.9.3

骨転移疼痛緩和療法におけるストロンチウム 89

㉒小山政史

2011.7.7

第 44 回埼玉医科大学国際医療

第 11

2011.11.5

㉓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

岐阜県泌尿器科メタストロン講演会

㉔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

昭和大学放射線科・泌尿器科合同カンファレンス

2011.11.10

2011.11.12
㉕竹内尚史，古平喜一郎，岡部尚志，黒田功，小山政史，上野宗久
めた一例

第 59 回日本泌尿器科学会埼玉地方会

ダガビトラン内服再開にて TUR 後出血を認

2011.11.19

㉖古平喜一郎，黒田功，小山政史，上野宗久：データウェアハウスを利用した病院単科における臨床データベース
の作成，第 31 回 医療情報学連合大会（第 12 回 日本医療情報学会学術大会），鹿児島，2011.11.21
㉗黒田功
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泌尿器癌骨転移における塩化ストロンチウム療法

愛媛県骨転移疼痛緩和講演会

2011.11.26

泌尿器科

㉘小山政史，澤田陽平，岡部尚志，辻田裕二郎，古平喜一郎，上野宗久
経口投与における安全性評価

第 25 回日本泌尿器内視鏡学会総会

㉙竹内尚史，小山政史，岡部尚志，古平喜一郎，黒田功，上野宗久
部地区泌尿器科研究会
㉚黒田功

光力学的診断時の 5- アミノレブリン酸

2011.11.30
診断に苦慮した症例−腎臓

第 25 回埼玉西

2012.03.10

Sr89 の現在・過去・未来

第 16 回埼玉前立腺研究会

2012.03.31

6-2．獲得研究費
（医師主導型治験 :5- アミノレブリン酸（5-ALA）による蛍光膀胱鏡を用いた膀胱癌の光力学診断に関する多施設共
同試験）
：平成 23 年度 100 万円
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
北埼玉前立腺カンファランスを年 2 回主催
第 1 回埼玉西部ウロロジ−セミナ−

2011 年 9 月 13 日

日高前立腺がん治療懇話会

2012 年 2 月 10 日

埼玉前立腺ワ−クショップ

2012 年 3 月 17 日

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．
後期研修医（大学院生）の加入によって医局内は活性化された．手術症例は腹腔鏡や進行症例が多く，若手の修練
の場としては限られた症例になっているが，放射線療法，化学療法や緩和ケアなど，技術以外にも学ぶことの多い臨
床現場であり，今後も順調に成長を期待したい．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．また，看護師に対しても積極的に勉強会を
開催し，泌尿器科の知識や臨床での問題点などを共有するように心掛けている．
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るが，治験を獲得できたのは評価できると考え
ている．今後も最先端の治療としては新規薬剤を積極的に投与できるような活動を行って生きたいと考えている．そ
の上で，新しい情報を発信していきたい．
臨床においては，地域連携を主眼に行ってきた結果，特に前立腺癌の手術数の増加が目覚ましかった．これも開院
以来周辺地域の開業医ならびに病院からの一定の評価をいただいた結果と自負している．今後も前立腺癌のみならず，
腎臓，膀胱に関しても症例数を伸ばして行きたいと考えている．外来，入院における患者数，手術症例数ともほぼ目
標を達成できたと認識しているが，以前に比べてがんセンターとしての要素がより強くなり，難症例が増加している
ようにも感じている昨今である．
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3．21）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：医学博士

中平光彦（NAKAHIRA, Mituhiko）
：講師：病棟医長：頭頸部腫瘍，嚥下障害：医学博士
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
松村聡子（MATUMURA, Satoko）
：助教：医員
久場潔実（KUBA, Kiyomi）
：助教：医員
井上

準 （INOUE, Hitoshi）
）
：助教：医員

野島淳也（NOJIMA, Jyunya）
：助教：医員
嶋村由美子（SHIMAMURA, Yumiko）
：

口腔外科：医学博士

非常勤医員：大学院生，口腔外科

2．教育
2-1．目的，目標
埼玉医科大学附属病院中唯一の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卒後研修，
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：耳鼻咽喉科系統講義中，頭頸部腫瘍学，咽頭科学，喉頭科学，及び，内分泌ユニット中の甲状腺腫瘍を
担当した．国際医療センターでは，中耳炎，副鼻腔炎等の国試ガイドラインに含まれる一般耳鼻咽喉科疾患を体験す
ることは困難であることから，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，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．
学外で開催された，鼻内視鏡手術セミナー（慈恵医大）に当科若手を積極的に参加させた．
大学院教育
“ 遺伝子解析による下咽頭がん TPF 療法の 感受性及び副作用予測に関する臨床研究 ” を開始した．薬剤感受性から
開始し，症例を集積し遺伝子解析に向かうための準備指導を行っている．
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，大学病院，川越医療センター所属の研修医の頭
頸部外科教育のため，積極的に交流を図る必要がある．来年度以降，積極的に CLERK SHIP 学生，研修医を受け入れ
たい．
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3．研究
3-1．目的，目標
頭頚部癌治療のエビデンスを確立するための臨床研究を中心に，新しい治療法，検査法を開発し，頭頸部外科領域
で世界に発信できる施設を目指している．
3-2,3．研究グループ，研究内容と達成度
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）：菅澤，中平
頭頸部深部領域への外科的アプローチの改良：菅澤，松村
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：）菅澤，中平，盛田，高城，松村，久
場，井上
化学放射線療法後救済手術の合併症の軽減：菅澤，久場，井上
高齢者頭頚部癌症例の低侵襲治療：菅澤，盛田，高城
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）：菅澤，野島
頭頸部癌画像診断法の評価：中平，盛田，高城
中咽頭がんと papilloma virus 感染：中平，久場
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，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．
本年度から，“ 遺伝子解析による下咽頭がん TPF 療法の感受性及び副作用予測に関する臨床研究 “ を大学院生島村
を中心に開始した．現在症例をリクルートすると共に，下咽頭がん Cell line を使用し薬剤感受性を検討している．
3-4．自己評価と次年度計画
多忙な臨床の傍らで，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．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（詳細は病院要覧に記載）
頭頸部腫瘍科の存在も確立し，埼玉県のみならず，近県からも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．悪性疾患新患総数も順調に増加し 313 名に達し，手術件数は 300 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
の病床数では限界に近い．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．

3．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
5-3．その他
菅澤

査読委員

社会あるいは医学貢献に関わる業務

正

日本頭頸部外科学会理事
日本頭頸部癌学会理事
日本頭蓋底外科学会監事
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6．業績
6-1．論文，学会発表
論文 , 著書 10 編，学会研究会発表

14 回

主な業績代表論文 10 編
① Higo R, Nakahira M, Sugasawa M, Nakatsuka T. Manometric assessment of pharyngeal swallowing pressure after
mandibular reconstruction.
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011;268（6）:941-4.
② Tomoya Sato, Hiromi Hasegawa, Masashi Sugasawa, Masanori Yasuda, Kei Morita, Mitsuhiko Nakahira, Takashi
Nakatsuka. Free jejunal transfer for a 15-year-old girl with synovial sarcoma of the hypopharynx. J Plast
Reconstr Aesthet Surg. 64（8）, 1100-1103, 2011.
③ Shimamura Y, Abe T, Nakahira M, Yoda T, Murata S, Sugasawa M.Immunohistochemical analysis of oral
dysplasia: diagnostic assessment by fascin and podoplanin expression.Acta Histochem Cytochem. 44:239-45.
2011
④ Nakahira M, Saito N, Murata SI, Sugasawa M, Shimamura Y, Morita K, Takajyo F, Omura G, Matsumura
S.Quantitative diﬀusion-weighted magnetic resonance imaging as a powerful adjunct to ﬁne needle aspiration
cytology for assessment of thyroid nodules.Am J Otolaryngol. 2011 Dec 6. [Epub ahead of print]
⑤ Nishijima H, Asakage T, Sugasawa M.Malignant carotid body tumor with systemic metastases.Ann Otol Rhinol
Laryngol. 2011 Jun;120（6）:381-5.
⑥菅澤

正：山口徹編，今日の治療指針 2012：下咽頭癌，Ｐ 1265, 医学書院，2012

⑦菅澤

正．化学放射線療法後の喉頭全摘後に咽頭皮膚瘻が生じた．耳鼻咽喉科・頭頸部外科 83:481-484,2011

⑧中平光彦，菅澤

正．特集

私の処方箋

口腔咽頭領域

放射線・抗癌剤による口腔咽頭の粘膜障害．JOHNS

27（9）
：1417-1419，2011
⑨小村

豪，菅澤

正，松村聡子，高城文彦，盛田

恵，中平光彦．体幹部原発悪性腫瘍の頭頸部領域転移．頭頸

部外科 21（3）:265-270，2011.
⑩松村聡子 , 小村

豪，菅澤

正，高城文彦，盛田

恵，中平光彦下咽頭癌頸部リンパ節転移に起因した頸胸部壊

死性筋膜炎の 1 例：耳鼻咽喉科・頭頸部外科（0914-3491）83 巻 4 号 Page272-274,2011
6-2．獲得研究費
菅澤正

研究分担者

平成 23 年度

厚生労働省科学研究費補助金「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」 50 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
2011/10/20

北関東頭頸部がん研究会 （大宮）

主催（代表世話人）

2012/3/12 第 1 回埼玉頭頸部がんフォーラム（大宮） 主催（代表世話人）

7．自己点検・評価
臨床面では，順調に活動の場が広がった．本年度は 2 名の入局者を迎えたが，マンパワー不足は深刻であり，研究，
教育活動では制限が加わった．来年度以降，積極的な教育活動，学会活動を通じてアピールし，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．
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網羅している．開院
後 5 年が経過し，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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3．22）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
講師：外来医長

婦人科腫瘍学・癌臨床試験

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
黒崎

産婦人科学，婦人科腫瘍学

亮（KUROSAKI, Akira）助教：産婦人科学，婦人科腫瘍学

がんプロ大学院生

がんプロ大学院生

西川忠暁（NISHIKAWA, Tadaaki）助教（後期研修医）：産婦人科学
花岡立也（HANAOKA, Tatsuya）助教（後期研修医）：産婦人科学，がんプロ大学院生
堀

祐子（HORI, Yuko）助教：産婦人科学

2．教育
2-1．目的・目標
婦人科腫瘍科は産婦人科（基本学科）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，黒崎，西川，花岡，堀が 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，黒崎，西川，花岡，堀が，婦人科腫瘍学会専門医修練医の教育
には藤原・長尾・岩佐が当たった．西川，花岡が日本産科婦人科学会専門医試験に合格した．
2-3．達成度
卒前教育では，産婦人科全体の BSL 期間が 2 週間という短期間であるため婦人科腫瘍を系統的に教育することが
困難であった．卒後教育では，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．

3．研究
3-1．目的・目標
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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）
GOG268 試験 （卵巣明細胞癌に対する Temsirolimus の有用性を検討する国際共同医師主導治験）
婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構（JGOG）での多施設共同試験
JGOG3017 試験 （卵巣明細胞癌に対する化学療法第Ⅲ相試験，GCIG 国際共同試験）
JGOG2043 試験 （子宮体癌術後化学療法に関する第Ⅲ相試験）
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 40 mg/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 Feasibility
試験
再発卵巣癌に対する gemcitabine または PLD とカルボプラチンの併用に少量パクリタキセルを加えることによる
安全性増強を確認するための feasibility 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
比較試験として遂行されている．他施設からの登録も始まり，登録数が伸びてきている．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．
3-4．自己評価と次年度計画
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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，厚労科研をもとに平成 23 年 3 月に雇用した CRC が活躍し
てくれるようになった．
トランスレーショナルリサーチに関しては，長谷川の指導の下，黒崎，花岡が「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．前年度か
ら行われているトランスレーショナルリサーチセンターとの共同研究は，西山教授の指導の下順調に推移している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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．

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 Editorial Board
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
藤原恵一
北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム
Gynecologic Oncology Group

副理事長

Principal Investigator, Ovarian Committee 委員

婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構

理事

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

13

学会発表数

16

① 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 41（2）:278-82, 2011
② Morgan MA, Sill MW, Fujiwara K, Greer B, Rubin SC, Degeest K, Yamada SD, Waggoner S, Coleman RL, Walker
JL, Mannel RS A phase I study with an expanded cohort to assess the feasibility of intraperitoneal carboplatin
and intravenous paclitaxel in untreated ovarian, fallopian tube, and primary peritoneal carcinoma. Gynecol Oncol
121（2）:264-8,2011
③ 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 41（3）:320-7,2011
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
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藤原恵一

日本医師会治験推進研究事業

卵巣明細胞腺癌に対するテムシロリムスを含む化学療法の有効性及び安全性に関する研究
課題番号：CCT‐B‐2303
課題番号：CCT − C − 2311
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

7．自己点検・評価
開設 5 年目として，患者数は予想以上のペースで増加している．科員の数は前年度より 1 名減となり，科員には
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，人材確保に全力を尽くすとともに，診
療，研究補助人員の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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3．23）歯科・口腔外科
1．構成員
小林明男（AKIO, Kobayashi）
：准教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：学位論文審査教員（大学院）
口腔腫瘍：博士：埼玉医科大学口腔外科兼任

2．教育
口腔外科学講義

医学部 4 年

その他，埼玉医大参照

3．研究
高度専門病院に特化した国際医療センターの患者さんに対応した口腔ケアの検討．
がん治療における骨代謝阻害剤による顎骨壊死の病態把握，治療法の確立．
その他，埼玉医大参照

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
現在，紹介状のある院内入院患者さんを診察しているので，全ての患者さんに対応できていなが，可能な限り患者
さんが満足できるように努めている

5．その他
日本口腔診断学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表（3 件）
①ビスフォスフォネート製剤関連顎骨壊死のステージ分類および治療経過
佐野良良恵

福島洋介，小林明男，壁谷信，榎木祐一郎，中本紀道，佐藤毅，坂田康彰，依田哲也

日本口腔診断学会

24

5

68 Ｐ 2011

② BMP3 による骨髄間質細胞の骨芽細胞分化機構
古株彰一郎，佐藤毅，今井謙一郎，小林明男，依田哲也
日本口腔外科学会誌

57

123

2011

③口内炎発症における唾液中ストレス因子の概日リズム変動への影響
安部貴大，小林明男，佐藤毅，福島洋介，堀直子，依田哲也，高戸敦
日本口腔外科学会誌

57

277

2011

（著書・分担執筆）
小林明男：歯牙腫

保健同人社，4

2011

6-2-5
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が，患者さんの協力も得られており，現在特に
支障はない．口腔ケア外来開設に向けて準備中である．
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3．24）リハビリテーション科
1．構成員
牧田

茂（MAKITA, Shigeru）
：教授：運営責任者，研究主任：診療科長：指導教員（大学院）
：心臓リハ，がんリハ：
博士

前島伸一郎（MAESHIMA, Shinichiro）
：教授：教育主任：診療科長：代表指導教員

（大学院）：脳卒中リハ：

博士
大沢愛子（OSAWA, Aiko）
：講師：教育員：外来医長：脳卒中リハ：博士
内田龍制（UCHIDA, Ryusei）
：助教：研究員：医員：心臓リハ：博士

2．教育
2-1．目的･目標
リハビリテーション医学を理解し，臨床の場面で実践できるようになることを目的とする．
2-2．教育内容（担当者）
3 年生に対し講義を 1 回（心臓リハビリテーション：「循環器」のユニット
（リハビリテーションと運動生理：
「皮膚･運動器」のユニット

牧田担当），4 年生に対し講義を 1 回

牧田担当）行った．5 年生に対しては BSL を大学病

院リハビリテーション科ならびに総合医療センターリハビリテーション科と共同して行った．国際医療センターの担
当は，運動生理・運動負荷試験である（牧田，内田担当）．さらに，昨年度から循環器 BSL カリキュラムに心臓リハ
ビリテーションが導入され，見学型 BSL を実施した（牧田，内田担当）．
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．リハビリテーション医学の概論
的知識については修得できたと思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
目的を十分に達していると判断している．次年度も引き続き，大学病院リハビリテーション科および総合医療セン
ターリハビリテーション科と共同して教育カリキュラムを実施していきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
がん，脳卒中，心臓病に対する高度専門領域に特化した救命救急医療を提供する当院において，高度の医療水準を
満たしたリハビリテーションを提供していく．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
・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）
・がんのリハビリテーション（牧田，内田）
・脳卒中急性期のリハビリテーション（前島，大沢）
・高次脳機能障害のリハビリテーション（前島，大沢）
・脳卒中における摂食嚥下障害の臨床的研究（前島，大沢）
3-3．研究内容と達成度
心臓リハビリテーションにおいては，新たに作業療法士や言語聴覚士をスタッフに加え，ADL 障害や嚥下障害な
らびに認知機能障害に着目して介入していくことを開始した．とくに高齢心不全患者や左室補助人工心臓患者に重要
であると考えている．また，がんのリハビリテーションをシステム化して，肺がん周術期リハビリテーションに加え
て，造血器腫瘍，乳腺腫瘍と骨軟部腫瘍の領域において，新たな取り組みを開始した．脳卒中のリハビリテーション
では，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．
3-4．自己評価と次年度計画
自己評価：全体的に「良」であると考える．
次年度計画としては，現在の研究内容をさらに発展させていく予定である．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
心臓リハビリテーション実施件数は，2011 年心臓内科は 343 件，心臓血管外科は 572 件と共に前年を 10％以上
も上回る実績となった．また，2011 年は心移植と LVAS 離脱患者のリハビリも行うことができた．がん関係では周
術期リハビリテーションや造血幹細胞移植患者の予防的リハビリテーションを含み計 492 例を実施した．脳卒中の
リハビリテーションでは，患者数 892 名（脳出血 240 名，脳梗塞 342 名，くも膜下出血 85 名，その他の脳血管障
害 55 名，神経疾患 163 名，その他 7 名）を実施した．

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
心臓リハビリテーション編集委員（牧田）
，臨床スポーツ医学会誌編集委員（牧田），
Journal of Stroke and cerebrovascular diseases 査読委員（前島，大沢），脳卒中査読委員（前島）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本心臓リハビリテーション学会理事（牧田），日本臨床スポーツ医学会監事（牧田），社団法人日本ボート協会理
事（牧田）
，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，大沢）
，日本
脳卒中学会評議員（前島）
，日本神経心理学会評議員（前島，大沢）

6．業績
6-1．論文・学会発表
①重症心不全術後のリハビリテーションにおける内科・外科連携（内科から）
牧田茂
教育セッションⅢ

心臓手術後のリハビリテーション−内科・外科の連携−

第 75 回日本循環器学会

2011 年 8 月 4 日

パシフィコ横浜

②ケースマネジメントコンセプトを取り入れた運動指導外来の効果〜患者教育の前向き比較対照試験．
佐藤真治，正見こずえ，田中希，中根英策，牧田茂，野原隆司
シンポジウム「心臓リハビリにおける患者教育の実際と工夫」
第 17 回日本心臓リハビリテーション学会

2011 年 7 月 17 日

大阪国際会議場

③指導士認定制度委員会の立場から．
牧田茂
パネルディスカッション 3「心臓リハビリ指導士のあり方と将来像」
第 17 回日本心臓リハビリテーション学会

2011 年 7 月 16 日

大阪国際会議場

④冠動脈バイパス術後男性患者のスポーツリハビリが心血管系疾患発症と質的生存年数（VALYs）に及ぼす効果．
佐藤真治，樋田あゆみ，今村貴幸，内田龍制，石原俊一，牧田茂
パネルディスカッション 5「維持期・在宅の心臓リハビリをどう実践するか」
第 17 回日本心臓リハビリテーション学会

2011 年 7 月 17 日

大阪国際会議場

⑤左室補助人工心臓装着症例の運動耐容能の推移について．
花房祐輔，高木敏之，篠崎かおり，大塚由華利，外山洋平，飯塚有希，樋田あゆみ，内田龍制，牧田茂
第 17 回日本心臓リハビリテーション学会

2011 年 7 月 16 日

大阪国際会議場

⑥ LVAS 装着患者の呼気ガスデータの特徴− CABG 後患者と比較して−．
樋田あゆみ，内田龍制，花房祐輔，牧田茂
第 17 回日本心臓リハビリテーション学会

2011 年 7 月 16 日

大阪国際会議場

⑦心臓血管術後に嚥下障害を合併する患者の特徴について．
大村千穂，伊藤純平，花房祐輔，牧田茂
第 17 回日本心臓リハビリテーション学会

2011 年 7 月 17 日

大阪国際会議場

⑧心疾患発症におけるタイプ D パーソナリティーの関連性について．
石原俊一，今井有里沙，内田龍制，樋田あゆみ，牧田茂
第 17 回日本心臓リハビリテーション学会

2011 年 7 月 17 日

大阪国際会議場

⑨冠動脈バイパス術後の嚥下障害に対し言語聴覚士が早期介入し外来フォローまで至った 1 例．
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伊藤純平，大村千穂，花房祐輔，山崎宗隆，飯塚有希，大塚由華利，外山洋平，内田龍制，牧田茂
第 17 回日本心臓リハビリテーション学会

2011 年 7 月 16 日

大阪国際会議場

⑩運動時における心拍出量の非侵襲的測定装置に関する比較・検討．
篠崎かおり，花房祐輔，樋田あゆみ，大塚由華利，飯塚有希，牧田茂，藤田博暁
第 17 回日本心臓リハビリテーション学会

2011 年 7 月 16 日

大阪国際会議場

⑪高齢心不全患者のリハビリテーションにおける作業療法士の関わり：更衣動作に着目した検討．
鈴木真弓，武田智徳，山崎宗隆，牧田茂
第 15 回日本心不全学会

2011 年 10 月 13 日

鹿児島

かごしま県民交流センター

⑫心臓リハビリテーションにおける ST の意義−嚥下障害を有する心臓血管術後患者への取り組み．
牧田茂，内田龍制，知念亜紀子，鈴木英二
第 48 回日本リハビリテーション医学会

2011 年 11 月 2 日

千葉

幕張メッセ

⑬心臓・循環障害者の運動効果とスポーツ．
牧田茂
パネルディスカッション 6「内部障害者の運動効果とスポーツ参加基準」
第 48 回日本リハビリテーション医学会

2011 年 11 月 3 日

千葉

幕張メッセ

⑭心臓リハビリテーション．
牧田茂
Jpn J Rehabil Med 48（10）:671-679,2011
⑮自重を用いた在宅レジスタンストレーニングが慢性期心疾患患者の運動耐容能に及ぼす効果．
今村貴幸，間嶋満，佐藤真治，牧田茂
体力科学 60（2）:177-184,2011
⑯ Maeshima S, Osawa A, Nishio D, Hirano Y, Takeda K, Kigawa H, Sankai Y: Eﬃcacy of a hybrid assistive limb in
post-stroke hemiplegic patients: a preliminary report. BMC Neurology 2011, 11:116（26?September?2011）
⑰ 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 258:223-226, 2011
⑱ Maeshima S, Osawa A, Miyazaki Y, Seki Y, Miura C, Tazawa Y, TanahashiN: Inﬂuence of Dysphagia on ShortTerm Outcome in Patients with Acute Stroke. Am J Phys Med Rehabil 90:316-320, 2011
⑲ Osawa A, Maeshima S, Suzuki M, Kohyama S, Yamane F, Ishihara S: Unilateral oculomotor nerve palsy, ataxia and
Parinaudʼs syndrome caused by ventral midbrain hemorrhage. Neurology Asia 16:153-155, 2011
⑳前島伸一郎，大沢愛子，松田博史，宮崎泰広，石原正一郎，栗田浩樹，佐藤章，棚橋紀夫：小脳出血急性期にお
ける認知機能障害．Dementia Japan 25:164-169，2011
㉑前島伸一郎，大沢愛子，田澤 悠，宮崎泰広，山根文孝，石原 正一郎，栗田 浩樹，佐藤 章，武田英孝，棚橋紀夫：
脳卒中に関連した肺炎：急性期リハビリテーション介入の立場からみた検討．脳卒中 33：52-58，2011.
㉒前島伸一郎，大沢愛子，山根文孝，栗田浩樹，石原正一郎，佐藤 章，棚橋紀夫：急性期病院における小脳出血
の機能予後と転帰．脳卒中 33：98-105，2011 .
㉓大沢愛子，
前島伸一郎：半側空間無視に関連する症候．MB リハビリテーション 129 半側空間無視のリハビリテー
ション．全日本病院出版，東京，11-16，2011
㉔大沢愛子：失語症と言語聴覚療法．椿原彰夫（編著），PT・OT・ST・ナースを目指す人のためのリハビリテーショ
ン総論 ? 要点整理と用語解説．?? 診断と治療社，東京，pp158-162，2011?
㉕大沢愛子，前島伸一郎：脳卒中に合併した半側空間無視．症例から学ぶ 実践

脳卒中リハビリテーション．全

日本病院出版，東京，78-85，2011
【総数：論文 31 件，学会発表 77 件，講演 27 件】
6-2．獲得研究費
1）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．平成 23 年度厚生労働省科学研究費

班長：後藤葉一（国立循環器病センター）

2）前島伸一郎（分担）
：神経・筋難病疾患の進行抑制治療効果を得るための新規医療機器，生体電位等で随意コ
ントロールされた下肢装着型補助ロボットに関する治験準備研究．平成 23 年度厚生労働科学研究費補助金
3）大沢愛子：在宅認知症高齢者における認知機能と日常生活関連動作に関する介護支援．第 2 回ロート女性健康
科学研究会医学研究助成
4）平野恵健，前島伸一郎，大沢愛子，西尾大祐：段階的な基本動作訓練と早期歩行訓練が重度脳卒中患者に及ぼ
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す効果の検証．大同生命厚生事業団 2011 年度地域保健福祉研究助成
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）牧田茂，内田龍制

第 12 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー

シンポジウム「心臓リハビリテーションの最前線」
30 周年記念講堂

2011 年 4 月 16 日，17 日

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．研究面では，論文数，学会発表数共に多く，十分な
実績であると考える．臨床面においても，心臓リハビリテーション，脳卒中リハビリテーションともに患者数が増え
るとともに新たな課題に向かって挑戦しており，病院経営に貢献しているといえる．
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3．25）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
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

大野聖加（ONO, Seika）: 助教：医員：臨床麻酔
伊藤一志（ITOH, Kazushi）: 助教：医員：臨床麻酔
土屋

香（TSUCHIYA, Kaori）: 助教：医員：臨床麻酔

尾崎百合子（OZAKI, Yuriko）: 助教：医員：臨床麻酔
臣永麻子（TOMINAGA, Asako）: 助教：医員：臨床麻酔
森田蓉子（MORITA, Yoko）: 助教：医員：臨床麻酔
以上 19 名のほか，非常勤医師あり

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，有山が分担した．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磨田，有山が受け持った．
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
実習の充実や臨床現場での気管挿管実習など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，大学病院麻酔科と連携した循環，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
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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
ランジオロールがオフポンプ CABG 中の循環動態に及ぼす影響に関する研究
自律神経機能が周術期心筋虚血，不整脈に及ぼす影響の解析
気管挿管法の違いによる術後咽頭痛，嗄声への影響
手術中の糖投与による周術期のインスリン抵抗性への影響
3-3,4．達成度と自己評価
上記研究プロジェクトにおける進行度について毎月検討会を開き，協議しており，データの集積中である．同様に
新しい研究テーマについては随時検討，協議している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
業務の多忙さがあるが，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
北村

晶：PMDA 専門委員

日本赤十字社埼玉県合同輸血療法委員会 世話人
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
原著論文
① Maruyama K, Nakagawa H, Imanishi H, Kitamura A, Hayashida M. Comparison of postoperative pharyngeal
morbidity using the Macintosh laryngoscope or AirWay Scope after mastectomy. J Anesth. 2011; 25（5）:773-6
② Yoshikawa H, Andoh T, Tarumoto Y, Yamada R, Akihisa Y, Kudoh I. [Usefulness of epidural anesthesia for
percutaneous endoscopic lumbar discectomy（PELD）]. Masui. 2011; 60（12）：1370-7
③中川秀之，今西宏和，吉川博昭，寺尾和久，三枝勉，有山淳，林田眞和，北村晶．開創器で IVC が圧迫された
腹部大動脈瘤の麻酔経験．Cardiovascular Anesthesia．
2011.09; 15（1）:191-194
総説／解説
1）市原靖子，新藤幹子，磨田裕，北村晶，小山勇．手術器械出し技術員の採用と指導の経験 - 手術室看護師の業
務効率化をめざして．日本手術医学会誌．2011.08; 32（3）:266-269

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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3．26）
（1）救急医学科（救命救急科）
1．構成員
根本

学（NEMOTO, Manabu）
：教授，診療科長，運営責任者，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，副診療科長，研究主任：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，病棟医長，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
高平修二（TAKAHIRA, Shyuji）
：講師（兼担：腎臓内科），外来医長，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，専門医員，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
川原

毅（KAWAHARA, Tsuyoshi）
：助教，医員

星谷謙三（HOSHITANI, Kenzo）
：助教，医員

救急一般

内科一般，腎臓病学

川井田望（KAWAIDA, Nozomu）
：助教，
（兼担：整形外科），医員，教育員：救急一般
小川博史（OGAWA, Hiroshi）
：助教，医員
野村侑史（NOMURA, Yuushi）
：助教，医員

救急一般
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：非常勤医師
河相開流（KAAI, Kairyu）非常勤講師，救急一般，外科一般

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ならびに日本外傷学会外傷専門医研
修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．
2-2．教育内容（担当者：医員全員）
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
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
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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二次検
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
開院から 5 年が経過し，医学部学生，研修医，交換留学生などの臨床教育については，多忙のなか医局員の努力
により，満足できる設定目標に到達したと評価する．
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．救命救急センターとしての認可を受けたことから教育面でも，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．
整形外科グループによる骨折に対する超急性期治療については，豊富な症例から臨床研究を進めており，今後さら
に発展させていきたい．急性期呼吸管理については，古田島の指導のもと，救命 ICU における呼吸管理の検討も進
めていく予定である．
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現在，次期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
吸サポートチームの構築に向けても基本事項を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，救命救急センターとして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

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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．

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
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6．業績
6-1．論文・学会発表
①織田徹也，鳥尾哲矢，白川哲也，河野義彦，織田弘美：腰椎破裂骨折に対する治療経験 Spinal instrumentation
を用いた後方固定法．骨折 2011 ：33 ; 89 − 93.
②白川哲也，鳥尾哲矢，織田徹也，河野義彦，根本学，佐藤章，織田弘美：挙上位後方アプローチと前方アプロー
チを併用し一期的に肩甲骨関節窩骨折を治療した 1 例．骨折 2011：33 ; 326 ― 329.
③龍神秀穂，根本学：当院における蘇生後脳症の検討．脳死・脳蘇生 2011；23：70 − 73．
④中島弘之，佐藤章，高平修二，根本学，杉山達也，栗田浩樹，山根文孝，石原正一郎：治療に苦慮した肝硬変を
伴った慢性硬膜下血腫の 1 例．日本神経救急学会雑誌 2011：23 ; 32 − 36.
⑤大谷義孝，根本学：東日本大震災における災害派遣医療活動報告．埼玉医科大学雑誌 2011：38 ; 72 ― 74.
⑥河野義彦，鳥尾哲矢，白川哲也，織田徹也，織田弘美：小児大腿骨骨幹部骨折に対する創外固定の治療経験．骨
折 2011：33 ; 689 ― 692.
⑦神垣多希，大谷義孝，高平修二，日笠山智彦，鳥尾哲矢，根本学：単独登山中に遭難した 3 症例．日本救急医
学会関東地方会雑誌 2011 ：32 ; 82 − 83.
⑧柳沢宏人，栫井裕子，森野正明，高平修二，大谷義孝，龍神秀穂，古田島太，根本学：薬剤起因性中毒疹：
Toxic Epidermal Necrosis（TEN）の臨床経験．日本救急医学会関東地方会雑誌 2011；32：92 − 93．
⑨森ひろみ

諏訪宏和

中尾将光

高根裕史

古田島太：ICU でチーム医療による栄養管理が行われた急性期重症

患者の 1 例．ヒューマンニュートリション 3（6）:4-9，2011
⑩出口一郎，内野
日本救急医学会誌

晃，根本

学，棚橋紀夫：脳梗塞急性期血栓溶解療法における拡散強調 MRI 画像の有用性．

2012；23：1-11

総数：論文 10 件，学会発表 25 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
特定非営利活動法人

日本外傷診療研究機構

コースディレクター：根本

JATEC コース

学，コースコーディネーター：龍神秀穂

日本救急医学会認定 ICLS コース
コース開催責任医師：高平修二
日本救急医学会認定 BLS コース
コース開催責任医師：高平修二
日本救急医学会認定脳卒中病院前救護
コース開催責任医師：根本

学

日本救急医学会認定神経救急蘇生コース
コース開催責任医師：根本

学

日本救急医学会認定病院前外傷教育プログラム
コース開催責任医師，埼玉県世話人：根本

JPTEC

学

第 11 回首都圏救急医療ミーティング
世話人：根本

学，高平修二

第 39 回呼吸器セミナー
世話人：古田島

太

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，スタッ
フ不足もあり，研究，治験，先端医療などの分野では十分な実績を出すことができていないのが現状である．教育面
では，高平を中心とした院内 BLS コース，および院外も含めた救急医学会認定 ICLS コースの定期的開催に対して高
い評価を得ている．また，根本を中心に JPTEC，JATEC 開催にも積極的に関与し，救急隊員ならびに若手医師の教
育を行っているが，初期・後期研修医の教育では，研修期間を含め，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
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研鑽に努めていきたい．
また 3 月 11 日に起こった東日本大震災では，大谷義孝医師と中村一郎救急救命士が DMAT として被災地に出向き，
またその後の東北地方医療支援として岸田全人救急救命士が参加したことは，災害拠点病院としての任務を遂行でき
たに止まらず，災害対策の重要性を再認識するという点で貴重な体験となった．
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3．26）
（2）救急医学科（小児救命救急科）
1．構成員
森野正明（MORINO, Masaaki）
：教授：診療科長：小児救急，小児腎臓病，膠原病 ; 博士

2．教育（森野正明）
2-1．目的・目標

小児の発育と発達を理解し，病態を考察し適切な検査や鑑別を行い得るよう指導する．小児の

事故の特性を理解し，予防の重要性を体得する．
2-2．教育内容（森野正明） ①系統講義（医学部・医療学部・短期大学）：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，BSL クルズス（病理の見方）．②医学生の学習目標の設定および学習到達度
の適切な評価．③研修医の臨床指導：小児腎尿路疾患および膠原病の診療と小児救急医学の実践．
2-3．達成度

ほぼ適切な講義数を確保している．「小児」ユニットで系統講義を行い，学生の小児領域の学力評価を

適切に行っている．臨床研修に関し小児科と救命救急科を研修する研修医数の減少と期間短縮により，教育の機会
が減少していることが危惧される点である．
2-4．自己評価と次年度計画

小児科学の教育では，その目的を果たしている．4 年生小児ユニットと 6 年小児領域

の講義の充実により，学力向上を図る．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
3-1．目的・目標

1．小児外傷の実情と予防対策，2．小児期腎疾患の臨床病理

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．小冊子を用いた事故防止啓蒙活動の

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活動の研究．これらについて学会で継続的に結果を報
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治療効果．
3-4．自己評価と次年度計画

予防について社会の関心は薄い．啓蒙の観点から自転車安全運転 5 則 leaﬂet 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が十分ではない．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
小児は症例数がはるかに少ないが，地域に必須の医療を提供している．重症例は交通外傷が多く，特に自転車関連
外傷が目立つ．腎尿路疾患の専門外来も継続する．

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
5-3．その他

該当なし．

健康推進室長，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

方会学術委員，小児一次救命処置（PBLS）の普及のための講習会開催，健康推進室長．

6．業績
6-1．
【論文・総説等】
① Alport-leiomyomatosis 症候群の 1 小児例．日本小児外科学会雑誌．2012.02．48（1）:43-49
②感染のない場合は，傷や熱傷では消毒をしないほうがよいですか．小児内科・東京医学社．2011.12．43
（supplement）:S903-S905
②小児自転車関連外傷の臨床像

ヘルメット着用の必要性について．埼玉県医学会雑誌．2011.10．46（1）:67-70

④薬剤起因性中毒疹：Toxic Epidermal Necrosis（TEN）の 1 例の臨床経験．日本救急医学会関東地方会雑誌．
2011.06．32（1）:92-93
【学会発表】
⑤右腎無形成・重複子宮・腸回転異常をはじめとする複合奇形を認めた女児例．（共同演者）第 114 回日本小児科
学会学術集会

2011.4.15-17．2011.08．東京都

⑥ Caroli 症候群の 1 女児例．第 144 回日本小児科学会埼玉地方会．2011.05．さいたま
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⑦ Tublointerstitial nephritis and uveitis 症 候 群 の 1 例（ 共 同 演 者 ） 第 147 回 日 本 小 児 科 学 会 埼 玉 地 方 会．
2012.02．さいたま市
【総数：論文

2 件，学会発表

6-2．獲得研究費
6-3．受賞

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
代表世話人：森野正明

第 7 回埼玉小児腎膠原病研究会

平成 23 年 11 月 25 日

ラフレ埼玉

参加者数 30 名

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，診療のいずれでも複数の専門領域を担当し，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腎膠原
病を，国際医療センターでは小児救急領域を担っている．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．
研究会，教育活動等
講演

小児救急について

埼玉西部消防組合救急フェスティバル

2011/9/10（飯能）
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3．26）
（3）救急医学科（精神科救命救急科）
1．構成員
松岡孝裕（MATSUOKA, Takahiro）講師：診療科長：精神科救急医学，神経生理学（脳波）
非常勤医師：23 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 ʻOn Callʼ 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，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 2 位，学年 8 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．
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，今年度も両プロジェ
クトを継続して発展させ，国際学会発表を目指して行きたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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
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に ʻOn Callʼ 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：本科診療件数

159 件（日勤帯：113 件，
夜間帯：

46 件）
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％

70 〜

精神科病床への転科．

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
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，社会あるいは医学貢献に関わる業務
精神保健指定医研修会の事例研修

パネリスト（港区）＜松岡＞

精神科救急身体合併症に関する講演

講師（伊奈町）＜松岡＞

川越保健所こころの普及啓発講演会

講師（川越市）＜松岡＞

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」における措置入院事例の特徴と求められる機能整備について〜クラスター分
析による事例の群わけとその特徴抽出から〜：松岡孝裕，平田吾一，太田敏男，豊嶋良一．日本精神科救急学会
第 19 回大会（宮崎） 2010．
②妄想性障害の幻覚妄想『脳とこころのプライマリケア 6

幻覚と妄想』（㈱シナジー）2011.11．6．38-46

松

岡孝裕，豊嶋良一
【総数：論文

1 件，学会発表

6-2．獲得研究費
6-3．受賞

1件

講演

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

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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3．27）
（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：学位論文審査教員（大学院）：神経画像診断，血管造影診断，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
小澤栄人（KOZAWA, Eito）
：准教授：専門医員：MRI 一般，骨髄・婦人科画像診断：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：研修医長：画像診断一般，乳腺・小児画像診断：博士
斉藤尚子（SAITOH, Naoko）
：講師：専門医員：画像診断一般，頭頚部画像診断：博士
冨永循哉（TOMINAGA, Junya）
：助教：医員：体幹部画像診断：博士
高橋正洋（TAKAHASHI, Masahiro）
：助教（後期研修医）：医員：画像診断一般
中島怜子（NAKAJIMA, Reiko）
：助教（後期研修医）：医員：画像診断一般
田中淳司（兼担・大学病院）
（TANAKA, Junji）：教授：運営責任者：診療科長：研究副主任：専門医員：血管造影，
IVR，放射線被曝防護：博士
新津

守（兼担・大学病院）
（Niitsu, Mamoru）：教授：診療副科長：研究主任：教育副主任：骨軟部画像診断
非常勤

茅嶋恭代（KAYASHIMA, Yasuyo）
：講師：画像診断一般：博士
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，神経画像診断：博士
根岸

幾（NEGISHI, Chikashi）
：講師：画像診断一般，胸腹部画像診断，IVR：博士

佐藤洋一（SATOU, Youichi）
：講師：画像診断一般：博士
森下（長谷川）瑞江 （MORISHITA（HASEGAWA, Mizue）：医師 2 類：画像診断一般：博士
松尾有香（MATSUO, Yuka）
：医師 3 類：画像診断一般
渡谷岳行（WATADANI, Takeyuki）
：医師 3 類：画像診断一般：博士〜

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）
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）
2-3．達成度
学生の BSL，講義，初期研修医，後期研修医に対して，十分な教育を行うことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
初期研修医，後期研修医に対しては，十分な教育を行うことができた．次年度も同様に施行の予定．
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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，骨盤，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（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）
，特発性肺線維症の画像診断の標準化に関する研究，慢性過敏性肺炎の
画像診断所見に関する研究，牽引性気管支拡張の CT 診断の標準化に関する検討
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，肝悪性腫瘍の質的診断におけ
る MRI 拡散強調画像の有用性，CT 画像による無症候性の卵巣・子宮静脈拡張の意義の検討，膵・胆道悪性腫瘍
の画像と病理所見の比較検討
⑤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ＭＲスペクトロスコ
ピーに対する Gd 造影剤の影響についての検討
⑥骨盤グループ：子宮悪性腫瘍や卵巣腫瘍の 3 テスラ MRI における進展範囲や質的診断の評価
⑦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
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）
，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，慢性過敏性肺炎の画像診断所見に関する研究（継続），牽引性気管支拡張の CT 診断の
標準化に関する検討（継続）
③心臓グループ：ASIR を用いた CT 画像の検討，MRI による心筋症の検討，MRI を用いた心筋ストレインの検討
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，肝悪性腫瘍の質的診断におけ
る MRI 拡散強調画像の有用性，CT 画像による無症候性の卵巣・子宮静脈拡張の意義の検討，膵・胆道悪性腫瘍
の画像と病理所見の比較検討
⑤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（継続），3T 装置による乳
腺 MR スペクトロスコピー最適化のための基礎実験
⑥骨盤グループ：ホルモン卵巣腫瘍による MRI の卵巣腫瘍および子宮の変化の評価検討
⑦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），唾液腺腫瘍の ADC 値測定方法の検討

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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，⑤ 3TMRI の新規導入，⑥救命救急部門の 64 列 CT の効率的使用，
⑦ 3T MRI の有効利用であったが，おおむね達成することができた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
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

厚生労働省委託（労働者健康福祉機構） 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
685

放射線科（画像診断科）

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
日本磁気共鳴医学会雑誌：内野

文子，酒井

晃，岡田

文和，内野

晃

吉隆

Magnetic Resonance in Medical Sciences，Cardiovascular & Interventional Radiology，Neuroradiology，Surgical
and Radiologic Anatomy，IVR 会誌：内野

晃

Journal of magnetic resonance imaging：小澤

栄人

Chest，Internal Medicine，European Journal of Radiology，日本呼吸器学会雑誌，日本画像医学会雑誌，雑誌画像
診断，雑誌日本胸部臨床編集委員：酒井
Heart and Vessels：木村

文子，酒井

文和

文和

Americal Jounal of Roentgenology，心 CT：木村

文子

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 Inoue K, Kozawa E, Mizukoshi W, Tanaka J, Saeki T, Sakurai T, Kimura F: Usefulness of diffusion-weighted
imaging of breast tumors: quantitative and visual assessment. Jpn J Radiol 29:429-436, 2011.
② Uchino A, Saito N, Watadani T, Mizukoshi W, Nakajima R: Nonbifurcating cervical carotid artery diagnosed by
MR angiography. AJNR Am J Neuroradiol 32:1119-1122, 2011.
③ Saito N, Watanabe M, Liao J, Flower EN, Nadgir RN, Steinberg MH, Sakai O. Clinical and Radiologic Findings of
Inner Ear Involvement in Sickle Cell Disease. AJNR Am J Neuroradiol. 32（11）:2160-4, 2011
④ Sakai F, Tominaga J, Kaga A, Usui Y, Kanazawa M, Ogura T, Yanagawa N, Takemura T: Review: Imaging Diagnosis
of Interstitial Pneumonia with Emphysema（Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema）. Pulmonary
Medicine. Volume 2012（2012）, Article ID 816541, 9 pages.
⑤ Matsuo, Y, Kimura F, Inoue K, Ogawa H, Tabata Mi, Uwab, K, Nish, N, Komiyama, N, Niinami H: Evaluation of
Perivalvular Infectious Ventricular Pseudoaneurysm by ECG-gated Cardiac Computed Tomography: 2 Case
Reports. J Thorac Imaging, 26 September 2011.（E-pub ahead of print）, doi: 10.1097/RTI.0b013e31822a250c
⑥ Nakajima R, Saito N, Uchino A, Kuji I, Suzuki T, Nishikawa R, Yamaguchi H, Kimura F: Juvenile Psammomatoid
Ossifying Fibroma with Visual Disturbance: A Case Report with Imaging Features. J Neuroimaging. 2011 Jun 23.
doi: 10.1111/j.1552-6569.2011.00603.x.（Epub ahead of print）
⑦ Saito N, Nakahira M, Sakai O, Nadgir RN, Uchino A, Kimura F: Multispectral Quantitative Analysis of Salivary
Gland Tumors: T1, T2 Relaxation Times and ADC Values. 49th Annual Meeting of American Society of
Neuroradiology（ASNR 2011.6, Seattle, WA）.（Scientiﬁc poster）
⑧ Kozawa E, Nakajima R, Nishi N, Meguro S, Yasuda M, Fujiwara K, Tanaka J, Kimura F: Polypoid mass in the
uterine endometrial cavity: MR imaging ﬁndings and pathologic correlation. 97th Scientiﬁc Assembly and Annual
Meeting of the Radiological Society of North America（RSNA）.（2011.11, Chicago）
⑨ Mizukoshi W, Inoue K, Kozawa E, Murata S, Saeki T, Kimura F: Benign breast lesions on magnetic resonance
imaging: what the radiologist should know to differentiate benign from malignant lesions. 97th Scientific
Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America（RSNA）.（2011.11, Chicago）
⑩ Tominaga J, Johkoh T, Noma S, Akira M, Fujimoto K, Colby T, Sakai F, Sugiyama Y: Evaluation of clinico
radiologic-pathologically diagnosed IPF/UIP by expert physicians and radiologists. 97th Scientiﬁc Assembly and
Annual Meeting of the Radiological Society of North America（RSNA）．（2011.12, Chicago）
【総数：論文 63 件，学会発表 45 件，講演 28 件】
6-2．獲得研究費
酒井文和：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：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び薬剤性肺障害に関与する日本人遺伝的
素因に関する研究班

分担研究者

酒井文和：環境省委託調査研究 「平成 22 年度病理組織標本における石綿小体計測及び胸腔鏡所見の評価に関す
る調査研究」分担研究者
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6-3．受賞
① Certiﬁcate of Merit:?Mizukoshi W, Inoue K, Kozawa E, Murata S, Saeki T, Kimura F. Benign breast lesions on
magnetic resonance imaging: what the radiologist should know to diﬀerentiate benign from malignant lesions.
97th Scientiﬁc Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America（RSNA）．（2011.11,
Chicago）
② Certificate of Merit in Education Exhibit: Inoue K, Machida H, Niinami H, Asakura T, Kimura F: Ruptured
Aortic and Iliac Artery Aneurysms with Unusual Presentation: Characteristic CT Findings and Techniques for
Optimal Depiction. 97th Scientiﬁc Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America,
（11.26-12.2, 2011）
（Education exhibit, LL-VIE 4503）.
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 41 回頭頸部胸部画像研究会：2011 年 5 月 21 日（東京コンファレンスセンター）
心臓 MRI 講演会：2012 年 2 月 17 日

7．自己点検・評価
学部：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．画像診断科の各研究グルー
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，多く研究成果の発表と論文作成を行
うことができた．
大学院：大学院生なし
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3．27）
（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，研究主任，教育員：代表指導教員（大学院）
：脳核医学，画像解析学：
博士
久慈一英（KUJI, Ichiei）: 准教授：診療副科長，教育副主任，研究員：指導教員（大学院）
：脳核医学，心臓核医学，
腫瘍核医学：博士
今林悦子（IMABAYSHI, Etsuko）
：講師：外来医長，教育員，研究員：指導教員（大学院）
：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）：指導教員（大学院）：脳核医学：博士

島野靖正（SHIMANO, Yasumasa）: 一般大学院生
藤島基宣（FUJISHIMA, Motonobu）
：社会人大学院生
伊藤邦泰（ITOH, Kuniyasu）: 非常勤講師：画像診断学
中塚智也（NAKATSUKA, Tomoya）: 非常勤医師
尾崎

郁（OZAKI, Kaoru）: 客員講師：放射化学：工学博士

2．教育
2-1．目的･目標
卒前教育では，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ぶ．卒後教育では検査適応を含め
た臨床核医学診断技術を習得し，専門医習得を目指す．大学院では，さらに核医学研究者として英語で論文作成する
ことを目的とする．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育
・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）
卒後教育
・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）
大学院教育
・放射性医薬品を用いた臨床研究（松田博史，久慈一英）
・放射性トレーサを用いた核医学画像診断に関する研究（松田博史，今林悦子）
2-3．達成度
卒前教育：80%，卒後教育：70％，大学院教育，80%
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：BSL ではティーチングファイルを充実させて，学生の興味を引くように工夫した．講義でも，学生が興
味を持つように限られた講義時間内で内容を絞って行った．次年度は，さらに題材を厳選して，講義後の問題提示な
どを行って，核医学への興味を喚起し，自主的に核医学の勉強をできるようにしていく．
卒後教育：実際の核医学検査の適応や実施法について，指導医の元で経験を積んでいる．読影を実際に行い，臨床
経験を蓄積し，専門医資格の習得につなげている．次年度は，重要症例のティーチングファイルを構築していく．
大学院教育：新規放射性トレーサの応用を軸として，研究を遂行し，学会発表から論文作成へとつなげてきている．
現在は，低酸素イメージング製剤の 18F-FMISO の定量性についての論文作成中である．次年度は，低酸素イメージ
ングの臨床応用について検討する．

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．可能性があれば，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．
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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 Alzheimerʼs
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 を経時的に撮像している．達成度 80%.
● 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
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，頭頚部腫瘍にて行ってきたが，乳癌でも研究を
開始した．達成度 80%.
3-4．自己評価と次年度計画
PET/CT および SPECT/CT の研究の基盤が整い，臨床と関連深い研究が推進しやすい環境ができている．当科に特
徴的な新しい核医学トレーサを用いた研究は，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
に関する研究である．次年度は，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．また，認知症におけるメマンチンの治療効果
の客観的判定を FDG-PET/CT で検証する予定である．さらに，メチオニンによるアミノ酸代謝イメージングや FDG
による糖代謝イメージングを利用した 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
ジングを応用して新たに乳癌における治療効果予測や判定法の確立を図る．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
核医学科は，放射性同位元素を利用した診断，治療，臨床研究を行う部門である．核医学診断の利点は，静注のみ
で低侵襲で安全であること，臓器の機能を局所的に測定できること，全身を対象とする検査では全身を一度に調べら
れることである．放射性同位元素を用いた治療では，骨転移の除痛目的で放射性ストロンチウムを用いた内照射療法，
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，
6,817
件の検査，治療が行われ，前年度からさらに 3% 程度増大した．PET/CT

2 台，SPECT/CT

1 台では検査件数が限

界になっており，機器増設および必要な人員確保が望まれる．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
松田博史
財団法人先端医学薬学研究センター受託研究審査委員会委員
ジフェニルシアニン酸等の健康影響に関する研究推進委員（日本科学技術振興財団）
核医学イメージング・検査技術専門委員（日本アイソトープ協会）
放射性医薬品安全性専門委員会委員長（日本アイソトープ協会）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
松田博史
編集委員

Movement Disorder, World Journal of Radiology, Research and Reports in Nuclear Medicine

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 of Aging, Movement Disorder, J Mag Resonance
Imaging, American Journal of Neuroradiology, Journal of Neuroimaging, Neuroradiology, Dementia and Geriatric
Cognition Disorders, BMC psychiatry, European Neurology, Journal of Alzheimerʼs Disease
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久慈一英
編集委員

核医学 ,Annals of Nuclear Medicine

査読委員

日本医学放射線学会，Japanese Journal of Radiology, Radiological Physics and Technology

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，日本認知症学会評議員
久慈一英
日本核医学会評議員，日本医学物理士会「医学物理士ミニマム講習会」講師，日本核医学専門技師認定機構「核
医学専門技師研修セミナー」および「核医学専門技師養成講座」講師

6．業績
6-1．論文・学会発表
（代表的論文・発表）
① Goto M, Abe O, Kabasawa H, Takao H, Miyati T, Hayashi N, Kurosu T, Iwatsubo T, Yamashita F, Matsuda H, Inano
S, Mori H, Kunimatsu A, Aoki S, Ino K, Yano K, Ohtomo K; Japanese Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative.
Eﬀects of Image Distortion Correction on Voxel-based Morphometry. Magn Reson Med Sci. 2012;11:27-34.
② Kimura Y, Sato N, Ito K, Kamiya K, Nakata Y, Saito Y, Matsuda H, Sugai K, Sasaki M, Sugimoto H.SISCOM
technique with a variable Z score improves detectability of focal cortical dysplasia: a comparative study with
MRI. Ann Nucl Med. 2012 Mar 17. [Epub ahead of print]
③ Nakajima R, Saito N, Uchino A, Kuji I, Suzuki T, Nishikawa R, Yamaguchi H, Kimura F. Juvenile Psammomatoid
Ossifying Fibroma with Visual Disturbance: A Case Report with Imaging Features. J Neuroimaging. 2011 Jun 23.
[Epub ahead of print]
④ Ueda S, Saeki T, Shigekawa T, Omata J, Moriya T, Yamamoto J, Osaki A, Fujiuchi N, Misumi M, Takeuchi H,
Sakurai T, Tsuda H, Tamura K, Ishida J, Abe Y, Imabayashi E, Kuji I, Matsuda H.18F-Fluorodeoxyglucose positron
emission tomography optimizes neoadjuvant chemotherapy for primary breast cancer to achieve pathological
complete response. Int J Clin Oncol. 2011 Aug 10. [Epub ahead of print]
⑤ Takano H, Motohashi N, Uema T, Ogawa K, Ohnishi T, Nishikawa M, Matsuda H. Diﬀerences in cerebral blood
ﬂow between missed and generalized seizures with electroconvulsive therapy: A positron emission tomographic
study. Epilepsy Res 2011;97:225-228.
⑥ Imabayashi E, Matsuda H, Yoshimaru K, Kuji I, Seto A, Shimano Y, Ito K, Kikuta D, Shimazu T, Araki N. Pilot data
on telmisartan short-term eﬀects on glucose metabolism in the olfactory tract in Alzheimer's disease. Brain and
Behavior 2011;1:63-69.
⑦ Okamoto K, Koyama I, Miyazawa M, Toshimitsu Y, Aikawa M, Okada K, Imabayashi E, Matsuda H. Int J Clin
Oncol. Preoperative [18F]-ﬂuorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography predicts
early recurrence after pancreatic cancer resection. Int J Clin Oncol 2011;16:39-44.
⑧ Adachi Y, Sato N, Okamoto T, Sasaki M, Komaki H, Yamashita F, Kida J, Takahashi T, Matsuda H. Brachial and
lumbar plexuses in chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: MRI assessment including
apparent diﬀusion coeﬃcient. Neuroradiology 2011;53:3-11.
⑨ Fujiuchi N, Saeki T, Takeuchi H, Sano H, Takahashi T, Matsuura K, Shigekawa T, Misumi M, Nakamiya N, Okubo
K, Osaki A, Sakurai T, Matsuda H.A false positive for metastatic lymph nodes in the axillary region of a breast
cancer patient following mastectomy. Breast Cancer 2011;18:141-144.
⑩ Matsuda H, Imabayashi E. Molecular neuroimaging in Alzheimerʼs disease. Neuroimag Clin N Am 2012;22:57-65.
【総数：論文 45 件，学会発表 49 件，講演 23 件】
6-2．獲得研究費
1）平成 23 年度文部科学省科学研究費補助金 , アルツハイマー型認知症の新規画像診断法の確立，主任研究者，
松田博史，60 万円
2）平成 23 年度文部科学省科学研究費補助金，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発，主任
研究者，久慈一英，80 万円
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3）平成 23 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），分担研究者，松田博史，
150 万円
4）平成 23 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），分担研究者，松田博史，220 万円

5）
平成 23 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）
，分担研究者，松田博史，200 万円
6-3．受賞
First Place Poster - General Clinical Specialties Track: Kuji I, Imabayashi E, Seto A, Ito K, Shimano Y, Matsuda H.
Adrenal hyperactivity after vasovagal reﬂex in FDG-PET/CT imaging. 58th SNM Annual Meeting, San Antonio, 2011
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
学部教育において，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，核医学の臨床
的有用性を示す教育的症例をさらに充実させると共に，ポイントを絞って，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．
大学院教育では，各核医学検査の臨床適応や実施，読影技術について実地で指導しながら経験を積み，専門医試験
に適応出来るよう準備している．研究では，
低酸素 PET イメージングに関する基礎的な定量法の検討についてまとめ，
英語論文作成中である．
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 を利用して日本
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おり，経時的データを積み重ねてきている．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予測および判定を引き続き行っており，低酸素イ
メージングが悪性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，6,817 件の検査，治療が行われ，遠隔読影を 33 件行った．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，必要人員確保と機器の増設が課題である．
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3．27）
（3）放射線科（放射線腫瘍科）
1．構成員
加藤眞吾（KATO, Shingo）
：教授：運営責任者：診療科長：放射線治療：博士
鹿間直人（SHIKAMA, Naoto）
：教授：診療副科長：放射線治療：博士
江原

威（EBARA, Takeshi）
：准教授：外来医長：放射線治療：博士

熊崎

祐（KUMAZAKI, Yu）
：講師：医学物理士：放射線物理学：博士

大谷侑輝（OHTANI, Yuuki）
：助教：医学物理士：放射線物理学：博士
土器屋卓志（DOKIYA, Takushi）
：前教授：前診療科長：放射線治療：博士
關根

広（SEKINE, Hiroshi）
：前准教授：前診療副科長：放射線治療：博士

塚本信宏（TSUKAMOTO, Nobuhiro）
：前講師：前外来医長：放射線治療：博士

2．教員
2-1．目的・目標
卒前教育：がん診療における放射線治療の位置付けを理解する．放射線治療の種類，方法，利点と欠点について理
解する．
卒後教育：指導医のもと，外来診療，放射線治療計画，経過観察が行える診療能力を身につける．各疾患における
エビデンスを十分に理解し，臨床の現場でそのエビデンスが外挿できるかを検討し，質の高い診療能力を身につける．
2-2．教育内容
卒前教育：講義を通じて各疾患における集学的治療における放射線治療の位置付け，低侵襲で有効な放射線治療の
取り組みを理解させる（加藤，鹿間）
．BSL では模擬症例を用いてがんの治療戦略を学生自身に考えさせ，また実際
の放射線治療計画装置を用いた実習を行い学生の興味を引き出す（加藤，鹿間，江原）．
卒後教育：指導医のもと新患の診察を行い，エビデンスに基づいた治療戦略を立案する（加藤，鹿間，江原）
．自
らが放射線治療計画装置を用いて治療計画を行い，その後指導医と共に最適な治療計画を立案する（加藤，鹿間，
江原）
．
2-3．達成度
卒前教育：講義および BSL のコマ数が少なく，また放射線治療が治療上重要な位置を占める疾患であっても放射
線治療に関する講義が存在しないものが複数あり，目標達成は十分とは言えない．
卒後教育：構成員の大幅変更と医師数の半減のため，後期研修医に十分な指導が行えたとは言えない．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：講義および BSL のコマ数が少なく，十分な目標達成が果たせたとは言えない．平成 24 年度は BSL お
いてシステマティックな教育体制を構築するため，教育担当者ごとの役割を決め指導に当たっている．
卒後教育：平成 23 年度は構成員の大幅変更と医師数の半減のため，目標達成には至らなかった．平成 24 年度は
医師数も増え，個々の症例に対し指導医が個別に指導する体制を構築しつつある．また，重要な論文を用いて放射線
治療医に必須と考えられる知識を習得させる．

3．研究
3-1．目的・目標
低侵襲で質の高い高精度放射線治療を確立する．精度の高い画像誘導下の小線源治療と外部照射を開発する．治療
成績向上を目指した集学的治療における放射線治療を開発する．
3-2．研究グループ
加藤眞吾
・婦人科腫瘍に対する放射線治療に関する多施設共同研究
・婦人科腫瘍に対する重粒子線治療に関する研究
・子宮頸癌の再発リスク分類とリスクに応じた高精度放射線治療法の開発
・アジア地域の放射線治療の技術向上
鹿間直人
・放射線治療期間の短縮による治療法の有効性と安全性に関する研究
・放射線治療を含む標準治療確立のための多施設共同研究
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・がん医療の均てん化に資する放射線治療の推進及び品質管理に係る研究
・がんの診療科データベースと Japanese National Cancer Database（JNCDP）の構築と運用
・高精度放射線治療システムの実態調査と臨床評価に関する研究
3-3．研究内容と達成度
加藤眞吾
・婦人科腫瘍に対する放射線治療に関する多施設共同臨床試験を立案・運営する
・婦人科腫瘍に対する重粒子線治療の臨床試験を立案・運営する
・婦人科腫瘍に対する画像誘導小線源治療（image-guided brachytherapy）を開発する
・アジア原子力協力フォーラム（FNCA）に参加してアジア地域で頻度の高い腫瘍に対する放射線治療に関する多
施設共同臨床試験を行う
鹿間直人
・照射期間の短縮の安全性と有効性に関して臨床試験を通じて検証する（加賀美班）
・放射線治療に関する多施設共同臨床試験の立案・運営を行う（伊藤班）
・がん診療（特に放射線治療）の地域格差是正のための研究（石倉班）
・放射線治療に関するデータベースの構築と他学会のデータベースのリンクを構築する（手島班）
・高精度放射線治療の安全で有効な運用に関するモニタリングシステムを構築する（中村班）
・臨床試験のためのプロトコール審査を行い，より良いプロトコール作成を援助する（JCOG）
江原 威
・早期肺癌に対する安全で有効な定位放射線治療を開発する（JROSG）
・進行期肺癌に対する化学放射線療法における照射線量増加試験
熊崎 祐
・高精度放射線治療の安全で有効な運用に関するモニタリングシステムを構築する（中村班）
達成度：いずれの研究課題およびプロジェクトも概ね順調に推進することができた．
3-4．自己評価と次年度計画
各分野における研究は概ね順調に進行している．平成 24 年度では更に目標達成に向けて研究を推進する．また，
小線源を用いた精度の高い画像誘導下放射線治療の開発，体幹部定位放射線治療の適応拡大を目指した臨床研究を推
進する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
全国有数の治療件数（新患数：1,200 例）を誇る施設であり，安全で有効な放射線治療を行っている．今後はさら
に部門内のチーム医療の充実と他診療科との連携を深め，集学的治療を推進していく．平成 24 年度では高精度放射
線治療のさらなる推進を図るべく，単なる総治療件数の増加だけではなく，高精度放射線治療の適応拡大（頭頸部腫
瘍や体幹部腫瘍など）を含めた診療を実現していく．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
加藤眞吾
・アジア原子力協力フォーラム（FNCA）放射線治療プロジェクト運営グループ委員（内閣府・文部科学省）
・国際原子力機関の地域協力協定（IAEA/RCA）の放射線治療プロジェクト「image-guided brachytherapy」の責
任者（Project Lead Country Coordinator）
（IAEA・外務省）
鹿間直人
・放射線技師国家試験問題作成委員（厚生労働省）
土器屋卓志
・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（経済産業省）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
加藤眞吾
・査読委員
Journal of Radiation Research（JRR）
Japanese Journal of Clinical Oncology（JJCO）
鹿間直人
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・査読委員
Breast cancer
Japanese Journal of Clinical Oncology（JJCO）
Journal of Radiation Research（JRR）
American Journal of Clinical Oncology（AJCO）
International Journal of Clinical Oncology（IJCO）
江原 威
・日本肺癌学会

編集委員

熊﨑 祐
・日本医学物理士会

編集委員

・査読委員
Journal of Radiation Research（JRR）
土器屋卓志
・査読委員
International J Urology
關根 広
・査読委員
Radiation Medicine
Journal of Radiation Research（JRR）
Breast Cancer
塚本信宏
・日本医用画像工学会 編集委員
・査読委員
日本医用画像工学会
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に係わる業務
加藤眞吾
・婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構（JGOG）放射線治療委員
・重粒子線がん治療臨床研究班

婦人科腫瘍研究班班員

・日本放射線腫瘍学研究機構（JROSG）婦人科腫瘍委員
・子宮頸癌・子宮体癌取扱い規約・編集委員
鹿間直人
・科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン・編集委員
・科学的根拠に基づく皮膚癌診療ガイドライン・編集委員
・日本癌治療学会がん診療ガイドライン委員会協力委員（乳がん担当）
・日本放射線腫瘍学研究機構（JROSG）
・理事
江原威
・日本放射線腫瘍学会代議員（広報委員）
土器屋卓志
・外科系学会社会保険委員会連合（常任委員
・内科系学会社会保険連合（運営委員
・日本アイソトープ協会

検査委員長）

監事）

医学･薬学部会

放射線治療委員会（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）
・日本放射線腫瘍学会

健保委員会（委員）

・日本医学放射線学会

健保委員会（委員）

・日本食道学会

社会保険委員会（委員）

・日本頭頸部癌学会
・日本癌治療学会

社会保険委員会（委員）
社会保険委員会（委員）

関根広
・日本放射線腫瘍学会（評議員）
・日本乳癌学会（評議員）
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・日本医学放射線学会生物部会（幹事）
塚本信宏
・日本医学放射線学会
・日本 IHE 協会

電子情報委員会（委員）

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）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Ishikawa A, Suga T, Kato S, et al. Genetic variations of NPAT-ATM and AURKA are associated with an early
adverse reaction in the gastrointestinal tract of patients with cervical cancer treated with pelvic radiation
therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 81: 1144-52, 2011.
② Mizuno H, Okamoto H, Kumazaki Y, et al. Multi-institutional Retrospective Analysis of the Inhomogeneity
Correction for Radiation Therapy of Lung Cancer. J Radiat Res 52（1）:69-74, 2011.
③ Shikama N, Oguchi M, Isobe K, et al. A Long-term Follow-up Study of Prospective 80%-dose CHOP Followed by
Involved-ﬁeld Radiotherapy in Elderly Lymphoma Patients. Jpn J Clin Oncol. 2011 Jun; 41（6）:764-9.
④ Shikama N, Sekiguchi K, Nakamura N. Management of locoregional recurrence of breast cancer. Breast Cancer.
2011, 18; 252-8.
⑤ Toita T, Kato S, Shikama N, et al. Prospective multi-institutional study of definitive radiotherapy with highdose-rate intracavitary brachytherapy in patients with nonbulky（<4-cm）stage I and II uterine cervical cancer
（JAROG0401/JROSG04-2）. Int J Radiation Oncology Biol Phys 2012:82（1）:e49-56.
⑥ Ohno T and Kato S. Ion beam therapy for gynecological tumors. In Ion Beam Therapy. Fundamentals, technology,
and clinical applications. Springer. Heidelberg, Dordrecht, London, New York. 2011.
⑦ Sekine H, Kumazaki Y, Otani Y et al. Virtual computer simulation of time dose fractionation effect of skin
erythema after breast irradiation using by novel LQ model, ESTRO meeting, London, 2011.
⑧ Kumazaki Y, Tsukamoto N, Sekine H, et al. Inﬂuence of Collimator Rotation On the Dose Veriﬁcations in IMRT
Fields. 2011 Joint AAPM/COMP Meeting, Vancouver, 2011.
⑨ Kato S. Introduction of FNCA Radiation Oncology Project. FNCA Workshop on Radiation Oncology FY 2011.
Suzhou, China, 2012.
⑩ Kato S. Radiation therapy principles for cervical cancer. IAEA-RCA Regional Training Course on Improving Image
Based Radiation Therapy for Common Cancers in the RCA Region.（RAS6053）. Maebashi, Japan. 2012.3.6.
【総数：論文

31 件，学会発表

24 件，講演

12 件】

6-2．獲得研究費
文部科学省
加藤眞吾
・平成 23 年度〜文部科学省科学研究費補助金，神経系腫瘍幹細胞の放射線抵抗性と分化に対する重粒子線照射の
影響（主任研究者：長谷川正俊）分担金 20 万円
・平成 23 年度〜文部科学省科学研究費補助金，子宮頸癌の再発リスク分類とリスクに応じた高精度放射線治療法
の開発（主任研究者：大野達也）分担金 10 万円
江原威
・平成 23 年度〜文部科学省科学研究費補助金，放射線照射が腫瘍浸潤能に及ぼす影響についての分子生物学的検
討（研究代表者）351 万円
厚生労働省
鹿間直人
・平成 21 年度〜厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業，放射線治療期間の短縮による治療法の有効性と安
全性に関する研究（主任研究者：加賀美芳和）分担金，70 万円
・平成 23 年度〜厚生労働科学研究費補助金がん研究開発費，放射線治療を含む標準治療確立のための多施設共同
研究（主任研究者：伊藤芳紀）分担金，50 万円
・平成 22 年度〜厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業，がん医療の均てん化に資する放射線治療の推進及
び品質管理に係る研究（主任研究者：石倉 聡）分担金，100 万円
・平成 22 年度〜厚生労働科学研究費補助金第 3 次対がん総合戦略研究事業，がんの診療科データベースと
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Japanese National Cancer Database（JNCDB）の構築と運用（主任研究者：手島昭樹）分担金 15 万円
・平成 23 年度〜厚生労働科学研究費補助金第 3 次対がん総合戦略研究事業，高精度放射線治療システムの実態調
査と臨床評価に関する研究（主任研究者：中村和正）分担金 60 万円
6-3．受賞
熊崎 祐
第 24 回日本放射線腫瘍学会

優秀演題賞（口演発表）

6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれにおいても概ね目標は達成できたものと考えられるが，平成 23 年度は大幅な構成員の
変更と放射線治療医の減少のため，反省すべき点や改善すべき点が散見された．平成 24 年度はいずれの領域におい
ても構成員間の連携を深めると共に，システムの改善を推進していく必要がある．特に，教育に関しては平成 24 年
度初頭から BSL のシステムの改善に着手しているが，講義に関しては今後も改善に着手していく必要がある．診療
および研究に関しては，現在の方向性を維持しつつ推進していくことを再確認した．
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3．28）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）
松原芽衣（MATSUBARA, 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：
（大西秀樹）
3 年次の「良医への道」
，4 年次の講義「精神腫瘍学」，5 年次における臨床実習でのクルズスにおいて，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．学年により知識の取得程度が異なることを考慮した教育内容
を考えている．
，
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：
（大西秀樹）
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．
2-3．達成度
①卒前教育：
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：
学生講義の評価からは良い反応が戻ってきているが，精神腫瘍学の理解が深まるような教育をするために，今後
も教育プログラムを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
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．
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3-4．自己評価と次年度計画
より質の高い研究を行ない，その成果を国際学会，国際誌に発表したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
がんという病気に伴う精神的な問題に対して迅速で適切な対応をとることが目標である．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）
経済産業省『安心と信頼のある「ライフエンディング・ステージ」の創出に向けた普及啓発に関する研究会』委員
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）13 編，著書 4 編
（代表論文）
① Ishida, M., Onishi, H., Wada, M., Tada, Y., Ito, H., Narabayashi, M., Sasaki, Y., Nomura, S. & Uchitomi, Y.（2012）
．
Psychological ditresses of the bereaved seeking medical counseling at cancer center. Jpn J Clin Oncol.
② Tada, Y., Matsubara, M., Kawada, S., Ishida, M., Wada, M., Wada, T. & Onishi, H.（2012）．Psychiatric disorders
in cancer patients at a university hospital in Japan: descriptive analysis of 765 psychiatric referrals. Jpn J Clin
Oncol, 42（3）, 183-188.
学会発表

総数 7（うち，シンポジウム 32）

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：250 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（世話人：大西秀樹）
地域の緩和ケアを考える会（世話人：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（代表：大西秀樹，事務局長：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．研究面において国際学会，英文雑誌で発表ができたことは大きな成果であった．
今後も教育，研究，診療のいずれにおいても更なる高いレベルの達成に向け，研鑽を積まなければならないと考え
ている．
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3．29）臨床検査医学
1．構成員
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）輸血医学，造血幹細胞移植：
博士
浅田留美子（ASADA, Rumiko）
：講師：副診療科長：小児科学，免疫学：博士
小林清子（KOBAYASHI, Kiyoko）
（兼担）
：助教：内科学
藤内伸子（FUJIUCHI, Nobuko）
（兼担）
：講師：乳腺腫瘍学：博士
三角みその（MISUMI, Misono）
（兼担）
：助教：乳腺腫瘍学

2．教育
2-1．目的・目標
①卒前教育：
医学部 5 年生に BSL 実習教育を半日実施している．医療学部 3 年生の臨地実習を血液と輸血部門で担当する．
医療学部 3 年生の臨地実習を行う．
②卒後教育：
初期研修医と他の施設から来る研修生（すでに病院職員として勤務している検査技師）の指導を行う
③大学院教育
女子栄養大学の修士大学院生を対象に臨床血液学の講義と実習を 12 コマ担当する．
2-2．教育内容（担当者）
①卒前教育：医学部 5 年生 BSL を池淵，田地，斉藤，品田が担当
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，気送管搬送システム，
検査機器同士が連結された体制，など紹介する．実習として大学病院では行っていない尿沈渣の顕微鏡観察，網
状赤血球染色と顕微鏡観察，プロトロンビン時間測定について行い，質疑応答しながら学習してもらう．
医療学部 3 年生の臨地実習は田地，平山，棚沢が担当し各班 2 週間で見学と実習を行い，病院の検査部という
大学内では体験できない環境で実習が行えている．
②卒後教育：エコー検査を来住野，五十嵐，三村が担当．包括がんセンターと心臓病センターでは症例が多く豊富
な症例を提示できている．
③大学院教育は，臨床検査技師コースを選択した修士学生に造血幹細胞移植，血液検査，輸血検査について講義と
実習を行う．担当は池淵．
2-3．達成度
①卒前教育：医学部 5 年生のＢＳＬでは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（生
化学検査では分光光度計，血清検査では抗原・抗体反応系）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も理解し
てもらえた．
尿沈渣の顕微鏡観察，血液算定装置の画面（フローサイトメトリー）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体験してもらえた．
医療学部 3 年生：病院の検査部門の実感を経験できたと良い感想をもらっている．
②卒後教育．初期研修医 2 名と 2 施設からの研修を受け入れることができた．終了時には達成感があったとコメ
ントを聞くことができた．
③大学院教育．今年度は希望者が出なかったので，次年度に希望者がいることを期待する．
2-4．自己評価と次年度計画
①卒前教育．現在技師はルーチンをこなしながら，何とか教育担当者を決めて実習に対応している．次年度も継続
する．実習の時間が限られており，学習項目はこれ以上増やせないと考えている．
②卒後教育．希望者にはできるだけ現場の負担にならない限り受け入れ研修をさせる予定である．
③大学院教育．女子栄養大学の枠以外に，医療学部の大学院生を対象に演習を新規オープンして受け入れ体制を整
える予定である．
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3．研究
3-1．目的・研究
検査技師スタッフが試薬の検討，交換，検査迅速化に向けた，ルーチン業務プラスアルファの検討作業を行い，適
宜，検査学会へ発表することを目的に活動している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①試薬検討グループ：池淵，田地，浅田
②超音波検討グループ：来住野，五十嵐，三村，山本
3-3．研究内容と達成度
①試薬検討グループでは，ProGRP 検査の院内導入に向けた試薬検討，Ca 測定試薬の検討，インフルエンザ抗原迅
速検査の導入（A/B/H1N1 の同時測定ができる）など完了できた．
②超音波検討グループでは超音波検査機器，システムの独自開発など挑戦したいところであるが，目下は他の施設
からの研修生と国際の初期研修医のトレーニングを確実にこなすことでやっている．
3-4．自己評価と次年度計画
試薬の見直し，検討はかなり積極的に取り組めた．検査コスト削減にも貢献できたと考えている．次年度も同じ姿
勢で取り組んでいきたい．目下ｓ IL-2R の院内導入，凝固検査機器と試薬の更新を予定している．同じ症例で国際と
大学病院で同時検体測定を実施したところ，APTT，VIII 因子活性のデータに相当の乖離が認められたため，2 施設
での検査体制を共通にしておく必要を感じているためである．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
超音波検査の報告が遅滞なくできるよう体制を整備した．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
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山本哲也．認定試験対策ゼミナール．Vascular

Lab

②山本哲也．ステップアップレクチャー血管領域

2011

Vol8,No1;64,MC メディカ出版

震災復興支援特別企画．Vascular

Lab

2011

Vol8,No5;

120-121, MC メディカ出版
学会発表
③鈴木千恵．アーキテクト ProGRP の基礎的検討．第 60 回日本医学検査学会．
④品田真澄．くも膜下出血における髄液中オキシヘモグロビン・イオン化マグネシウム測定の有用性．第 60 回日
本医学検査学会
⑤河村亨．VRE の入院時スクリーニング検査について．第 60 回日本感染症学会，第 58 回日本化学療法学会合同
学会
⑥深田茂則．尿沈渣検査のここがポイント

その①〜みんなが知りたい血球類・上皮細胞類〜．生涯教育研修プロ

グラム（主催：一般検査研究班）
⑦山本哲也．超音波断層法による動脈瘤径の計測 〜動脈エコー標準的検査法の確立にむけて〜．日本超音波医学
会第 84 回学術集会
⑧三原千博．胎児期からの経過観察中に心室中隔が瘤状に突出した乳児心筋症の一例．日本超音波医学会第 84 回
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学術集会
⑨数野直美．携帯型超音波診断装置による弁逆流の重症度評価．第 23 回日本超音波医学会関東甲信越地方会
⑩山本哲也．静脈疾患・リンパ浮腫の超音波診断．第 31 回日本静脈学会総会
（総数：著書 3 件，論文 0 件，学会発表 10 件，講演 10 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，検査技師スタッフと共同作業で，教育と臨床には努力し，臨床検査と超音波検査を
実施し検査精度や検査レベル維持およびアップに貢献できていると考える．
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3．30）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）
永田耕治（NAGATA, Koji）
：講師（専門医員），専門領域（消化器）
山口

浩（YAMAGUCHI, Hiroshi）
：助教（医員），専門領域（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）
割栢健史（WARIGAYA, Kenji）
：助教（医員）
松嶋

惇（MATSUSHIMA, Jun）
：助教（医員）

＜臨床検査技師＞
鎌田孝一（KAMADA, Kouichi）
，瀬山
Yasuo）
，中村

敦（SAYAMA, Atsushi），後藤義也（GOTO, Yoshiya），鎌倉靖夫（KAMAKURA,

勝（NAKAMURA, Masaru）
，佐瀬智子（SAZE, Tomoko），加藤智美（KATO, Tomomi），細沼祐介

（HOSONUMA, Yusuke）
，鈴木

隆（SUZUKI, Takashi），矢島沙紀（YAJIMA, Saki），後藤優典（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）
：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）

本間

琢（Honma, Taku）
：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, Tetusya）
：非常勤講師
加藤良平（KATO, Ryouhei）
：非常勤講師
槻木恵一（TUKINOKI, Keiichi）
：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．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 26 時間，病理概論（1 時間：清水道），代謝障害（2 時間：清水禎），循環障害（3
時間：清水道）
，腫瘍（4 時間：村田，4 時間：安田），実習 9 時間（ 担当：スタッフ全員）
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〈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（3 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），生殖器（3 時間：安田），内分泌代謝（3 時間：
村田）
，医学英語（6 時間：安田，4 時間：村田）
〈4 年生〉
「ヒトの病気」コース病理各論実習（CPC 実習）（5 日間，剖検例の症例解析，担当：当科スタッフ全員
および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 28 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ている．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 21 編を発表した．その内訳は英文 17 編，邦文 4 編である．学会発表は，海外 11 回，国内 22 回，講
演 17 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 23 年度の病理診断数は，組織診 8,682 件，術中迅速診断は 957 件，細胞診は 7,166 件，染色体検査は 278 件
であった．病理解剖数は 32 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．
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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
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
子宮頸癌取扱い規約委員（安田政実）
子宮体癌取扱い規約委員（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）
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・著書
著書
①清水道生：病理診断

コンパクトナビ

Ⅱ章

正常組織学

皮膚 51，Ⅲ章

病理診断学

Ⅲ -6

皮膚

273-305；2012 年 3 月 23 日第 1 版第 1 刷
論文
① Uehara K, Yasuda M, Ichimura T, Yamaguchi H, Nagata K, Kayano H, Sasaki A, Murata S, Shimizu M.: Peritoneal
keratin granuloma associated with endometrioid adenocarcinoma of the uterine corpus. Diagn Pathol 2011; 6:104
② Yamaguchi H, Kuboki Y, Hatori T, Yamamoto M, Shiratori K, Kawamura S, Kobayashi M, Shimizu M, Ban S,
Koyama I, Higashi M, Shin N, Ishida K, Morikawa T, Motoi F, Unno M, Kanno A, Satoh K, Shimosegawa T, Orikasa
H, Watanabe T, Nishimura K, Harada Y, Furukawa T.: Somatic mutations in PIK3CA and activation of AKT in
intraductal tubulopapillary neoplasms of the pancreas. Am J Surg Pathol 2011;35:1812-7
③ Shimizu M, Nagata K.: A case of black esophagus with histopathologic description and characterization. Arch
Pathol Lab Med 2011;135:1527
④ Ban S, Satoh H, Satoh M, Ishido Y, Nakayama N, Yamaguchi H, Shimizu M.: Invasive ductal carcinoma of the
pancreas tail with noninvasive growth through the nondilated main pancreatic duct and macroscopically cystic
invasive carcinomatous glands. Ann Diagn Pathol 2011;15:476-80
⑤ Nakajima R, Saito N, Uchino A, Kuji I, Suzuki T, Nishikawa R, Yamaguchi H, Kimura F.:Juvenile Psammomatoid
Ossifying Fibroma with Visual Disturbance: A Case Report with Imaging Features. J Neuroimaging. 2011 Jun 23
[Epub ahead of print]
⑥ Furukawa T, Hatori T, Fujita I, Yamamoto M, Kobayashi M, Ohike N, Morohoshi T, Egawa S, Unno M, Takao S,
Osako M, Yonezawa S, Mino-Kenudson M, Lauwers GY, Yamaguchi H, Ban S, Shimizu M.: Prognostic relevance of
morphological types of intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas. Gut 2011;60:509-16
学会発表
⑦ Shimizu M.:Immunostaions for assessment of invasive patterns of pancreatic carcinoma. 4th AOPA & KPBA
Joint Meeting of the 4th Asian-Oceanic Pancreas Association and 2011 annual Congress of the Korean
Pancreatobiliary Association "Cutting -edge Science of Pancreatology" September 2-3, 2011 Jeju
⑧ Yamaguchi H, Furukawa T, Kuboki Y, Hatori T, Higashi M, Morikawa T, Kanno A, Orikasa H, Harada Y, Shimizu
M.:Somatic mutations in PIK3CA and activation of AKT in intraductal tubulopapillary neoplasms of the pancreas.
4th AOPA & KPBA Joint Meeting of the 4th Asian-Oceanic Pancreas Association and 2011 annual Congress of
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the Korean Pancreatobiliary Association "Cutting -edge Science of Pancreatology" September 2-3, 2011 Jeju
⑨ Nagata K, Yamaguchi H, Shimizu M.:A Case of serous cystadenoma with diﬃculty in preoperative diagnosis. 4th
AOPA & KPBA Joint Meeting of the 4th Asian-Oceanic Pancreas Association and 2011 annual Congress of the
Korean Pancreatobiliary Association "Cutting -edge Science of Pancreatology" September 2-3, 2011 Jeju
⑩ Yasuda M: Practice in gynecological cytology: case study-oriented presentation. 19th Thai-Japanese Workshop
in Diagnostic Cytopathology Sukhothai Treasure Resort & Spa Jan 18-20,2012
【総数：論文 21 件，学会発表 33 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」
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：
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
2011 年 7 月 2-3 日にさいたま市のラフレさいたまで主催予定であった " 第 10 回彩の国さいたま病理診断セミ
ナー " は，東北大震災後の電力事情等の事情 を鑑み来年度へ延期とした．受講を決めていた方々や，講義を依
頼していた外部講師の方々も快く了解され，混乱無く事態を収拾できたことに日本人の優れた資 質の一部をみ
た思いがした．
2）2012 年国際病理アカデミー日本支部主催スライドセミナー（名古屋大学鶴舞キャンパス医学部基礎医学研究棟，
11 月 24 日）

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
11 回研究発表会を 2013 年 2 月 9 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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3．31）輸血・細胞移植科
1．構成員
池淵研二（Ikebuchi, Kenji）
：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：輸血学，血液内科学：博士
浅田留美子（Asada, Rumiko）
：講師：教育主任：小児科学，免疫学：博士
小林清子（KOBAYASHI, Kiyoko）
（兼担）
：内科学

2．教育：
2-1．目的・目標
①卒前教育：輸血の基本検査と製剤選択，製剤の適応，輸血トリガーについて知識を与える．医療学部 3 年生の
臨地実習では輸血基本検査が実践でき，自己血採血の知識を得る．
②卒後教育：初期研修医に対して上記に加えて献血について講義し，実際に献血時の検診医をする際の留意点につ
いて解説する．
③大学院教育：該当なし
2-2．教育内容
①卒前教育：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．大学病院では
見せられなかった血小板の外観検査（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．また超緊急輸血，O 型ノ
ンクロス輸血について解説する．
医療学部 3 年生の臨地実習では，問題のある臨床検体を用いて血液型検査，交差適合試験など実践させる．
②卒後教育．臨床場面を想定して，輸血オーダー方法，どの製剤を何単位オーダーすべきか，輸血効果はどれくら
いが期待できるかを解説する．献血事業を解説し，献血に立ち会った際の留意点（献血非適格理由，VVR など）
を理解させる．
③大学院教育．該当なし．
2-3．達成度
①卒前教育：輸血部医師が末梢血幹細胞採取や血管再生治療に関与していることに興味を持ってもらえた．また輸
血基本検査の中の不規則抗体のできる機序について理解が深まった．医療学部生には大学の実習室にはない，臨
床現場の輸血検査室体制を理解してもらえた．
②卒後教育．初期研修医の導入時に 1 回だけの講義であったが，輸血検査オーダー，製剤オーダー，PDA を用い
た輸血実施時照合について理解してもらった．
2-4．自己評価と次年度計画
①卒前教育．医学部 5 年生の BSL では国際医療センターに特有の超緊急輸血体制と細胞移植業務を実感してもら
えた．医療学部学生には救急輸血体制が体感してもらえた．
②卒後教育．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ができたと信じている．残念ながらまだ
血液型検査検体取り違えがおきているため，新人看護師向けの輸血講義を医療安全の講習の一環として取り組む
予定である．
③大学院教育．該当なし．

3．研究
3-1．目的・目標
造血器腫瘍科と脳脊髄腫瘍科では末梢血幹細胞採取の件数が増えてきている．そこで末梢血幹細胞採取に関して支
援してくれている ME 部に臨床工学技士さんとデータを解析し，採取タイミングの決定，採取 CD34 陽性細胞数量と
前化学療法量の相関，採取時にラインに血小板凝集塊が発生しやすい症例の特定化，などについて臨床研究をする．
先進医療として登録された末梢血単核球を用いた血管再建治療を推進し，効果の解析を臨床研究として行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①末梢血幹細胞採取の効率化に関する研究（池淵，浅田，浅見，塚本）
②末梢血単核球を用いた血管再建治療の効果に関する研究（池淵，浅田，浅見，小宮山）
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3-3．研究内容と達成度
①末梢血幹細胞採取の効率化に関しては，前化学療法の重さを数値化し，これまで採取できた CD34 陽性細胞数の
多い・少ないを規定する要因の解析を進め，輸血・細胞治療学会で輸血部技師発表する予定となった．
②血管再生治療ではアフェレシス回路に血小板凝集塊が形成されやすい症例がいる．体内に炎症が存在するため，
血小板活性化が生じている可能性を考え検討した．成果をアフェレシス学会で ME 部臨床工学技士が発表する予
定となった．
3-4．自己評価と次年度計画
末梢血幹細胞採取および血管再生治療のためのアフェレシスデータを解析し，それぞれ学会発表につなげることが
できそうである．

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，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）
埼玉医科大学雑誌編集委員長（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）
論文発表
① Takeuchi R, Ichihara Y, Hoshijima H et al: Emergency incompatible red cell transfusion to a patient whose blood
type was suspended from identiﬁcation. Masui 61:602-604,2012
② Kimura M, Hara M, Itakura A et al:Fragment size analysis of free fetal DNA in maternal plasma using Y-STR loci
and SRY gene ampliﬁcation. Nagoya J Med 73:129-135,2011
学会発表
③浅田

留美子，小林

清子，棚沢

敬志，その他：埼玉医科大学病院および国際医療センターにおける自己血輸

血の現状 I - 自己血輸血の実態調査 -．第 59 回日本輸血・細胞治療学会
④小林

清子，浅田

留美子，浅見

育子，その他：埼玉医科大学病院および国際医療センターにおける自己血輸

血の現状 II - 医師・患者へのアンケート調査 -．第 59 回日本輸血・細胞治療学会
（総数：論文 2 件，学会発表 2 件）
学会発表

0

（総数：論文 0 件，学会発表 0 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

該当なし

7．自己点検・評価
輸血・細胞移植部門の体制整備状況を輸血・細胞治療学会の I&A 受審を受けることで，さらに高いところで整備
に努めた．安全な輸血検査体制，製剤管理業務については現時点では課題をクリアできていると考える．
臨床支援業務として自己血採血，末梢血幹細胞採取・血管新生治療・骨髄処理・臓器移植検査センター業務などは
確実にこなすことができている．
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大学病院の部門として更にアカデミックに種々の学会で成果を発表する努力が，もう少し必要だと感じている．
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形態部門

1．構成員
穐田真澄（AKITA，Masumi）
：教授：教育主任：医学博士，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：医学博士，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-2（循環器 9；リンパ系とがんの転移）では，
がんの転移と内皮の関連をあげ各ユニット間で連携ができたと評価している．人体の構造と機能 II（循環器，皮膚運
動器）では，人体の構造と機能 I との連携をはかりながら，臨床的事項との関連性をより深めたい．大学院教育では，
形態的な分野における基本的な研究方法の解説に努めた．既に研究を開始している大学院生もあれば，テーマも決まっ
ていない大学院生もあり，次年次は，よりきめ細かく受講生の要求に添えるよう計画したい．
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）．多倍体細胞が形成さ
れるメカニズムを明らかにし，老化や発癌との関連を解析する（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（Tysnd1 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（染色体異常発生機序）
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引き続き検討しているが，学会発表までで論文発表には
至っていない．以前からの課題であった，光学顕微鏡から電子顕微鏡レベルまで，同一試料のイメージング化につい
て学会発表した．
大島；正常ヒト線維芽細胞より増殖性 4 倍体細胞を樹立することに成功し，増殖性 4 倍体細胞が 2 極性紡錘体を
形成することによって増殖する機構を見出した．結果は国内学会および研究会にて発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
穐田；これまでの共同研究の成果をふまえ，プロトンポンプに関する総説を日本臨床分子形態学会編「病気の分
子形態学」に，またカルタゲナー症候群に関しては，Primary Ciliary Dyskinesia/Kartagener Syndrome -Clinical and
Genetic Aspects- のテーマで "Approaches to Bronchitis" にそれぞれ発表し，国内外において一定の評価を得たと考え
ている．ゲノム医学研究センターとの共同研究である FOP，Tysnd1 遺伝子ノックアウトマウスに関しては，形態学
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的解析の分野で貢献でき，本学における共同研究推進という点でも成果が得られたと評価している．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；正常ヒト線維芽細胞より増殖性 4 倍体細胞を樹立することに成功したため，老化や種々の病的状態に伴っ
て発生する染色体不安定性の発生機序を解明するための足がかりをつかんだと評価している．次年度もこの方法を用
いて解析を継続し，よりレベルの高い研究へと発展させたい．

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；The Scientiﬁc World Journal 編集委員
Medical Molecular Morphology 論文査読（1 件）
The Scientiﬁc World Journal 論文査読（2 件）
大島；Cytotherapy 論文査読（1 件）
AGE：Journal of the American Aging Association 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）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
2）日本臨床分子形態学会総務監事

6．業績
6-1．論文，著書，学会発表
論文
1．Ohte S, Shin M, Sasanuma H, Yoneyama K, Akita M, Ikebuchi K, Jimi E, Maruki Y, Matsuoka M, Namba A,
Tomoda H, Okazaki Y, Ohtake A, Oda H, Owan I, Yoda T, Furuya H, Kamizono J, Kitoh H, Nakashima Y, Susami T,
Haga N, Komori T, Katagiri T. A novel mutation of ALK2, L196P, found in the most benign case of ﬁbrodysplasia.
Ossiﬁcans progressiva activates BMP-speciﬁc intracellular signaling equivalent to a typical mutation, R206H.
Biochem Biophys Res Commun. 2011 Apr 1;407（1）:213-8.
2．Akita M. Primary Ciliary Dyskinesia/Kartagener Syndrome - Clinical and Genetic Aspects. InTech. 2011
July;3-14

DOI: 10.5772/16772

著書
3．藤田恵子，
田中嘉代子，
穐田真澄 . プロトンポンプ，特に V 型プロトンポンプの機能と病態，
「病気の分子形態学」
，
日本臨床分子形態学会編，学際企画，2011;48-50
学会発表 ;
国内学会
4．大島晋．ヒト線維芽細胞の多倍体化に伴う中心体数の変化について，第 21 回日本サイトメトリー学会学術集会 .
2011 年 6 月，京都
5．堀直子 , 佐藤毅 , 坂田康彰 , 中本紀道 , 福島洋介 , 中本文 , 穐田真澄 , 依田哲也 . 咀嚼筋腱・咀嚼筋腱腱膜過形成
症に対する筋腱組織組成の比較分析，第 24 回日本顎関節症学会学術集会 .

2011 年 7 月，広島

6．藤田恵子，田中嘉代子，村井則子，小松久美子，松本幸子，許斐麻美，穐田真澄 . 光学顕微鏡から電子顕微鏡
レベルまで，同一試料のイメージング化 . 第 43 回日本臨床分子形態学会 .

平成 23 年 9 月，大阪

7．大島晋 . ヒト線維芽細胞多倍体化に伴う中心体数の変化，第 70 回日本癌学会学術総会 . 2011 年 10 月，名古屋
8．水野由美，二宮裕一，伊関美緒子，岩佐泰靖，穐田真澄，津久井通，伊藤千鶴，年森清隆，下澤伸行，西向め
ぐみ，原博，前場良太，岡崎具樹，洞井康，渡辺光博，茂木浩未，若菜茂晴，野田哲生，Kurochkin Igor V，水
野洋介，Schoenbach Christian，岡崎康司．Tysnd1 deﬁciency interferes with mouse peroxisomal functions，第
34 回日本分子生物学会年会 . 2011 年 12 月，横浜
9．大島晋．ヒト線維芽細胞の多倍体化に伴う中心体の消長について，第 3 回 中心体研究会 . 2011 年 12 月，東
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京
10．藤田恵子，プリシャパニト・ジャパラト，梶原健，田中嘉代子，松本幸子，内野聡美，石原理，穐田真澄，永島雅文．
ヒト子宮内膜研究のための 3 次元培養 in vitro モデル，第 117 回 日本解剖学会総会・全国学術集会 . 2012 年 3
月，山梨
総数：原著論文 2 件，著書 1 件，学会発表 7 件
6-2．獲得研究費
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）
2．穐田（分担）
；平成 23 年度埼玉医科大学学内グラント，ペルオキシソーム局在プロテアーゼ Tysnd1 の脳神経
系での役割（代表；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；水野）
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
平成 23 年度の形態部門への登録者数は 202 名で，22 年度の 195 名から僅かではあるが増加した．登録者数は，
21 年度からやや減少傾向にあったが今年度はやや回復している．病理診断部からの腎生検材料からの電顕試料の作
製については，薄切までを引き受けることにして 9 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 , また保健医療学部からの利用も増加し，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，共焦点レーザー顕微鏡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
石原由夏（ISHIHARA, Yuka）
：助手：実験動物
萩原克己（飼育業務係長）
，
堀切一美（飼育業務主任）大久保，林（旧姓：小泉），塩野（旧姓：千葉），池田（飼育業務）

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）
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 5 月 9 日〜 12 日に利用者講習会を
連日開催し 12 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 17 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 2 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 4 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．

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
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
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 23 年度に動物実験のために供した動物数は 14,912 匹となり，前年度より 217 匹減少した．全動物の約 94%
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．慰霊祭
平成 23 年 11 月 12 日（土）に慰霊祭が執り行われ，73 名が参列した．
7-4．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．
次年度においては，今年度の飼育管理と同様に実施し，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．さらに，遺伝子改変マウスが研究の主流を占めていることから，研究者だけではなく飼育技
術者自身も毎日の飼育管理において拡散防止措置に努めていく．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：博士
宮下由美（MIYASHITA, Yumi）
：助手

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：放射性同位元素検査学の講義．（飯塚）
医学部 1 年生後期：人体の科学入門 2（医学セミナー）チューター．（飯塚）
2-3．達成度
新規放射線安全教育訓練を 5 月と 12 月に行った．利用者の要望に応えて開催でき，目的は達成されたと考える．
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，講義内に小テストを組み入れて学生の知識の定着を図り，また講義の中
で放射線測定の実習を行い，放射線の特徴や安全なＲＩの取り扱い方について理解ができるよう指導をした．次年度
は，学生のレベルに応じた小テストに改訂し，実習内容の充実も図りたい．

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）
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．
3-3．研究内容と達成度
大学院生が研究成果（PEDF の脂肪細胞における発現調節）に関する論文をまとめ，博士（医学）の学位を取得した．
3-4．自己評価と次年度計画
大学院生の指導をし，博士（医学）の学位の取得ができたが，次年度は，さらなる研究成果を発表できるようにし
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
・福島第一原子力発電所事故後，福島県立医科大学付属病院へ医療支援に参加．（飯塚）
・文部科学省からの依頼で福島県警戒区域へ一時帰宅される方の放射線測定業務に参加．（飯塚）
・文部科学省「放射線等に関する課題研究活動」交流会で講義．（飯塚）
・埼玉県立熊谷西高等学校放射線実習セミナー．（飯塚）
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・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，順天堂大
学，埼玉大学にて講演．
（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，第一種作業環境測定士（放射性物質）講習
の実習指導．
（飯塚）
RI 研究施設の管理内容
平成 23 年度のアイソト - 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 6）
2）実験計画：24
3）実験者数：29 名（基礎系 18 名，臨床系 11 名）
4）延べ実験立ち入り者数：3981 名
5）放射線教育訓練 :49 名 /3 回（再教育含む）
6）RI 入庫量

（MB ｑ）
：

51Cr

（1110.00）

125I

（0.20）

35S

（360.75）

14C

（5.55）

7）RI 廃棄量

（MB ｑ）
：

難燃物

（690.61）

不燃物

（47.62）

無機液体

（980.87）

有機廃液

（44.52）

排水

（0.04）

3H

（259.00）

可燃物 （27.48）

6．業績
6-1．論文・学会発表
学会発表
①飯塚裕幸 , 宮下由美 , 潮田陽一，犬飼浩一．東日本大震災後の主任者，ＲＩ施設管理者の活動について

平成 23

年度主任者部会年次大会（第 52 回放射線管理研修会）2011 年 11 月山形
総数：学会発表 1 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
平成 24 年 3 月 27 日に東京大学アイソトープ総合センターの井尻憲一先生をお招きし，再教育訓練を開催した．

7．自己点検・評価
施設の運営は順調である．教育訓練は滞りなく施行されており，ＲＩが必須である実験は着実に遂行されている．
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った．また文部科学省からの依頼である福島県警戒区域
における一時帰宅住民の放射線量の測定にも対応し，学内・学外の放射線安全に貢献している．当部門において利用
頻度の高い共同利用の測定装置である液体シンチレーションカウンターが今年度更新され，研究の推進が今後期待で
きる．安全に放射性同位元素を利用できるよう施設内の老朽化に伴う不具合箇所に対して修繕を行っていくなど，研
究環境の改善をしていきたい．
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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と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．解析の結果は Power Point で資料
を作成しまとめる．
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等の公開による予習・復習は効果が大きく，以前として資料の早
期更新の催促が多くそれを早めると共に図表の多くを新しくした．期末試験結果における平均点は比較的良好で，今
年度における目的はほぼ達成されたと考えているが，再試験受験者は過去最多となった．選択必修ユニットでは，身
近な環境問題を取入れた実験「環境中の Nox 測定」を行い，Excel による測定値のデータ解析をするだけではなく
Power Point によるプレゼンテーション資料を作成し考察した．Power Point の作成マニュアルを配布しほぼ完成さ
せることができた．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，効率化を目指した．少人数で講義できるスペースの必要性を感じる．
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
ムでの更新を目指したが時間的に多くの部分で困難を伴った．学生からの要望も出ているので次年度では，対応を考
える．選択必修ユニットでは，今年度より Excel でのデータ解析に加え，Power Point を使用したプレゼンテーショ
ン資料の作成を追加した．この授業は実験器具を使用するために実験器具数が受講できる学生の数を制限している．
近年，学生数が増加しており，これに対応するために実験器具を追加購入し受入れ可能な人数を増やせるようにする．
大学院教育においては，昨年度より，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び
その結果を発表している．今年度は，川越

総合医療センターの神経内科の大学院生を受け入れ，プロテオーム解析

を行なった．

3．研究
3-1．目的・目標
フェニトロチオンは近年，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している．これまでの結果は化学会年会で報告を行ったが，
さらにデータを積み重ね，次年度は国際学会での報告を行う．
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曝露した雄ラットの下垂体，副
腎のプロテオーム解析を行う．今年度より，埼玉県庁，東洋大学，県内企業と連携し，産官学連携プロジェクト「次
世代産業プロジェクト」が発足され，
「医療機器開発プロジェクト」が推進されることになった．定期的にプロジェ
クトの推進にあたっての会議が開かれ参加した．また医療機器開発のための共同実験を東洋大学と開始した．
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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 4 週間のフェニトロチオン曝露実験を行った．投与期間終了後，内分
泌ホルモン定量を行った結果，投与群と非投与群との間に差が観察されたために内分泌臓器である副腎と下垂体のプ
ロテオーム解析を行った．その結果，変動の認められた蛋白スポットが多数解析された．
3-4．自己評価と次年度計画
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，
同定することができた．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．

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
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フェニトロチオンとその代謝産物の生体に対する影響評価
玉医大・医・中研機能 1，愛知がんセンター 2） 神奈川
学会発表

◯坂本安 1，廣澤成美 1，鈴木悠子 1，植村靖史 2（埼
日本化学会第 92 春季年会

1件

6-2．獲得研究費

平成 22 年度学内グラント
「咀嚼筋腱腱膜過形成症のプロテオーム解析」平成 22 年度

23 年度 1,000,000 円（分担者：坂本

500,000 円，

安）

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【in vivo 光イメージング装置・Clairvivo OPT（島津製作所）取り扱い説明会】セミナー形式及び実機前にて取
扱い説明
（5 回に分けて実施） 平成 23
（2011）年 7 月 6 〜 7 日（水・木） 専門課程棟 4 Ｆ

カンファレンスルー

ム及び装置設置場所（実験動物施設・無菌飼育室）（株）島津製作所
②臨床プロテオーム解析の最新技術
1）ホルマリン固定薄切組織サンプルからのタンパク質バイオマーカー研究の概要
2）レーザーマイクロダイセクションによる病理組織切片からのプロテオミック・バイオマーカー研究
平成 23 年（2011）9 月 28 日（水）専門課程棟 4 Ｆ

カンファレンスルーム

東京医科大学外科学第一講座・プロテオームセンター

西村

ＡＭＲ株式会社

坂東

泰彦 氏

俊秀 先生

③集積流体回路を用いた遺伝子解析技術
1）遺伝子発現解析（シングルセル発現解析を中心に

2）SNP 解析

3）デジタル PCR とその応用（絶対定量を

行うアプリケーション）CNV 解析・体細胞異変の検出・微生物への応用など

4）次世代シーケンサー，ライ

ブラリー調整への応用ターゲットリシーケンシングを目的にしたライブラリー調整
17 日（木） 16：00 〜 丸木記念館 7F

平成 23 年（2011）11 月

会議室 1 フリューダイム株式会社

④全自動細胞分離装置『RoboSep』装置および活用事例のご紹介 平成 23 年（2011）12 月 1 日（木） 16：30
〜 専門課程棟 B2 Ｆ

カンファレンスルーム 株式会社ベリタス

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は来年度に向け，大幅な改良を加え全面リニュー
アルすることになり，今年度は新規データベースの構築と試作品の公開を行った．これにより次年度以降は，登録作
業が簡便化され登録者管理の効率化を図ることができる．機能部門の利用登録者数は，平成 23 年度は 184 人と昨
年度と比較しやや増加したが，前年度同様に実質的な利用率は殆ど変化してはいない．
また，
「東日本大震災」により福島第 1 原発の事故が発生し，大気中の放射能汚染が問題になった．これに対応す
るために，
事故発生の翌日から RI 部門と連携し，大学構内における放射線量の測定（RI 部門担当）を行い，専用のホー
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ムページを学内に開設（機能部門担当）し，事故発生から 1 年間情報の発信を行った．
今年度は，私学助成金により「小動物分子イメージングシステム」装置が採択され設置された．この装置は，実験
動物部門 無菌室に設置されるが，実験前処理において他部門も使用するために，中央研究施設全体として設置機器
取扱い説明会を行った．また，無菌室への立ち入り人数（3 〜 4 人）は制限されるために，事前アンケートにより時
間帯を区切り，計 5 回の説明会を行い 16 人が参加した．また，付属している「小動物ガス麻酔装置」の使用マニュ
アルを実験動物部門と機能部門職員で共同して作成し，麻酔薬の取扱いについて取り決めをした．
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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：神経病理学：博士

浅野孝雄（ASANO, Takao）
：客員教授：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）
岡田祥子（OKADA, 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．「研究部」の目標は，
学内各診療科が効率よく当施設を利用できるよう日々努力することであり，利用書類・手続きのペーパーレス化およ
び情報活動推進の一環として学内向けにホームページを開示している．
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3-2．研究グループ

該当なし．

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 5 科 10 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：4 科 4 件，電子顕微鏡施設：2 科 3 件，共同利用研究施設：
8 科 20 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 15,184 匹，ラット：月平均 7,328 匹，ウサギ：月平均 58 匹であった．飼育室稼働率は，年平
均でマウス（70.8%）
，
ラット（63.7%）
，
ウサギ（45%）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，
年間で消化器・肝臓内科（295 回），小児科（213 回），腎・高血圧内科（139 回）
，
歯科口腔外科（51 回）
，
胆肝膵外科・小児外科（47 回），病理部（19 回），神経内科（3 回），形成外科（1 回）であった．
研究部の研究支援も行なわれ，年間で（416 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（297 回）
，小児科（73 回）
，胆肝膵外科・小児外科（122 回），消化管外科・一般外科（24 回），呼吸器内科（4
回）
，電子顕微鏡施設：病理部（235 回）
，腎・高血圧内科（28 回），神経内科（3 回），共同利用研究施設：消化管・
一般外科（98 回）
，胆肝膵外科・小児外科（93 回），研究部（90 回）小児科（37 回），消化器・肝臓内科（36 回）
，
リウマチ・膠原病内科（29 回）
，病理部（25 回），呼吸器内科（20 回），産婦人科（19 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，研究部の分門紹介のための冊子の発行を行った．これからも現状に慢心することなく，
常に質の高いそして利用しやすい研究施設の運営が行われるよう努力し，「研究部」が益々発展するよう皆で努力を
重ねたい．

4．診療：該当なし．
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし．

5-2．学術誌，編集委員，査読委員

該当なし．

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

該当なし．

6．業績
6-1．論文･学会発表
① 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.
② 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.
③ Valentina Echeverria, Ross Zeitlin, Sarah Burgess, Sagar Patel, Arghya Barman, Garima Thakur, Magorzota B.
Mamcarz, Li Wang, David B. Sattelle, Daniel A Kirschner, Takashi Mori, Roger M. Leblanc, Rajeev Prabhakar, Gary
W. Arendash. Cotinine reduces amyloid- β aggregation and improves memory in Alzheimerʼs mice. J Alzheimerʼ
s Dis, 24（4）: 817-835, 2011.
④ Jie Lu, Giuseppe Esposito, Caterina Scuderi, Luca Steardo, Laurent C. Delli-Bovi, Jonathan L. Hecht, Bryan C.
Dickinson, Christopher J. Chang, Takashi Mori, Volney Sheen. S100B and APP promote a gliocentric shift and
impaired neurogenesis in Down syndrome neural progenitors. PLoS ONE, 6（7）: e22126, 2011.
⑤ Antoinette R. Bailey, Huayan Hou, Demian F. Oregon, Jun Tian, Yuyan Zhu, Qiang Zou, William V. Nikolic,
Michael Bengtson, Takashi Mori, Tanya Murphy, Jun Tan. Aberrant T-lymphocyte development and function in
mice overexpressing human soluble amyloid precursor protein- α : implications for autism. FASEB J, 26（3）:
1040-1051, 2012.
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⑥ Juan Deng, Huayan Hou, Brian Giunta, Takashi Mori, Yan-Jiang Wang, Frank Fernandez, Sascha Weggen,
Wataru Araki, Demian Obregon, Jun Tan. Autoreactive-A β antibodies promote APP β -secretase processing. J
Neurochem, 120（5）: 732-740, 2012.
⑦ Takashi Mori, Kavon Rezai-Zadeh, Naoki Koyama, Gary W. Arendash, Haruyasu Yamaguchi, Nobuto Kakuda,
Yuko Horikoshi-Sakuraba, Jun Tan, Terrence Town. Tannic acid is a natural β -secretase inhibitor that prevents
cognitive impairment and mitigates Alzheimer-like pathology in transgenic mice. J Biol Chem, 287（9）:
6912-6927, 2012.
⑧ Demian Obregon, Huayan Hou, Juan Deng, Brian Giunta, Jun Tian, Donna Darlington, MD Shahaduzzaman,
Yuyuan Zhu, Takashi Mori, Mark P. Mattson, Jun Tan. sAPP- α modulates β -secretase activity and amyloid- β
generation. Nat Commun, 3: 777, 2012.
⑨ Gary W. Arendash, Takashi Mori, Maggie Dorsey, Rich Gonzalez, Naoki Tajiri, Cesar Borlongan. Electromagnetic
treatment to old Alzheimerʼs mice reverses β -amyloid deposition, modiﬁes cerebral blood ﬂow, and provides
selected cognitive beneﬁt. PLoS ONE, 7（4）: e35751, 2012.
⑩ Takashi Mori, Gary W. Arendash. Long-term electromagnetic ﬁeld treatment increases brain neuronal activity:
Linkage to cognitive beneﬁt and therapeutic implications for Alzheimerʼs disease. J Alzheimerʼs Dis Park, 1: 102,
2011.
総数：論文 20 件，学会発表 29 件
6-2．獲得研究費
①小野薬品工業㈱

科学研究費補助金

研究代表者（森

隆）「消化器疾患における S100B の関与の解明」

（2010-2012）
．
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 -」（2009-2012）．
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
「研究部」は，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ある．当研究施設の情
報公開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．さらに，研究部として積極的に行っている研究支援サービスそして設置機器
等の紹介を含めた冊子を定期的に発行した．
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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

：
「医学概論―医療制度改革と医療政策―」
：
「社会保障」
・
「社会保障としての医療」
：
「医学概論―地域健康危機管理―」

大学院修士課程：医学研究科「医療政策」
：看護研究科「地域保健医療福祉の現状」
保健医療学部

：
「保健医療福祉の現状と課題―社会保障制度改革と医療福祉―」（補講）

短期大学

：看護学科「関係法規」
，専攻科「地域母子」

キャリアアップセンター
：看護学生実習指導者講習会「医療政策―日本の医療はどこへ向かう―」
2-3．達成度
制度成立の背景が激変する中で，制度改革と時代背景との関連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．また，看護学科等の学生に対する
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．

3．研究：該当なし
4．診療：該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
①「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）

②

本学教授が大会会長を務める「第 15 回日本統合医療学会」において，行政経験者の立場から「患者の医療参
加の視点から」問題提起．
（日本統合医療学会）
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6．業績：該当なし
7．自己点検・評価
医学部，保健医療学部，短期大学並びに大学院において授業を担当したが，政権交代や変革期にある医療の実態を
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かけた．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．
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7．寄附研究部門（責任基本学科：大学病院 眼科）
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
鈴木将之（SUZUKI, Masayuki）: 准教授：研究及び教育担当者：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．目的･目標
先端レーザー医学の研究および教育者を育てる．
2-2．教育内容（担当者）
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．達成度
概ね目的を達成している．
2-4．自己評価と次年度計画
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．目的・目標
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い，最先端のレーザー臨床医学を目指す．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
先端レーザー医学新領域開拓プロジェクト
3-3．研究内容と達成度
（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
3-4．自己評価と次年度計画
順調に伸展している．さらなる加速をする予定．

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 Hundred mJ,sub-picoseconds, high temporal contrast OPCPA/Yb:YAG ceramic thin disk hybrid laser system,
Suzuki, H. Kiriyama, I. Daito, 他 12 名 , Appl. Phys. B rapid communication

M.

doi:10.1007/s00340-011-4752-4

Vol. 105（2011）181-184.
② Femtosecond Laser Induced Nanowire Technique and Its Applications, Motoyoshi Baba, Tianqing Jia,
Masayuki Suzuki, and Hiroto Kuroda, ISRN Nanotechnology, Vol. 2011, Article ID 907390, 7 pages,
doi:10.5402/2011/907390
③ Soft X-ray Laser Microscopy of Lipid Rafts towards GPCR-Based Drug Discovery Using Time-Resolved FRET
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Spectroscopy,
Motoyoshi Baba, Tohru Kozasa, Takao Hamanaka, Hiroto Kuroda, Kazuyuki Masuda, Shin Yoneya, and Tatsuhiko
Kodama: Pharmaceuticals vol.4（2011）524-550
④ Low- and high-order nonlinear optical characterization of C60-containing media, R.A.Ganeev, G.S.Boltaev,
R.I.Tugushev, T.Usmanov, M.Baba and H.Kuroda: Eur.Phys.J.D 64,（2011）109-114
⑤ Destructive interference of laser harmonics in mixtures of various emitters in plasma plumes, R.A.Ganeev and
H.Kuroda Appl. Phys. B 103（2011）151-159
⑥ Dependence of the Cutoﬀ in Lithium Plasma Harmonics on the Delay Between the Prepulse and the Main Pulse”M.
Suzuki, M. Baba, R. A. Ganeev, L B Elouga Bom, H Kuroda, and T Ozaki J. Phys. B- Atomic, Molecular and Optical
Physics- Accepted for Publication 9 Feb. 2012.
⑦ Highly Digective High Harmonic Generation from Solid Target Plasma for Biomedical and Medicine Applications,
H.Kuroda, M.Baba, R.A.Ganeev, M.Suzuki, and S.Yoneya: Proceeding of the 12th Unternatuional Conference on
X-Ray Lasers,2010 Gwangju, Korea（2011）221-230.
⑧ High Harmonic Generation by using Laser-Ablation Two-Compounds Target Scheme, M.Suzuki, M.Baba,
R.A.Ganeev, and H,Kuroda: Proceeding of the 12th Unternatuional Conference on X-Ray Lasers,2010 Gwangju,
Korea（2011）231-236.
⑨シグナル伝達と選択的機能性制御の可能性を，求めて
***? レーザー医学はなにができそうか

***

黒田寛人・鈴木将之・馬場基芳・米谷新
第 16 回視覚科学フォーラム研究会（2012）埼玉医科大学毛呂山キャンパス
【総数：論文 6 件，学会発表 2 件，講演 1 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
特許（1）生体培養特殊薄膜（特願

）

（2）生細胞観察軟 X 線顕微鏡（特願

）

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，研究双方いずれに於いてもおおむねの目標は達成され，一昨年立ち上げた研究センターの活動が去年順調な
活動として受け継がれ，今年の成果に結びついている事は喜ばしい．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：学部長：内科学，医学教育学：博士
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：教授：学科長：代表指導教員（大学院）：小児看護学，博士
石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
： 教授：代表指導教員（大学院）：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：代表指導教員（大学院）：地域看護学：博士
古地順子（KOCHI, Junko）
：教授：代表指導教員（大学院）：成人看護学：修士
佐々木榮子（SASAKI, Eiko）
：教授：代表指導教員（大学院）：成人看護学：博士
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：教授：代表指導教員（大学院）：地域看護学：博士
松下年子（MATUSHITA, Toshiko）
：教授：代表指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：母性看護学：修士
菊池チトセ（KIKUCHI, Chitose）
：准教授：指導教員（大学院）：地域看護学：修士
久保恭子（KUBO, Kyoko）
： 准教授：代表指導教員（大学院）：小児看護学，博士
冨田幸江（TOMITA, Sachie）
：准教授：指導教員（大学院）：基礎看護学：修士
原田真里子（HARATA,Mariko）
：准教授： 成人看護学：修士
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：指導教員（大学院）：地域看護学：博士
小倉邦子（OGURA, Kuniko）
：講師：基礎看護学：修士
大堀

昇（OHORI, Noboru）
：講師：基礎看護学：修士

鈴木直子（SUZUKI, Naoko）
：講師：地域看護学：博士（2 月から）
林静子（HAYASHI, Shizuko）
：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
根岸貴子（NEGISHI, Takako）: 講師：老年看護学：修士
本谷久美子（MOTOYA, Kumiko）
：講師：成人看護学：修士
安田裕子（YASUDA,Yuko）: 講師：老年看護学：修士
飯塚恵美（IIZUKA,Emi）
：助教：地域看護学：修士（6 月まで）
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
デッカー清美（Decker, Kiyomi）
：助教：精神看護学：修士
野村

浩 （NOMURA,Hirosi）
：助教：成人看護学：修士（5 月より）

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

福田里美（FUKUDA, Satomi）
：助教：母性看護学：修士
杉山智江（SUGIYAMA, Tomoe）
：助手：小児看護学 :
舩津沙織（FUNATSU, Saori）
：助手：基礎看護学：
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：（8 月まで）
三好理恵（MIYOSHI, Rie）
： 助手： 老年看護学：

2．教育
2-1．目的・目標
深い人間理解に基づき，看護に求められる社会的使命を遂行し生涯にわたり自らの人間性と看護実践の能力の研鑽
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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．
成人看護学領域：成人看護学概論では，
セルフマネ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は急激な健康レベルの変動のある人と手術を受ける人
ならびに家族の特徴を理解し，回復を促進するための援助を，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．
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．
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
実際と結びつけられ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，精神疾患が患者の心理面のみならず身体面，
精神面，社会面，スピリチュアルな面に及ぼす影響を理解し，それに対する具体的な支援方法を修得すること，また，
個人ないし集団の心理状態が，彼らの対人関係や生活，人生と相互に影響しあう関係にあることを理解し，それらを
踏まえて QOL 向上につながる看護や支援の方法を修得することを目的とする．
在宅看護学・地域看護学領域：在宅看護概論学では，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】
・人間工学：1 年生 ,1 単位 15 時間（林静子）
【看護対象としての人間理解】
・看護倫理：2 年生 ,1 単位 30 時間（冨田幸江 , 根岸貴子）
・病むことの心理：2 年生 , 1 単位 30 時間（松下年子，佐鹿 孝子）
・看護におけるコミュニケーション論：1 年生 ,1 単位 30 時間（本山仁美，大堀昇）
・人体の構造と機能Ⅰ：1 年生，1 単位 30 時間（江連和久ほか）
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・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）
・生活と健康：1 年生 ,1 単位 15 時間（小倉邦子）
・疾病の成り立ちⅠ：2 年生 , 2 単位 60 時間（大野良三 , 田邊一郎ほか）
・疾病の成り立ちⅡ：2 年生 , 1 単位 30 時間（大野良三 , 田邊一郎ほか）
・疾病の成り立ちⅢ：2 年生 , 2 単位 60 時間（大野良三 , 田邊一郎ほか）
・看護関係法規：2 年生，1 単位 15 時間（浅川典子）
・医療の基本Ⅱ（医療安全管理とチーム医療）：2 年生 1 単位 30 時間（大野良三，西岡亮治）
・医療の基本Ⅲ（医学の歩み）
：4 年生 1 単位 30 時間（大野良三，田邊一郎ほか）
【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 , 林静子 , 小倉邦子 , 大堀昇 , 秦朝子 , 舩津沙織）
・基礎看護技術Ⅰ：1 年生 ,1 単位 30 時間（林静子 , 冨田幸江 , 小倉邦子 , 大堀昇 , 秦朝子 , 舩津沙織）
・基礎看護技術Ⅱ：1 年生 ,1 単位 30 時間（大堀昇 , 冨田幸江 , 林静子 , 小倉邦子 , 秦朝子 , 舩津沙織）
・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 , 大堀昇 , 秦朝子 , 舩津沙織）
・基礎看護技術Ⅳ：2 年生 ,1 単位 30 時間（小倉邦子 , 冨田幸江 , 林静子 , 大堀昇 , 秦朝子 , 舩津沙織 ,）
・基礎看護技術Ⅴ：2 年生 ,1 単位 30 時間（大堀昇 , 冨田幸江 , 林静子 , 小倉邦子 , 秦朝子 , 舩津沙織）
・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 , 舩津沙織）
・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 :2 年生 ,1 単位 30 時間（本谷久美子）
・老年看護学概論：2 年生 ,2 単位 30 時間（浅川典子）
・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）
・精神看護学概論：2 年生 , 2 単位 30 時間（松下年子）
・在宅看護学概論：2 年生 ,2 単位，30 時間（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）
・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）
・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 , 福田里美）
・成人看護方法論Ⅰ（旧カリ）:3 年生 ,1 単位 30 時間（本谷久美子）
・成人看護方法論Ⅱ :3 年生 ,1 単位 30 時間（原田真里子）
・成人看護方法論Ⅲ：3 年生 ,1 単位 30 時間（藤村朗子 , 本山仁美 , 野村浩）
・成人看護方法論Ⅳ：3 年生 ,1 単位 30 時間（本山仁美 , 原田真里子，藤村朗子 , 本谷久美子 , 野村浩 , 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 , 根岸貴子，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 , 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 , デッカー清美）
・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 , 飯塚恵美 , 松岡由美子）
・地域看護学活動論：3 年生 ,5 単位 150 時間（菊池チトセ , 千田みゆき , 山路真佐子 , 加藤基子 , 飯塚恵美 , 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 30 時間（菊池チトセ , 千田みゆき , 加藤基子 , 山路真佐子 , 飯塚恵美 , 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 , 秦朝子 , 舩津沙織）
・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 , 林静子 , 小倉邦子 , 大堀昇 , 秦朝子 , 舩津沙織）
・成人看護学実習Ⅰ - ①：3 年生 ,2 単位 90 時間（佐々木榮子 , 原田真里子 , 本谷久美子 , 増田裕見子）
・成人看護学実習Ⅱ - ①：3 年生 ,2 単位 90 時間（古地順子 , 本山仁美 , 藤村朗子 , 野村浩）
・成人看護学実習Ⅱ（旧カリ）
：4 年生 ,1 単位 45 時間（佐々木榮子 , 原田真里子 , 本谷久美子 , 増田裕見子）
・成人看護学実習Ⅳ（旧カリ）
：4 年生 ,1 単位 45 時間（古地順子 , 本山仁美 , 藤村朗子 , 野村浩）
・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，根岸貴子，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 , 根岸貴子，橋本志麻子 , 三好理恵）
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・小児看護学実習：3・4 年生 ,2 単位 90 時間 （佐鹿孝子 , 久保恭子 , 坂口由紀子）
・母性看護学実習：3・4 年生 ,2 単位 90 時間（大森智美 , 藤村博恵 , 宍戸路佳 , 福田里美）
・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 , デッカー清美）
・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 , 飯塚恵美 , 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）
【ケアの質向上のための看護学】
・看護過程論：2 年生 ,1 単位 30 時間（本谷久美子 , 佐鹿孝子 , 加藤基子，千田みゆき , 大森智美 , 菊池チトセ , 久
保恭子 , 冨田幸江 , 安田裕子 , 藤村博恵 , 根岸貴子 , 坂口由紀子，宍戸路佳 , デッカー清美 , 秦朝子 , 福田里美 , 野
村浩 , 増田裕見子）
・パリアティブケア論：2 年生 ,1 単位 15 時間（原田真里子，）
・クリティカルケア論：3 年生 ,1 単位 15 時間（古地順子，藤村朗子）
・救急救命論：4 年生 , 1 単位 15 時間（古地順子 , 本山仁美，野村浩）
・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 , 丸山昭子）
・生殖医療と看護：2 年生 ,1 単位 15 時間（大森智美 , 藤村博恵）
・看護研究概論：3 年生 ,1 単位 15 時間（加藤基子）
・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，有田和恵）
・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（西岡亮治，有田和恵，大
野良三）
・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 1 単位 30 時間（大野良三，有田和恵）
・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（辻美隆，大野良三）
・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，西岡亮治）
・医学英語：健康医療科学科 2 年生 1 単位 30 時間（大野良三，間山

伸）

・人体の構造と機能 I（健康医療科学科，1 年生，4 単位 90 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 , 辻美隆ほか）
・ヒトの病気Ⅰ：医用生体工学科 2 年生，2 単位 30 時間（大野良三 , 辻美隆ほか）
・ヒトの病気Ⅱ〜Ⅲ：医用生体工学科 3 年，生 4 単位 60 時間（大野良三 , 辻美隆ほか）
・ヒトの病気Ⅰ〜Ⅵ：理学療法学科 2 年生，12 単位 180 時間（大野良三 , 辻美隆ほか）
・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）
2-3．達成度
基礎看護学領域：どの科目も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，昨
年度と同様に実技試験項目を多くし，空きコ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，技術テストの合格者は例年より増え，学生は基礎看護技術が習得できた．平成 23 年度から基礎看護
学実習Ⅰは，2 月末に実施した．学生は実習で看護師と共に行動することで，1 年間学内で学んだ学習の意味が実感
として理解できたという反応がみられ，今後，看護学を学ぶ動機づけになった．また，基礎看護学実習Ⅱでは，看護
師から指導を多く受けたが，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：概論では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Ⅱ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Ⅲはがん患者の看護について，方法論Ⅳは成人看護に必要
な技術の意味を考察・実施することができた．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は急性期の患者の健康レベルの変化に対応できる看護を，実習Ⅱ（旧カリ）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Ⅳ（旧カリ）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：前年度に引き続いて資料を工夫し，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
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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，昨年度に引き続いて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を達成することができた．
精神看護学領域：
「精神看護学概論」と「精神看護学活動論」の両者において ,VTR 視聴を取り入れるとともに，
当事者講師による講義を設けた．
「精神看護学実習」との連動を意図して授業を進めた．いずれも計画通りの達成度
であった．
在宅看護学・地域看護学領域：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．在宅看護学活動論の演習は昨年に引
き続き，演習ノートと最新の在宅医療機器を用いたデモストレーレーションと体験学習をおこなったが，内容を修正
した．その結果，一定の学習効果を得た．地域看護学概論および活動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．地域診断論は実習市町村から一市を選んで演習を行い，学んだ診断方法が実習で活用できるようにし
た．特に後期は教員の欠員が 3 人となり，広範囲の地域に亘る多数の学生への地域看護学実習の指導は十分な教育
体制がとれなかった．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，同時に実施した．教員が複数のグループを担当するために，指導者との連絡・調整を
緊密に行なうよう努めた．臨地実習指導者連絡会議では，基礎看護学実習Ⅱに関する指導のねらい等について具体的
に説明し，会議に参加していない看護師には，文書で説明を行なったことにより，実習のねらいを理解した実習指導
を学生は受けることができ，学生は実習目標を十分に達成することができた．
基礎看護技術の習得度を高めるために，実技試験（年間 5 項目）を導入していることから，学生の自己学習の機
会が増え，技術習得につながっている．次年度以降もこの教育計画での技術教育を定着させていきたい．
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長期的な課題となり，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Ⅱ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は実
習で活用できる状況判断能力の育成の方法を継続的に考えていく必要がある．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は短期間で患者視点の看護問題へと導く指導を強化する必要がある．
老年看護学領域：前年度に引き続いて資料を工夫し，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，昨年度に引き続いて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学生個々の学習進度に合わせて指導を行う．
母性看護学領域：講義，演習においては，母性看護学概論の学生が講義するという主体的学習方法は，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．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を検討
していく．実習においては，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，産むことの女性の大変さ，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，学生がより理解できているという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
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い．
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」の連続性（学内講義・演習と実習の連動）
を意図した教授・演習デザインにより，学生の実習での理解・学びはよりスムーズであったと考える．次年度以降も
同様の授業計画としたい．
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，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．次年度はさらに既習得科目の知識の活用による分析・解釈，援助方法の選択など統合力が育つ
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．改正カリキュラムとなり今年度より地域診断は地域看護学活動論に含まれた．
3 年次では地域診断の理解が難しい様子が見られたので授業と演習の工夫をする．また，地域診断の演習と実習が直
結しなくなったのでさらなる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医療人教育における学生による授業評価（大野良三ほか）
3-3．研究内容と達成度：大学教育における学生による授業評価のツール適正度および有用性について発表した（大
野良三ほか）
．
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，一つ目として，看護学生の実習経験に対する実習指導者の
捉え方と意味づけに関しての調査結果から，実習指導者の指導内容や指導行動を明らかにし，効果的な実習指導のあ
り方に活用するための示唆を得ることである．二つ目として，院内感染防止対策のひとつである手指衛生について，
実習指導者を対象に，実習中の看護学生への手指衛生の指導の実態を明らかにし，手指衛生指導につながる実習指導
者の背景を分析し，的確な手洗いの指導につながるための示唆を得ることである．さらに，これらの結果については，
学会発表及び論文化し，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看護学生の実習経験に対する実習指導者の捉え方と意味づけ（冨田幸江 ,
天野雅美 , 大堀昇 , 石津みゑ子：平成 21 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）②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（秦朝子 , 冨田幸江 , 大堀昇 , 石津みゑ子：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関東圏内の総合病院に勤務する看護師 453 名に対して，自記式質問紙法を行い，実習指
導者講習会受講の有無別で学生指導への関心，実習指導に対するやりがい，看護の考え方を伝える自信等に違いが示
された．達成度 80％ ②関東圏内の総合病院 62 施設に勤務する実習指導者 871 名に対して，自記式質問紙調査を行い，
臨地実習における手指衛生指導の実態について，院内感染対策の状況との関連を分析し，院内感染対策の役割経験，
マニュアルの存在の有無で関連が示された．達成度 80％．
3-4．自己評価と次年度計画：過密な教育活動ではあるが，教員はそれぞれ研究に取り組み学会発表や論文にまとめ
るなど昨年度よりも成果をあげることができた．次年度は文部科学研究費，埼玉医科大学学内グラント，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よう継続して努力
していく．また，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くこと，
さらに，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る．
＜成人看護学領域＞
3-1．目的・目標：がん看護 CNS，およびクリティカルケア CNS コース開設に向け研究費の獲得を目指した．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①がん患者の補完代替療法に関する看護職の認知度と経験（本谷久美子・
藤村朗子：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）②松下年子 , 藤村朗子：精神看護領域の臨床
および看護教育における ,「特定看護師（仮称）制度」導入に対する意識−全国の精神科病院および看護系大学を対
象としたアンケート調査−（平成 23 年度埼玉医科大学学内グラント研究）
3-3．研究内容と達成度： 関東近郊の大学病院・がん専門病院・一般病院の計 10 施設の看護師 1000 名以上を対象に，
がん補完代替療法に関する認識と経験について質問紙調査を実施した．現在データの統計処理ないし質的分析を進め
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るとともに学会発表・論文投稿を行っている．7 達成度 70%

②学部プロジェクトは順調に進み，学会発表，論文

投稿をする予定である．達成度 90%
3-4．自己評価と次年度計画：過密な教育活動のため，教員は個々に努力しているものの論文にまとめる作業に費や
す時間的余裕がなく，せいぜい学会発表に留まった．これは開学以来の実習計画との関連によるものであり，今後年
間の授業ならびに実習計画を学科単位で見直す必要があると考える．成人看護学領域は，日進月歩の医療の高度化に
沿いつつ，エビデンスに基づく看護実践を目指すことから，臨床的研究課題を取り上げ，授業や実習に活かせる研究
活動を目指したい．
＜老年看護学領域＞
3-1．目的・目標：看護学生が認知症高齢者との関わりにおいてどのように理解を深めているのか，そのプロセスに
ついて学生の実習記録，学生へのインタビュー調査を基に明らかにする．
3-2．研究グループ：①看護学生の認知症高齢者を対象とした理解の深まりにおける研究（根岸貴子，浅川典子 , 橋
本志麻子 , 三好理恵：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：該当学生に研究依頼を行い，同意の得られた学生の実習記録からのデータの抽出，インタ
ビュー調査に同意の得られた学生へのインタビューを行った．達成度 30％
3-4．自己評価と次年度計画：次年度は，得られたデータの分析を進め，看護学生の認知症高齢者の理解のプロセス
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障害のある子ども（者）の親がわが子の死を受容していく過程において，専門職による支援が
どのように関与したのか，専門職による支援の課題を明らかにすることを目的として取り組んだ．②災害が子どもと
家族に及ぼす影響を明らかにすることを目的として，質問紙調査およびインタビュー調査を行った．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①障害のある子ども（者）の親へのグリーフケアと死の受容（坂口由紀子，
佐鹿孝子 , 久保恭子 , 杉山智江他：平成 23 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）②被災家族の家族シス
テムとシームレスな家族再構築支援プログラムの検討（久保恭子，佐鹿 孝子，坂口由紀子他：文部科学省科学研究
費補助金基盤研究Ｂ）
3-3．研究内容と達成度：①死亡した障害のある子ども（者）の親へ面接調査を行っている．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質問紙調査は終了し，現在，面接調査を進めている．達成度 70%
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．次年度は研究の結果を学会誌に投稿していく．②研究の結果を学会発表していく．また，さら
に調査を継続し，災害後の子育て支援の活用を目指す．
＜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．
今後は現在進めている研究をさらに継続，発展させていきたい．また実践現場と連携し共同研究を行っていきたいと
考える．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：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）②高齢者の性意識に関す
る研究−高齢者へのインタビュー調査と看護職者へのフォーカスグループインタビュー調査−（大森智美，藤村博恵，
宍戸路佳，福田里美，松下年子：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）③有職の高年初産婦に関する研究（藤
村博恵，宍戸路佳，福田里美，大森智美：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
3-3．研究内容と達成度：
①母性看護学実習における男子看護学生の体験について，「実習前の状況」「実習中の状況」「実習による学びと変
化」を明らかにした．この結果は，第 52 回母性衛生学会学術集会にて発表し，母性衛生に投稿予定．達成度 85％．
②対象者へのインタビューを終え，現在分析を進めている．達成度 60％．③有職の高年初産婦を対象としたインタ
ビュー調査を実施中．達成度 60％．
3-4．自己評価と次年度計画：
今年度は新しい研究テーマにも取り組み始め，例年に比べ研究活動も行うことができた．学会発表が終了している
①は，次年度論文を投稿し，結果を提示していく．②・③は分析を進め，学会発表を目指す．
＜精神看護学領域＞
3-1．目的・目標：学内外より研究資金を得て , 研究活動とその発表を通じて精神保健看護学の発展に寄与すること
を目的とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①松下年子 , 他：新人看護師の離職防止を意図した「首尾一貫感覚向上プ
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ログラム」の有用性の検討（科研費助成金

基盤研究 C

課題番号 23593471）②松下年子 , 藤村朗子：精神看護領

域の臨床および看護教育における ,「特定看護師（仮称）制度」導入に対する意識−全国の精神科病院および看護系
大学を対象としたアンケート調査−（平成 23 年度埼玉医科大学学内グラント研究）③丸山昭子 , 大澤優子 , デッカー
清美：精神病院における未就学児を持つ女性看護師のバーンアウトに関連する要因

- 職場と育児の環境要因に焦点

をあてて -（平成 23 年度埼玉医科大学学内グラント研究）④大澤優子 , 丸山昭子：埼玉県内における精神科訪問看護
の実態調査（平成 23 年度埼玉医科大学学内グラント研究）
3-3．研究内容と達成度：①新人看護師を対象とした郵送式質問紙調査および介入研究を実施中である．SOC（sense
of coherence: 首尾一貫感覚）向上プログラムの開発を目指している．達成度 95% ②全国の精神科病院および看護系
大学を対象にアンケート調査を実施した．達成度 98%

③精神科に勤務する未就学児を持つ女性看護師を対象に郵

送式質問紙調査を実施中である．今後 , データの入力・解析をすすめる予定である．達成度 50％．④埼玉県内にお
ける精神科関連の医療福祉施設に向けての第一次調査準備中．達成度 10％．
3-4．自己評価と次年度計画：①の科学研究費補助金研究プロジェクト , ②③④の学部プロジェクトともに順調に進
んでいる．次年度以降も同様に継続する予定である．
＜在宅看護学・地域看護学領域＞
3-1．目的・目標： ①地域看護活動や地域看護職のキャリアディベロップメントに関する研究を継続し，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
えた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生かされると
共に訪問看護師の実践に還元でき，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「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 , 東名厚木病院摂食嚥下グループ）②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）③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運用と看護師の調整機能の検討（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）④訪問看護事例検討記録の分析，（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認知症サポーター養成講座修了者の活動実態と活動意
欲（加藤基子 , 鶴ヶ島市

高齢者福祉課）⑥介護職者が認知症高齢者とケア関係をつくっていくプロセス（加藤基子，

神奈川県立精神医療センター）⑦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（加藤基
子，東京工科大学保健医療学部看護学科）⑧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（菊池チトセ , 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）⑨平成 23 年度日高
市健康づくり応援隊事業地域健康づくり業務（調査）（千田みゆき，菊池チトセ，山路真佐子，松岡由美子，荒川博美）
⑩こころの健康に関する研究−大都市近郊住民を対象として−（山路真佐子，千田みゆき，柴崎智美：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平成 19 年度に開発し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 名を対象に分析した結果を論文化し投稿した．その結果，日本摂食・嚥下リハビリテーション学会誌
に原著論文として平成 24 年 1 月 26 日受理（証明書 No. 11-08）．論文掲載（第 16 巻 1 号），達成度 100%．②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在宅療養開始から 1 年 6 か月間実施した結果を日
常生活動作，認知，QOL の変化について第 16 回老年看護学会発表した．達成度 60％

③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実施した訪問看護師に対し，インタビューによるデータ収集が終了した．
達成度 50%

④加藤の在宅ケアアセスメントツールを用いた訪問看護事例の検討会を約 10 年間続けてきた．訪問看

護サービスの質の向上に資する資料を得るために約 100 事例の分析をおこなう．現在は事例の読み込み，分類，分
析視点の検討をおこなった．達成度 20%．⑤鶴ヶ島市の高齢福祉課が主催の認知症サポーター養成講座修了者 659
人に対して，終了後の活動実態と活動意欲について質問紙調査をした．その結果を原著論文として認知症ケア学会
誌に 1 月に投稿した（加藤基子，鶴ヶ島市）達成度 90%

⑥グループホームの介護職員を対象にインタビューし，

M-GTA を用いて分析し，第 37 回日本看護研究学会にて発表した．達成度 60%

⑦介護老人福祉施設の入所者を対

象にインタビューし，M-GTA を用いて分析し 22 年度に学会発表を終え，現在は投稿論文を作成中である．達成度
70%

⑧埼玉県の行政に働く全保健師を対象に郵送質問紙調査を実施した．現在，分析及び報告書作成中である．一

部を学会発表に申し込み受理された．達成度 80%

⑨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評価に関する研究である．報告書を作成し日高市に報告した．達成度 100%
地域住民を対象とする心の健康に関する調査である．現在，調査途中．達成度 30%
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3-4．自己評価と次年度計画：
①はプログラムの有効性を引き続き検討していく．②③⑥⑦は投稿論文にしていく．④は引き続き分析をおこない，
事例集を出版する．⑤介護家族のケアニーズを把握するインタビュー調査を開始する．⑧は学会発表と投稿論文を目
指す．⑨⑩は学会発表を目指す．

4．診療：診療：神経内科専門外来（週 1 回午後）（大野良三）
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員
厚労省委託事業「がんのリハビリテーション」全国研修会・学会合同委員会委員（佐々木榮子）, 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）, 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）, 埼玉県准看護師試験委員（原
田真里子）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
日本看護医療学会評議委員（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）, 第 21 回日本看
護教育学学会学術集会

座長（石津みゑ子）, 日本看護医療学会査読委員（石津みゑ子）, 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）, 日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護学会・学術誌編集副委員
長・兼査読委員（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）, 日本小児看護学会第 21 回学術集会査読委員（佐鹿孝子）, 日本高齢者虐待防止学会 査読委
員（松下年子）, 日本アディクション看護学会査読委員（松下年子）, 日本在宅ケア学会誌編集委員（浅川典子）, 日
本社会福祉学会機関紙「社会福祉学」臨時査読委員（浅川典子）, 日本看護学会抄録選考委員（浅川典子）, 日本循環
器病予防学会査読委員（菊池チトセ）, 日本生理人類学会評議員（林静子）, 日本看護学会論文集看護教育論文選考委
員（小倉邦子）, 日本看護学会論文集看護管理論文選考委員（大堀昇）
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】
2011 年 2 月・
「平成 24 年度・がん看護専門看護師教育課程」の認可を受ける（佐々木榮子）, 千葉大学，筑波大学，
埼玉医科大学，群馬大学，4 大学連携の「がんプロジェクト委員会」委員として，がん専門医・養成課程「がんと看護」
E-leaning 教材改定（佐々木榮子）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）, 日本赤十
字秋田看護大学大学院講師（松下年子）, 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）, 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）,（財）
東京都保健医療公社 多摩南部地域病院

看護部研修「看護研究」講師（大森智美）, 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 「子どもと保健（11 回）」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）, 埼玉医科大学キャリアアップセンター実習
指導者講習会講師（加藤基子，古地順子，千田みゆき，松下年子，大森智美，冨田幸江，本山仁美）, 埼玉医科大学
国際医療センタ−教育担当者研修会講師（冨田幸江）, 埼玉県看護協会看護師職能委員会委員（林静子）, 中野総合病
院看護部看護研究院内研修講師（小倉邦子）, 東京都立北療育医療センター看護科看護研究院内研修講師（小倉邦子）
国立療養所多磨全生園看護部看護研究指導（大堀昇）, 財団法人井之頭病院院内教育「急変時の対応」講師（大堀昇）,
聖学院大学児童学科非常勤講師（福田里美）
【学会役員・その他の学会関連】
日本嚥下医学会理事（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）, 日本リハビリテーション看護学会理事（佐々木榮子）, 日本ケアマネージメント学会広報担当理事（佐々木
榮子）, 看護科学研究学会研修委員（佐鹿孝子）, 日本小児看護学会第 21 回学術集会企画委員（佐鹿孝子），日本アディ
クション看護学会理事長（松下年子）, 日本高齢者虐待防止学会理事（松下年子）, 日本「性とこころ」関連問題学会
理事（松下年子）, 日本アルコール関連問題学会理事（松下年子）, 第 10 回日本アディクション看護学会学術大会実
行委員 本部（松下年子 , 丸山昭子 , デッカー清美）, 日本循環器管理病予防学会評議員（菊池チトセ）, 日本小児看護
学会第 21 回学術集会実行委員（久保恭子，坂口由紀子）日本アディクション看護学会事務局長（丸山昭子）, 日本高
齢者虐待防止学会事務局（大澤優子）
．
【その他】
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神奈川県立保健福祉大学看護実践センター高齢者支援過程講師（加藤基子）, 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）, 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）, 異職種交流オフイスクラブ理事（佐々木榮子）, 日本子ども総合研究所嘱託研究員（佐鹿孝子）,
日高市健康づくり推進会議委員（千田みゆき），埼玉県人権施策推進懇話会委員（松下年子）（2011.07 〜 2012.03）
精神保健医療の教材として DVD 作成「依存症と共依存」監修（松下年子）, 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）,NPO 法人高齢社会をよくする女性
の会理事（浅川典子）, 川越市健康づくり推進協議会委員（菊池チトセ），第 2 回メガケア在宅医療フォーラム講演（原
田真里子）
，埼玉県看護協会第 2 支部第 27 回看護研究発表会講評（大森智美 , 本山仁美，藤村朗子）, 埼玉県看護協
会第 2 支部常任委員（教育委員長）
（山路真佐子），平成 23 年度日本郵便年賀寄付金配分事業 依存症者家族支援プ
ログラム担当者全国研修検討委員（小倉邦子）埼玉県看護教員キャリアアップ研修会 C コース講師（根岸貴子）, 川
越市医師会看護専門学校非常勤講師（根岸貴子）埼玉医科大学国際医療センター看護研究指導・講評（浅川典子，菊
池チトセ，久保恭子 , 本山仁美 , 山路真佐子 , 本谷久美子 , 林静子）,

6．業績
＜専門基礎領域＞
6-1．論文・学会発表
① Sugiyama Y, Shiba K, Nakazawa K, Suzuki T, Umezaki T, Ezure K, Abo N, Yoshihara T, Hisa Y., Axonal projections
of medullary swallowing neurons in guinea pigs. J Comp Neurol. 519（11）, 2011, 2193-2211.
②大野良三，松下年子，菊池チトセ，村田栄子，佐藤正夫，戸井田昌宏，脇田政嘉，小島龍平，藤田博暁：学生に
よる授業評価における評価ツールの適正度評価．第 43 回日本医学教育学会大会，2011.7，広島
③大野良三，松下年子，菊池チトセ，村田栄子，佐藤正夫，戸井田昌宏，脇田政嘉，小島龍平，藤田博暁：学生に
よる授業評価は教員の教育能力開発に有用か．第 43 回日本医学教育学会大会，2011.7，広島．
④田邊一郎，脇田政嘉，辻美隆，大野良三：大学教育における医用工学領域の IT 素材の活用と新しい講義方法の
構築．第 43 回日本医学教育学会大会，2011.7，広島
⑤ Arata A, Fujii M, Arata S, Tanaka I, Ezure K, Adrenergic modulation on the respiratory phase-switching neurons
in parabrachialis nucleus in the neonatal rat. Society for Neuroscience, Nov 13, 2011. Washington DC
【総数：論文

1 件，学会発表

4 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 23 年度文部科学省，科学研究費
補助金，基盤研究（C）
）70 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小倉邦子 , 佐藤朝美 , 濵邉富美子 , 葉山香里：在宅重症心身障害児（者）の医療的ケア導入の決断における母親
の思い , 埼玉医科大学看護学科紀要 ,5（1）,23 − 30,2012.
②冨田幸江 , 大堀昇 , 石津みゑ子：看護学生の「共感」の意味のとらえ方―援助的関係形成のあり方を学ぶ学内演
習からの分析― , 埼玉医科大学看護学科紀要 5（1）, 31-38,2012,3.
③天野雅美 , 冨田幸江：患者の暴言に対する看護師の対応と患者の態度の変化−暴言を最後まで聴いた看護師に焦
点をあてて− , 看護教育研究学会誌 3（1）：45 − 51,2011.
④舩津沙織：中堅看護師の職業的アイデンティティと「療養上の世話」への認識との関連 , 埼玉医科大学大学院看
護学研究科修士論文 ,1-51,2012,3.
⑤林静子：安静時の苦痛を取り除く ! 安全・安楽な体位アセスメントとポジショニングの工夫 , 達人ナース ,32（5）
,8-13,2011,9.
⑥冨田幸江 , 仙田志津代：基礎看護教育における実習指導のエッセンスを伝える実習指導者講習会（その 1）, 実
習指導に望まれる指導者としての力量 , 看護教育 ,53（3）,212-218,2012.3.
⑦林静子 , 西山ゆかり , 安藤晴美 , 看護学生の病床環境に関する思考過程−眼球運動と発話内容による分析− , 日本
看護研究学会 ,34（3）
，371,2011,7, 横浜市
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⑧大堀昇 , 冨田幸江 , 天野雅美 , 石津みゑ子：臨地実習指導者の実習指導に対する態度の特徴と関連要因 ,

第 31

回日本看護科学学会学術集会 , 2011.12. 高知市
⑨冨田幸江 , 天野雅美 , 大堀昇 , 秦朝子 , 石津みゑ子：臨地実習指導者が看護学生の実習体験から学んで欲しいと考
えた内容−基礎看護学実習での足浴の援助を通して− , 第 31 回日本看護科学学会学術集会 , 2011.12. 高知市
⑩小倉邦子 , 冨田幸江 , 大堀昇 , 石津みゑ子 , 舩津沙織 , 山本幸子：患者が不安を表出した場面での看護学生の言動
の特徴―ペーパーペーシェントによるプロセスレコードの記述の分析― , , 第 22 回日本医学看護学教育学会学術
集会 ,2012.3. 米子市
【総数：論文

6 件，学会発表 12 件】
該当無し

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：該当なし
＜成人看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①藤村朗子・本谷久美子：がん患者の補完代替療法に関する研究（第 1 報）−看護師の認知度・関心度の実態− ,
第 42 回日本看護学会成人看護Ⅱ ,2011.09, 大阪府 .
②藤村朗子・本谷久美子：大学病院とがん専門病院の看護師のがん補完代替療法に関する経験 , 第 26 回日本がん
看護学会学術集会 ,2012.02, 島根県 .
③本谷久美子・藤村朗子：がん患者の補完代替療法に関する研究（第 2 報）−看護師の経験と相談状況の実態− ,
第 42 回日本看護学会成人看護Ⅱ ,2011.09, 大阪府 .
④本谷久美子・藤村朗子：看護師のがん補完代替療法に関する経験とその困難 , 第 31 回日本看護科学学会学術集
会 ,2011.12, 高知県 .
⑤本谷久美子・藤村朗子：看護師の補完代替療法に関する経験の中で感じた困難−質問紙調査の自由記載の分析よ
り− , 第 26 回日本がん看護学会学術集会 ,2012.02, 島根県 .
⑥本谷久美子・藤村朗子：大学病院とがん専門病院の看護師の補完代替療法に関する認知度・関心度 , 第 26 回日
本がん看護学会学術集会 ,2012.02, 島根県 .
⑦佐々木榮子：がんのリハビリテーションチーム医療における看護師の役割，がんのリハビリテーション懇話会第
一回研究発表会，2012.1.14. 大阪府 .
⑧増田裕見子・本谷久美子 , 他：成人看護学実習（慢性期実習）における学生の学びの構造 , 第 21 回日本看護学
教育学会学術集会 ,2011.08, 埼玉県．
⑨本谷久美子・藤村朗子：看護系大学における補完代替療法の教育の検討

−看護師の教育経験と教育ニーズ− ,

日本看護学教育学会第 22 回学術集会 ,2012.08, 熊本県 .
⑩渡邊裕見子

土屋守克

他：夜間の温・湿度と患者の主観的評価の関連性の検討ー夜間の病室内気候の評価ー ,

第 42 回日本看護学会成人看護総合 ,2012.03, 東京都 .
【総数：論文

0 件，学会発表 12 件】

6-2．獲得研究費
①佐々木榮子：がん患者のサバイバーシップを支援する看護モデルの開発：分担研究者：担当部分「精神・心理側
面」の状況調査・分析・考察（平成 23 年度科研費（兆戦的萌芽研究）,5 万 円）
②松下年子，
藤村朗子：精神看護領域の臨床および看護教育における特定看護師（仮称）制度導入に関する研究（平
成 23 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 ,30 万円）
6-3．受賞：23 年 9 月：埼玉医科大学･保健医療学部授業評価受賞
①佐々木榮子：The best
②本谷久美子：best

of Year 賞

Teacher

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
①学会共同主催（リハビリテーション医学会，日本リハビリテーション看護学会，日本がん看護学会，理学療法士
協会，作業療法士協会等の共催）
：第 8 回がんのリハビリテーション全国研修会・於昭和大学（佐々木榮子）
＜老年看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①内野聖子 , 浅川典子 , 橋本志麻子 , 三好理恵（2011）：グループ回想法を実施したケアスタッフへの高齢者ケア
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実践における効果 , 日本認知症ケア学会誌 ,10（1）,68-78
② Takako Negishi ,Kazuko Tashiro:Recognition and understanding of day care services among the latterstage elderly-A comparison between long-term care insurance service users and non-users（who instead
use independent support services of local communities）-, 15 ｔ ｈ

East Asian

Forum of Nursing Scholars

Singapore, February.2012.
③浅川典子 , 細谷たき子 , 叶谷由佳：独居認知症高齢者を支援する主任ケアマネジャーの施設入所に関する判断 ,
第 16 回日本在宅ケア学会抄録集 ,157,2012.
④安田裕子 , 浅川典子 , 橋本志麻子 , 三好理恵：認知症対応型共同生活介護における医療連携の現状 , 日本認知症ケ
ア学会誌 ,10（2）,332,2011.
⑤根岸貴子：社会人学生が看護専門学校で学ぶことの認識，第 42 回日本看護学会‐看護教育‐, 第 42 回日本看護
学会抄録集―看護教育― ,37，2011．
⑥三好理恵 , 浅川典子 , 橋本志麻子 , 安田裕子：認知症対応型共同生活介護における医療連携をうまく図るための
取り組みの現状 , 日本認知症ケア学会誌 ,10（2）,333,2011.
⑦内野聖子，浅川典子，橋本志麻子，三好理恵：高齢者に効果的なグループ回想法における実践者の関わり，第
31 回日本看護科学学会学術集会講演集，421, 2011
⑧田代和子 , 根岸貴子：介護保険認定外の後期高齢者における「地域支援事業」の参加・継続に関する研究 , 第 31
回日本看護科学学会講演集，411，2011.
⑨細谷たき子 , 鈴木育子 , 小林順子 , 叶谷由佳 , 森鍵祐子 , 大竹まり子 , 浅川典子：認知症対応型通所介護施設利用
者の帰宅願望・通所拒否時の介護スタッフの判断と対応 , 第 16 回日本在宅ケア学会抄録集 ,66,2012.
⑩内野聖子 , 浅川典子 , 橋本志麻子 , 三好理恵：グループ回想法実践場面において実践者が発揮している力 , 日本老
年看護学会第 16 回学術集会抄録集 ,244,2011
【総数：論文

1 件，学会発表 12 件】

6-2．獲得研究費
①浅川典子：独居認知症高齢者のケアマネジメントスキル尺度の開発（日本学術振興会・科学研究費補助金 基盤
研究（C）40 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）6 万円）
③根岸貴子，浅川典子 , 橋本志麻子 , 三好理恵：看護学生の認知症高齢者を対象とした理解の深まりにおける研究
（埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 ,7 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坂口由紀子，佐鹿孝子，久保恭子，松下年子，杉山智江他：重い障害のある人の親に対するグリーフケア―療育
に関わる専門職への面接調査から―，埼玉医科大学看護学科紀要 5（1），2012.3
②久保恭子

倉持清美：乳幼児をもつ母親の防災意識の特徴 , 東京学芸大学紀要 ,63,257 − 261,2012.2.

③佐鹿孝子，松下年子，坂口由紀子，久保恭子，丸山昭子，安藤晴美，宇賀神恵理：The anxienty aﬀecting
mothers of school-age children with brain tumors upon their return to social life : an interview study conducted
following long-term hospitalization，10th international Family Nursing Conference，2011.6，京都
④久保恭子他：Child birth transition of marital relationship：第 10 回国際家族看護学会 ,2011.6 月 , 京都
⑤久保恭子，坂口由紀子，佐鹿孝子他：新潟中越地震後 6 年，震災が子どもと家族に与える影響：第 13 回災害看
護学会 ,2011.9 月 , 埼玉
⑥ 久 保 恭 子， 宍 戸 路 佳， 坂 口 由 紀 子 他：Correlation between Mothers' Participation in disaster Drills and their
Knowledge and Skills in Disaster Prevention and their Preparations for Disasters，2011.07，神戸
⑦坂口由紀子，佐鹿孝子：Eﬀects of mothers' Attitude toward Gender Roles on Their Child-rearing Attitude and
their infants' social skills-by Examining the eﬀects according to Parents' working style，The 2nd japan-korea
joint Conference on Community Health Nursing，2011.7，神戸
⑧坂口由紀子，佐鹿孝子，久保恭子：特別支援学校の教育活動における連携の現状と課題―自由記述の分析より―，
日本小児看護学会
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⑨坂口由紀子，松下年子，岡部惠子，田中瞳，宇賀神恵理他：妊娠から出産後 1 年までの QOL の推移‐妊産褥婦，
育児中の母親を対象とした縦断的質問紙調査（2）−，第 37 回日本看護研究学会学術集会，2011.8，横浜
⑩松下年子，佐鹿孝子，坂口由紀子，久保恭子，丸山昭子，安藤晴美：A support group for mothers who have a
hospitalized child with brain tumor，10th international Family Nursing Conference，2011.6，京都
【総数：論文

2 件，学会発表 18 件】

6-2．獲得研究費
①坂口由紀子，佐鹿孝子，久保恭子，杉山智江他：障害のある子ども（者）の親へのグリーフケアと死の受容（平
成 23 年度保健医療学部プロジェクト研究

19 万円）

②久保恭子（代表）
，佐鹿孝子，坂口由紀子他：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」120 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 5 回子育ておしゃべり広場 2011 年 8 月
（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 , 坂口由紀子 , 宍戸路佳 , 福田里美 , 松岡由美子）
＜母性看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①大森智美，松下年子，藤村博恵，宍戸路佳，三浦真保，原嶋朝子：現代の日本人高齢者の性意識について，第 3
回日本「性とこころ」関連問題学会，2011.6，東京．
②久保恭子，坂口由紀子，宍戸路佳，田崎知恵子：新潟中越地震後 6 年，震災が子どもと家族に与える影響，第
13 回日本災害看護学会，2011.9，さいたま市．
③松下年子，大森智美，藤村博恵，宍戸路佳，三浦真保：高齢者の性意識について−自記式質問紙調査の結果より
−第 52 回日本母性衛生学会，2011.9，京都市．
④宍戸路佳 , 藤村博恵，大森智美 , 三浦真保 , 久保恭子：母性看護学実習における男子看護学生の体験（第 1 報）
−実習前の状況−，第 52 回日本母性衛生学会，2011.9，京都市．
⑤三浦真保 , 藤村博恵，宍戸路佳，大森智美，久保恭子：母性看護学実習における男子看護学生の体験（第 2 報）
−実習中の状況−，第 52 回日本母性衛生学会，2011.9，京都市．
⑥大森智美，藤村博恵，宍戸路佳，三浦真保 , 久保恭子：母性看護学実習における男子看護学生の体験（第 3 報）
−実習による学びと変化−，第 52 回日本母性衛生学会，2011.9，京都市．
⑦大森智美，松下年子，藤村博恵，宍戸路佳，三浦真保，原嶋朝子：現代日本人高齢者の性意識について，日本「性
とこころ」関連問題学会学会誌，3（1）
，172-180，2011．
⑧宍戸路佳，大森智美，久保恭子，藤村博恵：看護師養成課程における母性看護学実習の実態，埼玉医科大学看護
学科紀要，5（1）
，47 − 53，2012．
【総数：論文 2 件，学会発表 6 件】
6-2．獲得研究費
①大森智美，藤村博恵，宍戸路佳，福田里美，松下年子：高齢者の性意識に関する研究−高齢者へのインタビュー
調査と看護職者へのフォーカスグループインタビュー調査−（平成 23 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェ
クト研究 ,53 万円）
②藤村博恵，宍戸路佳，福田里美，大森智美：有職の高年初産婦に関する研究（平成 23 年度埼玉医科大学保健医
療学部プロジェクト研究 , 26 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 5 回子育ておしゃべり広場 2011 年 8 月
（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 , 坂口由紀子 , 宍戸路佳 , 松岡由美子 , 福田里美）
＜精神看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
① Maruyama A, Anme T, Suzuki E: Factors related with child developmental outcomes in centre-based care
-Focusing on maternal stress-, Medicine and biology, 155（8）, 495-501, 2011.
②松下年子 , 本谷久美子：看護学教育における当事者講義の有用性―看護学生を対象としたフォーカス・グループ
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インタビューの結果より― , 埼玉医科大学看護学科紀要 Vol.5 No.1 p

-

,2012.

③大澤優子 , 松下年子：精神看護学実習前後における学生の SOC（首尾一貫感覚）の変化 , 埼玉医科大学看護学科
紀要 ,Vol.5 No.1,1-7,2012.
④デッカー清美 , 松下年子 : 生殖医療の将来に関する一考察 - 文献レビューを通して -, 埼玉医科大学看護学科
要 ,Vol.5 No.1,39-46,2012.
⑤松下年子：特定看護師（仮称）制度導入を考える

第 1 回 精神看護の専門性の発展 - 特定看護師（仮称）制度

導入をめぐって , 精神科看護 ,Vol.38 No.11, 48-53, 精神看護出版 , 2011.
⑥松下年子：特定看護師
（仮称）
制度導入を考える

第 2 回 アメリカにおける NP の活躍が示唆するもの - カリフォ

ルニア州サンフランシス市での視察を通して , 精神科看護 ,Vol.38 No.12, 42-47, 精神看護出版 , 2011.
⑦松下年子：特定看護師（仮称）制度導入を考える

第 3 回 速報！ 特定看護師（仮称）制度に関する精神科看護

師の意識 , 精神科看護 ,Vol.39 No.1, 58-63, 精神看護出版 , 2011.
⑧松下年子：特定看護師
（仮称）
制度導入を考える

最終回 精神看護の専門性のゆくえ - これまでの連載を振り返っ

て , Vol.39 No.4, 34-38, 精神看護出版 , 2012.
⑨丸山昭子，松下年子，他：小児病棟における終末期ケアおよびグリーフケアの実態−全国の小児病棟を対象とし
た質問紙調査− , 第 24 回日本サイコオンコロジー学会総会 ,20121.9.29, さいたま市
⑩丸山昭子 , 他：未就学児の母親である看護師のバーンアウトの関連要因 , 第 31 回日本看護科学学会学術集会 ,
2011.12.2, 高知市
【総数：論文 10 件 , 学会発表計 43 件】
6-2．獲得研究費
①松下年子 , 他：新人看護師の離職防止を意図した「首尾一貫感覚向上プログラム」の有用性の検討（科研費助成
金

基盤研究 C

課題番号 23593471）

②松下年子 , 藤村朗子：精神看護領域の臨床および看護教育における ,「特定看護師（仮称）制度」導入に対する
意識−全国の精神科病院および看護系大学を対象としたアンケート調査−（平成 23 年度埼玉医科大学学内グラ
ント研究 , 167 千円）
③丸山昭子 , 大澤優子 , デッカー清美：精神（病院における未就学児を持つ女性看護師のバーンアウトに関連する
要因

- 職場と育児の環境要因に焦点をあてて -（平成 23 年度埼玉医科大学学内グラント研究 ,126 千円）

④大澤優子 , 丸山昭子：埼玉県内における精神科訪問看護の実態調査（平成 23 年度埼玉医科大学学内グラント研
究 ,390 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：
①松下年子：平成 23 年度 飯能市高齢者虐待防止等研修会（東地域包括支援センター）
「高齢者虐待と嗜癖（しへき）
- 共依存と虐待 , そのメカニズム -」
（2011.7.22）
②松下年子：東京アルコール臨床懇話会 -TALK- 講演会「米国の精神科 NP の視察報告 - 特定看護師（仮称）制度
導入を見据えて -」
（2011.10.7.）
③松下年子：人権啓発指導者研修会 「高齢者の虐待防止」（2011.10.31）
④松下年子：第 17 回 HIV/AIDS 看護学会 総会・研究発表会 講演「セクシュアルヘルスとアディクション看護」
東京都ナースプラザ（2012.2.18.）
＜在宅看護学・地域看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①加藤基子：
【特集
低下した事例

事例から考える排尿ケアと患者の心と身体の痛み】長期カテーテル留置により QOL・ADL の

尿道留置カテーテル実施中と抜去後の療養者と介護者の変化をとおして（解説 / 特集），臨床看護，

37（14）
，1904-1911，2011.12.
②清水さおり，加藤基子：グループホームの介護者が認知症高齢者とケア関係をつくっていくプロセス（会議録）
，
日本看護研究学会雑誌，34（3）
，244，2011.07.
③北園伊津代，
加藤基子，
他：脳血管疾患による後遺症がある高齢者の退院から 1 年 6 ヶ月間の日常生活動作，
認知，
QOL の変化

−訪問看護プログラムを適用した 3 事例をとおして−，第 16 回老年看護学会，2011.6. 東京 .

④山路真佐子，千田みゆき，松岡由美子，本橋豊，金子善博：心の健康づくりに関する健康教室についての住民と
保健師の評価，第 70 回日本公衆衛生学会総会，2011．09．秋田．
⑤山路真佐子，千田みゆき，菊池チトセ：Ａ市住民の運動習慣に関する実態，第 31 回日本看護科学学会学術集会，
740

看護学科

2011．12．高知．
⑥千田みゆき，河原加代子：嚥下障害をもつ在宅脳血管障害者の家族の食事介護に関する研究，第 31 回日本看護
科学学会学術集会，2011．12．高知．
⑦大野良三，松下年子，菊池チトセ，村田栄子，佐藤正夫，戸井田昌宏，脇田政嘉，小島龍平，藤田博暁：学生に
よる授業評価における評価ツールの適正度評価．第 43 回日本医学教育学会大会，2011.7，広島
⑧大野良三，松下年子，菊池チトセ，村田栄子，佐藤正夫，戸井田昌宏，脇田政嘉，小島龍平，藤田博暁：学生に
る授業評価は教員の教育能力開発に有用か．第 43 回日本医学教育学会大会，2011.7，広島．
【総数 8 件：論文 2 件，学会発表 6 件】
6-2．獲得研究費
①山路真佐子 , 千田みゆき，柴崎智美：こころの健康に関する研究−大都市近郊住民を対象として−（平成 23 年
度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 292 千円）
②千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子 , 松岡由美子：平成 23 年度日高市健康づくり応援隊事業地域づくり業務
（調
査）
（平成 23 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 5 回子育ておしゃべり広場 2011 年 8 月
（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 , 坂口由紀子 , 宍戸路佳 , 福田里美）
②第 3 回保健師活動研究会「今，自治体保健師に求められること〜岐路に立つあなたへ，先輩からのメッセージ」
2011 年 3 月（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子 , 鈴木直子）
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）2011 年 9 月，2012 年 3 月（計 2 回）
（千
田みゆき , 山路真佐子 , 菊池チトセ）

7．自己点検・評価
平成 23 年度は開学 6 年目であり 3 回生を送り出した．国家試験は第 3 回目であったが過去 2 年間の実績を踏ま
え，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合格率 94.2％であった
が，
全国平均 90.1％を上回ることができた．保健師は 87.0％で全国平均 86.0％より上回った．平成 24 年度へ向けて，
さらに学生指導を密に行うことと具体的な試験対策の準備が必要である．
本年度の課題は，平成 21 年度カリキュラム改正で追加された実践応用の看護学実習の平成 24 年度実施にあたり，
実習要項の作成と実習施設の確保であった．実習要項は平成 22 年度に立ち上げたプロジェクト委員会で検討した内
容を実習委員会に引き継ぎ検討した．また，実習施設の確保は学部長及び元教員の尽力により埼玉医科大学関連病院
以外の 6 施設の協力を得られることとなった．
平成 24 年度から開始となる改正カリキュラムの最終調整と保健師学校及び看護師学校変更承認申請書の作成を
行った．そのために，平成 22 年度に編成した「学士課程におけるカリキュラム検討プロジェクト」での検討内容を
学科教授会と教員全体会議で討議し，完了させることができた．
昨年度から検討してきた各看護学領域以外の看護教員担当科目に関しては，複数の教員で授業案をピアレビューを
した．お互いに授業案の意見交換を行い教育力を高めることができた．
委員会活動では，できるだけ活動内容を再検討し，委員会の統合を行い効果的に行えるようにした．それにより，
教員の負担を減らし，各教員が看護研究を進め研究業績を蓄積するための時間を確保できるようにした．
看護学科担当の公開講座は 100 名余りの参加者があり，「健康障害をもって地域で生活する人への支援」を母子，
成人，高齢者，障害のある人に焦点をあてリレー式で講演を行い好評を得た．また，看護学科 FD も「看護実践能力
を高めるための教育方法の検討」をテーマとして開催し，教育方法についての講演と意見交換から各自の課題を見い
だした．次年度の FD は，教員の研究力を高めることを課題としてテーマを検討している．
この 6 年間に 2 度のカリキュラムの改正という看護教育の変革期ただ中であったが，委員会や全体会で意見交換
を行い，文部科学省に提出した書類が受理されたのは全教員の協力体制の結果と評価している．

741

保健医療学部

2．健康医療科学科
1．構成員
和合 治久（WAGO, Haruhisa）: 教授 : 学科長 : 免疫学 , 臨床免疫学 , 輸血移植学 : 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 由佳（MIYAJIMA-EIKI, Yuka）: 助教 : 修士
水野 久美子（MIZUNO, Kumiko）
：助教：修士（9 月退職）
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 , 幅広い教養と生命の尊重を基盤とする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 つを達成する目標を掲げて設置された．こうした当学科のディプ
ロマポリシ−に加え , 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 23 年度は当学科設立 6 年目に当たり , そうした 2 つの重要な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数学・
自然科学系科目（数学 , 統計学 , 物理学・物理学実験 , 化学Ⅰ・Ⅱ・化学実験 , 生物学・生物学実験）と人間と生活の
理解につながる人文科学・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 , 基礎分野の各領域科目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 , 特に英語圏以外の文化
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 , 基礎医学系の科目として , 人体の構造と機能Ⅰと実
習 , 人体の構造と機能Ⅱ A・Ⅱ B と実習を開講して , 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．さらに , 専門基礎科目系科目（医療の基本Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ , 病理学 , 微生物学 , 血液学 ,
免疫学 , 薬理学 , 公衆衛生学と実習 , 保健医療福祉総論 , 医用工学と実習 , 情報科学と実習 , 医動物学と実習）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
論と実習 , 基礎臨床化学と実習 , 臨床生理学Ⅰと実習 , 検査機器総論に加え , 新たに病理組織細胞検査学と実習 , 臨床
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血液学と実習 , 臨床化学と実習 , 放射性同位元素検査学 , 臨床微生物学と実習 , 臨床免疫学と実習 , 輸血移植学と実習 ,
遺伝子検査学 , 臨床生理学Ⅱ･Ⅲと実習 , 検査管理学 , 検体情報処理科学 , 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などを開
講して , 臨床検査技師国家試験に備える内容を充実化させた．さらに , 化学系科目（無機化学と実習 , 有機化学と実習 ,
分析化学）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 ,
食品分析学と実習 , 食品加工学 , 食品衛生学 , 栄養学と実習 , 環境化学と実習 , 労働衛生法規Ⅰ･Ⅱ , 衛生管理学 , 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 ,
国際疾病分類概論 , 分類法 , 病院実習）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安全性学なども開講し幅
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･ 30 時間（和合）, 臨床免疫学･ 18 時間（和合）, 輸血移植学･ 14 時間（和合）, 化学Ⅰ , Ⅱ･ 58 時間（間
瀬）, 有機化学･ 28 時間（間瀬）, 医薬品安全学･ 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･ 26 時間（有田）, 医用工学概論･ 30 時間（有田）, 検査情報処理科
学･ 30 時間（有田，高橋俊）, 臨床生理学Ⅱ , Ⅲ･ 18 時間（有田，内田）, 人体の構造と機能Ⅰ･ 30 時間（北村）, ド
イツ語･ 32 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･ 26
時間（野寺 , 宮嶋）, 公衆衛生学･ 30 時間（野寺 , 宮嶋）, 衛生管理学･ 6 時間（野寺 , 宮嶋）, 産業保健学･ 26 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･ 6 時間（小峰）, 臨床化学･ 6 時間（小峰）, 検査管理学･ 56 時間（小峰）,
検体採取処理技術･ 18 時間（小峰）, 英語Ⅰ･ 28 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･ 14 時間（伴塲）, 臨床化学･ 12 時間（伴塲）, 栄養学･ 30 時間（伴塲）, 臨
床生理学Ⅰ・4 時間（内田）, 臨床免疫学･ 12 時間（木村）, 輸血移植学･ 16 時間（木村）, 検体採取処理技術･ 8 時間（木
村）, 検査機器総論･ 4 時間（木村）, 検体採取処理技術･ 2 時間（周東）, 基礎臨床化学･ 10 時間（高橋里）, 臨床化
学･ 8 時間（高橋里）, 検査機器総論･ 2 時間（高橋里）, 産業保健学･ 4 時間（宮嶋）, 情報科学 4 時間（高橋俊）, 人
体の構造と機能Ⅰ･ 4 時間（小糸）, 検査学特論・90 時間（和合 , 有田 , 村田 , 長谷川 , 渡辺 , 野寺 , 佐藤 , 小峰 , 内田 ,
木村 , 周東 , 高橋里 , 宮嶋）
【当学科実習等】
臨床免疫学実習･ 84 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）, 有機化学実習･ 38 時間（間瀬 , 水野）, 食品分析学実習･ 42 時間（奥崎 , 小糸）,
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 時間（有田 , 高橋俊）,
臨床生理学Ⅰ実習･ 90 時間
（有田 , 内田）
, 臨床生理学Ⅱ実習･ 84 時間（有田 , 内田）,臨床生理学Ⅲ実習･ 42 時間（有田）
,
人体の構造と機能Ⅰ（機能系実習）･ 84 時間（北村 , 鈴木 , 小糸）, 卒業研究･ 180 時間（鈴木）, 人体の構造と機能
Ⅰ（構造系実習）･ 90 時間（村田 , 宮嶋）
，卒業研究･ 50 時間（村田）, 人体の構造と機能Ⅱ（生化学実習）･ 84 時
間（長谷川 , 高橋里）, 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（渡辺 , 周東）,
環境化学実習･ 42 時間（野寺 , 宮嶋）, 公衆衛生学実習･ 42 時間（野寺 , 宮嶋）, 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･ 20 時間（佐藤）, 臨床検査総論実習･ 90 時間（小峰 ,
宮嶋）, 基礎臨床化学実習･ 84 時間（伴塲 , 高橋里，小峰）, 臨床化学実習･ 84 時間（伴塲 , 小峰 , 高橋里）, 栄養学実
習･ 42 時間（伴塲 , 小糸）, 卒業研究･ 100 時間（伴塲）, 臨床生理学Ⅲ実習･ 66 時間（内田）, 生物学実験･ 84 時間（木
村）, 臨床血液学実習･ 84 時間（周東）, 無機化学実習･ 38 時間（水野）, 物理学実験･ 84 時間（高橋俊）, 企業実習
･ 40 時間（間瀬 , 和合 , 奥崎 , 野寺 , 高橋俊）
【他学科講義･実習等】
免疫学（看護学科）･ 15 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
俊）, 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）
･ 14 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）, ドイツ語（看護学科）･ 28 時間（市岡）, ドイツ語（医用生体工学科）･ 58 時間（市岡）, ドイツ語（理学
743

健康医療科学科

療法学科）･ 30 時間（市岡）, 薬理学実習（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）･ 8 時間（鈴木）, 人体の構造と機能Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ（看護学科）･ 90 時間（村田）, 人体の
構造と機能Ⅰ･Ⅱ（医用生体工学科）･ 28 時間（村田）, 細胞生物学（医用生体工学科）･ 4 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）, 公衆衛生国試対策講義（看護学科）･ 10 時間（野寺）, 公衆衛生学（医用生体工学科）･ 4 時間（野
寺）, 公衆衛生国試対策講義（医用生体工学科）･ 10 時間（野寺）, 公衆衛生学（理学療法学科）･ 12 時間（野寺）,
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）･ 28 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）･ 32 時間（間山）, 英語Ⅲ（看護学科）･ 28 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）, 公衆衛生学（医用
生体工学科）･ 12 時間（宮嶋）
【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）, 食品機能学特論（埼玉医科大学大学院）･ 14 時間（奥
崎）
，情報科学（本学短期大学）･ 58 時間（有田，高橋俊）, 食品機能学特論（埼玉医科大学大学院）･ 10 時間（北
村）, 人体統合機能論（埼玉医科大学大学院）
・6 時間（北村）, 生体機能科学特論（埼玉医科大学大学院･ 14 時間（鈴
木）, 生体分子機能医科学演習（大学院医学研究科修士課程）･ 120 時間（鈴木）, 生体分子機能医科学特別研究（大
学院医学研究科修士課程）･ 120 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）, 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）, 生体病理
病態学概論（埼玉医科大学大学院）･ 22 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）, 公衆衛生学国試対策講義（埼玉医
科大学医療センター付属看護専門学校）･ 4 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）･ 28 時間（高橋里）, 公衆衛生学（総合医療センター看護専門学校）･ 30 時間（宮嶋）
【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）, 輸血学（新渡戸文化
短期大学）
（和合）, 健康食品学（帝京大学）
（奥崎）, ドイツ語上級･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）, 解剖学実習（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）
（宮嶋）,
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）, 生化学（上尾中央医療専門学校）（木村）, 日本メディカルハーブ協会認定資格ハーバルセ
ラピスト養成講座（木村）, 生化学実習（東京医学技術専門学校）（高橋里）, 公衆衛生学（上福岡高等看護学院）
（宮
嶋）, 人体の構造と機能Ⅱ･生理学（所沢看護専門学校）（小糸）
2-3．達成度
各教員は年度初めに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ていた．学生による授業評価に
おいても一部の科目評価を除き , 一定の理解を得られる結果になった．授業評価の高い教員を表彰する制度が導入さ
れて 2 年目を迎えた本年度は , 各教員の意識が高まり，教員としての資質の向上が図られていた．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．一方 , 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努力がみられた．さらに , 学生は CALL や LMS システムに対
して熱心に取り組み , 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．このような観点で , 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概ね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）衛生・食品コースの専門科目である食品学 , 食品分析学及び食品分析学実習の履修者は , 学年間の受講姿勢に
少なからず差異があったが , 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．他学科担当の栄養学及び食物・栄養学については食品サンプル等の実物を提示することで興味を引
かせるよう工夫をした．概ね学生からの評価は良かったので継続させていく．
b）学生から「内容が難しくわからない」という意見の多い専門科目もあったが , その原因は学生の学力と専門教
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育レベルの整合性の問題にあると考えている．次年度に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）ドイツ語の担当者は市岡一人である．前期は看護学科 1 年と医用生体工学科 3 年 , 後期は健康医療科学科と理
学療法学科の 1 年および医用生体工学科 1 年と 2 年の選択科目を担当した．内容としては , ドイツ語を読むこと
へのチャレンジである．医用工学科 3 年の授業では , ドイツの諸事情をネットワーク上で調べることで , ドイツ
をいろいろな面から探ることで , ドイツについての知識を深めてもらった．学生は moodle と熱心に格闘し , 授
業時間中に行った試験でも，辞書をひきながらドイツ語を読むという目標に対して，十分に成果を発揮した．
d）平成 23 年度は , 自分なりのスタイルで教育計画を立て , 実行ができ満足感がある．基礎的な知識を臨床に応用
できるように 1, 2 年次に用いた教科書と専門の教科書を併せながら授業を進めた．基礎知識を固めなければい
けないという認識を植え込む事はできたが , 学生が自ら思考する能力を付けさせるには至らなかった．次年度は ,
学生が受身な勉強に慣れてしまわないように思考する力を養うようにしたい．
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
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）語学の学習だけにとどまらず , 英米を中心とした社会･文化等の背景に目を向けられる授業展開を心掛けた．ま
た学期・学年が進むにつれて専門的な内容を盛り込むように授業の内容を工夫した．学生の語学力の差が大きく
なっているように感じられるので , 次年度はいくつかのクラスで試験的にレベル別のクラスを設けて , その効果
を計ってみたいと思う．
h）臨床生理学では講義の項目終了毎に小テストを実施し , その問題の解説作りを課題とし , 定期試験および国家試
験勉強につながるノート作りを実践させた．しかしノートの内容には個人差が大きく , 内容不十分な学生への指
導が必要だと思われた．試験問題はノート作りの効果が発揮できるような問題を作成した．昨年度に引き続き国
家試験対策に力を注ぎ , 学生のやる気と上手く合致できた為 , 昨年度よりも合格率を上げることができた．次年
度も学力を考慮した指導を行っていきたい．
i）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．一方 , 臨床免疫学実習と輸血移植学実習ではできるだけその日の実習項目についての
レポートを作成させ , 実習内容，臨床的意義等の理解を深められるようにした．レポート作成のポイントを提示
するだけでなく , レポート作成時間中も質問に応じられるようにした．今後はさらに指導内容を充実させたい．
また，国家試験対策では担当する科目の先生方と密に連絡を取り , より効果的な国家試験対策になるように心掛
けた．使用する資料についてもさらにブラッシュアップしていきたい．
j）レポート課題の取り組み方がいい加減な学生が目立ってきた．学習の目的や課題の意図を説明した上で取り組
んでもらっているが , まじめに取り組む学生とそうでない学生の差が一層できたように感じた．課題をこなせな
い学生は基本的事項の理解が不充分なため自己学習のやり方が解っていないと考えられる．早めに自学できない
学生を見つけて , 勉強の仕方などを個別指導して補充することも必要と考えている．
【学科全体としての自己評価と次年度計画について】
平成 23 年度は当学科設立 6 年目に当たり , 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 , 学生の学習面および生活面で
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を高めていきたい．臨床検査技師国試合格率につい
ては , 前年度および前々年度の結果を深く反省し ,10 科目ある国試コア科目への重点授業を検査学特論として開講し ,
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 , 結果的に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
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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．したがって , 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 として , 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．今年度は , 昨年度に作
成した php で書き換えたマルチメディア独和辞書の記述精査に努めた．この作業は量が多いので , 次年度以降も続け
る予定である．
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）無添加・超低塩の浅漬物装置の評価（奥崎：ジャパン・メディカル・ｸﾘエーティブとの共同研究））
（3）梢神経再生過程における糖蛋白質糖鎖の変動解析（北村）
（4）血漿蛋白質糖鎖の自動分析装置の開発（北村）
（5）硫酸化グルクロン酸含有糖蛋白質糖鎖の機能解析（北村 , 村田 , 小糸：埼玉医科大学保健医療学部プロジェク
ト研究）
（6）慢性間欠的低酸素暴露によって発現する化学受容器反射増強効果に対する孤束核 GABAA 作動機序の関与（鈴
木：埼玉医大・医学部研究センターとの共同研究）
（7）ジアゼパム抑制下のウサギ舌下神経活動に対するピクロトキシンとフルマゼニルの併用効果（鈴木：JA 熊谷
総合病院麻酔科との共同研究）
（8）ゲノム医学研究センター病理生理部門の骨形成について協力（村田：埼玉医大・ゲノム研究センターとの共
同研究）
（9）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）
（10）サイトカイン産生におけるアミノ酸トランスポーターとプロスタグランジンの相互作用の検討（伴塲 , 高橋里：
埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
（11）月経周期によるストレス反応の変化− F 波を指標として−（内田：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト
研究）
（12）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）
（13）小型尿路上皮癌細胞が持つ癌幹細胞的性格について（周東：埼玉医科大学学内グラント）
（14）自己炎症性疾患の IL-1? 産生におけるシグナル伝達経路の制御に関する研究（高橋里，渡辺 , 宮本 , 伴塲 , 小峰：
埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
（15）誘電泳動インピーダンス計測法（DEPIM）を利用した細菌数測定（高橋俊 , 有田 , 佐藤：埼玉医科大学保健医
療学部プロジェクト研究）
（16）ニューロン―オリゴデンドロサイト相互作用におけるリン酸化タンパク質の同定（小糸 , 北村 , 村田 , 鈴木：
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）浅漬装置の性能評価として ,4 種類の野菜を用いて , グルタミン酸を含めた遊離アミノ酸量を測定した．また ,
乳酸菌の増殖についての予備実験を行った．達成度：60％
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（3）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シアル酸含有糖鎖のオリゴシアル酸の配列構造を
決定した．達成度 :40%
（4）微量の血液試料（数μ l）の血漿糖蛋白質由来の蛍光標識糖鎖の 2 次元 HPLC マップを作製した．達成度 :40%
（5）硫酸化グルクロン酸含有糖鎖をもつ neoglycolipids のリポソーム膜上へ組み込み条件を確立した．また , リポ
ソーム上の糖鎖同士による細胞接着モデル系を確立した．達成度：80%
（6）閉塞型睡眠時無呼吸症候群のモデルである間欠的低酸素負荷ラットにおいて化学受容器反射応答が増加し , ジ
アゼパムの効果が減弱した．薬物微量注入法を使用し , これらの変化に孤束核交連亜核のベンゾジアゼピン感受
性 GABAA 作動性機構の機能低下が関与することを明らかにした．達成度：80％
（7）ジアゼパム抑制下のウサギ舌下神経活動に対して , ピクロトキシンとフルマゼニルの併用により両薬物の相乗
作用が認められた．また , ピクロトキシン処置約 20 分後にフルマゼニルを投与すると , 舌下神経活動の興奮が
認められた．これらの結果は , 併用により GABAA 受容体機構の何らかの機能変化が生じたことを示唆する．達
成度：80％
（8）ラットに Dithizone を投与し , 小腸パネート細胞の逸脱と再生について観察した．さらに , 分析型走査電子顕
微鏡を用い , 亜鉛の検出を行った．達成度：40％
（9）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：60％
（10）消化管が , 発癌に至るまでの過程について栄養素を取り込むトランスポーターと炎症との観点から解析してい
る．腸上皮細胞モデルとして使用した大腸癌細胞株にはある種のアミノ酸トランスポーターが高発現しているこ
とを確認した．各種炎症性サイトカインで細胞を刺激し , トランスポーターの発現の増減と培養中のアミノ酸成
分の変動解析を試みている．達成度：40％
（11）基礎体温を測定し月経時期の前後でのストレス反応の違いをＦ波を主な指標として検討するため , 実験方法お
よびデータの処理法を再検討中である．達成度：25％
（12）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 , 基本的性状の再確認を行うとともに実験方法
の検討を行った．達成度：35％
（13）昨年までに蛍光多重染色法による解析法を確立し , その手法を用いて尿路上皮癌組織における細胞骨格蛋白の
発現や細胞増殖能 , および核形態の関連性について解析した．達成度：50％
（14）活性化した単核球に対しては従来の治療薬である anakinra が作用しないことを示した．それに対し , 転写因
子阻害薬の DHMEQ は抑制効果が高い．臨床の場で DHMEQ が自己炎症疾患の新規治療薬となる可能性がある
ことを示した．達成度：75％
（15）誘電泳動インピーダンス計測法（DEPIM）により , 電極間コンダクタンス変化量と細菌数に相関があることが
観察された．達成度：50％
（16）ニューロンとオリゴデンドロサイトの接点に強いチロシンリン酸化シグナルがあることを発見し , 接触刺激時
に分子量 80KD と 120KD のリン酸化タンパク質の推移があることを見出した．今後はこのタンパク質を同定し
ていく予定である．達成度 :40%
【基礎教育・外国語系】
（1）一昨年度の紀要掲載以降 , 作業が進まず足踏み状態

達成度：30％

3-4．自己評価と次年度計画
学科教員は非常に多くの授業を担当し教育における過密な労働環境下にあるにも拘わらず , 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 , 各教員の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 , 達成度の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きたい．
教員からの意見として ,1）研究を行う十分は時間を確保することができず , 満足いく結果は得られなかったが , 次
年度は学会発表を行い論文としてまとめたいこと ,2）新たに設定したテーマを研究活動として軌道に乗せるべく , 地
道に条件設定に費やしてしまった感はあるが , 公的研究費獲得に向けて準備は整った．研究費を獲得できるように結
果を出し努力していきたいこと ,3）実験方法を再検討している中で新たに必要な物品が出てきたため研究費の使用
内訳に大幅な変更が生じたために , 本実験まで辿り着けず，実験方法およびデータの処理法などの再検討までとなっ
てしまったこと ,4）次年度は物品も揃うことから , 本実験を進めていけるよう研究時間の確保など対策を考えていき
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たいこと ,5）現在までに報告されている尿路上皮癌における癌幹細胞的性質と細胞異型との関連を解析した．今後
も細胞核形態におよぼす因子の解析を進めることにより癌化による細胞核形態の変化のメカニズムを明らかにしてい
きたいこと等が寄せられた．

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 , 国際個別化医療学会誌
「Personalized Medicine Universe」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：国際個別化医療学会顧問 , 国際中医薬学会常任理事 , 日本臨床検査学教育協議会理事 , 日本比較免疫学会
監査役 , 日本臨床音楽研究会理事 ,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 , 社団法人・虹の会理事 , 本学保健医療学部入学試験委員会委員 , 本学アレルギー研究センター日高委員
間瀬年康：本学保健医療学部図書委員・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，独立行政法人日本学術振興会・特別研究員等審査会専門委員
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
市岡正適：日本ドイツ語情報処理学会企画委員 ,e-Learning 教育学会会員 , 本学保健医療学部入学試験委員会副委員長 ,
本学保健医療学部入試実施小委員長 , 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
学部ホームページ担当責任者 , 本学国際交流センター委員会委員 , 本学保健医療学部管弦楽部顧問
鈴木正彦：日本薬理学会学術評議員 , 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・
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相談員 , 本学大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）動物分野担当委員 , 本学医学研究センター（安全管理部門）薬物分野担当委員
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 , 全学 RI 安全委員会委員
渡辺宏志：本学保健医療学部学務委員会委員
野寺 誠：日本産業衛生学会関東地方会幹事・選挙管理委員 , 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 , 日本臨床検査教育学会評議員 , 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委員 , 本学医学研究センター（安全管理部門）感染分野兼担 , 本学保健医療学部自己
点検評価委員・倫理委員
間山 伸：日本大学英文学会運営委員 , 日本大学英文学会編集委員 , 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 分野兼担 , 本学保健医療学部ハ
ラスメント防止小委員会委員
木村美智代：日本臨床検査学教育協議会評議員・臨地実習検討委員会委員 , 本学保健医療学部診療情報管理士責任者
水野久美子：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
小糸寿美：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
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6．業績
6-1．論文・学会発表
基礎医学系
①和合治久：
「Science of Relaxation」
（共著）, マガジンハウス , 東京 ,2011
②和合治久：
「聴いて歌って病気予防」, 素晴らしい一日 :52-55, 東京 ,2011
③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」, メジカルフレンド社 , 東京 ,2011

④ Masayo Shuto, Atsushi Seyama, Yoshiya Gotoh, Kouichi Kamada, Masaru Nakamura, Kenji Warigaya, Hiroshi
Watanabe, Munehisa Ueno, Michio Shimizu, Toshio Fukuda and Shin-ichi Murata : Significant correlation
between chromosomal aberration and nuclear morphology in urothelial carcinoma, Acta Histchem. Cytochem. 45
（1）:25-33, 2012
⑤森

茂久 , 有田和恵 , 有田彰 , 大西京子 , 山田泰子 , 柴崎智美 , 川村勇樹 , 渡辺修一 , 及川泰 , 藤山トキ , 斎藤栄子 ,

野口久美子 , 稲葉宗通 , 大野良三 , 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 43 回日
本医学教育学会 , 広島 ,2011 年 7 月
⑥和合治久：身近にできる音楽療法で健康な生活を送る , 第 17 回埼玉県介護老人保健施設大会 , 埼玉県県民健康
センター大ホール , 埼玉 ,2012 年 2 月
⑦ Nakamura, S., Suzuki, M., Nishida, M., Nagsaka, H., Kitamura, A., Matsumoto, N.: Oxygen-Rich Moderate HyperCapnic Condition Seems to Have Signiﬁcantly Reduced Diazepam-Induced Respiratory Inhibition in Hypoglossal,
but Not Phrenic, Nerve Activity. American Society of Anesthesiologists 2011 Annual Meeting, Chicago, IL, U.S.A.,
2011, 10/15-19.
⑧ Suzuki, M., Nishina, M., Yoshimura, K., Kawamura, Y., Nakamura, S., Suzuki, M.: Eﬀects of chronic intermittent
hypoxia exposure on benzodiazepine-sensi-tive GABAergic modulation of the chemoreceptor reﬂex in the NTS in
rats. Neuroscience 2011, the 41th annual meeting of the Society for Neuroscience, Washington DC, U.S.A., 2011,
11/12-16.
⑨ Nishina, M., Suzuki, M., Matsushita, K., Yoshimura, K., Yuuki Kawamura, Y., Suzuki, M., Matsushita, S.: Glialneuronal interactions in chronic intermit
-ent hypoxia in mice: a nuclear magnetic resonance spectroscopy study. Neuroscience 2011, the 41th annual
meeting of the Society for Neuroscience, Washington DC, U.S.A., 2011, 11/12-16.
⑩木村美智代 , 原井ますみ , 和合治久：プラナリアにおける黒化現象の生体防御的役割 , 第 23 回日本比較免疫学会
学術集会 , 横浜 ,2011 年 8 月
総数：論文

5 件 , 学会発表

5件

臨床検査医学系
①村田栄子 , 水野久美子 , 藤田恵子 , 穐田真澄 : 低亜鉛症ラット小腸のパネート細胞の再生− Dithizone 投与後の変化 ,
第 43 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 , 大阪 ,2011 年 9 月
②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：尿路

上皮癌細胞におけるサイトケラチン発現と核形態および細胞増殖能の解析 , 第 50 回日本臨床細胞学会秋期大会 ,
新宿 ,2011 年 10 月
③高橋

俊 , 渡辺典之 , 橋北義一：インフルエンザ菌の分離頻度からみたヒブワクチンの重要性について , 第 23 回

日本臨床微生物学会総会 , 横浜 ,2011 年 1 月
総数：論文

0件,

学会発表

3件

環境食品科学系
①和合治久：
「アトピーぜんそく花粉症が治る 100 のコツ」（共著）, 主婦の友社 , 東京 ,2012
②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ラットの化学受容器反射増強反応に
孤束核内 GABAA 作動性機序が関与する , 第 85 回日本薬理学会年会 , 京都 ,2012 年 3 月
③中村信一 , 鈴木正彦 , 杉田和夫 , 佐々木茂樹 , 北村

晶 , 丸山

敬：ジアゼパムにより抑制されたウサギの舌下神

経活動に対しピクロトキシンの併用でフルマゼニルの拮抗作用の持続時間は延長される , 第 85 回日本薬理学会
年会 , 京都 ,2011 年 3 月
総数：論文

1件,

学会発表

2件

基礎教育・外国語系
①鈴木正彦：平成 23 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 , 57（7）41-46, 2011
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②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 , 52（8）38-41, 2011

③鈴木正彦：資格試験合格ゼミナール

薬物と看護

第 2 回，准看護師資格試験 , 52（9）38-41, 2011

④鈴木正彦：受験全科チェックアップ（薬理学）, 准看護師資格試験 , 52（13）41-55, 2011
⑤大野良三 , 松下年子 , 菊地チトセ , 村田栄子 , 佐藤正夫 , 戸井田昌宏 , 脇田政嘉 , 小島龍平 , 藤田博暁：学生による
授業評価における評価ツールの適性度評価 , 第 43 回日本医学教育学会大会 , 広島 ,2011 年 7 月
⑥大野良三 , 松下年子 , 菊地チトセ , 村田栄子 , 佐藤正夫 , 戸井田昌宏 , 脇田政嘉 , 小島龍平 , 藤田博暁：学生による
授業評価は教員の教育能力開発に有用か , 第 43 回日本医学教育学会大会 , 広島 ,2011 年 7 月
⑦内田康子 , 木村美智代 , 小峰伸一 , 和合治久：学内模擬試験の得点推移パターンと臨地実習への取り組み方との
関係 , 第 6 回日本臨床検査学教育学会学術大会 , 新潟 ,2011 年 8 月
⑧木村美智代 , 長

祥子 , 任田早希 , 和合治久：マイクロチューブを用いたリンパ球および好中球機能検査法 , 第 6

回日本臨床検査学教育学会学術大会 , 新潟 ,2011 年 8 月
⑨宮嶋由佳 , 野寺

誠 , 水野久美子 , 河西美代子 , 伊藤昭三 , 和合治久：臨床検査技師養成校における予防医学教育 ,

第 6 回日本臨床検査学教育学会学術大会 , 新潟 ,2011 年 8 月
総数：論文

4 件 , 学会発表 5 件

6-2．獲得研究費
1．北村邦男 , 村田栄子 , 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」
（75.5 万円）
2．鈴木正彦 , 北村邦男 , 小峰伸一 , 伴場裕巳：平成 23 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究「慢性間
欠的低酸素負荷による呼吸反射異常発現におけるシクロオキナーゼの関与 ｣（44 万円）
3．村田栄子：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 ,「細胞内亜鉛の定量化の試み― Timm 染色と分析型
走査電子顕微鏡をつかって」
（19 万円）
4．伴塲裕巳 , 高橋里河：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 ,「サイトカイン産生におけるアミノ酸トラ
ンスポーターとプロスタグランジンの相互作用の検討」（62 万円）
5．内田康子：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 ,「月経周期によるストレス反応の変化− F 波を指標
として−」
（10 万円）
6．周東真代：埼玉医科大学学内グラント , 小型尿路上皮癌細胞が持つ癌幹細胞的性格について（80 万円）
7．高橋里河 , 渡辺宏志 , 宮本裕一 , 伴場裕巳 , 小峰伸一：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 ,「自己炎症
性疾患の IL-1? 産生におけるシグナル伝達経路の制御に関する研究」（73 万円）
8．高橋

俊 , 有田彰 , 佐藤正夫：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 ,｢ 誘電泳動インピーダンス計測法

（DEPIM）を利用した細菌数測定 ｣（62 万円）
9．高橋

俊：公益財団法人・黒住医学研究振興財団研究助成金 ,「臨床微生物学領域における誘電泳動インピー

ダンス計測法（DEPIM）による細菌数測定を利用した薬剤感受性試験への応用」（80 万円）
10．小糸寿美 , 北村邦男 , 村田栄子 , 鈴木正彦：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 ,「ニューロン―オリ
ゴデンドロサイト相互作用におけるリン酸化タンパク質の同定」（76 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
和合治久：｢ 音楽療法で健康生活を送る ｣, 第 86 回精神文化講演会 ,NPO 法人わたつみ友の会主催 , 日本都市セン
ター ,2011 年 4 月 , 東京
和合治久：｢ 食事療法・音楽療法 ｣，ウエルネスサークル研究所 ,2011 年 7 月 , 東京
和合治久：｢ 職場のメンタルヘルス対策 ｣, 平成 23 年度日本 BGM 協会インナーセミナー ,2012 年 2 月 , 東京
和合治久：｢ 音楽療法による健康維持 ｣, 総合医療展 2012, 東京ビッグサイト ,2012 年 3 月 , 東京
和合治久：｢ 快適ライフのためのセミナー ｣, 第 22 回虹のキャラバン ,2012 年 3 月 , 東京
内田康子：｢ 肺年齢から生活習慣を考える ｣, 埼玉医科大学市民公開講座 ,2011 年 10 月 , 埼玉

7．自己点検・評価（総括）
平成 23 年度は , 本学科が設立されて 6 年が経過した年度であったが , 依然として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．しかし , 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
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的に取り組んだと判断される．特に , 多くの教員は , 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
下にありながら , 学生の教育満足度を向上させるべく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 4 年間を通じて同時に組まれて
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った．特に , 臨床検査技師の国家試験や臨地実習等に対応できる教員が少ない状況にあるの
で ,10 科目ある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 , 合格率を著しく向上させるこ
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教育および研究環境を備えた大学づくりがたいへ
ん重要であると考えている．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 ,
教員が平等に学問研究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 , 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．これと関連するが , 日本臨床検査学教育協議会に当学科から理事と評議員を送り出
し , 国のレベルで臨床検査学教育を検討することができるようになったことは , 今後の当学科の臨床検査医学を推進
する上で大いに波及効果をもつと期待される．
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た教員にとっては , 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 23 年 2 月にはこの認定試験が行われたが ,
本学科から合格者を出すことは , 依然として困難であった．今後 , 合格率を上げるために , 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で発表したり , 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 ,3 期生の卒業研究成果を「平成 23 年度生卒業研究論文集 ,Vol.3:2011」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
ていくことが大切である．
次は当学科教員から寄せられた点検評価に関する関連内容である．（1）各学科の「人体の構造と機能」の統合教
育の一部を担当し , 従来の解剖学・生理学を関連させた教育ができていると評価する．これからも体験学習を重視し ,
基礎医学教育の質の向上に努めたい．
（2）教育においての目標達成度は未だ道半ばである．教えることの難しさを
痛感している．一方 , かつての短期大学の学生に比べ，本学部学生の自学自習の習慣や他人から教えを請おうという
姿勢は , 格段に低いように見受けられる．高校までの「ゆとり教育」のマイナス面の表れかと思われる．本学科で平
成 23 年度から「人体の科学入門」講座を新設し，医学知識を学ぶ前段階の基礎知識取得の場になると期待しているが ,
その効果の判定と検証を必要とする．次に , 当学科の入学生定員のほぼ全員が臨床検査コースを選択する実情は , 本
学部設置時の構想と解離したものと思われる．当学科の定員はさらに縮小させ , より濃密な教育を学生に提供できる
よう目指すことが望ましいと考える．その一方で常勤教員を増員し , 個々の学生に対しより近づいての教育を行うべ
きと考える．また ,4 年制にも拘わらず講義時間と講義内容が少ないように感じるのは気のせいであろうか．低学年
の知識をほとんど保持せずに高学年になった学生と接する機会が多いため , 講義時間と講義内容が少ないように受け
取れてしまうのかも知れない．
（3）担当する授業の準備 , 実施 , また授業を分担協力してもらっている非常勤講師の
差配 , および入試関連の業務に大半の時間・労力を費やしてしまい , 研究が疎かになってしまった．今後は授業 , 入
試関連業務，研究とバランスよく行っていけるように心がけたい．（4）全体としてはやはり教育に十分な時間を費
やした．特に国試対策では勉強方法の相談から授業および補講まで学生と共に合格率の向上のため努力した．それ相
当の結果が得られたと思われる．次年度は研究時間の確保もできるよう工夫し , 研究成果も挙げられるよう心掛けた
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い．
（5）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 , 現場の先生方と連携を取りながら , 無事終了す
ることができた．平成 23 年 2 月に認定試験が行われたが , 合格者を出すことができなかった．今後 , 合格率を上げ
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や模擬
試験を実施するなどの配慮が必要であると考えている．こうした自己点検事項を次年度はより改善できるように意識
して取り組んでいきたい．

752

保健医療学部

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：指導教員（大学院）：博士
加納

隆（KANO, Takashi）
：教授：医用機器安全管理学：指導教員（大学院）：博士

見目恭一（KENMOKU, Kyouichi）
：教授：人工心肺，補助循環：教員（大学院）
小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：教授：生体信号処理，情報通信工学：代表指導教員（大学院）：博士
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：教授：生体工学：指導教員（大学院）：博士
戸井田昌宏（TOIDA, Masahiro）
：教授：医用工学，生体計測：指導教員（大学院）：博士
田邊一郎（TANABE, Ichiro）
：准教授：内科学，消化器内科学：教員（大学院）：博士
宮本裕一（MIYAMOTO, Yuichi）
：准教授：医用工学，医用光学：指導教員（大学院）：博士
山下芳久（YAMASHITA，Yoshihisa）
：准教授：血液浄化，呼吸療法
加藤綾子（AYAKO, Katou）
：講師：医用工学，生体情報工学：指導教員（大学院）：博士
奥村高広（OKUMURA，Takahiro）
：講師：人工心肺，補助循環：修士
中島孔志（NAKASHIMA, Koushi）
：講師：脳情報学，情報システム学：教員（大学院）：博士
若山俊隆（WAKAYAMA, Toshitaka）
：講師：オプトメカトロニクス，応用光学：指導教員（大学院）：博士
脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi）
：講師：生化学，生物物理：指導教員（大学院）：博士
駒形英樹（KOMAGATA, Hideki）
：助教：博士
三輪泰之（MIWA，Yasuyuki）
：助教
川邉

学（MANABU，Kawabe）: 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．今年度から新カリキュラムが開始されるが，2 〜 4 年生はこれまでの旧カリキュラムが
実施される．新旧カリキュラムが混合して実施されるため，ここ数年は時間割の調整や講義の 2 学年同時開講，
再履修・
留年に対する対応を含めて，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る．なお，新カリキュラムでは
工学系の科目と臨床工学系の科目の一部の実施時期を入れ替えて臨床工学系科目を早期から実施して学生の勉学モチ
ベーションの向上を試みている．
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，解決能力を修
養するための科目群であり，多くの学生にとっての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．なお，新カリキュラムでは数学の単位を
分割するなど，理系基礎科目を不得手とする学生に過度な負担とならないように配慮した．
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．
1 年次に開講した新しい演習科目，生体工学総合演習は当該学年で学習した内容に関して国家試験レベルの課題を
対象に知識を定着させることを目的として実施した．
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
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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た知識
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
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，受験
勉強に対するモチベーションの維持を試みた．
《生体医工学（大学院）
》
医学研究科に修士課程医科学専攻生体医工学分野が設置されている．
生体医工学は医学・生物学と工学の学際領域であり，生体とその生理現象を医学的立場と工学的立場の両面から解
明し，その成果を生命科学や医療に役立てることを目的としている．大学院（修士課程）では医学と工学の境界領域
において，研究開発に従事する人材ならびに高度専門職業人として指導的役割を果たし得る臨床工学技術者を育成す
ることを目指している．
修士課程の共通科目は医学系共通科目と理工系共通科目が含まれている．医学系共通科目では生体機能学など生体
医工学分野での発展に必須の科目の受講，理工系共通科目では統計情報解析特論など，医学と理工学の接点となるべ
き理工系高度専門分野の受講をすることで，これまでに修得してきた専門分野のステップアップと，未知の分野の基
礎的知識の習得を目標とする．
修士課程の専門科目は生体情報工学領域と工学領域の 2 領域が含まれている．生体情報工学領域の専門科目では，
医療安全工学，生体機能代行工学，レーザ医工学，により医工学の主要領域をカバーし，工学領域では生体システム
工学，生体信号処理学，生体情報計測学，人間工学，光応用計測学が開設されている．また，研究指導による研究開
発の可能な研究者あるいは専門職者の育成に重点をおき，医療機器に関わる高度な技術力から研究開発力までを身に
つけた人材を育成することを目標としている．
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 A・14 時間（若山）
，数学Ⅰ B・14 時間（若山），数学Ⅰ演習・28 時間（若山，下岡，戸井田），数学Ⅱ B・
14 時間（下岡）
，数学Ⅱ B・14 時間（下岡）
，数学Ⅱ演習・28 時間（下岡，宮本，若山），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），基礎統計学・
28 時間（脇田）
，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・28 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），福祉機器工学・28 時間（下岡，宮本，加藤，
中島）
，
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，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
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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：
生体工学総合演習Ⅰ・28 時間（下岡，宮本，田邊，加藤，中島，駒形，三輪），医用生体工学演習・26 時間（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≫
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）
≪大学院

生体医工学分野向け：修士課程専門科目≫

医療安全工学特論 30 時間（加納）
，生体機能代行工学特論 30 時間（加納，見目）
生体システム工学特論 30 時間（下岡）
，生体信号処理特論 30 時間（小林）
生体情報計測特論 30 時間（石井，加藤）
，人間工学特論 30 時間（石井），
レーザー医工学特論 30 時間（田邊）
，光応用計測特論 30 時間（若山），
生体医工学演習 120 時間（全指導教員）
，生体医工学特別研究 360 時間（全指導教員）
2-3．達成度
2 学年同時開講等の混乱要素があったが，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．昨年度，教
員の入れ替わりにより実施できなかった福祉機器工学は専任教員が分担することにより実施することができた．新カ
リキュラムの 1 年次を含めて，各年次においてほぼ例年通りの達成度が得られているが，逆に新カリキュラムによっ
ての格別の変化も見られていない．臨床実習，卒業論文に関しても昨年度と同様の計画で実施し，問題なく終了した．
概ね例年通りの達成度といえる．
《生体医工学（大学院）
》
1 年時の修士は，社会人 2 名であったが，講義の履修はサテライトやＴＶ講義を利用しながら進められ，計画通り
遂行された．また，2 年次の修士は，1 名は社会人であることから長期履修への切替が認められ，2 名は外部発表な
ど行うなど研究を順調に履行し，修士論文発表会，修士論文審査を経て学位（修士）を取得，修了し，目標をどおり
の達成度であった．
2-4．自己評価と次年度計画
国家試験の結果，今年度の合格率は 85.7% となり，全国平均を大きく上回ることができたものの初めて 90% を割
り込むこととなった．今年度は，3 期生が中心であったが，2 年の留年経験者が 3 名と既卒の国家試験の不合格者 2
名が受験し，この 5 名は 1 期生という状況であった．結果的に，この 5 名中で 1 名しか合格せず，これが厳しい数
値と直結することとなった．3 期生では，30 名中 1 名の不合格で合格率は 96.7% と例年のレベルを維持できており，
その点は評価に値する．ただし，次年度も相当数の留年経験者が受験することとなるので，受験指導に相当の負荷を
覚悟しなければならない．
今年度は新カリキュラムがスタートし，1 年次のみに適用されている．低学年次における学力の底上げは開設当初
からの課題であり，新カリキュラム実施の目的の一つであった．これまで，特に基礎工学系の科目では演習を重視す
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る等，基礎学力の定着を目指してきたが単位をとったにしても知識・技能の定着が思わしくなかった．そこで単一の
科目とは切り離した総合演習の単位を新たに設け，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，臨床工学系の科目を 1 年次にも導入し，基礎と応用の繋がりも理解しやすくする点も含めて，学生
の学習に対するモチベーションの向上を試みた．まだ，1 年のみで評価はできないが，結果的に 2 年次に進めなかっ
た留年者の数も例年と変わらず，全体的な成績にも大きな変化は見られていない．総合演習自体の成績も低く，問題
点が改めて浮き彫りになったといえる．来年度も新カリキュラムの成果の分析・検証を行う．また，新旧カリキュラ
ムの混在による科目開講の重複，さらに来年度で開講されなくなる科目が生じるため，留年者への指導を徹底するこ
とが重要となる．4 年次の学生への受験対策もさらに重視して，国家試験合格率の回復を目指すととともに低学年で
の留年率改善にも取り組みたい．
《生体医工学（大学院）
》
修士課程は，
今年度と同様に，
2 年次は修士論文の作成および学位取得ができるよう，研究，教育の充実を図る．また，
1 年次は，専門科目の中で専門的能力の充実を一層図るとともに，研究についても充実を図り，より高度な研究の遂
行をめざす．
加えて，新たに医学研究科に医学専攻（博士課程）生体医工学領域が設置される．来年度の入学予定者は決まって
いないが，研究内容，教育内容の充実を図り，博士課程の人材育成ができる環境を充実させる．

3．研究
3-1．目的・目標
各教員の医学，電気・電子工学，機械工学，化学工学，情報工学，生体工学，臨床工学などといった幅広い専門分野を，
医療用計測機器や治療機器，生命維持管理装置などの最先端医療機器へ応用，病院内の情報システムの整備等に応用
することを念頭に研究を推進することを目的・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）
（2）聴覚代行のための音情報伝達法（石井，駒形）
（3）定量的病理診断を可能とする病理画像認識技術の研究（小林，加藤，駒形，独立行政法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO）受託研究費）
（4）操作を伴う 3 次元映像における生体への悪影響の定量的解析に関する研究 （小林， 文部科学省科学研究費
補助金

基盤（ｃ）
）

（5）ドーム筐体における映像酔い軽減の研究 （小林，学外と共同研究）
（6）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）

（7）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）
（8）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）
（9）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
動スタート支援）
（10）Low-Level Laser Therapy（LLLT）による骨様組織形成促進効果における波長依存性の評価（宮本，田邊，脇田，
高橋

平成 23 年度保健医療学部プロジェクト研究）

（11）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）
（12）多次元内視鏡システムの開発（若山，文部科学省・科学研究費助成金

若手研究（B））

（13）開創部の骨形状を光三次元計測し，
人工関節の個別最適化を実現する手術支援システムの研究開発（若山，
吉澤，
独立行政法人

科学技術振興機構 研究成果最適展開支援プログラム

Ａ -STEP シーズ顕在化タイプ）

（14）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 23 年度 四国 TLO 式会社との再委託研究）
（15）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）
）
（16）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（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」
）
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（17）ナノ振動刺激下細胞培養装置の開発とその細胞機能制御に関する研究（加藤，石井，平成 23 年度保健医療
学部プロジェクト研究）
（18）細胞の配向制御に関する検討（脇田，田邊，宮本

平成 23 年度保健医療学部プロジェクト研究）

（19）マルチニューロン記録法によるラット海馬のニューロダイナミクスに関する研究（中島）
（20）海馬 CA3 の錐体細胞とバスケット細胞のニューロンモデル構築（中島）
（21）麻酔下ラットの海馬における記憶・学習と情報処理に関する研究（中島）
（22）ボールセンサ（傾斜センサ）の臨床応用についての研究（加納 , 川邉

平成 23 年度

セイコーエプソン株

平成 23 年度

大成建設株式会社と

式会社との共同研究）
（23）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 , 川邉
の共同研究）
（24）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」
（25）人工心肺での遠心ポンプによる粉砕微小口径気泡の補足能に関する実験的検討（見目，奥村，三輪，平成
23 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）昨年度に引続き，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．（達成度 70％）
（2）聴覚障害者を対象として音スペクトルを色スペクトルにリアルタイムに変換する装置を開発した．（達成度
80％）
（3）病理画像の認識，数量化に関する研究では，肝臓のがんの危険度を示す定量的評価技術として脂肪滴抽出技
術の研究を進めた結果，利用可能なアルゴリズムを考案，検証を行い．また，病理画像の圧縮符号化技術の検討
に関する研究では，品質基準の検討として圧縮による劣化と画像処理の関係を明らかにした．上記の検討は学会
や研究会などで成果発表した．
（外部発表 3 件）（達成率 100％）
（4）3 Ｄ画像の生体影響の中で，特に映像酔いに注目して検討を進めた．3 Ｄ映像の左右歪による影響については，
実験により動きと歪の関係を明らかにした．また，操作を含む映像酔いの影響の 2 変数による測定手法につい
て検討を進め，有効な結果が得られた．
（学会発表

国内 2 件

海外 1 件）達成率

100％

（5）映像酔いの定量的評価手法にゆいては，ゲーム機映像に適用した場合の評価実験を共同研究として進めた．
心電図の取得方法，解析法などを工夫した結果，本方式の有効性が認められ，今後実際の評価映像にて継続検討
することとなった．
（達成率 80％）
（6）Ｈ 22 年度に設計・試作した近赤外光励起ラマン測定・解析部の調整・アライメント法を策定し，測定系の評
価後，グルコース水溶液を試料とし，ラマン散乱光の分光計測を実施した．その結果，グルコースの骨格振動
モードに対応した 1000nm 帯（440 〜 450cm-1），および C-O 伸縮振動モードに対応した 950nm 帯（1100 〜
1200cm-1）のスペクトル計測に成功した．グルコース水溶液の濃度を変化（50 〜 1800mg/dl）させて，グルコー
ス水溶液の濃度変化に対する，グルコース分子の C-O 伸縮振動モードに対応したスペクトル成分の変化を評価
した．
その結果，
グルコース濃度変化に対しアンチストークス光強度が直線性を保持していることを確認した．
（達
成度 80％）
（7）Q-SW Nd:YAG/THG レーザーから基本波 1064nm 光を取り出し CARS 励起のポンプ光とし，Nd：YAG/THG 励
起の OPO からアイドラー光として 1210nm 光を取り出しストークス光とした．ポンプ光とストークス光は光遅
延器の調整によりタイミングを合わせた．ポンプ光パルスのエネルギーを変化させた時のグルコース粉末試料か
らの CARS 信号強度を測定した．その結果，励起レーザーエネルギーの変化（10 〜 50mJ/P）に対しコヒーレ
ントアンチストークス光強度が 2 乗特性を示していることが確認できた．（達成度 80％）
（8）表在性血管の分光画像と 3D 画像の対照比較を初めて実現し，吸収差のあるヘモグロビンの等吸収波長間の反
射濃度差をパラメーターとすることで，反射濃度差と血管深度との間に直線性が得られることを確認した．これ
により，分光画像への定量的深度情報付与の可能性を示した．（達成度 100％）
（9）本年度は昨年度決定した光線力学的処置（PDT）条件を適用し，実際に HeLa 細胞内への物質導入を試みた．
導入分子には FITC-Dextran および Bleomycin（BLM）を採用し，FITC-Dextran の導入効率は 1 分子蛍光イメー
ジングシステムの観察結果に基づく画像解析で，BLM の導入効率は XTT viability assay による細胞傷害効果を
評価することで算出した．その結果，昨年度決定した PDT 条件では，分子量 10000 程度の巨大分子の導入効率
は 10％程度，70000 では 1% 以下であることがわかった．また BLM の細胞傷害効果は PDT の併用によって，
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20％以上，増強できることが明らかとなった．（達成度 60%）．
（10）骨様組織に与える低出力赤色レーザ光の波長の影響を評価するため，樹立系骨芽細胞様細胞と波長可変パル
ス波レーザ光を用いて実験検討を行った．その結果，（1）本研究で適用したパルス波レーザ光は，著しい細胞
傷害効果を認めなかった．
（2）ピークパワーの高いパルス波レーザ光であっても，既存の低出力赤色レーザ光
と同様，細胞の増殖活性を高めることが示唆された（照射形態に依らない）．（3）同じ赤色領域の光であっても
波長によって，骨芽細胞用細胞の増殖活性を高める効果に差異が出る．（4）580 nm と 630 nm の赤色レーザ光
の照射において，細胞のアルカリフォスファターゼ活性に差は生じなかった．（達成度 60%）．
（11）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%）
（12）放射状に分光特性が得られるラジアル分光器を作製し，分光三次元内視鏡の原理を確立した．この手法を用
いれば，三次元形状とともにその分光特性を同時に検出でき，分光バイオプシーに発展できることを明らかにし
た．キーデバイスとなる円錐ミラーをアクリルで自作している際に円錐の反射面によって偏光面が軸対称性を持
つことを見出した．これを利用した軸対称波長板は数値計算結果から波長依存性がないことを明らかにした．
（達
成度：95%）
（13）人工関節置換術のための三次元ナビゲーションシステムを（株）レキシー，（株）アルスロデザイン，埼玉県
産業技術総合センタの 4 機関で共同開発を行なった．オプトメカトロニクス研究室では安価な三次元測定装置
の開発を進めた．CCD の都合から測定精度は 1mm 程度であったが，測定時間は 5 秒と最初に掲げた目標値に
は到達した．平成 24 年度はさらなる高精度化と高速化を進める．（達成度：80%）
（14）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．オプトメカトロニクス実験室ではリングビームデバイスの開発を中心に研究を進め，φ 5mm 程度の小
型光源を開発した．
（達成度：90%）
（15）今年度は，
「安全かつ効果的な行動観察・解析方法の確立」に関して，行動を数値化して抽出するための画像
処理アルゴリズムの開発を行った．①画像から人物領域を抽出し，その人物領域の重心やオプティカルフローな
どを求め，その時間的変化を入力として行動を識別するニューラルネットワークを構築した．保護室を模擬した
部屋での行動の識別テストを行った結果，9 割程度の識別が可能であった．また，②①の手法よりも曖昧なシル
エット情報で識別可能かどうかを検討しカメラからの距離，部屋での位置，座位は識別可能であることが分かっ
た．
（達成度 70％）
（16）病理画像における脂肪滴は，肝癌リスク指標として定量化が期待される．今年度は，①自己組織化マップを
用いた多次元情報のクラスタリング方式を用いた肝臓の脂肪滴抽出アルゴリズムの開発，②肝がんリスク指標の
算出のための脂肪化定量手法および占有率の算出法の開発を進めた．これらにより，ホールスライド病理画像に
対して，脂肪滴面積と脂肪滴数の定量的評価が行えるようになった．（達成度 80％）
（17）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，①シャーレ内の流れを振動方向と平行な流れに抑制できる新しいナノ振動刺激機構の
検討，②ナノ振動刺激を負荷しながら培養が行えるようなナノ振動刺激下細胞培養装置を開発に関する検討を進
めた（達成度 70％）
（18）
伸展刺激を筋芽細胞および筋管細胞に与え，これらの細胞の配向を制御することを試みた．その結果，筋芽細胞・
筋管細胞の長軸方向は，ともに伸展刺激方向に対して垂直方向に配向した．特に，筋管細胞においては，刺激開
始後の早い段階で配向することが明らかとなった．（達成度 90%）
（19）ラット海馬 CA3 スライスを用いて CA3 錐体細胞のマルチニューロンレコーディング法を確立し，多数の錐体
細胞の活動を同時に計測する．海馬 CA3 における記憶や学習，空間認識等の情報処理に関する知見を得ること
を目的としている．
（達成度 60%）
（20）ラット海馬 CA3 領域の主要な細胞である錐体細胞とバスケット細胞のニューロンモデル（数値計算モデル）
を構築し，これらのモデルをシナプス結合させたラット海馬 CA3 モデルをさまざまなサイズで構築する．動物
実験の結果とあわせて，海馬 CA3 における記憶や学習，空間認識等の情報処理に関する知見を得ることを目的
としている．
（達成度 50%）
（21）麻酔下ラットの脳を用いて，海馬における記憶機構及び情報処理機構を解明し，脳型記憶・情報処理システ
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ムを開発することが目標に研究を遂行している．（達成度 40%）
（22）
（1）ボールセンサを利用した，
「病棟入院患者の転倒・転落事故を予防するための患者見守りシステムの考案」
ならびに「透析患者の抜針事故予防のための危険動作検出システムの考案」の 2 つのテーマについて，その有
用性の確認を行った（達成度：90％）
（23）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）の改良版を，
実際に国際医療センター内の機器管理室ならびに病棟（前年度 1 病棟を 3 病棟に拡大）に仮設し，また医療機器
（人
工呼吸器 10 台）に新アクティブタグ（前年度使用のタグより小型のタグ）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：100％）
（24）本研究は，体外循環の安全性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．本年度は過去 2 年間の成果を基に調査結果を評価・
公表し，国内における体外循環症例登録の基盤整備の為の試験実施に向け，3 年間の総括をした．（達成度 85%）
（25）遠心ポンプはローラーポンプとは大きく異なり，混入気泡は粉砕吐出され気泡補足器の動脈フィルタ（40 ミ
クロン）を通過する危険性がある．本研究では臨床で使用されている人工心肺システムでの危険性を検証するこ
とである．遠心ポンプにて微小に粉砕された混入気泡は最終補足である動脈フィルターまで到達せず前座にある
現用の多孔質膜人工肺により確実に補足される事が確認できた．これより遠心ポンプと現用の多孔質膜人工肺と
の組み合わせの現用システムでの安全性が示唆された．（達成度 80%）
3-4．自己評価と次年度計画
学部生に関しては，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が，学術論文・学会発表に結びつく成果は外部との共同研
究を主とする一部の教員に限られるようになってきている．その結果，業績としてカウントできる成果は減少傾向に
ある．
《生体医工学（大学院）
》
大学院における研究は，学部と一体的に行っていることから，特記すべきことはないが，大学院生の研究費が正式
に決まり，研究推進における一定の役割が果たされた．
修士論文の研究内容は，
すべて対外的外部発表を行っており，そのレベルにおいては十分評価できる研究内容であっ
た．
今年度は，博士課程を含め大学院の研究体制の整備が重要な課題となる．

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
1．加納隆，医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会（厚生労働省）
2．加納隆，電波の医用機器等への影響に関する調査研究会委員（総務省）
3．JIS 原案作成委員会委員（経済産業省）
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．小林直樹

画像電子学会（論文査読委員）

4．見目恭一，日本集中治療医学会（論文査読委員）
5．下岡聡行，電気学会 E 部門（論文査読委員）
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

日本集中治療医学会（論文査読委員）

10．山下芳久

日本急性血液浄化学会（論文査読委員）

11．山下芳久

日本臨床工学技士会（論文査読委員）

12．T.Wakayama，Applied Optics，Reviewer
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13．T.Wakayama，Optical Engineering，Reviewer
14．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．加納隆，日本医療機器学会（評議員）
8．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）
9．小林直樹，画像電子学会（企画委員会委員）
10．小林直樹，ストレス計測技術応用策定に関する調査開発委員会（委員）
11．小林直樹，快適 3 Ｄ基盤研究推進委員会（委員）
12．小林直樹，保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会（HISPRO）
（評価委員）
13．見目恭一，日本心臓血管麻酔学会（体外循環委員会委員）
14．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）
15．見目恭一，日本体外循環技術医学会（監事）
16．見目恭一，社団法人埼玉県臨床工学技士会（監事）
17．下岡聡行，ライフサポート学会（評議員）
18．戸井田昌宏，レーザ協会（理事）
19．宮本裕一，レーザ協会（運営委員）
20．山下芳久

公益社団法人日本臨床工学技士会（代議員，国際交流委員長，JACET Academy 学術員，血液浄化専

門認定委員，血液浄化業務指針検討委員）
21．山下芳久，社団法人埼玉県臨床工学技士会（副会長，他）
22．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）
23．山下芳久，日本医工学治療学会（評議員）
24．山下芳久，日本血液浄化技術学会（幹事，学術委員他）
25．山下芳久

日本集中治療医学会（臨床工学部会

監事）

26．若山俊隆，精密工学会（アフィリエイト委員，メカノフォトニクス専門委員会委員）
27．加藤綾子，日本生体医工学会（精神医療と ME 研究会幹事）
28．加藤綾子，ライフサポート学会（総務部委員，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 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 Photofrin（r）-mediated Photodynamic Therapy, Laser Therapy,
20,135-138 （2011）
② R.Kuwano, T.Koga, T.Tokunaga, T.Wakayama, Y.Otani and N.Fujii, “Ring beam shaping optics fabricated with
ultra-precision cutting for YAG laser processing，” Opt. Rev., 9（2）,1-5（2012）.
③ T. Wakayama, Y. Otani and T. Yoshizawa, "Spectroscopic bireﬁrngence mapping by channeled spectrum," Appl.
Mech. and Materi, 70, 452-457,（2011）.
④ T. Wakayama and T. Yoshizawa, "Inner profile measurement and flaw inspection of pipes and tubes,"VDIBerichte Nr. ,2156, 229-235（2011）.
⑤ T. Wakayama and T. Yoshizawa, "Development of a probe for inner proﬁle measurement and ﬂaw detection,"
Proc. SPIE, 8133, 81330D-1~81330D-8（2011）.
⑥ T. Wakayama and T. Yoshizawa, "Color pattern projection method for three-dimensional measurement", Proc.
SPIE, 8133,81330A-1 〜 81330A-6（2011）.
⑦ T. Wakayama and T. Yoshizawa, "Compact camera for three-dimensional proﬁlometry incorporating a single
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MEMS mirror," Optical Engineering, 51（1）:013601-1 〜 013601-7（2012）.
⑧ T. Wakayama and T. Yoshizawa, "Compact Camera for Real-Time 3D Mesurement - Development of MEMS
Scanner with High Speed Phase Shift," VDI-Berichte Nr, 2156, 199-204（2011）.
⑨田中 政之介 , 中島 吉則 , 雨宮 秀行 , 若山 俊隆 , 大谷 幸利 , “ 液晶偏光変調器を用いた旋光計測装置の開発 ,” 光学 ,
40（7）,350-356（2011）.
⑩ Kenji Yamamoto, Tsuyoshi Kimura, Kwangwoo Nam, Seiichi Funamoto, Yukiko Ito, Kumiko Shiba, Ayako Katoh,
Shigeru Shimizu, Kimio Kurita, Tetsuya Higami , Toru Masuzawa , Akio Kishida, Synthetic polymer-tissue
adhesion using an ultrasonic scalpel, Surgical Endoscopy, Vol.25, No.4, 1270-1275, 2011
総数：論文

11 件，学会発表

32 件

クリニカルエンジニアリング系
①加納

隆，臨床工学技士標準テキスト

第 2 版 金原出版：387 − 395，396 − 397，398 − 404

平成 24 年

2 月（著書・分担執筆）
②内田祐司，藤江遼平，徳井研太，大橋直人，鳴海敏行，石川一人，宮崎真一，本多仁，大濱和也，山下芳久：透
析回収時の置換量に関する検討，日本血液浄化技術学会雑誌，Vol.19，No.2，111-113，2011
②山下芳久：持続緩徐式血液浄化法，日本アフェレシス学会雑誌，Vol.30，No.3，264-289，2011
③加藤多美恵，塚本功，山下芳久，高松克法，大岩功治，宇都栄作，細川緑，海津嘉蔵：各社クローズドシステム
の安全性に関する検討，日本急性血液浄化学会雑誌，Vol.2，No.2，219-222，2011
⑤山下芳久：血液浄化領域における臨床工学技士制度の変遷と展望−血液浄化専門臨床工学技士−，医薬の門，
Vol.51，No.3，45-49，2011
⑥山下芳久：血液透析のクリニカルエンジニアリング，透析のすべて−原理・技術・臨床−，88-94，2011
⑦山下芳久：血液ガス分析装置と中央検査室の電解質測定装置で値が異なるのは−電解質の測定原理−，臨床透析，
Vol.27，No.6，710-712，2011
⑧奥村高広：臨床工学技士養成施設におけるペースメーカ教育 . クリニカルエンジニアリング

秀潤社 . 2012.03.

23（3）:238-244（分担執筆）
⑨奥村高広，三輪泰之，山下芳久，加納隆，見目恭一：埼玉医科大学における学内人工心肺実習，体外循環技術，
Vol.38，No.4，544-551，2011
⑩川邊学，鳴海敏行，藤森貴史，伊佐慎太郎，大島竜郎，宮崎真一，本多仁，山下芳久，大濱和也，鈴木洋通：持
続的血液浄化療法における設定条件と回路内温度変化，日本急性血液浄化学会雑誌，Vol.2，No.1，104-109，
2011
総数：論文

12 件，学会発表

32 件

6-2．獲得研究費
1．小林直樹（埼玉医大代表）
，加藤綾子（研究分担），駒形英樹（研究分担），独立行政法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構（NEDO）受託研究費「定量的病理診断を可能とする病理画像認識技術」，研究期間：平成 22
年度〜 24 年度，平成 23 年度埼玉医大経費：1910 万円．
2．小林直樹 （研究代表）, 「操作を伴う 3 次元映像における生体への悪影響の定量的解析に関する研究」 H23
年度文科省科学研研究費

基盤（Ｃ）H23 年度 416 万円

3．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，H23 年度直接経費：116 万円．
4．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：研究機関
2010.12 〜 2012.3：

150 万円

5．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 23 年度直接経費：112 万円．
6．若山俊隆（研究代表）
，多次元内視鏡システムの開発（若山，文部科学省・科学研究費助成金

若手研究（B）
）
：

273 万円
7．若山俊隆（研究代表）
，開創部の骨形状を光三次元計測し，人工関節の個別最適化を実現する手術支援システ
ムの研究開発（若山，吉澤，独立行政法人

科学技術振興機構 研究成果最適展開支援プログラム

Ａ -STEP シー

ズ顕在化タイプ）: 101 万円
8．若山俊隆（研究代表）
，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
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9．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）
10．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
6-3．受賞
1．若山 俊隆，技術奨励賞（精密工学会）2011.9
6-4．特許，実用新案
1．若山俊隆，大谷幸利，吉澤徹 , 軸対称偏光変換素子及び軸対称偏光ビーム発生方法，特願 2012-25150
（2012.02.08）
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 23 年度は，第 3 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新卒で 87.9% とい
う結果となった．今年度は 1 期生 5 名（昨年度不合格 2 名，留年 3 名），が受験しており，このグループの合格率は，
20％となり，懸念されていたとおり合格率を押し下げることとなってしまった．しかし 60% の正答率で合格すると
ころ，自己採点の結果では最低の者でも 58% の正答率という結果であり，学力の底上げに関するカリキュラム内外
での教員の努力は評価されるべきである．また，ストレートで進級してきた 3 期生の不合格者は 1 名のみで，上記
の結果も合わせて国家試験合格の可否に関する見積もりは今年度もほぼ正鵠を射ていたといえる．
問題の不合格となった 1 期生は，入学時の低学力が最終段階まで尾を引いてしまった形である．今年度も相当数
の 3 年次留年者がでており，他学年でも留年者や成績が思わしくないものは相当数存在する．なるべく低学年のう
ちに学力の底上げを行うべく，新カリキュラムの実施等を行っているが，「馬を水飲み場に連れていっても・・・・」
という状況で思うに任せないのが現状である．また，年々入学者の学力が下がっていると思われる節がある．何とか
受験者を増加させて選別できないと今後はこれまで以上に厳しい状況となりかねないと思われる．
学生の理系離れが顕著であることから，本学科入学者においても理系の基礎的な素養に乏しいものが多い．その点
の一対策として工業専門学校の卒業者を主たる対象とした編入学制度が学科開設当初からの懸案となっていた．今年
度はようやく編入学制度を発足させ，実施することができたことは大きな進展といえる．高専から 1 名の応募者が
あり，合格となったが，残念ながら試験実施時期が遅かったため（12 月）他校への進学となった．来年度は看護学
科の編入試験と合わせて早期実施を行いたい．
研究に関しては，実績を残せたものは外部組織との共同研究によるもので，学内独自での研究の成果が出てこない
状況は顕著になってきている．結果的に研究実績を残しうる教員とそれ以外の者の差が広がってしまっている．本学
科の場合，今後の研究活動を担う助教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．特に工学系では他大学においてでも学部学生すなわち卒業研究レベルでは学会発表に
も届かないのが現状である．今後，大学院のあり方が研究方面の進展の鍵を握ることとなる．
設備面においても学科開設当時のまま，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．
《生体医工学（大学院）
》
大学院の教育においては，修士課程においては指導教員も充実し，教育指導体制は充実してきている．今後，博士
課程の整備，学生受入れに向け，教育，経済的負担面での体制を充実させる必要がある．
一方，研究においは教員の努力により論文のレベルを水準以上に保っているが，教員間での連係，研究員の受入れ
など，人的な面での強化が一層重要であり，研究体制面でもこの点を支援していく必要がある．
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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：学位論文審査教員（大学院）
：
博士
小島龍平（KOJIMA，Ryuhei）
：教授：指導教員（大学院）：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，医療統計学：学位論文審査教員（大学院）：博士
赤坂清和（AKASAKA，Kiyokazu）
：教授：筋骨格理学療法学，応用運動学：代表指導教員（大学院）：博士
藤田博曉（FUJITA，Hiroaki）
：教授：内部障害系理学療法学，高齢者理学療法学：指導教員（大学院）：博士
福田敏幸（FUKUDA，Toshiyuki）
：准教授：理学療法評価学，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：学位論文審査教員（大学院）：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，応用運動学：博士
澤田

豊（SAWADA，Yutaka）
：講師：筋骨格理学療法学，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）
：講師：行動科学，高齢者理学療法学：修士
加藤剛平（KATO，Gohei）
：助教：博士
泉美帆子（IZUMI，Mihoko）
：助教：修士
新井智之（ARAI，Tomoyuki）
：助教：博士
小関要作（KOSEKI，Yousaku）
：助教 : 大学院修士課程
丸谷康平（MARUYA，Kouhei）
：助手
（大学院生：修士課程）
雨宮克也，仲川真悟，丸尾竜也，丸山
田泰裕，柳

薫，藪﨑

純，渡部賢二，柴田弘樹，杉山真一，田村慧介，増井義哲，森

英利

2．教育
2-1．目的･目標
（卒前教育）
理学療法学科では学部に昇格し第 2 期生の卒業生を輩出する 5 年目を迎えた．最終学年は前期 4 月から 8 週間を
2 回行う総合臨床実習，後期は地域理学療法学など幾つかの科目を実施しながら卒業研究および発表を行った．そし
て最大の課題は平成 24 年 2 月 26 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
た最後の仕上げにあたる学習が 1，2 月に行われ，担任・副担任を中心とし，多くの関連教員が補講などの支援を行
なった．3 月 31 日の国家試験合格発表では当学科からは既卒 2 名を含む 44 名が受験し 44 名全員が合格し , 合格率
100% であった．就職については，2 期生 42 名の全員が就職した．また，23 年度 3 年生，2 年生，1 年生については，
平成 19 年度から行ってきた教育目的，目標を引続き充実，発展させていった．
（大学院教育）
理学療法学分野は，理学療法学に関連する最先端の基礎的及び臨床的研究を主体的に検討し，その内容を常に
update する能力を涵養することが重要であり，また理学療法学の基礎的及び臨床的問題に対して適切な研究デザイ
ンを構築し，その要素の関連性を科学的に明らかにすることにより，理学療法学の発展に寄与する能力を有する人材
を育成することを教育目標とする．
2-2．教育内容（担当者）
（卒前教育）
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】
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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（西岡）
，
【専門分野】理学療法学概論（黒川，高倉，時田，乙戸），理学療法体験実習（時田

他），理学療法

学基礎実習（福田，新井，小関，丸谷）
．
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，澤田）
，

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，
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（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，新井）
，日常生活活動学演習（高倉，黒川，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，丸谷，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，小山，
宮島）
，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（高倉，藤田，神子嶋），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，高倉）
，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），運動療法
学（高倉，石倉，濱田，伊藤）
，代謝系理学療法学（藤田），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，小橋），地域理学療法学実
習（黒川，藤田，細井）
，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（高倉

他）
，総合臨床実習Ⅱ（高倉

他），卒業研究（高倉

他）

（大学院教育）
大学院教育として以下の科目を開講した：生体機能形態学概論（時田），理学療法研究方法論（黒川），人体機能形
態学特論（小島，時田）
，脳機能理学療法学特論（高倉），
内部障害理学療法学特論（藤田）
，筋骨格理学療法学特論Ⅰ（上肢・脊椎）（赤坂），
筋骨格理学療法学特論Ⅱ（下肢）
（赤坂）
，神経理学療法学特論（高倉），理学療法学演習（赤坂，小島，藤田）
，理
学療法学特別研究（赤坂，小島，藤田）
2-3．達成度
（卒前教育）
昨年度に卒業させた 1 期生の経験を活かしながら，本年度はより充実した教育を行う事ができた．学生による授
業評価おいても，昨年度よりも更に良い評価を受け教育の充実が図られたと考えている．臨床実習も昨年度より新し
い試みが行われたが，臨床実習指導者会議では賞賛の声を多くいただくことができた．同時に改善点も明らかとなっ
たが，より良い実習システムの構築に向けての示唆が得られたと考えている．総合的に昨年度の計画が達成できたと
考えている．
（大学院教育）
平成 23 年度は，平成 22 年度に開設された修士課程医科学専攻の完成年度となる．開設時に理学療法学に入学し
た 6 名の大学院生はいずれも修士 2 年に進学し，必要な単位を修得するとともに，それぞれ修士論文をまとめあげ
ることができた．また，平成 23 年度に入学した 7 名の大学院生は，必要な単位を修得して，全員が進級を決めた．
2-4．自己評価と次年度計画
（卒前教育）
1 期生からの経験を活かし，各科目では細かな工夫を行う事で，より充実した授業を行えるようになってきたと考
えているが，課題も幾つか見えている．まず，当学科では学年が進むに従って教育内容が豊富になり学生の負担が増
えている．従って，専門的な内容をより早い学年から学び始め，上級学年では余裕を持って深く学習できるような体
制を整えることが望ましいと考えている．また，学生が安全安心して生活できるように，街灯や駐車場の整備を行い
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ながら，暗くならないうちに帰宅できるようなカリキュラム上の配慮を考えていく必要があると考えている．研究面
では，教授・准教授主導による研究体制を整え，より充実した研究が行われるように整備していく必要を感じている．
（大学院教育）
大学院は概ね順調に運営できたと考えている．平成 24 年度には，修士課程の学生に対する教育体制の充実に努め
るとともに，博士課程の体制を整える準備が必要と考える．

3．研究
3-1．目的・目標：
昨年度と同様で，理学療法が関わる広い学問領域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．現在までの研究的蓄積を発展させると共に，新たな可能性を模索し成果を得て，学術および社会の発展に寄
与できることを目標としている．また教育に関する研究についても各教員が協力して取り組み，教育内容が充実する
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小島龍平：平成 23 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究
②藤田博曉：平成 23 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究
③細井俊希：平成 23 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究
④新井智之：平成 23 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前肢帯筋の筋線維タイプ構成の研究（小島龍平）：学会報告
②地域在住高齢者を対象とした継続可能な運動に関する尺度（SES）の実用性と信頼性についての検討（細井）
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：
学科開設完成年度から 2 年目を迎え，個人および組織的な研究プロジェクトが多く展開された．同様に各専門別
の研究グループの組織化がより図られ，また理学療法領域に直接関連する研究テーマも蓄積発展していると考えられ
る．今後も継続して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・昇華させ新たな可能性
を模索することが目標となる．また公的研究資金の獲得も重要な課題となる．

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
福田敏幸：比企広域介護認定審査委員
細井俊希：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：
「Journal of Physical Therapy Science」査読委員
小島龍平：
「Journal of Human Ergology」編集委員，査読委員
高倉保幸：
「Journal of Japanese Physical Therapy Association」査読委員，「Internet Clinical Physical Therapy」編
集委員，
「理学療法科学」査読委員，
「埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌」編集委員，
「日本リハビリテー
ション・ネットワーク研究」査読委員，
「専門リハビリテーション」査読委員，「臨床理学療法研究」編集委員
赤坂清和：
「Journal of Physical Therapy Science」editorial board，
「理学療法科学」編集委員，
「理学療法 - 臨床，
研究，
教育 -」査読委員，
「運動療法と物理療法」査読委員
藤田博曉：
「理学療法科学」編集委員
福田敏幸：
「理学療法科学」査読委員
西岡亮治：ACP（American College of Physicians）日本支部雑誌編集委員
時田幸之輔：
「理学療法学」査読委員
澤田

豊：理学療法 - 臨床，研究，教育 - 編集委員，「理学療法科学」査読委員

新井智之：
「理学療法科学」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
【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）
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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神経内科非常勤講師
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，日本理学療法士協会指定規則等特別委員会委員，同協会裁定委員会委員，日本リハ
ビリテーション学校協会理事，同教育委員会委員長，全国大学理学療法学研究会理事・評議員
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，埼玉県理学療法士会理事，第 31 回
関東甲信越ブロック理学療法士学会準備委員（学会長賞選考委員長）
藤田博曉：日本理学療法士協会学術局専門領域研究部内部障害理学療法研究部会運営幹事，理学療法科学学会理
事・評議員，日本私立医科大学理学療法研究会査読委員
福田敏幸：理学療法科学学会評議委員
澤田豊：理学療法科学学会評議委員
西岡亮治：日本脳循環代謝学会評議員
神子嶋誠：埼玉県理学療法士会小児福祉部部員
乙戸崇寛：理学療法科学学会評議委員，埼玉県理学療法学会評議員
細井俊希：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 Confederation of Physical Therapy）
細井俊希：埼玉県理学療法士会理事，埼玉県理学療法士会北部ブロック運営委員

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小島龍平，時田幸之輔，ブタ胎仔標本を用いた解剖学実習 3 年間の試み．コ・メディカル形態機能学会第 10 回
学術集会，2011 年 9 月 17 日，中部大学（愛知県春日井市）．
②小島龍平，
ニホンザル腹壁筋の筋線維タイプ構成．第 65 回日本人類学会大会，2011 年 11 月 4 日，沖縄県立博物館．
③小島龍平，ニホンザル腹壁筋の筋線維タイプ構成と筋構築．第 117 回日本解剖学会全国学術集会，2012 年 3
月 27 日，山梨大学．
④時田幸之輔，小島龍平，ブタ胎仔標本を用いた解剖学実習の 4 年間の試み．第 117 回日本解剖学会全国学術集会，
2012 年 3 月 28 日，山梨大学．
⑤丸谷康平，藤田博曉．要介護高齢者における認知機能と身体機能との関係．第 10 回理学療法科学学会国際学術
大会．2012 年 3 月（中国南寧）
⑥）細井俊希，新井智之，藤田博曉，地域高齢女性における運動の継続に影響する要因

‐ロコモーショントレー

ニング（ロコトレ）実施者を対象とした検討‐．第 46 回日本理学療法学術大会，2011 年 5 月 27 日，宮崎．
⑦細井俊希，新井智之，藤田博曉，行動科学の理論に基づいた運動プログラム「ロコトレ BBS」の効果

地域高齢

女性における運動の継続に関する検討．理学療法科学，24：511-514，2011．
⑧）新井智之，桒原慶太，目黒智康，渡辺学，藤田博曉：地域在住高齢者におけるウォーキングの実施率と運動機
能との関連．理学療法科学，26（5）
：655-659，2011．
⑨新井智之，藤田博曉，細井俊希，石橋英明：運動機能のセルフチェックテストとしての片脚立ち上がりテストの
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妥当性の検討

ロコモティブシンドロームに関する基礎的研究．第 46 回日本理学療法学術大会，2011 年 5 月

27 日，宮崎．
⑩新井智之，藤田博曉，細井俊希，石橋英明：片脚立ち上がりテストに影響する運動機能の検討

ロコモティブシ

ンドロームに関する基礎的研究．第 53 回日本老年医学会学術集会，2011 年 6 月 16 日，東京．
総数：論文 2 件，学会発表 8 件
〈筋骨格理学療法領域〉
代表的な業績
①赤坂清和．マリガンコンセプトと腰痛．医道の日本 70（10）:76-84，2011
② Akasaka K，Akita N，Sawada Y，Otsudo T，Nakagawa S，Maruo T，Amemiya K，Watanabe K: Dyadic
interventions and education improve the flexibility of hamstring muscle: a randomized，controlled trial.
Physiotherapy 97（Suppl S1）
，2011
③増井義哲 ，乙戸崇寛，赤坂清和，澤田豊．超音波画像を用いた第 2 第 7 頚椎棘突起間距離の測定信頼性．徒手
理学療法 12（1）
，2012
④ Otsudo T，Takei H，Senoo A. Eﬀects of bandage-like compression to calf on central aponeurosis displacement
of gastrocnemius lateralis and soleus during ankle plantar moment. World Physical Therapy（Suppl）pp158，
2011
⑤新井智之，金子志保，藤田博曉：大腿骨頸部骨折患者の歩行自立に必要な要因−決定木分析による検討−．日本
老年医学会雑誌 48（5）
：539-544，2011．
⑥新井智之，柴喜崇，柴田博，桒原慶太，藤田博曉：高齢運動器疾患患者の転倒にかかわる運動機能の検討．運動・
物理療法 22（3）
：338-344，2011．
⑦新井智之，藤田博曉，細井俊希，森田泰裕，石橋英明：地域在住高齢者における足趾把持力の年齢，性別および
運動機能との関連．理学療法学 38（7）
：489-496，2011．
⑧新井智之，藤田博曉，細井俊希，石橋英明：足趾把持力の年代による比較と動的バランス能力との関連

ロコモ

ティブシンドロームに関する基礎的研究．第 46 回日本理学療法学術大会，2011 年 5 月 27 日，宮崎．
⑨新井智之，桒原慶太，目黒智康，米澤隆介，成田美加子，藤田博曉：大腿骨頸部骨折患者の杖歩行自立と独歩自
立に関わる要因と判断基準に関する検討．第 46 回日本理学療法学術大会，2011 年 5 月 27 日，宮崎．
⑩ Arai T，Kuwabara K，Watanabe S，Meguro T，Fujita H: The Use of Decision Trees for Prediction of the
Independence of Gait in Patients with Femoral Neck Fracture World Physical Therapy（Suppl）pp78，2011
総数：論文 8 件，学会発表 2 件
〈神経理学療法領域その他〉
代表的な業績
① Naoto Miura，Takashi Watanabe，Kiyokazu Akasaka，Tatsuto Suzuki: A Clinical Trial of a Prototype of Wireless
Surface FES Rehabilitation System in foot drop correction，Proc. 33th IEEE ENG. Med. Biol. Soc. 5461-5464，
2011
② Toshiyuki Fukuda: The inﬂuence of aging on balance function in terms of the foot electromyographic reaction
time.Journal of Physical Therapy Science 24（2）:191-196，2012
③ R.Nishioka，Y.Asano，M.Yamazato，Y.Ito，K.Ishizawa，N.Araki. Eﬀects of Irbesartan on NO production，hydroxyl
radical metabolism during cerebral ischemia and reperfusion in mice.

BRAIN2011，XXVth International

Symposium on Cerebral Blood Flow，Metabolism，and Function. 2011.05. バルセロナ（スペイン）
④ M.Yamazato，Y.Ito，Y.Asano，M.Sawada，D.Furuya，R.Nishioka，N.Araki. NO production and CBF during
cerebral ischemia and reperfusion in ATII type 1a KO and ATII type 2 KO mice. BRAIN2011，XXVth International
Symposium on Cerebral Blood Flow，Metabolism，and Function. 2011.05. バルセロナ（スペイン）
⑤西岡亮治，伊藤康男，山里将瑞，荒木信夫
与

脳虚血・再灌流負荷時の NO と OH- 代謝に対する nicergoline の関

STROKE2011（第 36 回日本脳卒中学会総会）. 2011.08. 京都

⑥伊藤康男，西岡亮治，山里将瑞，荒木信夫：マウスにおける脳虚血･再灌流負荷時の NO と OH- 代謝に対する
ibudilast の関与

STROKE2011（第 36 回日本脳卒中学会総会）. 2011.08. 京都

⑦西岡亮治，山里将瑞，伊藤康男，佐々木貴浩，荒木信夫：脳虚血･再灌流負荷時の NO と OH- 代謝および虚血変
化に対するＣＡＰＥの関与

第 23 回日本脳循環代謝学会総会 . 2011.11. 東京

⑧伊藤康男，山里将瑞，西岡亮治，石澤圭介，佐々木貴浩，荒木信夫：マウスにおける脳虚血･再灌流負荷時の
NO と OH- 代謝に対する cilnidipine の影響

第 23 回日本脳循環代謝学会総会 . 2011.11. 東京
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総数：論文 2 件，学会発表 6 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前肢帯筋の筋線維タイプ構成の研究（平成 23 年度埼玉医科大
学保健医療学部プロジェクト研究）
（17.9 万）
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
赤坂清和：第 10177 回日本理学療法士協会理学療法士講習会「徒手理学療法 ? 末梢神経症状の評価と治療」
乙戸崇寛：第 53 回理学療法科学学会 学会長（2011.4）
細井俊希：平成 23 年度埼玉県毛呂山町山根荘定例会

講演

新井智之：平成 23 年度埼玉県毛呂山町山根荘定例会

講演

7．自己点検・評価
（学部）
平成 23 年度保健医療学部理学療法学科は 5 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．学生も全学年揃ったところで，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．学科のシラバスの教育
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検
討を重ねてきたことは学科教育 2 サイクル目の開始に当たっても教育システムの構築上大変有意義であった．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
とキャリア教育の充実いう課題を遂行する両輪として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と学生の成長を保障することであり，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教育事務が遂行されるこ
とが肝要であり，その方向で教職員が協力したことがおおきい．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など改善がなされた．これについては学部長はじめとする大学のトップのご協力が
あり，各段でスピーディーに課題遂行がなされ，感謝を申し上げたい．
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に
よってなされた．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に向
けた研究活動活性化の第一歩として位置付けられたものである．大学の使命は，学術上の進歩発展に寄与し，国民の
健康と福祉に貢献することである．その使命のために研究活動の重要性については常に意識的な取り組みが必要で，
教育研究システムの中にこうした高邁な使命を堅持して継続していく意識的な活動を支えるシステムが重要となる．
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，前年度を越えることができ，研究を生み出す基礎シ
ステムの構築がそれを支えた．
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
験に学生を加え，地域における理学療法士の目的と役割，また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・高齢者などへ何を提供していくのか，どう寄り添えばいいのかを学習する上で，
大事な経験の場であると理解できる．
5 年目を向かえた本学科（川角キャンパス）が，学部本部の日高キャンパスとの統合を果たすまでは，密接な連携
をとりながら学生教育の一層の充実を目指して努力し，現実的な課題を解決し，学科学生にとって川角コンプレック
スを生まないで元気を生む教育を行っていくことが，今後も重要な特徴であるよう努力してゆきたい．
（大学院）
すべての修士 1 年が単位を取得して順調に進級し，修士 2 年が研究論文をまとめあげて修了することになり，大
学院は概ね順調に運営できたと考えている．完成年度を終えることにより，平成 24 年度には，新たな教員組織にな
るとともに，修士課程の学生に対する教育体制の充実に努めるとともに，博士課程で大学院生を受け入れる体制を整
える必要がある．
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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：教育副主任 / 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
鈴木 志穂（SUZUKI, Shiho）
：助手：修士
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．将来的には，研究マインドを持った良き臨床医の育成に努め
たい．
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− ヒトゲノムと非コード 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（黒川）．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．夏期プログラムの指導を行った（荒井・鈴木）．
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（鈴木・黒川）．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 部門も参加している．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．
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，理解した学生が大半であった．非コード RNA は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
疾患との関連で初学者にも理解しやすい説明を考えていきたい．

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．
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（鈴木）
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・鈴木）
3）TLS 複合体の精製と転写制御機能解析（鈴木・荒井）
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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）
5）cyclin D1 プロモーター非コード RNA の転写機構（鈴木・黒川）
3-3．研究内容と達成度
研究部門開設年 8 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 4 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 8 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，我々の実験系を患者サンプルのリウマチ病態モデルでの検証を目指している．つぎは，共同研究による大
型政府予算の獲得を目指して鋭意努力している．研究論文と共に特許の取得も進めていきたい．

4．診療：該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
文部科学省科学研究費の審査委員主査を拝命した．
日本学術振興会からも科研費審査員を拝命した．
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，Acta
Biochimica et Biophysica Sinica，PLOS ONE
黒川理樹：Translational Medicine

査読委員

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
教授の黒川は，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 Takahama, K., Sugimoto, C., Arai, S., Kurokawa, R., Oyoshi, T. Loop Lengths of G-Quadruplex Structures Aﬀect the
G-Quadruplex DNA Binding Selectivity of the RGG Motif in Ewing's Sarcoma. Biochemistry 50: 5369-5378
（2011）
② Kurokawa, R. Promoter?Associated Long Noncoding RNAs Repress Transcription Through a RNA Binding
Protein TLS. In: Collins, L.J.（ed）RNA Infrastructure and Networks, Chapter 12. Landes Bioscience and Springer
Science+Business Media, USA: p196-208（2011）
③黒川理樹：遺伝子発現は転写と翻訳で制御されるが，どちらが主役か？
④黒川理樹：FUS/TLS 構造と機能から ALS 病態をみる

実験医学 29：2258-2259（2011）

月刊 臨床神経科学 29：1032-1034（2011）

⑤黒川理樹：非コード RNA とポリコームメチル化が核局在を決め遺伝子を制御する

実験医学 30：458-459

（2012）
⑥ Oyoshi, T., Kurokawa, R. Structure of noncoding RNA is a determinant of function of RNA binding proteins in
transcriptional regulation. Cell & Bioscience 2: doi:10.1186/2045-3701-2-1（2012）
⑦ Song, X., Wang, X., Arai, S., Kurokawa, R. Promoter-Associated Noncoding RNA from the CCND1 Promoter. In:
Vancura, A.（ed）Transcriptional Regulation: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, vol.809,
Chapter 39. Springer Science+Business Media, USA: p609-622（2012）
⑧ Kurokawa, R. Generation of Functional Long Noncoding RNA Through Transcription and Natural Selection. In:
Mallick, B.（eds.）Regulatory RNAs, Chapter 6. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, p151-174（2012）
［学会発表］
⑨ Arai, S., Du, K., Kurokawa, R. TLS-CHOP, an Oncogenic Fusion Product in Myxoid Liposarcoma, Attenuates Cell
Adhesion Ability through Down-Regulation of Integrin α 5 β 1. ENDO 2011 Boston, USA（2011/06/06）
⑩ 黒 川 理 樹： 長 鎖 非 コ ー ド RNA と エ ピ ゲ ノ ム 制 御
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神奈川県横浜市

遺伝子構造機能部門

（2011/12/16）
【総数：論文 8 件，学会発表 2 件，講演 0 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：800 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：468 万円
黒川

理樹（代表）

文部科学省 科学研究費 挑戦的萌芽研究
「筋萎縮性側索硬化症原因遺伝子 TLS のﾒﾁﾙ化異常による発症機構の解明と治療法開発」
配分額：195 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（2011/5/13）
核酸高次構造を認識するタンパク質の解析
大吉 崇文（静岡大学 理学部 化学科）
第 9 回 RCGM フロンティアシンポジウム
「遺伝子発現制御と RNA- 基礎と臨床をつなぐ分子」（2011/11/3）
第 34 回日本分子生物学会 シンポジウム（2011/12/16）
「Molecular biology of long noncoding RNA -Quest for origin of its diversity −長鎖 noncodingRNA の分子生物学
- 多様な分子群の謎に迫る−」

7．自己点検・評価
遺伝子構造機能部門も開設から 8 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，
着実な貢献を挙げてきた．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，ヒトゲノム構造と機能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
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, Rounosuke）
：特別研究学生
阿部弥生（ABE, Yayoi）
：特別研究学生
氏平崇文（UJIHIRA Takafumi）
：特別研究学生
丸山洋二郎（MARUYAMA Youjirou）
：特別研究学生
柴

祥子（SHIBA, Sachiko）: 特任技術員：修士

大石貴史（OISHI, Takashi）
：特任技術員：修士
田中大輔（TANAKA, Daisuke）
：特任技術員：博士
藤谷美和（FUJITANI,Miwa）: 特任技術員：修士
兒玉啓輔（KODAMA,Keisuke）: 特任技術員：修士
渡辺美奈子（WATANABE,Minako）: 特任研究補助員
佐藤明美（SATO,Akemi）: 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，井上が 1 年生の細胞生物学コース（ゲノム医学入門）を，堀江が 4 年生の眼科臨
床講義（眼内腫瘍・分子生物学）および 2 年生の細胞生物学 2：疾患の理解に役立つ細胞生物学（エストロゲン拮抗
薬と核内受容体）を担当し，池田が 1 年生の臨床推論を担当した．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
医学部学生の講義を通して，臨床医学における基礎的知識を習得させ，臨床医学における基礎医学の重要性への理
解を深めることができた．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，試験に関して
は基礎的知識の確認と応用を問う問題を作製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．

3．研究
3-1．目的・目標
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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，阿部，氏平，丸山，山賀，宮崎，兒玉，大石，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，田中，藤谷，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，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．
23 年度は，
「文部科学省セルイノベーション事業（CI）」および「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（HK）
」において，分担機関として 3 年目の研究業務を遂行した．
CI 事業については，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進め，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の解析を行った．特に，国際医療センター・乳腺腫瘍
科との共同研究において，エストロゲン受容体標的遺伝子であるフォークヘッド転写因子 FOXP1 の免疫染色性が，
乳がん臨床サンプルにおける予後良好なバイオマーカーとなることを明らかにした．CI 事業のシーケンス拠点の理
化学研究所とデータ解析拠点の国立遺伝研との連携のほか，東京大学，東北大学，筑波大学，順天堂大学，日本大学，
国立がん研究センター，国外ではカルフォルニア大学などと共同研究を進めており，研究成果を学会および論文にて
発表した．HK 事業については，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．骨芽細胞特異的に活性型エストロゲン受容体αを過剰発現させたマウスを独自に作製し，骨密度が増加し，
破骨細胞系機能を調節する因子の骨芽細胞における発現上昇を示し，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については，
TRIM17 が細胞分裂キネトコア関連遺伝子 ZWINT の蛋白分解を促進させる作用について論文発表した．
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，既報の罹患リスクマーカー以外に，日本人における喫煙とも関連する罹患リスク遺伝子を同定し，学会発表およ
び知財化を行った．京都大学・神戸大学・国立病院機構東京医療センター・本学を中核とした全国規模の加齢黄斑変
性治療感受性遺伝子の探索の前向き研究計画にも参加している．代謝異常にかかわるミトコンドリア発現遺伝子のゲ
ノム解析についても，ゲノム科学部門および本学小児科と共同研究を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
ホルモン依存性がん，および加齢性疾患を中心として，エストロゲン・アンドロゲン受容体などの各種の核内受容
体の作用メカニズムの解析，特に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や下流標的遺伝子の探索
とその機能解析を精力的に進めている．細胞モデルと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・
がん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がん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，
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，知的財産の確保を積極的に行いつつ，臨床応用へ
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の展開を目指していきたい．また，リングフィンガーファミリー遺伝子の発現制御・機能解析を進めており，新しい
基質の同定を介して選択的蛋白分解経路の疾患・がんにおける関与の解明を目指した研究を行っている．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．
24 年度においては，文部科学省セルイノベーション事業を基盤として，乳がん・前立腺がんから次世代シーケンサー
によって得られる大量のゲノムデータについて，国立遺伝研との連携および独自のバイオインフォマティクスにより
解析を進め，
特に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 non-coding RNA や microRNA に注目して，
ホルモン応答遺伝子に関する研究を一層発展させる．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．各プロ
ジェクトにおいて，さらに知的財産の確保を目指す．

4．診療：該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員

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 Nakajima Y, Osakabe A, Suzuki T, Kishimoto Y, Kuroda T, Fujimura T, Homma Y, Murayama A, Inoue S,
Yanagisawa J: Estrogen regulates tumor growth through a nonclassical pathway that includes the transcription
factors ER（ and KLF5. Sci Signal 4, ra22, 2011.
② Ikeda K, Tsukui T, Horie-Inoue K, Inoue S: Conditional expression of constitutively active estrogen receptor α in
osteoblasts increases bone mineral density in mice. FEBS Lett 585, 1303-1309, 2011.
③ Kabasawa S, Mori K, Horie-Inoue K, Gehlbach PL, Inoue S, Awata T, Katayama S, Yoneya S: Associations of
cigarette smoking but not serum fatty acids with age-related macular degeneration in a Japanese population.
Ophthalmology 118, 1082-1088, 2011.
④ Shigekawa T, Ijichi N, Ikeda K, Horie-Inoue K, Shimizu C, Saji S, Aogi K, Tsuda H, Osaki A, Saeki T, Inoue S:
FOXP1, an estrogen-inducible transcription factor, modulates cell proliferation in breast cancer cells and 5-year
recurrence-free survival of patients with tamoxifen-treated breast cancer. Horm Cancer 2, 286-297, 2011. DOI:
10.1007/s12672-011-0082-6.
⑤ Azuma K, Urano T, Watabe T, Ouchi Y, Inoue S: PROX1 suppresses vitamin K-induced transcriptional activity of
steroid and xenobiotic receptor. Genes Cells 16, 1063-1070, 2011.
⑥ Obinata D, Takayama K, Urano T, Murata T, Kumagai J, Fujimura T, Ikeda K, Horie-Inoue K, Homma Y, Ouchi Y,
Takahashi S, Inoue S: Oct1 regulates cell growth of LNCaP cells and is a prognostic factor for prostate cancer. Int
J Cancer 130, 1021-1028, 2012.
⑦ Endo H, Ikeda K, Urano T, Horie-Inoue K, Inoue S: Terf/TRIM17 stimulates degradation of kinetochore protein
ZWINT and regulates cell proliferation. J Biochem 151, 139-144, 2012.
⑧ Fujimura T, Takahashi S, Urano T, Tanaka T, Zhang W, Azuma K, Takayama K, Obinata D, Murata T, Horie-Inoue
K, Kodama T, Ouchi Y, Homma Y, Inoue S: Clinical signiﬁcance of steroid and xenobiotic receptor（SXR）and its
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targeted gene CYP3A4 in human prostate cancer. Cancer Sci 103, 176-180, 2012.
⑨ Horie-Inoue K, Takayama K, Ikeda K, Suzuki Y, Inoue S: [Short Talk] Identification of androgen-regulated
cytochrome c oxidase-related genes in hormone-sensitive prostate cancer cells through RNA-sequencing and
systemic chromatin immunoprecipitation analysis.（2011.7.17-22）Mitochondrial Assembly & Dynamics in
Health, Disease & Aging, FASEB Summer Research Conferences, Steamboat Springs, Colorado, USA.
⑩ Inoue S: [Symposium] Genome-wide Androgen Signaling in Prostate Cancer.（2011.11.8-10）The 42nd
International Symposium of The Princess Takamatsu Cancer Research Fund, Tokyo, Japan.
［論文］12 編 ［学会発表］74 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：1000 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：42,500,000 円（内，間接経費 3,863,636 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：5,400,000 円（内，間接経費 1,246,153 円）
堀江公仁子（代表）
科学研究費補助金

池田和博（分担）
挑戦的萌芽「ホルモン依存性癌における細胞・生体イメージングを活用したエネルギー代謝

機構の解明」
配分額：195 万円（代表）（内，間接経費 45 万円）
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：130 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「成育疾患に対する細胞・遺伝子治療の臨床応用に関する研究」

配分額：100 万円
伊地知暢広（代表）
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：182 万円（内，間接経費 42 万円）
宮崎利明（代表）
科学研究費補助金

若手研究（B）
「泌尿器がんにおける EBAG9 発現がもたらす微小環境変化と腫瘍増殖メカニ

ズムの関係」
配分額：221 万円（間接経費 51 万円）
伊地知暢広（代表）
学内グラント 「次世代シーケンサーを活用した乳がんの新規診断・治療法の開発」
配分額：100 万円
6-3．受賞
1．堀江公仁子，森圭介，神田将和，米谷新，岡崎康司，井上聡：[Excellence Award for Women Researchers 受賞
ポスター ] 加齢黄斑変性における神経疾患関連遺伝子の罹患リスク（2011.12.2-3）アンチエイジングフェスタ
2011（大阪）
2．堀江公仁子，森圭介，神田将和，岡崎康司，米谷新，井上聡：[ 優秀演題賞受賞 ] 日本人加齢黄斑変性における
喫煙感受性罹患リスクの検討（2011.5.27-29）第 11 回日本抗加齢医学会総会（京都）
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6-4．特許，実用新案
1．発明の名称：
「加齢黄斑変性易罹患性の判定方法及び判定キット」，出願番号：特願 2011-97651，出願日：
2011 年 4 月 25 日，発明者：井上聡・堀江公仁子・森圭介・米谷新・神田将和・岡崎康司，出願人：学校法人
埼玉医科大学，参天製薬株式会社
2．発明の名称：
「子宮癌，乳癌，及び膀胱癌の予防乃至治療に好適な二本鎖核酸分子，癌細胞増殖抑制剤，並び
に医薬」米国特許番号 8124754，登録日 2012/2/28，発明者：池田和博・井上

聡，出願人：学校法人埼玉医

科大学，株式会社 RNAi
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
井上

聡：第 7 回 Bone Forum in Hanno（2012.3.9）へリテージ飯能

7．自己点検・評価
教育面では，医学部学生に対して，学習内容の理解とともに，自ら学ぶ姿勢を持って講義に取り組み，基礎医学へ
の興味を覚えてもらうことができたと評価している．保健医療学部学生の研究体験と卒業研究では，実験の体験を通
して医学研究に触れ，理解を深めることができた．また複数の特別研究学生の研究教育を担当し，man to man での
直接指導に精力を注いでおり，学位取得の指導を行った．今後も，学部学生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．
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，文部科学省革新的細胞解析
研究ブログラム（セルイノベーション）を基盤に解析を進めている．ホルモン応答性メカニズムとともに，ホルモン
治療抵抗性のメカニズムについての解析を進め，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について，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を基盤に進め
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やビタミン K の骨
と生殖系における機能の解析を進めており，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，国内外において注目され，知財化を目指した研究成果をあげていきたい．
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3．発生・分化・再生部門
1．構成員
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）
：部門長：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
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
船山静香（FUNAYAMA, Shizuka）：修士課程大学院生

2．教育
2-1．目的･目標
私たちは，日高キャンパスにおり，かつ研究所に在籍していることもあり，医学部学生と直に接触する機会は決し
て多くはないが，系統講義として，
「学生に，最新の医学の動向について紹介して欲しい」といった依頼を受けるこ
とが多い．そして，私たちは，学生には，研究マインドを持って日常の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るようにしている．大学院生の講義では，単に知識を増やしてもらうといったような
ものではなくて，特定の研究成果を題材に，どのようにしてそのような成果が得られたかといった経緯を説明するこ
とで，研究の醍醐味が実感できるような講義にしたいと考えている．また，平成 22 度から，修士課程の授業「ゲノ
ム医学特論」を 5 コマ担当しているが，やはり，本講義でも，知識を増やしてもらうことよりも，科学的に考える
能力を身に着けさせることに重きを置いたものにすることを念頭において講義を担当したいと考えている．また，修
士課程の学生の研究指導では，学生自身が重要な研究を行なっていると実感できる研究テーマを与え指導していきた
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．
自分たちが関わっている iPS 細胞研究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 細胞の誕生の歴史や，現時点で iPS 細胞が抱えている問題点について説明した．かつ，それらの問題点を
研究者がどのようにして克服しようとしているか，自分たちの研究も含めて説明させていただいた．また，加藤講師
は，本人の専門分野との関連から，平成 22 年度より医学部 2 年生の神経ユニットの講義を 1 コマ担当している．そ
の他，夏期プロとして，医学部の学生が 1 名と保健医療学部の学生が 2 名参加してくれたので，iPS 細胞研究について，
現在の世界の動向を講義形式で紹介するとともに，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，
神経幹細胞などの組織幹細胞を用いた再生医療との比較において，ES 細胞・iPS 細胞を用いた医療のメリット・デメ
リットについて説明し，かつ，研究者がデメリットの部分をどのようにして解消しようとし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，講義の前日に，米国から「iPS 細胞を用いた網膜変性症治療がヒトで成
功」という大きなニュースが飛び込んで来て，多くの学生が，そのニュースを知った上で講義を聞いてくれた．そう
いった特殊な状況も手伝って，
多くの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．実際，学生の評価も，
医学部 1 年生に対する全ての講義の中で，
7 番目に高いスコアーだった．夏期プロの学生に関しては，3 人の学生とも，
iPS 細胞実験を行いたいという気持ちで来ていたのに対して，こちらが講義形式の対応を中心に考えていたというこ
ともあって，あまり興味を持ってもらえなかったようである．iPS 細胞を作る場合，準備が整った時点から数えても
約 3 週間の時間を要するので，夏期プロの中でそれを行うことは不可能である．但し，今回，学生の希望がよくわかっ
たので，来年度からは，できる限りその希望に沿った夏期プロにするように工夫したい．博士課程大学院生の講義に
関しては，前年度の講義の資料に当該年度に起こった出来事を追加するということで対応している．また，本授業に
慣れたということもあり，かなり洗練された授業ができていると考えている．但し，平成 24 年度からは，修士の学
生も本授業を選択できることになるので，修士の学生にも理解できる授業にする工夫が必要だと思われる．修士課程
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の講義に関しては，平成 23 年度においても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，極めて難しいテーマを与え，研究の指導を行った．その結
果，ヒト partial iPS 細胞の樹立という一定の成果を得て，学位を取得することはできたが，時間的な制約もあり，原
著論文発表までには至らなかった．また，平成 23 年度からスタートした修士の学生は，加藤講師が主に研究指導を
担当してくれているが，極めて順調に成果を積み上げてくれており，日本分子生物学会では，口頭発表することがで
きた．今年度は，2 名の保健医療学部学生が，本部門で卒業研究を行うことになった．もちろん，彼らは，学校での
授業を第一に考えなくてはならないので，研究の為の十分な時間を確保することは難しいが，着実に結果を出してく
れている．
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，当部門としては，自分たちの研究の取り組みとその成果を説明す
るという，本コースの中の特別な講義である「ゲノム医学特論」に参加するのみである．本講義では，学生達が 1
年間学び，身に着けた知識が，どのような研究から得られたものであるかを理解させることを意識して講義するよう
に依頼されており，私たちとしても，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いる．それ故，
学生達に感銘を与えることができる授業にすべく，通常の授業よりも時間を掛けて準備している．そして，学生の評
価が，1 年生に対する全講義の中で第 7 位だったという結果に満足している．修士課程の学生の研究指導に関しては，
1 人が最終学年であった．その 2 年間の研究の集大成として原著論文として発表できなかったのは残念であるが，僅
か 2 年間の研究で豊富な成果を得，無事，修士課程を修了させることができたことは，少なくとも及第点は与えら
れてもいいと考えている．平成 23 年度入学の修士学生に関しては，極めて順調に成果を積み上げてくれている．

3．研究
3-1．目的・目標
本部門では，開設当初から ES 細胞研究を中心に行っている．また，2006 年の iPS 細胞誕生に伴い，2007 年から
は iPS 細胞研究にも力を注いでいる．iPS 細胞研究に関しては，リプログラミング因子導入に伴い iPS 細胞が作られ
る分子基盤の解明と，それらの研究により得られた成果を，iPS 細胞の医療応用面における安全性を高めることにつ
なげることを主な目的としている．ES 細胞研究に関しては，ES 細胞の未分化状態の分子機構の実態を探ることを主
に目指している．特に最近では，ES 細胞と癌細胞の未分化状態を支えている分子基盤の共通性に着目して研究を進
めている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．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行ってきたが，今年
度早々には研究を完了でき，Cell 誌の姉妹誌である Cell Stem Cell に発表することができた．また，その関連した研
究で，Max ホモ欠失 ES 細胞が，分化し，細胞死に至る pathway に関与する分子として，Sirt1，p53，p38MAPK を
同定し，12 月に Stem Cells に投稿することができた．そして，その論文は，平成 24 年度 8 月に掲載されることに
なった．また，c-Myc/Max 転写複合体と PI3K-Akt シグナルカスケードの関連性に関する研究や，東北大学との共
同研究で，Max タンパク質が，始原生殖細胞関連遺伝子発現に対する negative regulator であるという研究も順調に
成果を挙げており，平成 24 年度は，論文が投稿できるまで研究データのクオリティーを高めることができると考え
ている．Nucleostemin 遺伝子の研究に関しては，昨年度までに，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，かつその Nanog を人工的に過剰発現させることで，この
Nucleostemin ホモ欠失 ES 細胞が示す致死的なフェノタイプを示さなくなることを明らかにすることができていたが，
今年度は，Esrrb 転写因子の強制発現でも，同様に Nucleostemin ホモ欠失 ES 細胞をレスキューすることを見出した．
このことは，単にレスキューできる遺伝子の数が 1 つ増えたということに留まらず，Nanog と Esrrb の共通点等を
探ることができるので，Nucleostemin ホモ欠失 ES 細胞にどのような変化が起こり，細胞が分化し，死に至るかを
解明する上で重要な意味を持つ発見であると考えている．UTF1 遺伝子に関する研究に関しては，昨年度までにその
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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していた．このように UTF1 の胎盤
における機能が明らかになった状況と，現状では，UTF1 遺伝子が胎盤動物でしか見つかっていないという事実から，
カンガルーやオポッサムなどの有袋類が，UTF1 遺伝子を有するか否かについて興味を持ち，平成 23 年度は，その
点について解析を進めた．そして，まだ，解析のレベルが不十分で，一部の解析は，平成 24 年度に持越すことになっ
たが，UTF1 遺伝子は，胎盤動物が，有袋類から分岐した後に獲得した遺伝子であることをほぼ確定することができた．
Partial iPS 細胞研究に関しては，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，ゲノム遺伝子を網羅的にスクリーニングするという実験
系により，Ccr-Not 複合体のサブユニットの一つである Cnot2a が同定できた．平成 24 年度には，その遺伝子を中心
に一気に研究を発展させたいと考えている．
3-4．自己評価と次年度計画
今年度は，当部門から，Myc 活性が，Oct3/4 などとは異なり，ES 細胞の未分化性維持に必須ではなく，ES 細胞
の培養条件を工夫することで，Myc 活性がなくても，自己増殖性・分化多能性といった ES 細胞が持つ特筆すべき性
質を維持することができるといった内容の論文を Cell Stem Cell という超一流誌（インパクトファクター 25.9）に
発表でき， かつ，その論文内容が，ES・iPS 細胞の安全性を高めることにつながる成果として，産経新聞等の多く
のメディアで取り上げられた．こういった点で判断すると，平成 23 年度は大変意味のある年度だったと言える．但
し，本論文で発表した研究成果は，ほぼ前年度に得ていたものであるので，個人的には今年度の成果であるとはあま
り考えていない．ただ，＜研究内容＞の項に詳細に記載させてもらったように，Sirt1-Myc の関連の研究を既に Stem
Cells に投稿できたことや，恐らく平成 24 年度中には論文投稿まで持っていけるであろうといった目処を付けるこ
とができた研究プロジェクトがいくつかあり，その点に関しては，平成 23 年度の研究成果としてある程度満足して
いる．また，Cell Stem Cell，Stem Cells と業績を輩出できている Myc プロジェクトに関しては，c-Myc の Max 非依
存的な新たな機能を見出すことができている．本研究を論文という形にするまでにはまだ，2 〜 3 年以上の研究の積
み重ねが必要であるとは考えているが，極めてスケールの大きい研究を進めることができている．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
「該当なし」
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
査読
1．Molecular Therapy 2011 年 4 月
2．Stem Cell and Development 2011 年 5 月
3．Biochemical Biophysical Research Communication 2011 年 5 月
4．Development 2011 年 5 月
5．Biochemical Biophysical Research Communication 2011 年 6 月
6．Journal of Cell Science 2011 年 6 月
7．Stem Cell and Development 2011 年 9 月
8．Journal of Cell Science 2011 年 6 月
9．Biochemical Biophysical Research Communication 2011 年 10 月
10．Genes to Cells 2011 年 11 月
11．Development 2011 年 12 月
12．Biochemical Biophysical Research Communication 2012 年 3 月
13．STEM CELLS 2012 年 3 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
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① Hishida T, Nozaki Y, Nakachi Y, Mizuno Y, Okazaki Y, Ema M, Takahashi S, Nishimoto M, Okuda A. Indeﬁnite selfrenewal of ESCs through Myc/Max transcriptional complex-independent mechanisms. Cell Stem Cell 9: 37-49,
2011 ＜論文＞
② Jessica Mariani, Rebecca Favaro, Cesare Lancini, Giulia Vaccari, Anna L.M. Ferri, Jessica Bertolini, Diletta Tonoli,
Elisa Latorre, Roberta Caccia, Antonella Ronchi, Sergio Ottolenghi, Satoru Miyagi, Akihiko Okuda, Vincenzo
Zappavigna, Silvia K. Nicolis. Emx2 is a dose-dependent negative regulator of Sox2 telencephalic enhancers.
Nucleic Acids Res.（in press）＜論文＞
③ Tomoaki Hishida, Akihiko Okuda. "Ground state condition renders Myc activity redundant in ES cells for their
indeﬁnite self-renewal" 第 9 回幹細胞シンポジウム（東京都港区

泉ガーデンギャラリー 2011 年 5 月 14 日）

＜国内学会口頭発表＞
④奥田晶彦 「iPS 細胞誘導過程，及び pluripotency 獲得後における c-Myc/Max 転写複合体の役割」再生医療実現
化プロジェクト

第 4 回夏のワークショップ（大阪市 TKP 大阪梅田ビジネスセンター

2011 年 7 月 8 日）＜

国内学会口頭発表＞
⑤ Akihiko Okuda, Tomoaki Hishida. "Myc activity can be eliminated in ES cells under 2i condition without aﬀecting
their indeﬁnite self-renewal propensity" 9th annual meeting of ISSCR（Toronto, Canada, 2011 年 6 月 16 日）＜
国際学会ポスター発表＞
⑥ Akihiko Okuda "Placental development depends on Eutherian mammal-speciﬁc UTF1 gene" The 8th Okazaki
Biology Conference: Speciﬁcation and Adaptation -Environment and Epigenetics-（Okazaki, Aichi, Japan 2012 年
3 月 18 日）＜国際学会ポスター発表＞
⑦加門正義，菱田友昭，平木啓子，片野

幸，西本正純，加藤英政，奥田晶彦 「Partial iPS 細胞を真の iPS 細胞

へと変換する能力を持つ遺伝子のゲノムワイドスクリーニングによる同定」第 34 回日本分子生物学会年会 （横
浜，パシフィコ横浜，2011 年 12 月 13 日）＜国内学会口頭発表，発表者
⑧ Masazumi Nishimoto,

加門＞

Miyuki Katano, Toshiyuki Yamagishi, Tomoaki Hishida, Masayoshi Kamon, Yoko

Nabeshima, Yo-ichi Nabeshima, Yoko Kuroki, Ryuichi Ono, Fumitoshi Ishino, Hidemasa Kato, Akihiko Okuda.
"Eutherian-speciﬁc UTF1 gene is critical for the placental growth" 第 34 回日本分子生物学会年会 （横浜，パシ
フィコ横浜，2011 年 12 月 13 日）＜国内学会口頭発表，発表者

西本＞

⑨ Tomoaki Hishida, Yuriko Nozaki, Yutaka Nakachi, Yosuke Mizuno, Yasushi Okazaki, Masatsugu Ema, Satoru
Takahashi, Masazumi Nishimoto, Akihiko Okuda. "Context-dependent requirement of Myc/Max complexes for
the maintenance of the indeﬁnite self-renewal of ES cells" 第 34 回日本分子生物学会年会 （横浜，パシフィコ横
浜，2011 年 12 月 13 日）＜国内学会口頭発表，発表者

菱田＞

⑩ Yosuke Moriyama, Hidemasa Kato, Keiko Hiraki, Shizuka Funayama, Yasushi Okazaki, Akihiko Okuda.
"Reprogramming human cells into a humanized ground state" 第 34 回日本分子生物学会年会 （横浜，パシフィ
コ横浜，2011 年 12 月 13 日）＜国内学会口頭発表，発表者
総数：論文

2 件，学会発表

船山＞

10 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

1,100 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」
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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
長年，
研究を続けていた c-Myc の研究の論文が，平成 23 年 7 月に Cell Stem Cell に掲載され，かつ，その研究内容を，
新聞等，多くのメディアで取り上げてもらったことは，埼玉医科大学の名声を高めることに少しでも貢献できたので
はないかと考えている．かつ，その路線の研究が充実し，すくなくともしばらくの間は，質の高い業績を輩出できる
基盤ができたと考えている．iPS 細胞研究に関しては，現状では決して順調とは言えないが，partial iPS 細胞の研究
の成果をいち早く発表することで，iPS 細胞研究に関しても世界の最先端の研究ができる基盤をできるだけ早く作り
たいと考えている．教育に関しては，通常の講義よりも，研究の動向といった，特別講義的な授業の依頼が多くなっ
ているが，それは，そういった授業を担当することで，リサーチマインドを持った医師を育てて欲しいといった要望
だと考えており，それ故，来年度以降に関しても，そのような期待に添えるような魅力的な授業を行えるように努力
したいと考えている．
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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：代表指導教員（大学院）：生理的お
よび病的骨形成の分子レベルに置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，大学院修士課程のゲノム医学概論を通して，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（担当者）
埼玉医科大学医学部 1 年生の講義では，片桐がゲノム医学研究センターによる細胞生物学 I の特別講義「ゲノム医
学入門」
（1 時間）
，大学院修士のゲノム医学概論（5 時間），を担当した．特に，細胞生物学 I の講義内容は，学生に
よる評価が年間を通して最も高い講義と評価された．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着実に実績を積み重ねた．その結果，
平成 23 年度末（平成 24 年 4 月）に本学において学位を取得することができた．保健医療学部からの卒業研究生 3
名については，基礎実験の基本的操作，計画，結果の解釈等を指導し，4 年生の 2 名は卒業論文を作成した．この中
の 1 名は，4 月からも引き続き大学院修士課程に進学し，病態生理部門において研究に従事する予定である．夏期休
暇プログラムには，医学部学生 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 3 日間
にわたりディスカッションを行った（片桐，大手，米山）．
2-3．達成度
特に，医学部 1 年生に対する細胞生物学「ゲノム医学入門」の講義に対する評価が高く，通年の講義の中で学生
評価は最高点であった．テストの成績が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，無事に学位
を取得した．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，4 年生の 2 名は各自の卒業論文を作
成した．保健医療学部において，これらの卒業論文が冊子としてまとめられる．3 年生の 1 名も，休暇中などを利用
しながら積極的に研究に参加し，充実した卒業研究を行うことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
医学部の学部生，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（研究プロジェクト）
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指定された進行性骨化性線維異形成症（FOP）と呼ばれる疾患の発
症原因解明と治療法の確立に向けて取り組んでいる．片桐は，厚生労働省の FOP 研究班の分担研究者として，片桐
と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 Smad に結合する新規
Smad 結合因子として Zranb2 を発見し，その機能を解析した結果，Zranb2 が Smad に結合することで BMP シグナ
ルを負に調節していることを見いだし，J.Cell Biochem. 誌に発表した．さらに，症状が軽微な FOP 患者から見いだ
された新規 ALK2 変異体の機能解析を行い，この変異体が FOP から見いだされた典型的 ALK2 変異体と同様に機能
獲得型の変異体であることを Biochem. Biophys. Res. Commun. 誌に発表した．
さらに，FOP 関連の活動として，我が国の FOP 患者さんや家族，その支援者，あるいは医療従事者が主催する講演会，
学会等において，FOP に関する最新の情報を伝えることも重視した．さらに，新聞やテレビなどのマスメディアの
FOP に関する取材にも積極的に対応すると共に，FOP の情報発信に努めた．継続的な活動により，少しずつ FOP と
いう疾患の認知度が高まっている．
以上のように，今年度は研究活動が充実した年であり，目標を十分に達成できた．
3-4．自己評価と次年度計画
上記のように，今年度の研究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：該当無し
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
「該当無し」
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
片桐岳信：Journal of Bone and Mineral Metabolism（Board member）
，
Journal of Bone and Mineral Research（Board
member）
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
① Seo Y, Fukushima H, Maruyama T, Kurikoshi K, Osawa K, Nagano K, Aoki K, Weih F, Doi T, Zhang M, Ohya
K, Katagiri T, Hosokawa R, and Jimi E.（2012）. Accumulation of p100, a precursor of NF-kB2, enhances
osteoblastic diﬀerentiation in vitro and bone formation in vivo in aly/aly mice. Mol Endocrinol 26, 414-422.
② Kokabu S, Gamer L, Cox K, Tsuji K, Raz R, Economides A, Katagiri T, and Rosen V.（2012）. BMP3 suppresses
osteoblast diﬀerentiation of bone marrow stromal cells via interaction with Acvr2b. Mol Endocrinol 26, 87-94.
③ Takahashi M, Katagiri T, Furuya H, and Hohjo H.（2012）. Disease-causing allele speciﬁc silencing against the
ALK2 mutants, R206H and G356D, in Fibrodysplasia Ossiﬁcans Progressiva. Gene Ther 19, 781-785.
④ Fukuda T, Uchida R, Inoue H, Ohte S, Yamazaki Y, Matsuda D, Katagiri T, Tomoda H.（2012）. Fungal
pyrrolidine-containing metabolites inhibit alkaline phosphatase activity in bone morphogenetic proteinstimulated myoblastoma cells. Act Pharm Sin B 2, 23-27
⑤ Ohte S, Kokabu S, Iemura S, Sasanuma H, Yoneyama K, Shin M, Suzuki S, Fukuda T, Nakamura Y, Jimi E, Natsume
T, and Katagiri T.（2012）Identiﬁcation and functional analysis of Zranb2 as a novel Smad-binding protein that
suppresses BMP signaling. J Cell Biochem 113, 808-814
⑥ Nakamura Y, Jennifer BI, Katagiri T, and Kobayashi T.（2011）Chondrocyte-Speciﬁc MicroRNA-140 Regulates
endochondral bone development and targets Dnpep to modulate BMP signaling. Mol Cell Biol 31, 3019-3028
⑦ Ito Y, Fukushima H, Katagiri T, Seo Y, Hirata S, Zhang M, Hosokawa R, and Jimi E.（2011）Lactacystin, a
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proteasome inhibitor, enhances BMP-induced osteoblastic diﬀerentiation by increasing active Smads. Biochem
Biophys Res Commun 407, 225-229.
⑧ Ohte S, Shin M, Sasanuma H, Yoneyama K, Akita M, Ikebuchi K, Jimi E, Maruki Y, Matsuoka M, Nanba A,
Tomoda H, Okazaki Y, Ohtake A, Oda H, Owan I, Yoda T, Furuya H, Kamizono J, Kitoh H, Nakashima Y, Susami
T, Haga N, Komori T and Katagiri T.（2011）A novel mutation of ALK2, L196P, found in the most benign case
of fibrodysplasia ossificans progressiva activates BMP-specific intracellular signaling equivalent to a typical
mutation, R206H. Biochem Biophys Res Commun 407, 213-218
⑨片桐岳信（2010）進行性骨化性線維異形成症（FOP）の病態と新規治療薬の開発 . クリニカルカルシウム
20:1204-1211
⑩片桐岳信（2012）レチノイン酸受容体 - γアゴニストによる異所性骨化の強力な阻害 . Ovile, 印刷中
【総数：論文 8 件，学会発表 13 件，講演 10 件】
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：1000 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：416 万円
片桐 岳信（代表）
文科省科学研究費

挑戦的萌芽研究：
「増殖と分化を結ぶオーバーフローモデルの確立」

配分額：390 万円
片桐 岳信（分担）
（代表：自見 英治郎）
文科省科学研究費

基盤研究（B）
：
「NF- κ B の非古典的経路による骨代謝機構の分子基盤の解明と骨再生への

応用」
配分額：26 万円
片桐 岳信（分担）
（代表：金指 幹元）
文科省科学研究費

基盤研究（C）
：
「臍帯由来間葉系細胞を用いた組織工学的歯周組織再生材料の開発と臨床研

究への橋渡し」
配分額：13 万円
片桐 岳信（分担）
（代表：上條 竜太郎）
文科省科学研究費

基盤研究（C）
：
「pH 調節タンパク質による硬組織形成細胞分化制御機構の解明と再生医学

への応用」
配分額：13 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：400 万円
片桐 岳信（代表）
第一三共株式会社

第 1 回第一三共 TaNeDS

配分額：1000 万円
進 正史（代表）
文科省科学研究費

若手研究（B）
：
「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」

配分額：182 万円
6-3．受賞
片桐岳信：歯科基礎医学会 ライオン学術賞
大手聡：ASBMR 2012 Young Investigator Award
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
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 5 月 27 日（金）16：00?17：15
活性窒素・酸素種による軟骨細胞変性
昭和大学歯学部 口腔生化学教室 准教授

宮本

洋一

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 23 年 10 月 3 日（月）16：00?17：15
骨量調節における BMP3 の役割
Harvard School of Dental Medicine, Research Fellow

古株

彰一郎

先生

卒後教育委員会後援学術集会
平成 23 年 11 月 18 日（金）16：00?17：30
病原因子排出装置を介した細菌の感染戦略
北里大学北里生命科学研究所 細菌感染制御学研究室 教授

阿部

章夫

先生

7．自己点検・評価
今年度は，病態生理部門が中心となって，FOP から新たに見いだされた ALK2 変異体および，異所性骨化誘導に重
要な BMP シグナルの新規調節因子に関する論文を Biochem. Biophys. Res. Commun. 誌，J.Cell Biochem. 誌にそれぞ
れ発表した．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．さらに，片桐はこれまでの BMP および FOP 研究の成果を認めら
れ，歯科基礎医学会ライオン学術賞を受賞した．また，大手は FOP の発症メカニズムに関する演題で，2011 年アメ
リカ骨代謝学会（ASBMR）Young Investigator Award を受賞した．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．
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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：代表指導教員（大学院）：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：学位論文審査教員（大学院）：博士
横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）
：助教（実験動物施設兼担）：博士
仲地

豊 （NAKACHI, Yutaka）: 助教（トランスレーショナルリサーチ部門）：博士

八塚由紀子（YATSUKA, Yukiko）
：助手：修士
恩田隆卓（ONDA, Ryutaku）
：ポストドクトラルフェロー：博士
徳澤佳美（TOKUZAWA, Yoshimi）
：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
水野由美（MIZUNO, Yumi）
：特任研究員（トランスレーショナルリサーチ部門）：博士
菅原（山下）泉（YAMASHITA̲SUGAHARA, Yzumi）：大学院生，特任研究員
上原奈津美（UEHARA, Natsumi）: 特別研究学生
田丸俊輔（TAMARU, Shunsuke）
：大学院生
山口

浩（YAMAGUCHI, Hiroshi）
：共同研究員：博士

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
石田道子（ISHIDA, Michiko）
：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学ばせながら，細胞の分化・増殖といった機能を始め，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にとどまらず，
細胞レベルでの生命機能や各種の遺伝子疾患について自ら調べ，細胞機能や疾患の根源となる遺伝子をどのように追
求していくかを自ら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．
学部学生の指導を積極的に行うとともに大学院生を受け入れて研究マインドを育てることにより，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 年生に対して，細胞生物学の講義を行った．また保健医療学部の学生 3 名に対して，修士授業「ゲノム
医学特論」の講義を行った．
夏期プログラムでは，昨年度に引き続き，
（1）「一人一人の遺伝子型の違いを体感して，テーラーメイド医療につ
いて考えよう」と，
（2）
「法医学や親子鑑定で用いる DNA 鑑定をやってみよう」という 2 本立てのテーマで，トラ
ンスレーショナルリサーチ（TR）部門と共同で実施した．前者は医学部より 3 名，保健医療学部より 4 名，大学院
より 1 名の合計 8 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．後者では医学部より 2 名，保健医療学部より 7 名，大学院より 1 名の合計 10 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．
上記の学生のうち，2 名が 2 本立てのプログラムの両方に参加してくれた．また，別の 2 名は，昨年度一方のプロ
グラムに参加してくれた上で，他方のプログラムにも興味を持ってくれて，今年度改めて受講してくれた．夏期プロ
グラムの応募時点ではさらに 6 名の参加希望者がいたが，日程調整や定員の問題から今回は残念ながら参加を見合
わせて頂いた．このように多数の受講希望者が多いことは，当部門で行われている 2 つのプログラムが学生に非常
に興味を持ってもらっていることの裏付けとなっている．
大学院教育では，博士課程 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．
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保健医療学部 3 年生 1 名に対して，翌年度の卒業研究の準備のための実験指導を行った．当該学生は，疾患関連
候補遺伝子について患者 DNA 検体における変異の検出のための実験を非常に精力的に行ってくれた．
2-3．達成度
夏期プログラム，学部生・大学院生教育について，当初の想定を上回るほどの効果的な実習・講義・指導を行うこ
とができたと考えている．
2-4．自己評価と次年度計画
医学部 1 年生に対する細胞生物学コースでは，ゲノム科学部門で実施している研究を適切に紹介し，最先端の分
子生物学・疾患遺伝学を学生に伝えることができた．今後も引き続き本コース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．データ取得はかなりの段階までできているので，論文化を進め，学位取得まで指導
を行っていきたいと考えている．夏期プログラムでは今年度は延べ 24 名もの学生からの応募があり，うち 18 名に
実際に参加して頂き，想定以上の効果を持って適切に指導を行うことができた．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，多くの学生に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．保健医療学部 3 年生 1 名については，今年度での実験で蓄積したデータ
を元に，来年度は卒業論文をまとめることを指導したいと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
当部門では，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事を目標とし
ている．その一つとして，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．また，ミトコンドリア呼吸鎖異常症（MRCD）の原因遺伝子とその機能の解明を目
指す．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創薬標的に結びつけていけ
るような研究展開を目指す．
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（TR 部門），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，仲地（TR 部門），伊関美（TR 部門），八塚，岡﨑）
3）タイリングアレイを用いた PPAR? と Runx2 のゲノム結合部位の解析（徳澤，仲地（TR 部門），八塚，水野洋，
岡﨑）
4）新規 Runx2 標的遺伝子 GPR97 の機能解析（徳澤，仲地（TR 部門），八塚，水野洋，岡﨑）
5）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（TR 部門），徳澤，八塚，岡﨑）
6）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（TR 部門），水野洋，
徳澤，岡﨑）
7）がん及び幹細胞関連遺伝子の機能解析（伊関大，岡﨑）
8）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，仲地（TR 部門），岡﨑）
9）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（TR 部門），水野洋，伊関美（TR 部門），仲地（TR
部門）
，岡﨑）
10）MRCD の原因遺伝子の解析（徳澤，森山，上原，田丸，八塚，水野洋，神田（TR 部門），仲地（TR 部門），平田（TR
部門）
，岡﨑）
3-3．研究内容と達成度
分泌タンパク質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，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．この中には，脂肪細胞分化時に発現が上昇し，PPAR? の標
的であると考えられる遺伝子が含まれていた．この遺伝子は Tram-Lag1-CLN8（TLC）ドメインというセラミド合成
酵素に関わるドメインを持っている．またセラミドはセカンドメッセンジャーとして重要な因子であり，分化への影
響も知られている．そこで今年度はこの遺伝子についてセラミド合成能に関わるかを調べたところ，合成に関わって
いることを実際に見出すことができた．
消化管特異的分泌タンパク IBCAP の解析を引き続き進めた．IBCAP 遺伝子の膵β細胞増殖作用を IBCAP-Tg/ KO
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マウスを用いて解析した結果，IBCAP の機能として膵ラ氏島の増殖と深く関与する可能性を示唆していた．in vitro
の系でも同様に IBCAP には増殖刺激作用を持つと言う事を強く示唆する結果を得た．
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，脂肪細胞
分化，骨芽細胞分化それぞれに必須の転写因子 PPAR γと Runx2 の結合部位を Whole Genome Tilling array による
ChIP on chip 法で解析した．今年度は特に PPAR γ側に注目し，脂肪細胞分化過程の発現アレイデータとの統合解析
から PPAR γ標的候補遺伝子を抽出した．これらの遺伝子の近傍配列について ChIP-qPCR を行って PPAR γの結合
を確認した．さらに，これらの候補遺伝子の siRNA ノックダウンを行い，脂肪細胞分化マーカーの発現を指標に脂
肪細胞への分化に与える影響を解析した．
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た．過剰発現実験の結果から GPR97
は骨芽細胞分化を抑制することを明らかにした．また，ChIP-qPCR を実施し，ChIP on chip 法で示された Runx2 の
結合を検証した．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．
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? や Osterix などの転写因子によって転写が調節されるマイクロ RNA を発現アレイを用いて探索した．
その結果，候補となるマイクロ RNA のうちの 1 つについて，実際に転写因子 Osterix によって転写調節を受けてい
ることや，骨芽細胞分化に影響をもたらすことを実験的に証明することができた．
前年度より継続して CAGE（Cap analysis of gene expression）データの解析と確認実験を行い，Nfkb2 遺伝子とそ
のアンチセンス RNA が脂肪細胞分化および骨芽細胞分化に関係する結果を得た．また理化学研究所との共同研究に
より，高速超並列シーケンサーによる大規模かつ詳細な CAGE データの解析をおこなった．併せて経時的発現変化同
定アルゴリズムと可視化パイプラインのプロトタイププログラムを作成した．
ALEX1 の機能解析の結果，過剰発現による大腸癌細胞の足場依存的及び非依存的増殖抑制や大腸癌検体におけ
る発現低下および予後との関連性，さらには DNA メチル化による発現抑制を明らかにし報告した（Cancer Sci.103
（7）:1267-1271.2012）
．
新規 iPS 細胞誘導効率化因子 Jarid2 に関して，GLIS1 との協調的 iPS 細胞誘導促進や c-Myc との会合及びその標
的遺伝子を同定し，リプログラミングの分子機序に関する新知見を得た．また Jarid2 が iPS 細胞誘導の促進のみな
らず，質向上にも働く事を示唆する結果が得られ，安全性の高い iPS 細胞の樹立に有用であると期待される．
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，
Tysnd1 欠損マウスを作製し，機能解析を行った．その結果，Tysnd1 欠損マウスはペルオキシソームで行われる超
長鎖脂肪酸，フィタン酸の代謝機能及び，プラスマローゲン合成機能に障害がある事を明らかにした．
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）では，まずエキソーム解析用サンプルの調製プ
ロトコールの条件検討を行った．また，原因遺伝子の検証においてミトコンドリア呼吸鎖複合体の機能を検討するた
め，BN-PAGE 法及び呼吸鎖酵素の酵素活性測定実験系を研究室で立ち上げた．収集された個々の MRCD 検体につい
ては，まずそれぞれのミトコンドリア DNA（mtDNA）変異や欠失の同定，またそれらのヘテロプラズミー割合を解
析した．その後 81 検体について次世代シーケンサーによるエキソーム解析を行い，複数の病因遺伝子候補を得た．
これらについては，一部については両親の DNA 検体も含めて，変異箇所をサンガーシークエンス法により確認した．
種々の情報やデータベースを駆使して病因遺伝子候補をさらに絞り込んだのち，これらの候補について健常人由来線
維芽細胞での遺伝子抑制実験を実施し，BN-PAGE により呼吸鎖酵素複合体の形成能への影響を調べると共に，患者
細胞への正常遺伝子導入にも着手した．組織特異的な症状を再現する系として患者由来 iPS 細胞を用いた分化系を用
いるため，基盤技術の開発を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
これまでに取得してきた大規模なゲノム情報を統合的に活用して，メタボリックシンドロームや骨粗鬆症，癌や
幹細胞の増殖と分化，ペルオキシソームやミトコンドリアの機能と関連する可能性のある重要な遺伝子や非コード
RNA，分泌タンパク質等を見出し，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てきており，来年度はそれらを論文にまとめていく方向
で積極的に研究を進めたいと考えている．

4．診療：該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
岡﨑康司：革新的細胞解析研究プログラム（セルイノベーション）「倫理ワーキンググループ」委員
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岡﨑康司：一般財団法人化学物質評価研究機構

研究推進委員会委員

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 Harada S, Mizoguchi T, Kobayashi Y, Nakamichi Y, Takeda S, Sakai S, Takahashi F, Saito H, Yasuda H, Udagawa N,
Suda T, Takahashi N.

Daily administration of eldecalcitol（ED-71）, an active vitamin D analog, increases bone

mineral density by suppressing RANKL expression in mouse trabecular bone. J Bone Miner Res. 22（2）: 27
（2）:461-73（2012）
② Hishida T, Nozaki Y, Nakachi Y, Mizuno Y, Okazaki Y, Ema M, Takahashi S, Nishimoto M, Okuda A. Indeﬁnite
Self-Renewal of ES Cells through Myc/Max Transcriptional Complex-Independent Mechanisms. Cell Stem Cell. 9
（1）:37-49（2011）
③ Makino H, Shimada H, Morioka D, Kunisaki C, Morita T, Matsuyama R, Kubota T, Shimizu D, Ichikawa Y, Tanaka
K, Matsuo K, Togo S, Endo I, Nagashima Y, Okazaki Y, Hayashizaki Y. Analysis of gene expression proﬁles in fatal
hepatic failure after hepatectomy in mice. J Surg Res. 169（1）:36-43（2011）
④ Okuizumi H, Takamiya T, Okazaki Y, and Hayashizaki Y. ：Metadata of the chapter that will be visualized online.
Chapter 8 Restriction Landmark Genome Scanning. Methods in molecular biology, 791:101-12（2011）
⑤ 8th Conference of Asian Society for Mitochondrial Research and Medicine

Systematic search for mutations

in mitochondrial respiratory chain disorders and functional analysis focusing on neural cells.（2011/8/31-9/4）
Kagoshima, Japan: Okazaki Y, Kohda M, Tokuzawa Y, Mizuno Y, Moriyama Y, Kato H, Mori M, Murayama K,
Ohtake A.
⑥ 71st Scientiﬁc Sessions IBCAP, Intestine-Speciﬁc Secretory Protein with Incretin-Like Activity.（2011/6/24-28）
San Diego, America: Yokoo T, Suzuki H, Shimano H, Watanabe K, Kawakami M, Yamada N, Okazaki Y, Toyosima H.
⑦ RNA2011 The regulation of miRNA transcription by transcription factors involved in differentiation of
mesenchymal stem.（2011/6/14-18）Kyoto, Japan: Mizuno Y, Nakachi Y, Tokuzawa Y, Yatsuka Y, Okazaki Y.
⑧第 34 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 Fam57b の機能解析 Fam57b is a novel PPAR gamma target gene that up-regulated in ST2 cells during
adipogenesis （2011/12/13-16）横浜 ; 菅原 泉，徳澤 佳美，仲地 豊，水野 洋介，岡崎 康司
⑨第 34 回日本分子生物学会年会

Reprogramming human cells into a humanized ground state （2011/12/13-16）

横浜 ; 森山 陽介，加藤 英政，平木 啓子，船山 静香，岡崎 康司，奥田 晶彦
⑩ 第 34 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会

Tysnd1 deﬁciency interferes with mouse peroxisomal functions

（2011/12/13-16）横浜 ; 水野 由美，二宮 裕一，伊関 美緒子，岩佐 泰靖，穐田 真澄，津久井 通，伊藤 千鶴，
年森 清隆，下澤 伸行，西向 めぐみ，原 博，前場 良太，岡崎 具樹，洞井 康，渡辺 光博，茂木 浩未，若菜 茂晴，
野田 哲生，Igor V. Kurochkin，水野 洋介，Christian Schoenbach，岡崎 康司
【総数：論文 4 件，学会発表 14 件，講演 4 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」
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（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：104 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
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：1,000 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：130 万円
豊島秀男（代表）
科学研究費補助金 新学術領域研究（研究領域提案型）「新規消化管ホルモン IBCAP による食欲・肥満および病態
生理学的意義の」
配分額：312 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
研究面では，これまで当研究部門で解析，蓄積してきた，大量のゲノム情報・発現データ等を駆使して，生活習慣
病・骨粗鬆症・細胞内小器官・幹細胞・癌細胞の病態や機能の解析を効率良く進めることができた．次年度以降は，
これらの成果を論文として積極的にまとめていきたいと考えている．セルイノベーションプロジェクトでは，MRCD
検体の大規模塩基配列解析により，その病因となる遺伝子候補を複数見出すことができた．今後はその機能や病態と
の関わりを実際に検証する事が求められるが，
そのための研究基盤となる基礎的な解析環境や実験体制が整ってきた．
来年度以降も，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の連携体制を強めて，MRCD 原
因遺伝子を解明していきたい．
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，卒業研究準備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，遺伝子と，その
異常によって引き起こされる病態について学生が多く学べる機会になったと考えている．大学院教育では，1 名につ
いて引き続き指導を行った．研究成果は着実に得られているため，その論文化と学位取得のための指導を続けていき
たいと考えている．
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6．遺伝子治療部門
1．構成員
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

曽根岳史（SONE, Takefumi）
：助教：研究員，教育員：分子生物学：博士
相澤絵美（AIZAWA, Emi）
：助手
Chan-it,Wisoot：研究員
岩長ゆずる（IWANAGA, Yuzuru）
：特任技術員
栗原佳絵（KURIHARA, Kae）
：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）の講義を担当した（三谷）．
夏期プロで医学部学生を指導した（曽根，三谷）．
2-3．達成度
「細胞生物学」で指導した学生達の理解レベルは，合格レベルに達していたと考える．
2-4．自己評価と次年度計画
平成 24 年度も引き続き，学部生や大学院生に対する講義等の機会には積極的に関わっていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
「相同組換えによる塩基配列特異的な遺伝子の組み込み」
幹細胞を用いた再生医療は，難病治療の新しい概念として注目を浴びているが，将来のより広い範囲の応用に向け
て，遺伝子導入やノックアウトなどの相同組換えを利用した幹細胞の染色体操作技術の確立が重要となる．また，遺
伝病の遺伝子治療において，治療遺伝子のランダムな染色体部位への挿入は，癌原遺伝子の活性化をはじめとする挿
入変異の原因となるばかりでなく，サイレンシングによる遺伝子発現の不安定化などの原因となるため，染色体上の
部位特異的に遺伝子を挿入する技術が必要である．私たちは，これらの問題を解決し，幹細胞を含むより多様な細胞
への応用が可能な方法として，ウイルスベクターを利用した高効率な相同組換え法の確立を目指している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
X 連鎖重度免疫不全症患者由来 iPS 細胞の遺伝子修復
相澤絵美，Wisoot Chan-it，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
骨芽細胞特異的なレポーターアデノウイルスの開発
曽根岳史
間葉系幹細胞特異的なマイクロ RNA 発現レンチウイルスミニライブラリーの構築
栗原佳絵，曽根岳史
3-3．研究内容と達成度
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，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，
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γ鎖異常によって起こる重度免疫不全症を標的として，実験を行っている．
ゲノム医学研究センター片桐教授との共同研究で，骨形成期の骨芽細胞に特異的に蛍光遺伝子を発現するアデノウ
イルスベクターを構築した．現在，このベクターを感染することにより，nodule 形成中のオステオカルチンを発現
する細胞のみを分取し，その遺伝子発現プロファイルについて解析を行っている．この方法は，様々な遺伝子，細胞
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に応用可能な分化細胞分手法である．
3-4．自己評価と次年度計画
ワンステップ iPS 細胞誘導・相同組換え法はヒトで成功することを確認した．この技術と IL2 受容体γ鎖欠損重度
免疫不全症患者由来 iPS 細胞の修復とを組み合わせて，研究を発展させたい．

4．診療：該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
学術誌査読

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（理事）
日本ウイルス学会
米国遺伝子治療学会
国際幹細胞学会

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Aizawa E, Hirabayashi Y, Iwanaga Y, Suzuki K, Sakurai K, Shimoji M, Aiba K, Wada T, Tooi N, Kawase E, Suemori H,
Nakatsuji N, ◎（Mitani K）.
“Efficient and accurate homologous recombination in hESCs and hiPSCs using helper-dependent adenoviral
vectors.”
Mol Ther.. 2012.02. 20（2）:424-431.
②◎（三谷幸之介）
“ 動物細胞への遺伝子導入 .”
『実験医学』
（羊土社）. 2011.11. 29（18）:3036-3039
③ K. Suzuki, Y. Hirabayashi, E. Aizawa, Y. Iwanaga, A. Tokumitsu, K. Sakurai, K. Aiba, T. Wada, E. Kawase, H.
Suemori, N. Nakatsuji, ◎（K. Mitani）
“HOMOLOGOUS RECOMBINATION IN HUMAN ES/iPS CELLS USING ADENOVIRAL VECTORS”
International Society for Stem Cell Research. 2011.06. Toronto, Canada
④ Keiichiro Suzuki, Yuka Hirabayashi, Emi Aizawa, Yuzuru Iwanaga, Ayako Tokumitsu, and ◎（Ko Mitani）
“Establishment Of Human iPS Cell Lines Heterozygous For Genes In The Non-Homologous End-Joining Pathway
By Using Helper-Dependent Adenoviral Vectors”
American Society of Gene & Cell Therapy. 2011.05. Seattle, USA
総数：論文 2 件，学会発表 2 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
三谷幸之介（代表）
（特別研究員奨励費）
「ウイルスベクターを用いた幹細胞相同組換え法の開発と治療モデルへの応用」（平成 23-25 年度）
配分額：60 万円
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 23 年度）
：140 万円（間接経費 30%）
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三谷幸之介（分担）
（代表：カネカ）
NEDO
「トリインフルエンザ耐性ニワトリの実用化技術開発」（平成 22?23 年度）
配分額：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
今年度は論文数が少なかった．現在投稿中の論文を早く受理させ，また，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：大学院教育：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
岩佐泰靖（IWASA, Hiroyasu）
：非常勤講師：博士
神田 将和（KOHDA，Masakazu）
：助教：修士
仲地

豊（NAKACHI, Yutaka）
：助教：博士

水野由美（MIZUNO, Yumi）
：特任研究員：博士
的場奈々（MATOBA, Nana）
：特任研究員，大学院生
伊関美緒子（ISEKI, Mioko）
：技術員
平田智子（HIRATA，Tomoko）
：技術員：修士
松谷智子（MATSUTANI, Noriko）
：特任技術員：修士
岩本真美（IWAMOTO, Mami）
：特任研究補助員
谷沢裕加里（TANIZAWA, Yukari）
：特任研究補助員

2．教育
2-1．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．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育（仲地・神田）
夏季プログラムにおいてゲノム科学部門と共同で「#027: 一人一人の遺伝子型の違いを体感して，テーラーメイド
医療について考えよう」および「#028: 法医学や親子鑑定で用いる DNA 鑑定をやってみよう」を実施した．
2-3．達成度
夏季プログラムは予定された講義時間を順調に消化できた．
（※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）
2-4．自己評価と次年度計画
来年度も引き続き，夏季プログラムによる教育面での貢献を続ける．またアンケートを導入することで，どのよう
な感想を持たれたのか得る形にし，今後の改善材料としていくこととする．
（※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．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）マウスモデルを利用した発現解析による性同一性障害関連遺伝子候補群の同定（仲地豊，岡崎康司）
本研究は性同一性障害に関連する遺伝子候補群を同定し，診断基準開発への基盤情報を得ることを目指している．
2）SNP アレイ・高出力シーケンサーを用いた遺伝性疾患の解析（神田将和，平田智子，岡﨑康司）
全エキソンシークエンス（Exome sequence）・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
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を目標とする．
3）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」
（神田将和，平田智子，岡﨑康司）
ミトコンドリア呼吸鎖異常症の新規な原因遺伝子を同定するために，100 症例をめどに全エキソンシークエン
スを行い，遺伝学的・バイオインフォマティクス的な解析を行い，目的を達成していく．
4）ペルオキシソームタンパク質の機能解析（水野由美，仲地豊，伊関美緒子，岡﨑康司）
※本項目に関しては，ゲノム科学部門の当該項目を参照（共同研究）
5）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（仲地豊，岡﨑康司）
※本項目に関しては，ゲノム科学部門の当該項目を参照（共同研究）
（※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）今年度は雌新生仔マウスの性決定期の脳組織でテストステロン刺激により発現調節を受ける遺伝子を検出し，
GID 発生機序に重要な遺伝子（GID 関連遺伝子）の候補として同定した．そのなかにはこれまで発現に性差があ
ることが知られている遺伝子のほかに，新規遺伝子も含まれていた．この結果は GID（性同一性障害）学会 第
14 回研究大会にて発表した．
（今年度の研究は川野正登記念（財）川野小児医学奨学財団の助成金によるもので
ある）
2）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 年度までに SNP アレイにより，
任意の染色体上に同祖領域が存在することが確認できている 5 家系について，全エキソンシークエンスを行った．
SNP アレイによるデータと全エキソンシークエンスのデータを統合して解析し，同祖領域にあるアミノ酸置換
を伴う変異を多数同定した．
3）これまでに 41 検体を対象に，ミトコンドリア局在・関連のタンパク質を中心にエキソーム解析を行った．そ
のうち 18 検体から候補となる遺伝子を同定しており，現在検証実験を進めている．18 検体の内訳の概略は以
下の通りである．
・既知疾患原因遺伝子 : C8orf38, NDUFA10, RARS2, ABCB7, ACAD9, SURF1, COX10, NDUFA1, HCCS9 それぞれ別
個の検体において，劣性遺伝形式でレアバリアントを同定している．これらの遺伝子の既知の機能概略を以下に
示す．ミトコンドリア機能に関わる遺伝子が当然ながら得られてきている．
NDUFA10: 呼吸鎖異複合体 I のアクセサリーサブユニット．
RARS2: ミトコンドリアのアルギニン t-RNA アルギニン合成酵素．
ABCB7: ミトコンドリアから細胞質へのヘム輸送に関与．
ACAD9: Acyl-CoA dehydrogenases 長鎖脂肪酸のベータ酸化を担う．
SURF1: 内膜局在で，頻度の高いミトコンドリア病の 1 つ，リー脳症原因遺伝子の 1 つ．cytochrome c oxidase
複合体の形成に関与．
・機能的に新規の原因遺伝子と考えられる候補遺伝子：7 遺伝子
研究プロジェクト 4）
，5）に関しては，ゲノム科学部門の当該項目を参照（共同研究）
3-4．自己評価と次年度計画
1）次年度はテストステロン以外の条件による発現解析をおこない GID 関連遺伝子を探索してく予定である
2）いとこ婚家系での精神発達遅滞を解析している 5 例については，現在得られた候補遺伝子群の中から，さらに
詳細に原因遺伝子の追求を進めていく予定である．
3）ミトコンドリア呼吸鎖異常症については，小児科・ゲノム科学部門など他部門との共同プロジェクトであり，
順調に解析が進んでいる．今後目標としている症例数を目指して実験・解析を続けていく．

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（※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
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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 Hagiwara K, Morino H, Shiihara1 J, Tanaka T, Miyazawa H, Suzuki T, Kohda M, Okazaki Y, Seyama K, Kawakami
H Homozygosity Mapping on Homozygosity Haplotype Analysis to Detect Recessive Disease-Causing Genes from
a Small Number of Unrelated, Outbred Patients. PLoS One.：6（9）: e25059（2011）
② Ohte S, Shin M, Sasanuma H, Yoneyama K, Akita M, Ikebuchi K, Jimi E, Maruki Y, Matsuoka M, Namba A, Tomoda
H, Okazaki Y, Ohtake A, Oda H, Owan I, Yoda T, Furuya H, Kamizono J, Kitoh H, Nakashima Y, Susami T, Haga
N, Komori T, Katagiri T.

A novel mutation of ALK2, L196P, found in the most benign case of ﬁbrodysplasia

ossificans progressiva activates BMP-specific intracellular signaling equivalent to a typical mutation, R206H.
Biochem Biophys Res Commun. 407（1）:213-8（2011）
③ Hishida T, Nozaki Y, Nakachi Y, Mizuno Y, Okazaki Y, Ema M, et al. Indeﬁnite self-renewal of ESCs through Myc/
Max transcriptional complex-independent mechanisms. Cell Stem Cell. 9（1）:37-49（2011）
④ The 12th International Congress of Human Genetics and the American Society of Human Genetics 61st Annual
Meeting

A Japanese hereditary spastic paraplegia patient with BSCL2 gene mutation.（2011/10/11-15）

Montreal, Canada: Kohda M, Itokawa K, Hitrata T, Araki N, Okazaki Y.
⑤ 8th Conference of Asian Society for Mitochondrial Research and Medicine

Systematic search for mutations

in mitochodrial respiratory chain disorders and functional analysis focusing on neural cells.（2011/8/31-9/4）
kagoshima, Japan: Okazaki Y, Kohda M, Tokuzawa Y, Mizuno Y, Moriyama Y, Kato H, Mori M, Murayama K,
Ohtake A.
⑥ GID（性同一性障害）学会 第 14 回研究大会 「マウスモデルを利用した発現解析による GID 関連遺伝子探索の
試み」
（2012/3/17）岡山： 仲地豊，伊関美緒子，横尾友隆，水野洋介，岡崎康司
⑦ 第 34 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会

Tysnd1 deﬁciency interferes with mouse peroxisomal functions

（2011/12/13-16）横浜 ; 水野 由美，二宮 裕一，伊関 美緒子，岩佐 泰靖，穐田 真澄，津久井 通，伊藤 千鶴，
年森 清隆，下澤 伸行，西向 めぐみ，原 博，前場 良太，岡崎 具樹，洞井 康，渡辺 光博，茂木 浩未，若菜 茂晴，
野田 哲生，Igor V. Kurochkin，水野 洋介，Christian Schoenbach，岡崎 康司
⑧ 第 34 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会

SYSTEMATIC SEARCH FOR MUTATIONS IN MITOCHODRIAL RESPIRATORY

CHAIN DISORDERS （2011/12/13-16）横浜 ; 神田 将和，徳澤 佳美，水野 洋介，上原 奈津美，仲地 豊，兼先 八塚 由紀子，平田 智子，的場 奈々，森山 陽介，加藤 英政，森 雅人，安嶋 まさみ，村山 圭，原嶋 宏子，山崎
太郎，大竹 明，岡崎 康司
⑨第 34 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時に発現するアンチセンス転写物の同定と機

能解析 Identiﬁcation and functional analysis of natural antisense transcripts during mouse adipocyte/osteoblast
diﬀerentiation （2011/12/13-16）横浜 ; 仲地 豊，徳澤 佳美，水野 洋介，坊農 秀雅，岡崎 康司
【総数：論文 2 件，学会発表 7 件，講演 0 件】
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）
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：200 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）
仲地豊（代表）
川野小児医学奨学財団 川野正登記念研究助成（若手研究者奨励助成）「マウスモデルを利用した発現解析による
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性同一性障害関連遺伝子候補群の同定」
配分額：100 万円
（※西山正彦に関しては，トランスレーショナルリサーチセンターを参照）
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
「加齢黄斑変性易罹患性の判定方法及び判定キット」
特願 2011-97651
（国内）出願日：2011 年 4 月 25 日 , 発明者：井上 聡 , 井上 公仁子 , 森 圭介 , 米谷 新 , 神田 将和 ,
岡﨑 康司
（※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
次世代シーケンサー現場の会 第一回研究会 2011.05.28-29（神田）
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
去年度より開始した研究プロジェクト，革新的細胞解析研究プログラム（セルイノベーション）プロジェクトはゲ
ノム科学部門・発生・分化・再生部門および小児科が中心となり，順調に進んでいる．また新たに教育面での貢献度
が増え，新しい研究プロジェクトとして性同一性障害の研究が助成金を得た形でスタートした．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）
：助教：施設長：博士

室伏

（MUROFUSHI, Takashi）
：飼育主任（（社）日本実験動物協会認定 実験動物技術者）

孝

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）

蓮見響子

（HASUMI, Kyoko）
：特任研究補助員

伊藤麻紀子 （ITO, Makiko）
：特任研究補助員

2．教育：該当なし
3．研究
3-1．目標・目的
ゲノム医学研究センター実験動物施設（以下「施設」とよぶ）は，SPF（Speciﬁc Pathogen Free: 指定された病原性
微生物が存在しない）レベルを維持する特殊な動物飼育施設であり，国内外の SPF レベルと同等の管理状況を維持
することを目標にしている．
さらに，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 27 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
27 件）
3-3．研究内容と達成度
当施設共同研究として，4 件が遂行中で概ね順調に計画通り遂行されている．
3-4．自己評価と次年度計画
研究支援業務として，平成 23 年度には，施設利用者 6 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《監修：横尾 友隆，担当：室伏 孝，村松 大介，伊藤 順子》
）
及び全実験実施者を対象とした臨時教育訓練を行い，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（内部検査 3 回，外部検査 1 回［実験動物中央研究所：
ICLAS］
）に関連して，衛生管理・安全管理に関する業務を実施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．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．

4．診療：該当なし
5．その他（業務・利用状況等）
5-1．該当なし
5-2．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
本施設はゲノム医学研究センター 1 階に SPF 動物専用の実験動物施設として設置してある共同利用研究施設で，
施設長の指導監督のもと実験動物技術者 3 名にて現在 5 部門の実験動物の飼育管理を適正に実施している．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 レベル対応の感染実験が可能な設備を有している．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 23 年度の動物使用数は 5,163 匹を使用し，
平成 23 年度の維持管理数は 1 日平均 813.8

ケージを管理している
（表

1 および表 2 参照）
．
医学･生物学基礎研究の礎として動物実験の重要性を鑑み，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．
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また，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適正に本施設が維持できるよう施設
管理を継続する．
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
23 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東京大学，東邦大学，筑波大学，理化学研究所（つくば）から，マウスの搬入・搬出を実
施した．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．
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．
表 1．平成 23 年度飼育ケージ数推移
4月
5月
6月
平均ケージ数 803
829
822

7月
813

8月
808

9月
814

10 月
806

11 月
798

12 月
800

1月
823

2月
835

3月
815

表 2．平成 23 年度動物使用数推移
4月
5月
6月
動物使用数
411
531
401

7月
290

8月
323

9月
313

10 月
497

11 月
422

12 月
476

1月
390

2月
530

3月
579

6．業績
6-1．論文・学会発表
① The 71st Scientific Sessions of America Diabetes Association, IBCAP, Intestine-specific Secretory Protein
with Incretin-like Activity.: Yokoo T, Suzuki H, Shimano H, Watanabe K, Kawakami M, Yamada N, Okazaki Y,
Toyoshima H.（2011/6/27）San Diedo, USA
②第 34 回 日本分子生物学学会年会 , Demonstration of IBCAP as a Novel Intestine-speciﬁc Secretory Protein with
Incretin-like Activity.: Yokoo T, Watanabe K, Iida KT, Suzuki H, Shimano H, Kawakami M, Yamada N, Okazaki Y,
Toyoshima H.（2011/12/14） 横浜
③第 26 回日本糖尿病合併症学会 , 新規消化管ホルモン因子 IBCAP による膵β細胞増加作用の解析：横尾友隆，渡
邊和寿，飯田薫子，鈴木浩明，島野仁，石川三衛，川上正舒，山田信博，岡﨑康司，豊島秀男 ,（2011/10/14）
大宮
④第 54 回日本糖尿病学会年次学術集会 , 膵β細胞増加作用を持つ新規消化管特異的分泌タンパク IBCAP の機能解
析：横尾友隆，渡邊和寿，飯田薫子，鈴木浩明，島野仁，石川三衛，川上正舒，山田信博，岡﨑康司，豊島秀男 ,
（2011/5/19） 札幌
【総数：論文 0 件，学会発表 4 件，講演 0 件】
6-2．該当なし
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行いながら，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）
：講師：施設長：放射線取扱主任者：研究副主任：教育副主任：指導教員（大
学院）
：幹細胞：博士
飯塚裕幸（IIZUKA，Hiroyuki）
：助教：放射線取扱主任者：作業環境測定士：博士（中央研究施設 RI 部門兼担）
武藤由利絵（MUTO，YuRIe）
：実験助手：RI 管理員

2．教育
2-1．目的･目標
本施設は放射性同位元素を利用した実験を行うための共同実験施設であり，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．以上のような理由によりこの施設では，学生を対象とした教育は
原則行われない．
2-2．教育内容（西本正純，飯塚裕幸）
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（大学院生を含む）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．
「卒前教育」
以上述べたように，本来本施設は研究者を対照とした共同利用施設ではあるが，西本，飯塚それぞれの専門を生か
し，卒前教育，大学院教育にも携わっている．
（西本正純）研究の専門分野が分子生物学であることから，保健医療学部医用生体工学科において「バイオ・遺伝
子工学概論を担当している．
（飯塚裕幸）放射線に関し専門知識を有することから，保健医療学部健康医療科学科において「放射線同位元素検
査学」を担当している．
「卒後教育」
（西本正純，飯塚裕幸）研究を志す卒業生に対し，上で述べたような「放射線同位元素の安全取扱いについて」教
育訓練を行う場合がある．
「大学院教育」
（西本正純）大学院生を対象とした「実用実験医学特別講義」を担当している．
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，今年度も再教育訓練を，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．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．
また各人の専門性を生かし「卒前教育」
「卒後教育」
「大学院教育」に携わっており充分に貢献できたと考えている．
今後も継続して担当していきたいと考えている．
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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 細胞の樹立し，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 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 マウスは明らかな発育遅延が認められた．この胎児の発育遅延の原因の一つとして，胎盤での異常による
2 次的な影響が考えられたので，胎盤について形態観察を行ったところ，胎盤にも発育遅延が認められ，このことが
胎児の発育遅延の原因と考えられた．
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 は胎生致死ではないが，明らかな発育遅延が認められ，さらに
この原因として胎盤の発育遅延を見出すことが出来た．

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
① Hishida T. Nozaki Y. Nakachi Y. Mizuno Y. Okazaki Y. Ema M. Takahashi S. Nishimoto M. Okuda A. Cell Stem Cell
9（1）: 37-49, 2011
②西本正純，片野幸，山岸敏之，菱田友昭，加門正義，鍋島陽子，鍋島陽一，黒木陽子，小野竜一，石野史敏，加
藤英政，奥田晶彦

日本分子生物学会 2011 年

③大西芳秋，奥田晶彦，西本正純

一般発表

日本分子生物学会 2011 年

一般発表

④菱田友昭，野崎由里子，仲地豊，水野洋介，岡崎康司，依間正次，高橋智，西本正純，奥田晶彦
学会 2011 年

日本分子生物

一般発表

⑤加門正義，菱田友昭，平木啓子，片野幸，西本正純，加藤英政，奥田晶彦

日本分子生物学会 2011 年

一般発

表
【総数：論文 1 件，学会発表 4 件，講演 0 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
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解明」
：配分額 100 万円

西本正純（代表）

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
1）施設の運営
RI 実験施設への RI 受け入れ実績（単位：MBq）
核種
45Ca
125I
32P
23 年度
0
0
300.1
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

33P
0
0
0
0
0

35S
74
0
0
0
0

3H
0
9.25
9.25
9.25
0

14C
0
0
0.37
7.4
0

51Cr
0
0
0
0
0

RI 実験施設登録者数：平成 23 年度 40 名：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
施設の運営は，法的に設置が義務付けられている放射線取扱主任者である飯塚，西本の 2 名により，また実務な
どに関しては RI 管理員である武藤により，円滑に行われている．
また中央研究施設 RI 部門，国際医療センター放射線安全管理室との連携が，施設の円滑な運営に寄与していると
考えられる．
飯塚作業環境測定士による施設内の作業環境測定により，利用者の安全性の確認がなされている．
ビデオモニタの設置により，RI の不正な使用，不正な施設への立ち入り，汚染事故などの防止に充分効果を挙げ
ていると思われる．
利用状況については，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．
3）教育
共同施設であり，また RI 利用施設という点で本来学生の教育に関わる点はほとんど無いが，教育の項で述べたよ
うに，各人の専門性を生かし微力ながらも教育に寄与できればと考えている．
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1．教育主任部門
1．構成員（すべて兼担）
部門長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：皮膚科教授

部門員

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
穂刈

茂（HOKARI, Shigeru）
：生化学講師

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

太田敏男（OTA,toshio）: 神経精神科・心療内科教授
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（OTAME, 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
教育を実施する単位として基本学科とコース・ユニットがあるが，基本学科の教育責任者である教育主任・代表教
育主任と，基本学科横断的なコース・ユニットの責任者であるコースディレクター・ユニットディレクターの役割が
広く認識されてきたことにより，各基本学科と各コース・ユニット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 23 年 4 月 1 日〜平成 24 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

三橋知明

（MITSUHASHI, Tomoaki）

兼担（川越）臨床検査医学，教授

同上

＜カリキュラム室＞
室

長：渡辺修一

同上

副室長：土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
室

員：持田

智

間嶋

満

兼担（毛呂）皮膚科，教授

同上
同上

（MAJIMA, Mitsuru）

兼担（毛呂）リハビリテーション科，教授

同上

（HAGIWARA, Koichi）

兼担（毛呂）呼吸器内科，教授

同上

中元秀友

（NAKAMOTO, Hidetomo）

兼担（毛呂）総合診療内科，教授

同上

辻

（TSUJI, Yoshitaka）

兼担

同上

（MORIYA, Osamu）

兼担（基礎）微生物学，准教授

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，准教授

同上

向田寿光

（MUKAIDA, Hisamitsu）

兼担（基礎）物理学，講師

同上

森口武史

（MORIGUCHI, Takeshi）

兼担 （医学基礎） 化学，講師

同上

川村勇樹

（KAWAMURA, Yuki）

専任，助教

同上

高橋美穂

（TAKAHASHI, Miho）

専任，助手

同上

萩原弘一
松本万夫
美隆

守屋

修

同上
保健医療学部，准教授

＜臨床実習推進室＞
満

同上

副室長：辻

室

美隆

同上

森

茂久

室

長：間嶋

（MORI, Shigehisa）

専任，教授

同上

（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

山本啓二

（YAMAMOTO, Keiji）

兼担（毛呂）心臓内科，教授

同上

村松俊裕

（MURAMATSU,Toshihiro） 兼担（日高）心臓内科，准教授

同上

難波

員：山田泰子

（NAMBA, Akira）

兼担（毛呂）産科・婦人科，講師

同上

小山政史

聡

（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

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

（OKADA, Hirokazu）

兼担（毛呂）総合診療内科，准教授

同上

椎橋実智男

（SHIIBASHI, Michio）

兼担

同上

荒関かやの

（ARAZEKI, Kayano）

専任，講師

同上

大西京子

（OHNISHI, Kyoko）

専任，助手

同上

員：岡田浩一
辻
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齋藤

恵

（SAITOH, Megumi）

専任，助手

同上

（TOYOSHIMA, Ryoichi）

兼担（毛呂）神経精神科・心療内科，教授

同上

（SUZUKI, Satoshi）

専任，助教

（SATOH, Yoshifumi）

専任，助手

同上

（MORI, Shigehisa）

専任，教授

同上

（NAGOSHI, Sumiko）

兼担（毛呂）消化器内科・肝臓内科，教授

同上

＜調査解析室＞
室

長：豊嶋良一

副室長：椎橋実智男
室

員：鈴木

智

同上

大西京子
佐藤義文

同上
同上

＜学生支援室＞
室

長：森

茂久

副室長：名越澄子
室

員：豊嶋良一

同上

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

佐々木淳

（SASAKI, Atsushi）

兼担（日高）病理学，教授

同上

村越隆之

（MURAKOSHI, Takayuki）

兼担（毛呂）生化学

同上

茅野秀一

（KAYANO, Hidekazu）

兼担（基礎）病理学，准教授

同上

金

潤澤

（KIM,YoonTaek）

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

山崎芳仁

2．目

同上
同上

中平健祐

（NAKAHIRA, Kensuke）

兼担（毛呂）生理学

同上

笹島

茂

（SASAJIMA, Shigeru）

兼担（医学基礎）英語，講師

同上

齋藤

恵

同上

的

卒前医学教育部門は医学部学生を対象として卒前医学教育を実施する部門である．本学の設立理念と社会的使命に
従って，卒前医学教育の方針を検討し，卒前教育委員会で審議して決定した事項を円滑に執行することを目的として，
教育活動の全般に関する運営を担っている．
担当している卒前医学教育の療育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
（3）試験およい進級，卒業の評価に関すること
（4）教育に関する FD，ワ−クショップに関すること
（5）学生に対する教育指導
（6）その他，卒前医学教育全般に関すること

3．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．臨床実習の関連事項として，共用試験 OSCE と advanced OSCE に関し
ては「OSCE 委員会」が，シミュレーション教育に関しては「スキルスラボ運営委員会」が，「臨床実習推進室」と
連携して検討を行っている．また，学生の健康に関する事項は「教職員･学生健康推進センター」が，規律，態度な
どの生活面については「学生部」が，
「学生支援室」との協力の基に検討している．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，関連する委員会，センター，部門などとの連携を密にするため，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」を開催している．同懇談会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する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いる．
2-1．カリキュラム室
シラバス，講義日程の作成，オリエンテ−ション，医学概論，医学英語，休暇中プログラム，臨床入門，臨床推論
に関して，臨床実習推進室との連携で平成 23 年度のカリキュラムを遂行すべく実務作業を担当し，さらに平成 24
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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ている
①シラバス，講義日程の作成：平成 23 年度のシラバスは例年より早期に冊子体にしたが，その後の変更点は
ホームページ上に順次掲載した．平成 24 年のシラバスの作成に際しては，まず，2 年生の講義，実習に関し
て基礎と臨床の該当する UD に，整合性の検討を依頼した．その上で，前年度と同様に教員が Web 上（http://
smswww/mec/cbo/syllabus/progress/index.html#system）でシラバスを登録，更新し，平成 24 年度版を完成
させた．シラバスは平成 24 年度も 23 年度と同様に，ホームページ上に掲載するのみでなく冊子体を作成し，
CD，UD およびその補佐と，各役職の教員に配布することとした．
②新設されたオルコスホールの利用に先駆けて，操作卓およびクリッカーの使用方法に関する説明会を開催した．
また，基礎棟の実習室の整備を行った．一方，震災に伴う計画停電に対しては，休講の際の連絡体制と補講の日
時の設定方法を明確にした．なお，計画停電時もオルコスホールは電極供給が可能であるため，7 月 7 日から 9
月 24 日の間に行う 6 年生の講義は，同ホールの 3 ないし 4 階で実施するよう変更した．これらの対応によっ
て休講は防ぐことができて，講義，実習，演習は全て予定通り実施することができた．
②オリエンテ−ション：新入生のオリエンテーションは 4 月 13~15 日に実施し，終了後には例年同様にアンケー
トを実施し，その成績を公開した．2，3，4 年生のオリエンテーションはオルコスホールで 4 月 12 日に実施し，
クリッカーを使用する授業評価方法など今年度の変更内容を説明した．また，今年度からは 2 学期開始時にも
オリエンテーションを実施し，6 年生は 8 月 26 日の総合試験終了後に，1~4 年生は 9 月 1 日（木）の 1 限目を
これに充当し，授業評価，クリッカーの適正使用，講義の収録およびオルコスホールの利用方法などに関して周
知した．一方，平成 24 年度の新入生オリエンテーションは従来とおり入学式の翌々日の水曜日に実施するが，
本年度までは木曜日に実施していた施設見学は，受け入れ側の負担を軽減するため臨床入門に組み入れて，時期
を 5 月中旬に移すこととした．これにと伴って，木曜日の午前中は毛呂山町役場生涯学習課のボランティアの
方にガイドをお願いしてハイキングを，午後にはグループワークを行うこととした．
③夏季休暇中プログラム：前年度と同様に，保健医療学部と共同でプログラムを実施し，一部のプログラムは大学
院博士課程の単位として認定することにした．なお，今年度からは Web 上で ID，パスワードを用いてアクセス
し，学外からも応募できるようにした．全体で 130 プログラムの公募を募ったが，このうち学生から応募のあっ
たプログラムは医学部が 69，保健医療学部が 14 で，応募総数は延べ 514 名（医学部プログラム：382 名，保
健医療学部プログラム 132 名）で，医学部プログラムには医学部生 315 名，保険医療学部制 67 名が参加した．
参加した学生にはアンケート調査を実施し，その結果を公開した．また，平成 24 年度は同様のプログラムを夏
季以外にも実施することを検討した．
④ 2 年生の「人体の構造と機能 -2」コースに関して，平成 25 年度を目途にユニットを統合，再編することを検討
した．先ず，ワーキンググループを設置し，コース会議も開催して，当該教員の意見を集約した．
⑤ 6 年生のカリキュラムに関して検討し，平成 24 年度は全授業を演習として，午前中のみに実施することを決定
した．これに際して，臨床系基本学科の教育主任と「ヒトと病気」コースの UD に依頼して，当該「臓器別，機
能別の各論」の内容を組み直し，
全授業数を削減した．また，
「臓器別，機能別の各論」は原則として症例を提示し，
これに基づいて演習を実施することとした．なお，出欠の確認にはクリッカーを用いず，小テストないしリポー
トを用いるが，授業評価にはクリッカーを利用することとした．
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 23 年度の 5 年生における BSL，クリニカルクラークシップ（CC）の運営に関して以下の作業を行い，平成
24 年度の臨床実習の方針を確定した．
① 6 年生の CC は前年度と同様に 4 月に 1 診療科で 4 週間実施した．実施施設は大学病院 36 名，総合医療センター
28 名，国際医療センター 16 名，学外指定施設 5 名，指定外の学外施設 15 名であった．CC 終了後は 5 月 14
日に懇親会を開催し，卒試，国試に向けての学習に関して指導し，卒後研修に関する情報を提供した．なお，6
年生 CC は平成 25 年度以降に実習期間を延長することを計画し，学外実習先を増やすために，連携施設懇話会
の際に臨床実習に関する話題を取り上げること，「臨床実習協力施設懇談会」を企画することなどを検討した．
② 5 年生を対象に 4 月 1 日に臨床実習オリエンテーションを，4 月 2 日に臨床医学生認定式を実施した．また，
10 月 8 日には学長，卒前教育委員長および研修医による講演会を開催した．
③平成 22 年度は 5 年生が土曜日に集まりミニレクチャー，小テストを受けるカリキュラムを設定したが，平成
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23 度からはこれを正規の「特別演習」として出席を義務付けるようにした．「特別演習」の内容は「必須の疾患
と症候」および「臨床実習で経験すべき検査法，手技」を中心として，クリッカーを用いた Q&A 方式によって，
相互方向の演習を実施するよう教員に依頼した．また，演習の終了時には，国試既出問題などから選択した「振
り返り試験」を小テストとして実施した．なお，平成 24 年度も「特別演習」を同様に実施するが，出欠はクリッ
カーでなく，小テストをもって集計することを計画した．
④モデル・コア･カリキュラムの改訂で「基本的臨床手技」の到達目標が具体化したことに対応して，各診療科で
習得すべき項目を追記した「臨床実習における到達目標」を作成し，これを学生および実習担当の診療科へ配布
した．各診療科で BSL のプログラムに反映させるよう依頼し，また，毛呂山キャンパスではスキルスラボでシミュ
レータを用いて，腰椎穿刺，導尿，筋注，皮下注，皮内注，静脈ライン確保，中心静脈穿刺，動脈穿刺などに関
する実習も実施することとした．なお，
「臨床実習における到達目標」に取り上げられている手技に関する実習
の実施状況に関して，各診療科にアンケート調査を実施し，その結果を平成 24 年度のカリキャム作成の参考と
した．
⑤臨床実習を担当する教員を対象とした「臨床実習懇談会」を各キャンパスで 2 回開催した．第 1 回は 7 月 12 日
に大学病院，14 日に総合医療センター，20 日に国際医療センターで，第 2 回は 1 月 17 日，18 日，19 日に各
キャンパスで実施した．第 1 回懇談会では臨床実習における到達目標に関するアンケートの集計結果を基に意
見交換した．また，第 2 回では事前に各診療科にクルズスとレポートに関する実施状況のアンケート調査を行
い，その結果を参考として討論し，12 月 2 日に東京大学で開催されたシンポジウム「参加型臨床実習をめぐっ
て」の情報を提供した．平成 24 年度は助教，研修医など若手の教員を対象として，
「臨床実習に関する FD（仮）
」
を 7 月に実施することを決定した．
⑥平成 23 年度の 5 年生 BSL は総合心療内科を必修とし，「専門性の高い診療科」は選択制としてローテーション
を組んで実施した．平成 24 年度も同様の方式でローテーションを組むことにしたが，「専門性の高い診療科」
は 11 診療科に増加させ，その定員は 1 名として，名称を「選択科」に変更した．

3 月 30 日に「臨床実習オ

リエンテーション」を開催し，その際に各学生の希望を確認して「選択科」を調整することにした．また，平
成 24 年度の臨床実習手帳には「臨床実習における到達目標」を掲載し，ハンディ版「到達目標チェックリスト」
も配布することとした．一方，5 年生の CC は 1 月 7 日にオリエンテーションを実施し，その後，1 診療科 4 週
間で 2 クールの実習を前年度と同様に実施した．
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た．また，CBT 共用試験の実施，運
営も担当した．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，
学内の既出問題をブラッシュアップして登録した．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
理運営も担当した．平成 23 年度に行った事業は以下の通りである．
① FD 部門との共催で，5 月 31 日に「卒業試験問題作成のポイントを考える：第 105 回医師国家試験の結果から」
を，また，9 月 6 日に教育測定研究所の野上康子先生を招聘して「試験問題に関する講演会」を開催した．これ
らの FD および講演会は，3 キャンパスを同時中継で実施するとともに，特に FD は Web 上でも閲覧できるよう
にして，全教員が卒業試験などの問題作成に際して参考にできるようにした．
②
「6 年生実力試験」
は平成 22 年度の 6 年生総合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，3 月 31 日から 4 月 2 日にかけて実施した．
③「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，7 月 25 日から 27 日にかけて実
施した．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．「6 年生総合試験②」は教員が新規作成した問題を中心に，8 月 25
日から 27 日に実施し，8 月 31 日から 9 月 2 日にかけて解説講義を行った．
④平成 23 年度は「6 年生卒業試験」の実施時期を早期にし，第 1 回目は 10 月 12 日から 14 日，第 2 回は 10 月
31 日から 11 月 2 日にかけて実施し，医師国家試験の願書出願前に卒業内定を確定できるようにした．なお，
試験問題は前年度までと同様に各基本学科に出題を依頼したが，医師国家試験の動向を考慮して新傾向問題，
X3 タイプ，R タイプの問題および計算問題も出題するようブラッシュアップで調整した．
⑤ 5 年生総合試験は前期を 9 月 3 日，
後期を 1 月 5 日から 6 日に，2 年生総合試験は 2 月 23 日から 24 日に実施した．
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試験管理室に蓄積している過去問題を出
題した．
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⑥平成 22 年度の卒業生は 12 名が医師国家試験に不合格となったが，このうち 9 名は必修問題の成績による不合
格であったことから，適切は必修問題を作成するためのプロジェクトチームを結成し，新規作成した問題を用い
て卒業内定者を対象とした小テストを実施した．
⑦共用試験 CBT は 2 月 16 日，17 日に実施し，平均− 1.5SD に相当する 63.77 点以上を合格とした．
⑧ 2012 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，89.47% で
あり，全国平均の 81.3％を上回っていた．
⑨受験心得を改正した．試験開始時刻を解答開始時刻の 10 分前に設定すること，試験開始時刻には試験会場は施
錠すること，試験終了時刻は解答終了時ではなく，答案用紙の回収終了時として，試験開始から終了までの間は
私語を禁止することが，変更点である．これに伴って，試験監督要領，試験報告書および試験監督業務に関する
指針（案）なども改訂した．
⑩平成 24 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．6 年生の講義は演習とすること．
Advanced OSCE は 6 年生の CC 終了後に実施すること．出欠に関しては，実習は平成 23 年度までと同様に規定
時間数の 90% 以上を評価のために必要とするが，演習は 75% 以上とすることが主たる変更点である．
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 23 年度の主たる活動は以下のとおりである．
①クリッカーおよび 5 号館オルコスホールの機器操作に関する説明会を 4 月 5 日と 6 日に計 12 回開催した．
②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．なお，授業評価で学生が自由に意見を挙げられるように，これを記載する「コミュニケーションカード」
を利用するようにした．
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講義登録システムを用いて，同意の得られた教員の講義を収録し，これを学生，教員が Web 上で閲覧できるよ
うにした．
⑤ 5 年生の BSL で用いている「臨床実習評価表」を改訂し，これ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．
⑥「教育活動の実績記録システム」によって各教員の教育への貢献度を評価し，キャンパス別，基本学科別の成績
を公開した．また，同システムの成績の利用方法に関して討議した．
⑦講義中の私語，クリッカーの不正使用など学生の問題行為への対策を検討した．
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．なお，1 年生は「5 分の 1 の会」を 7 月までに 5 回開催し，学生
全員の意見を確認する場を設定した．
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 1 から 4 年生は前年度までと同様に学生支援室がグループ分けし，5 年生は BSL の組に応じたグループとして，
夫々のアドバイザーを決定した．アドバイザーとの顔合わせは，1 年生は 4 月 13 日にオリエンテーションの期
間内に実施し，2 年生は 5 月 13 日，3 年生は 6 月 3 日，4 年生は 5 月 20 日，5 年生は 6 月 4 日に行った．
④前年度の留年生，出席に問題のある学生，定期試験の成績が不良の学生を対象に個人面談を実施した．
2-6．OSCE 委員会
①平成 22 年度の OSCE，advanced OSCE の実施結果，問題点を総括し，これを参考にして平成 23 年度の共用試
験 OSCE は 3 月 2 日に実施した．なお，今年度から advanced OSCE は 6 年生の CC 後に実施することになり，
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時期が平成 24 年度に移行することになった．
② 10 月 2 日に日本大学で開催された共用試験実施評価機構主催の「共用試験 OSCE 評価者認定講習会」に参加す
る教員を，各診療科の教育主任の推薦を基に決定した．
③共用試験 OSCE および CBT に関する説明会を 2 回開催した．第 1 回は 9 月 1 日に 4 年生のオリエンテーション
時に，第 2 回は 11 月 21 日に行い，
「臨床実習開始前の共用試験第 9 版（最新版）」，別冊「診療参加型臨床実
習に参加する学生に必要とされる技能と態度に関する学習・評価項目」を配布した．
④ 12 月 3 日に千葉大学，12 月 17 日に防衛医科大学校，1 月 14 日に東海大学，2 月 4 日に新潟大学，2 月 18
日に山梨大学と聖マリアンナ医科大学，2 月 19 日に信州大学，2 月 25 日に北里大学，3 月 3 日に群馬大学，6
月 27 日に筑波大学で実施される共用試験 OSCE の派遣する外部評価者を選定した．
⑤ Advanced OSCE に備えて，
「胸部」とともに「プレゼンテーション」，
「インフォームドコンセント」の実施方法
を検討し，さらに個別課題として BLS（Basic Life Support）を採用することを検討した．
2-7．スキルスラボ運営委員会
①学生，研修医および教員のスキルスラボの利用状況を調査した．
②スキルスラボの備品を整備するとともに，モデル・コアカリキュラムの改訂によって必要となった新たな備品の
購入を申請した．
③医療人育成支援センターと共催で，
消化器内科・肝臓内科の協力を得て「シミュレータを用いた腹部超音波検査・
内視鏡を使用した実践セミナー」を 11 月 19 日と 12 月 10 日に開催した．

4．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：新たなモデル・コアカリキュラムに対応して，「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ことを目指すとともに，「英語」ユニットの在り方
を討議し，
「キャリアパス」の新設に関しても検討することが課題である・
（2）臨床実習推進室：クリニカル･クラークシップは量的，質的にも発展させる必要がある．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したが，平成 25 年度以降はこれを更に拡張することを目指して，5
年生と 6 年生のクリニカル･クラークシップの層別化，学外施設の拡充を図ることが求められている．
（3）試験管理室：卒業試験，総合試験のみならず，各ユニットで実施される定期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．
（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」が確立したが，これらを有効に利用することを目指すとともに，特に講義収録に関しては教員の理
解を深めて収録率を向上させることが求められている．
（5）学生支援室：
「学生による授業評価」による出欠状況や「アドバイサー」の面談報告を参考にして，問題を抱
えた学生の指導を継続して行うことが求められる．
（6）OSCE 委員会：共用試験 OSCE の認定評価者を増加させるとともに，特に advanced OSCE に関して，その課題
の選定とブラッシュアップを進めることが課題となる．
（7）スキルスラボ運営委員会：備品の拡充と整備を行い，学生のみならず，研修医，教員の利用を活性化するこ
とが課題となる．

809

医学教育センター

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：H24.3.31）

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：H24.3.31）
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）
石原正一郎（ISHIHARAHA, Shoichiro）：国際医療センター科脳血管内治療科：教授
（任期：H22.10.1 〜 H24.4.31）

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：H24.3.31）
美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：医学教育センター：准教授（任期：H24.3.31）

村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：准教授（任期：H24.3.31）
高平修二（TAKAHIRA，Shuji）
：国際医療センター救命救急科：講師（任期：H24.3.31）
斉藤

恵（SAITO, Megumi）
：医学教育センター：助教（任期：H24.3.31）

2．目的
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，総合医療センター
および国際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（3 病院自由選択プログラム）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，石原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，石原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．活動報告
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シミュ
レーションラボなど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
活動が行われた．

4．評価と次年度目標
平成 16 年度から開始された新医師臨床研修開始後，埼玉医科大学 3 病院では研修医の応募が減少する傾向があっ
た．それに対して，新たな取り組みを行っており，そのため，若干改善の兆しが見られてきた．2 年間の初期臨床研
修修了者に対しては十分な評価の後，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．
次年度は，卒後教育委員会，各病院の研修管理委員会および医療人育成支援センターとの連携の中で，当部門のあ
り方や独自の活動について更に考えていきたい．
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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：H24.3.31）

部門員

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

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運用，シラバスの作成
・教育活動実績登録システムのデータ登録・処理
・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
・講義収録システムの運用
・医学教育ワークショップ，教授総会等の支援
第 32 回，第 33 回埼玉医科大学医学教育ワークショップ
第 15 回，第 16 回教授総会
第 1 回医学教育フォーラム
・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）
・臨床実習評価の実施
・出欠データの処理
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・市民公開講座の支援
・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．
次年度も既存のシステムを十分に活用し，本学の医学教育に貢献する．
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5．Faculty Development 部門
1．構成員
部門長

森

茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター：教授（任期：H23.3.31）
（総合医療センター血液内科・大学病院血液内科兼担）

副部門長

渡辺修一（WATANABE, Shuichi）：生理学：教授（任期：H23.3.31）

部門員

側島久典 SOBAJIMA, Hisanori）：総合医療センター新生児科：教授
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：医学教育センター：准教授
（大学病院 ER 科・総合医療センター消化管一般外科兼担）

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
担当事務員

水村，岩田（大久根と交代）
，山口

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
（1）ワークショップ
①

第 32 回 埼玉医科大学医学部医学教育ワークショップ
開催日時
主催者

平成 23 年 7 月 29 日〜 30 日

2 日間

学長，医学教育センター長

開催場所

川越ビル（宿泊 川越東武ホテル）

参加者 27 名，スタッフ 23 名
タスクフォース 2 名（大野良三，中島宏昭）
内容 カリキュラム・プランニング，他
②

第 10 回 埼玉医科大学臨床研修指導医講習会
開催日時 平成 23 年 11 月 5 日〜 6 日
主催者 大学 3 病院

2 日間（実施時間 16.83 時間）

病院長，医学教育センター長

開催場所 川越ビル（宿泊 川越東武ホテル）
参加者 28 名，スタッフ 28 名
タスクフォース 4 名（側島久典，中島宏昭，木下牧子，辻美隆）
③

第 1 回 埼玉医科大学卒前医学教育部門ワークショップ
開催日時 平成 23 年 5 月 5 日〜 6 日

2 日間

主催者 医学教育センター長
開催場所 黒山鉱泉館（宿泊 黒山鉱泉館）
参加者 17 名
内容 医学教育センター業務の効率化の問題点の把握と改善の提案作成，他
（2）講演会
④

第 1 回 埼玉医科大学医学部医学教育フォーラム
開催日時 平成 23 年 10 月 1 日（3.5 時間）
開催場所 川越ビル
参加者 116 名
内容

講演 1 本学のカリキュラム全体の現状と課題（渡辺修一）
講演 2 本学の臨床実習の現状と課題（間嶋

満）

講演 3 本学のシミュレーション医学教育の現状と課題（辻
講演 4 本学の試験体制と国家試験（持田

美隆）

智）
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講演 5（特別講演）医学教育の国際基準について−卒業時のアウトカム
（東京慈恵会医科大学教育センター，福島
⑤

統センター長）

卒業試験問題作成のポイントを考える−第 105 回医師国家試験の結果から−
開催日時 平成 23 年 5 月 31 日（1.5 時間）
主催者 卒前医学教育部門試験管理室，FD 部門，共催
開催場所 本部棟第 3 講堂（テレビ会議システムで川越，日高に配信）
参加者 74 名
内容

講演 1 第 105 回医師国家試験結果報告（持田

智）

講演 2 第 105 回医師国家試験今回の特徴（荒関かやの）
講演 3 卒業試験の問題作成に向けて（茅野秀一）
（3）研修会
⑥

医学部新任教員および講師昇格教員を対象とした研修会
開催日時 平成 23 年 6 月 17 日（2.0 時間）
開催場所 本部棟大学院講義室
参加者：41 名
内容

講演 1 全体の教員組織について（山内学長）
講演 2 任期制と人事考課について（土田副医学部長）
講演 3 医学部卒前教育について（持田智卒前教育委員長）
講演 4 大学院について（別所正美医学研究科長）
講演 5 研究活動について（松下祥医学研究センター長）

⑦

2 年生臨床推論新規テュータ講習会
開催日時 平成 23 年 10 月 13 日〜，1 回 1 時間，計 2 回開催
開催場所 学内（毛呂山キャンパス）
主催者 卒前医学教育部門カリキュラム室，FD 部門，共催
企画立案者 2 年臨床推論ユニットディレクター補佐
参加者 計 4 名
⑧

3 年生臨床推論新規テュータ講習会

開催日時 平成 23 年 9 月 29 日〜，1 回 1 時間，計 11 回開催
開催場所 学内（毛呂山，川越キャンパス）
主催者 卒前医学教育部門カリキュラム室，FD 部門，共催
企画立案者 3 年臨床推論ユニットディレクター
参加者 計 19 名
⑨

4 年生共用試験 OSCE 全体講習・ステーション別講習会
開催日時 平成 24 年 2 月 3 日〜，1 回 1 時間，計 8 回開催
開催場所 学内（毛呂山，川越，日高各キャンパス）
主催者 医学教育センター OSCE 委員会，FD 部門，共催
参加者 計 45 名

（4）FD 部門会議
第1回

平成 23 年 4 月 1 日（金）
，出席者：森，渡辺，村松，有田，岩田，山口

第2回

平成 23 年 7 月 1 日（金）
，出席者：森，渡辺，大野，側島，辻，村松，有田，岩田，山口

第3回

平成 23 年 9 月 30 日（金）
，出席者：森，渡辺，側島，辻，村松，有田，岩田，山口

第4回

平成 24 年 3 月 16 日（金）
，出席者：森，渡辺，側島，辻，有田，水村，大久根，山口

4．評価と次年度目標
今年度の大きな改革は，大学開催の WS として位置づけられていた研修指導医講習会を 3 病院の研修管理委員会
主催，FD 部門は共催という形で開催することになったことである．これまでの流れに従うと第 10 回臨床研修指導
医講習会は第 33 回医学教育 WS として位置づけられるところであったが，医学教育 WS の名称ははずして第 10 回
臨床研修指導医講習会という名称になった．以上より今年度より医学教育 WS は夏の WS を指すことになった．ま
たこれまで夏季に医学教育ワークショップの第 2 部として開催された全体集会は分離，独立して，「医学部医学教育
フォーラム」として 10 月に開催された．さらに今年度新たな企画として，「卒前医学教育部門ワークショップ」を
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開催した．このワークショップは医学教育センター卒前医学教育部門に所属する教員の FD としてだけでなく，大学
事務部医学部事務室の事務員への SD として企画，開催された．教職員が同じ土俵で今後の医学教育センターの業務
改革について議論できたことは有意義であった．その他に例年実施されている 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．
次年度の目標としは，これまでの活動を継続することは勿論のこと，新しい形となった医学教育フォーラム，新し
く開催された卒前医学教育部門ワークショップを継続してより充実した形で開催することが挙げられる．主催形態と
名称が変わった研修指導医講習会は，より参加者のニーズに合った実践的な内容となるように検討するとともに，主
催する 3 病院の研修管理委員会が名実ともに中心となる方向で運営方法を検討する．また来年度も他の領域の FD を
含め，その充実を図るために検討を継続する．一方，各部門員が積極的に学外の各種の研修会，WS 等に参加し，新
たな FD の企画や運営方法の改善に務め，本学 FD 部門のさらなる充実を図る．さらに将来の FD 部門の活動を担う
若い世代の教員を見出し，FD 部門員として養成を計る．また FD 事務職員も FD 活動を拡充していくために養成を図
り，担当事務員の増員を検討する．
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6．企画部門
1．構成員
部門長

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryouichi）: 兼担，精神医学：教授（任期 H.26.3.31）

部門員

渡辺修一（WATANABE, Schu-Ichi）: 兼担，生理学：教授，同上
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，医学教育センター：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
西村重敬（NISHIMURA, Shigechika）: 兼担，心臓内科：教授，同上
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）: 兼担，神経内科：教授，同上
森

茂久（MORI, Shigehisa）: 兼担，心臓内科：教授，同上

小室秀樹（KOMURO, Hideki）: 兼担，大学事務部
堀江正人（HORIE, Masato）: 兼担，大学事務部
水村順孝 (MIZUMURA, Yoritaka)：兼担，大学事務部

2．目的
本部門は，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．

3．活動報告
月に 1 回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
整した．
部門会議開催日（本部棟 1 階大学院講義室）
第1回

平成 23 年 4 月 5 日

第2回

平成 23 年 5 月 6 日

第3回

平成 23 年 6 月 7 日

第4回

平成 23 年 7 月 5 日

第5回

平成 23 年 8 月 30 日

第6回

平成 23 年 10 月 4 日

第7回

平成 23 年 11 月 1 日

第8回

平成 23 年 11 月 29 日

第9回

平成 24 年 1 月 10 日

第 10 回

平成 24 年 2 月 7 日

第 11 回

平成 24 年 3 月 6 日

4．評価と次年度目標
本年度の成果として，進級判定制度に全教科の総合的成績を反映する仕組み導入し，より合理的な進級判定を可能
としたことが挙げられる．
次年度の目標として，
①条件付き進級者への対応の改善，
②各ユニットの合格難易度の妥当性向上
などが挙げられる．
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7．シミュレーション教育部門
1．構成員
部門長

辻

副部門長

山田泰子（YAMADA,Yasuko）
：医学教育センター：教授（任期：H25.3.31）

美隆（TSUJI,Yoshitaka）: 医学教育センター：准教授（任期：H25.3.31）

部門員

森

茂久（MORI,Shigehisa）
：医学教育センター：教授

岡

政志（OKA,Masasi）
：大学病院消化器内科・肝臓内科：教授

脇本直樹（WAKIMOTO,Naoki）: 大学病院血液内科：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
シミュレーション教育部門は，平成 16 年に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，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している．

3．活動報告
①第 1 回シミュレーション教育部門会議（第 1 回スキルスラボ運営委員会を兼ねる）
（平成 23 年 4 月 25 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1

出席 4 名

議事：平成 23 年度スキルスラボ運営委員会構成員に関する報告．平成 22 年度の利用状況，物品使用・貸出状
況の報告．平成 22 年度の物品取得ならびに修理・整備状況の報告．平成 23 年度利用予約および物品貸出依頼
の審議．スキルスラボ利用細則に関する確認．議事録有．
②第 2 回スキルスラボ運営委員会（平成 23 年 5 月 23 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 5 名

議事：利用状況等の報告（4 月分）．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告．

議事録有．

③第 3 回スキルスラボ運営委員会（平成 23 年 6 月 27 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 5 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 5 月）．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告・審議．ICLS 講

習会開催について．議事録有．
④第 4 回スキルスラボ運営委員会（平成 23 年 7 月 25 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 3 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 6 月）．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告．実践セミナー

の開催内容の検討．議事録有．
⑤第 5 回スキルスラボ運営委員会（平成 23 年 9 月 12 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 4 名

議事：利用状況等の報告
（4 〜 8 月）．物品取得・整備の報告．実践セミナー開催内容の検討．議事録有．

⑥第 6 回スキルスラボ運営委員会（平成 23 年 10 月 24 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 3 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 9 月）．物品取得・整備の報告．実践セミナー開催内容の確認．

議

事録有．
⑦第 7 回スキルスラボ運営委員会（平成 23 年 11 月 21 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 5 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 10 月）．物品取得・整備の報告．第 1 回実践セミナー開催の報告．

議事録有．
⑧第 8 回スキルスラボ運営委員会（平成 23 年 12 月 20 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 3 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 11 月）．物品取得・整備の報告．第 2 回実践セミナー開催の報告．

議事録有．
⑨第 2 回シミュレーション部門会議（第 9 回スキルスラボ運営委員会を兼ねる）
（平成 24 年 1 月 16 日）於：9 号館 4 階会議室

出席 5 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 12 月）
．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告．今年度のシミュレーショ
ン部門活動の経過報告．次年度の活動計画の検討．
⑩第 10 回スキルスラボ運営委員会（平成 24 年 2 月 13 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 6 名

議事：利用状況等の報告
（4 〜 1 月）．物品貸出依頼，物品取得・整備の報告・審議．研修医オリエンテー

ション内容の検討，講習会開催に関する審議

議事録有．
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⑪第 3 回シミュレーション教育部門会議（第 11 回スキルスラボ運営委員会を兼ねる）
（平成 23 年 3 月 26 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1

出席 7 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 2 月）
．物品取得・整備の報告．研修医オリエンテーションについて．部門員・
運営委員の拡充と役割分担の検討，次年度の活動計画の検討．議事録有．
スキルスラボ利用状況報告
①利用用日数は 204 日であり，年間を通じて 6 割弱の利用であった．
②利用者総数は 4449 名，その内学内者 3932 名，学外者 517 名．
③利用件数の総数 348 件，その内授業等で年間予約の利用 80 件，BSL や研修医トレーニング，各種講習会等の利
用 221 件，物品の貸出は 47 件であった．
④卒前医学教育における利用は 140 件（授業・OSCE45 件，臨床実習 95 件），学生数 2054 名，指導者・スタッ
フ 397 名であり，利用者総数の 5 割は学生であった．
⑤研修医のトレーニング目的での利用は 68 件，研修医 256 名，指導者・スタッフ 118 名であった．
⑥講習会等の開催
・BLS 講習会 : 開催件数 35 件，
受講者 407 名（学内 367 名，学外 40 名），指導者・スタッフは 291 名（学内 191 名，
学外 100 名）であった．
・ICLS 講習会 : 開催件数 3 件，
受講者数 58 名（学内者 38 名，学外者 20 名），指導者・スタッフ 55 名（学内者 27 名，
学外者 28 名）であった．開催日：平成 23 年 6 月 12 日，10 月 16 日，平成 24 年 3 月 25 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 4 回開催され，受講
者 20 名，指導者・スタッフ 26 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「腹部超音波検査と消化器内視鏡検査の基本と実践」が計 2 回開
催され，受講者は 11 名（学内者 2 名，学外者 9 名），指導者・スタッフは 19 名であった．開催日：平成 23 年
11 月 19 日，12 月 10 日
・医療人育成支援センター共催の新生児蘇生講習会が 3 回開催され，受講者 57 名（学内者 48 名，学外者 9 名）
，
指導者・スタッフ 19 名であった．開催日：平成 22 年 5 月 21 日，10 月 29 日，平成 24 年 1 月 28 日

4．評価と次年度目標
評価
1）平成 23 年度のスキルスラボ利用状況は増加傾向にあり，特に 5 ･ 6 年の臨床実習ならびに研修医のトレーニ
ング目的で，少人数による臨床科別の利用が増加している．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（HIDEKI,Komuro）
：大学事務部：部長（任期：H24.3.31）

部門員

水村順孝（MIZUMURA,Yoritaka）
：大学事務部：次長
中島美智雄（NAKAJIMA,Michio）
：総合医療センター看護専門学校事務室：室長
堀江正人（HORIE,Masahito）
：大学事務部教務課：課長（H23.6.30 まで）
：国際医療センター総務課：課長
蛭間庄司（HIRUMA,Shoji）
：大学事務部学生課：課長補佐（H23.6.30 まで）
村嶌隆義（MURASHIMA,Takayoshi）：大学事務部学生課：課長
岡田一観（OKADA,Kazumi）
：臨床研修医管理委員会事務室：課長補佐
小鷹徳子（ODAKA,Noriko）
：大学事務部教務課
吉山美穂子（YOSHIYAMA,Mihoko）：大学事務部教務課
新井博志（ARAI,Hiroshi）
：大学事務部教務課
鳥海佳代（TORIUMI,Kayo）
：大学事務部教務課
岩田美代子（IWATA,Miyoko）
：大学事務部教務課（H24.1.31 まで）
大久根真佐子（OKUNE,Masako）
：大学事務部教務課
河村陽子（KAWAMURA,Yoko）
：大学事務部教務課
松澤理枝子（MATSUZAWA,Rieko）
：大学事務部教務課
倉林靖浩（KURAHAYASHI,Yasuhiro）：大学事務部教務課（H23.6.30 まで）
坂井菜穂（SAKAI,Nao）
：大学事務部学生課
石山

直（ISHIYAMA,Nao）
：大学事務部学生課

山口奈緒子（YAMAGUCHI,Naoko）
：大学事務部学生課
新井菜緒（ARAI,Nao）
：大学事務部学生課
中村志織（NAKAMURA,Shiori）
：大学事務部教務課
原田大靖（HARADA,Hiroyasu）
：大学事務部学生課
下田裕子（SHIMODA,Yuko）
：国際医療センター臨床研修管理室
内田一枝（UCHIDA,Kazue）
：学生情報資料室（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「検査から病気を診る」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）．
「血液と尿の検査値から病気を診る」4 月 16 日
「消化器の検査から病気を診る」5 月 21 日
「がん検診に関連した値から病気を診る」6 月 18 日
「肝臓の検査値から病気を診る」7 月 16 日
「超音波，CT を使って心血管の病気を診る」9 月 17 日
「肺・呼吸器の検査から病気を診る」10 月 22 日
「血糖値・コレステロール値から病気を診る」11 月 19 日
「脳・神経，精神の検査値から病気を診る」12 月 10 日
「関節・骨の検査から病気を診る」1 月 21 日
「腎臓・泌尿器の検査から病気を診る」2 月 18 日
「眼・耳の検査から病気を診る」3 月 17 日
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③医学教育センターニュースを定期的に発行した（第 32 号〜 37 号）．

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 回開催し，参加者は 1353 名（内新規 342 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．
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1．研究主任部門
1．構成員
部門長：池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：国際医療センター中央検査部：教授
（任期：H21.8.1 〜 H23.7.31，H23.8.1 〜 H24.3.31）
副部門長：三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：大学病院リウマチ膠原病科：教授
（任期：H22.8.1 〜 H23.7.31 H23.8.1 〜 H24.3.31）
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター長：教授
（任期：H21.8.1 〜 H23.7.31，H23.8.1 〜 H24.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理部：教授
（任期：H22.8.1 〜 H23.7.31 H23.8.1 〜 H24.3.31）
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：保健医療学部医用生体工学科：教授
（任期：H21.9.1 〜 H23.7.31，H23.8.1 〜 H24.3.31）
部門員：町田早苗（Machida, Sanae）
：医学研究センター：助教（任期なし）

2．目的
本部門は研究活動にとって有意義な情報を研究主任を通して基本学科の研究員の隅々まで伝達できるよう，体制整
備を行う．研究主任に対して，基本学科の研究の責任者であると同時に研究費を適正に管理・運用する責任者である
ことも自覚していただき，適正な運用をしてもらうように依頼する．
（1）第 3 回学内グラント成果発表会開催（平成 23 年 7 月 22 日 17 時 30 分〜）
発表者 5 名，参加者 61 名（内大学院生 21 名）
（2） 学内グラント受賞者成果発表会を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働きかけ，
平成 23 年の第 3 回目開催から単位認定していただいた．
（3） 第 1 回

部門会議（平成 23 年 2 月 13 日）出席 5 人，欠席 0 人

埼玉医科大学雑誌に掲載された「研究室紹介」原稿を，医学研究センターホームページ内の「研究室紹介コーナー」
へ転載許可を得ることを決定した．
（その後，編集委員会で承認を受け，研究センター運営会議でも承認を受けた．
また，研究主任宛てにメールにて HP リンク照会案内を行い，既存の研究室紹介 HP を持っている 14 教室の教
室紹介 HP を医学研究センター HP から閲覧できるようにした．
（4）第 4 回学内グラント成果発表会開催（平成 24 年 2 月 22 日 17 時 00 分〜）
発表者 6 名，参加者 65 名（内大学院生 25 名）
（5）埼玉医科大学雑誌に掲載された「研究室紹介」原稿を医学研究センター HP に掲載した．

3．評価と次年度目標
学内グラント受賞者成果発表会を定期的に開催できるようになった．また 3 キャンパスをテレビ会議形式で連携
し，
発表者は 3 キャンパスのいずれからも講演できる体制整備ができた．また大学院講義単位として認定されたため，
大学院生の単位認定許可になったので大学院生の出席が全体の 1/3 となり，研究意識向上に結び付いている可能性
が示唆された．
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2．共同利用施設運営部門
1．構成員
部門長：坂本

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

副部門長：小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）：国際医療センター呼吸器内科：教授：任期 2 年
森

圭介（MORI, Keisuke）
：眼科学教室：准教授：任期 2 年

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
小野

啓（HIRAKU, Ono）
：中央研究施設・RI 部門：講師：任期 2 年

仁科正実（NISHINA, Masami）
：中央研究施設・実験動物部門：准教授：任期 2 年
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
【共同利用実験室開設に向けての取り組み】① 4 月，研究室（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する共同利用実験室の開設が予定され，その整備を目的として学内から
利用可能な研究機器・器具の供出を募集した．② 5 月，複数講座からの供出物品と寄附部門の供与機器により
開設することが可能と判断されるに至った．③ 6 月，開設とその利用に必要な，共同利用施設・内規の整備を行っ
た．また，運営の一部を中央研究施設が担当することから，中央研究移設規則の一部の改訂を共同で遂行した．
④ 7 月，東日本震災の影響による節電計画のため，開設を次年度 4 月への延長を決定した．⑥ 24 年 2 月〜 3 月，
開設場所が基礎棟 3 階へ変更されたため，
その整備と物品の移動に関して施設部と共同で詳細な検討を開始した．
【研究機器・設備の整備等】① 6 月，一昨年より，要望のあった LSM 700Flexibe Confocal Microscope を私学助成・
設備整備枠に申請した．② 12 月，①が不採択となったため，次回も引き続き申請することとした．
【テクニカルセミナーの開催】① 2011/07/06 10:00-15:00 in vivo 光イメージング装置・Clairvivo OPT（島津製
作所）取り扱い説明会
実技講習会

② 2011/07/07 10:00-17:00 in vivo 光イメージング装置・Clairvivo OPT（島津製作所）

③ 2011/09/28 16:00 〜 臨床プロテオーム解析の最新技術

④ 2011/11/17 16:00 集積流体回路

を用いた遺伝子解析技術
【講習会等】RI 施設による放射線取扱・放射線被曝，法令に係わる公的講習会 18 回に講師として参加
【共同研究の啓蒙活動】昨年度，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たが，埼玉県産業労働部産業支援課から次世代産業プロジェ
クト（医療機器開発プロジェクト）への参加要請があった．これに関して，抗体とナノ技術を用いた診断機器の
開発を試みることに関して知財部門と連携して検討することとなった．

4．評価と次年度目標
共同研究の種々の啓蒙活動に関して，
スタッフの積極的な参加が有り充実した活動を行うことが出来た．次年度は，
共同利用施設運営部門の重要な活動として共同利用実験室の整備が上げられるが，開設場所が基礎棟 3 階に変更さ
れるため準備に相当な時間が必要になると考えられる．中央研究施設と各事務部門とタイアップして全体を見て円滑
に遂行できるよう努力する．
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3．知財戦略研究推進部門
1．構成員
部門長

岡﨑康司（OKAZAKI, Yasushi）: ゲノム医学研究センター所長 : 教授（任期 H24.3.31）

部門長代理
副部門長

飯野

顕（IINO, Akira）
：医学研究センター : 客員教授（任期 H24.3.31）

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 H24.3.31）
安河内正文（YASUKOCHI, Masafumi）: 医学研究センター : 客員講師（任期 H24.3.31）

部門員

須田立雄（SUDA, Tatsuo）: ゲノム医学研究センター : 客員教授
三谷幸之介（MITANI, Kounosuke）: ゲノム医学研究センター : 教授
佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）: 国際医療センター : 教授
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
第 3 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」主催講演会
日時 : 平成 24 年 1 月 16 日（月）17:30
於

：毛呂山キャンパス第 3 講堂，
川越キャンパス 5F 小講堂（TV 会議システム中継）
日高キャンパス 管理棟 3F 会議室（TV 会議システム中継）

内容・講演者等 :
知的財産の重要性 ?Mayo における知的財産の活用事例 ?
医学研究センター 知財戦略研究推進部門知財コーディネーター
渡辺 努
3-2．学外セミナーの開催
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
日
於

時：2011 年 11 月 5 日（土） 10：00 〜 15：15
：埼玉会館

3 Ｂ会議室

内容・講演者等 :
テーマ 1，ライフサイエンスビジネスにおける「知財の利回り」
医学研究センター知財戦略研究推進部門
テーマ 2，今

医療で求められているもの

副部門長

安河内

正文

? 大学との共同（委託）研究で ?

医学研究センター知財戦略研究推進部門

部門長代理

飯野

顕

テーマ 3，臨床医からみた医療機器開発の経験談
口腔外科学教室

依田

哲也

テーマ 4，医療機器・器具の薬事承認（認証）申請の原則と効率よい取得のノウハウについて
医療機器技術情報協会

川端

隆司

産学連携フェア 2012「ビジネスアリーナ」
日

時：

2012 年 1 月 25 日，26 日

場

所：

さいたまスーパーアリーナ

出展内容：

埼玉医科大学展示ブース

テーマ 1，フレキシブルな光学系を有する三次元形状測定機
保健医療学部

吉澤徹，若山俊隆
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テーマ 2，HIRA-TAN:
呼吸器内科

Real-time PCR を用いた肺炎の包括的迅速起炎菌診断法
萩原弘一，平間崇

テーマ 3，ヒト母乳，牛乳，人工乳などに含まれる Th2 アジュバント活性物質の測定方法及び利用
免疫学

松下祥

テーマ 4，知的財産の有効活用と社会的貢献に向けて
知財戦略研究推進部門
3-3．特許出願状況：31 件出願
特願 2011-107874

細胞傷害性 T 細胞誘導剤

PCT/JP2011/58724 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 2011-97651

加齢黄斑変性易罹患性の判定方法及び判定キット

61/585,383 生細胞観察軟 X 線顕微鏡
61/577,435 生体培養特殊薄膜
PCT/JP2011/73686 エボラウイルスリポソ−ムワクチン
特願 2011-191208

細胞傷害性 T 細胞誘導剤

特願 2011-224666

薬物代謝機能測定方法

PCT/JP2011/70408 C 型肝炎ウイルスリポソームワクチン
特願 2012-25150

軸対称偏光変換素子及び軸対称偏光ビーム発生方法

PCT/JP2011/76584 計測装置及び計測方法
PCT/JP2011/077890

3 剤併用抗がん剤の感受性判定マーカー

12/400,269 鳥インフルエンザワクチン
特願 2010-540525

鳥インフルエンザワクチン

200980147542.9

鳥インフルエンザワクチン

9829169.3 鳥インフルエンザワクチン
4528/CHENP/2011 鳥インフルエンザワクチン
特願 2010-540525

SARS コロナウイルスの細胞傷害性 T 細胞エピトープペプチド及びその用途

09829164.4 SARS コロナウイルスの細胞傷害性 T 細胞エピトープペプチド及びその用途
3704/CHENP/2011 SARS コロナウイルスの細胞傷害性 T 細胞エピトープペプチド及びその用途
13/130560 SARS コロナウイルスの細胞傷害性 T 細胞エピトープペプチド及びその用途
200980147596.5

SARS コロナウイルスの細胞傷害性 T 細胞エピトープペプチド及びその用途

特願 2011-503734

イリノテカンの感受性判定方法及びその利用

10750607.3 イリノテカンの感受性判定方法及びその利用
201080008810.1

イリノテカンの感受性判定方法及びその利用

6624/DELNP/2011 イリノテカンの感受性判定方法及びその利用
2010222334

イリノテカンの感受性判定方法及びその利用

13/203810 イリノテカンの感受性判定方法及びその利用
2755260

イリノテカンの感受性判定方法及びその利用

2011-7021033

イリノテカンの感受性判定方法及びその利用

PI10098550イリノテカンの感受性判定方法及びその利用
特許権成立：2 件
8,124,754（米国） 子宮癌，乳癌，及び膀胱癌の予防乃至治療に好適な二本鎖核酸分子，癌細胞増殖抑制剤，
並びに医薬
特許第 4941964 号（日本）ホモ接合ハプロタイプ法
3-4．技術移転（ライセンス）状況
以下主な技術移転成功例を記す．
・大手の検査会社との成立特許のライセンス契約により，検査会社の 23 年度の売り上げ（約 4 億円 / 年）に貢献し，
実施料収入は 1102 万円であった．
・医薬品・医療機器メーカーへの学術指導契約 105 万円であった．
本年度は，総計 1207 万円の知的財産収入を得た．
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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 139 名 / 年）．また，
医薬品・
医療機器メーカーなどへ技術移転をすることができ，2 件 1207 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
松下

祥（MATSUSITA Sho）部門長 教授，医学部免疫学（23 年 8 月 1 日より 24 年 3 月 31 日）

村越隆之（MURAKOSHI Takayuki）副部門長 教授，医学部生化学（23 年 8 月 1 日より 24 年 3 月 31 日）
仁科正実（NISHINA Masami）副部門長 准教授
大竹
森

明（OOTAKE Akira）部門員 教授
隆（MORI Takashi）部門員 准教授

医学研究センター（23 年 8 月 1 日より 24 年 3 月 31 日）

大学病院 小児科
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）学内グラント助成に加えて，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）学内グラント助成
平成 23 年度は学内グラントに 29 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，8 月 24 日
にグラント選考委員会が開催され，12 件の研究テーマが採択された．
4 月 1 日から 4 月 7 日に渡りメール会議を行い，若手研究者の研究マインドをさらに高めていくことを目的と
して，24 年度の制度改訂を審議した．その結果，科研費審査の “ 惜しくも ” 不採択となった案件に対しグラン
トを採択する一般枠部門を設けた．併せて学内で完成された高度の研究への報賞としての丸木記念特別賞を復活
させることとなった．
2）研究倫理の管理
新たに論文投稿報告を受けて審査するシステムを確立した．平成 23 年度は 31 件の報告を受けた．
3）科学研究費獲得状況の把握
H23 年度の科研費採択結果は，新規 38 件（直接 67,500 千円，間接 20,250 千円），継続 59 件（直接 130,440
千円，間接 39,132 千円）であった．

4．評価と次年度目標
1）学内グラント助成
本学における学内グラント制度は定着し，文部科学省科学研究費補助金の採択に対してなんらかの効果をもたら
しているのではないかと思われる．その上で，上記（3-1）のように学内グラントの整備改訂を行った事は今後
の益々の学内研究意識向上へと寄与するものと期待される．来年度はこの実施，運営を円滑に行い，実績を挙げ
る事が重要と考える．
2）研究倫理の管理
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．
3）科学研究費獲得の支援
科研費採択数および採択率は，前年度に比べやや低下している．申請可能な教員数に比べ申請数が非常に少ない
（15.4％）点はあまり改善していない．1）の学内グラント改編をこの申請の一層の増加への起爆剤として作用
する事を期待している．
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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, Kohnosuke）：ゲノム医学研究センター：教授（任期：H24.3.31）

部門員

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

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

松井政則（MATSUI, Masanori）
：微生物学：准教授（任期：H24.3.31）
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：薬理学：准教授（任期：H24.3.31）
荒木智之（ARAKI,Tomoyuki）
：分子生物学：講師（任期：H24.3.31）
井上郁夫（INOUE, Ikuo）: 内分泌内科・糖尿病内科 : 准教授（任期：H24.3.31）
江口英孝（EGUCHI, Hidetaka）: 先端医療開発センター : 准教授（任期：H24.3.31）
荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）: 分子生物学 : 講師（任期：H24.3.31）
池田和博（IKEDA, Kazuhiro）: ゲノム医学研究センター : 講師（任期：H24.3.31）
加藤英政（KATO, Hidemasa）: ゲノム医学研究センター : 講師（任期：H24.3.31）
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）
動物分野
副部門長

森

部門員

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

鈴木 政美（
（SUZUKI, Masami）
：中央研究施設
西川

実験動物部門：准教授（任期：H24.3.31）

亮（NISHIGUCHI, Akira）国際医療センター脳神経外科：教授（任期：H24.3.31）

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）
薬物分野
副部門長

丸山

部門員

敬（MARUYAMA, Kei）薬理学：教授（任期：H24.3.31）

西本正純（NISHIMOTO, Masazumi）ゲノム医学 RI 実験施設：講師（任期：H24.3.31）
岸野

亨（KISHINO, Akira）
：総合医療センター薬剤部：部長（任期：H24.3.31）

藤田健一（FUJITA, Ken-ichi）国際医療センター腫瘍内科：講師（任期：H24.3.31）
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）
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）
西本正純（NISHIMOTO, Masazumi）ゲノム医学実 RI 実験施設：講師（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）
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）

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）
廃液等環境分野
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）

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）

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）
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
部門員

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

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）
森

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

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）
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）
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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
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 23 年度組換え DNA 実験安全委員会を開催した（H24.3.15 開催，基礎医学棟・4 階カンファレンスルーム，
出席者 11 名）
．平成 23 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
76 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 18 件，未承認 12 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
埼玉医科大学には，毛呂山キャンパス・日高キャンパス・川越キャンパスに各々独立した飼養保管施設が設置され
ている．各施設では，施設責任者（専任教員）の指導のもとに実験動物技術者（係長・主任を含む）が配置され，施
設の運営管理が円滑に行なわれている．平成 18 年 6 月 1 日，文部科学省より「研究機関等における動物実験等の実
施に関する基本指針」が告示された．この告示に従い，本学においても「埼玉医科大学動物実験規程」が平成 19 年
12 月 1 日に施行された．本学の教職員は，
機関内規程を遵守して円滑な飼養保管施設の運営そして研究活動を行った．
学内全ての動物実験は，動物実験委員会により動物実験計画書の審査・承認が行われ，適切な研究が遂行された．平
成 23 年度各キャンパスから提出された動物実験計画書 206 件，実験室設置承認申請書 25 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 36 件，施設等（動物実験室）廃止届 3 件，追
加変更届 48 件について審査の結果承認した．さらに，随時メール審査を開催し，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．
薬物分野
①第 1 回

部門会議（平成 23 年 7 月 20 日〜平成 23 年 7 月 25 日）（メール会議）出席 5 人

欠席 0 人

議事：文科省の「農薬危害防止運動」実施依頼への対応
1．文科省依頼にはメール連絡により迅速に周知して対応した．
2．薬物の管理については，監視カメラおよび入出管理システム（生体認証が望ましい）の早期導入をいくつか
の会議で提案した．
3．赤塚部門長のもとに麻薬免許の申請制度を確立し，研究センターホームページに明記した．
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 2 回施行した [ 平成 23 年 5 月（出席者：5 名），平成 23 年
12 月（出席者：5 名）講師は飯塚裕幸 ]．再教育訓練は東京大学アイソトープ総合センター井尻憲一教授をお招
きし，平成 24 年 3 月 27 に開催した（出席者：38 名）．
福島原子力発電所事故後，学内の放射線量を測定し，測定結果を学内ホームページで確認できるようにした．
廃液等環境分野
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．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，22 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改
訂を行ない，さらに上記手引きを研究者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）に掲載している．また廃液は，上記手引きに基づき適切に処理を行っている．
4．川越キャンパスでは，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）は，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．
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安全管理部門

感染分野
1．H24 年 3 月 8 日付 23 文科振第 728 号にて文科省から依頼のあった『病原性微生物等の保有状況等の調査』
に基づき学内の調査を行った．
2．病原性微生物等管理委員会において作成された「埼玉医大病原体等安全管理規則（案）」を，簡単な解説と共
に研究センターホームページに掲載し，H24 年 3 月 26 日に全研究者宛のメール配信で通知を行った．
4．評価と次年度目標
本年度も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．年度途中で麻薬研究者免許申請時の稟議書提出手続き等を整備するよう別所新学長から指示が
あったのをきっかけに，研究センター安全管理部門ホームページにおいて，各管理対象毎に説明ページを付ける
作業に着手した．来年度以降も継続して充実を図りたい．

829

医学研究センター

6．フェローシップ部門
1．構成員
部門長

丸山

副部門長
部門長

森

敬（MARUYAMA, Kei）
：薬理学：教授（任期：H24.3.31）
茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター：教授（任期：H24.3.31）

別所正美（BESSHO, Masami）
：大学病院血液内科：教授（任期：H24.3.31）
斎藤一之（SAITOH, Kazuyui）
：法医学：教授（任期：H24.3.31）
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：H24.3.31）
名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：大学病院消化器内科・肝臓内科：教授（任期：H24.3.31）
木村文子（KIMURA, Fumiko）
：国際医療センター画像診断科：教授（任期：H24.3.31）

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
随時メール会議による迅速な対応を行った．
①第 1 回

部門会議（平成 23 年 6 月 8 日〜平成 23 年 6 月 10 日）於：メール会議 出席 7 人 欠席 0 人

議事：福島原発事故による留学生の中途帰国（奨学金辞退）の了承（運営会議口頭報告）
②第 2 回

部門会議（平成 23 年 7 月 7 日）於：薬理教授室 出席 6 人 欠席 1 人

その後のメール会議（平成 23 年 7 月 8 日〜平成 23 年 7 月 11 日）
議事：部門構成や活動方針など（議事録有）
③第 3 回

部門会議（平成 23 年 8 月 29 日〜平成 23 年 9 月 2 日）於：メール会議 出席 7 人 欠席 0 人

議事：平成 23 年度第 2 回（8 月）奨学生の応募が無かったことの確認（運営会議口頭報告）
④第 4 回 （平成 23 年 9 月 22 日〜平成 23 年 10 月 5 日）於：メール会議 出席 7 人 欠席 0 人
議事：国内外の奨学金（研究支援制度）の調査（研究センター長に部門提言として文書提出）
B. 非常勤研究員の身分制度
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 22 年度と同じく，各埼玉医科大学規則に従った．
C. 日本人研究者の支援
本フェローシップは基本的には外国人研究者を対象としている．日本人枠については，外国人申請者 4 名以上
がすべて初めての受給申請の場合は，外国人を優先するが，受給歴のある外国人よりも 1 人を限度として，研
究歴や研究能力が相応の日本人（博士課程最終学年か博士研究員を想定）を選別可能とした．日本人の選考は，
以下の順で優先することにした．この選考基準は将来的にも基準となると判断した．
（1）学位取得者，受給開始日までに取得予定者とする．（ポストドクを想定）
（2）大学院最終学年在籍者を優先する．
（学振の DC2 を想定）
（3）本学の無給常勤研究員，大学院生，研究生．（研究歴／能力を勘案）
（4）同じ条件の場合は年長者を優先する．
（社会的必要性を考慮）
D. 平成 24 年度以降の制度について
全学的な問題であり，種々の状況を勘案しつつ，慎重に検討する．日本国内および外国の奨学金制度を調査して
議論して研究センター長に報告した．保健医療学部大学院の創設に伴い，大学院生の研究支援についても議論・
提案した．鈴木正彦保健医療学部教授にも参加していただいて議論した．初期研修医学博士コース（仮称）とし
て大学院授業料相当額を支給して研修医の大学院研究を支援することを提案した．研修医以外の修士課程および
博士課程大学院生にも数万円の奨学金を支給し，卒業後研究職に就任する場合には免除することを提案した．博
士研究員には研究費を提供することを提案した．新制度への移行を考慮して，平成 23 年度 3 月の奨学生募集を
中止した．
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4．評価と次年度目標
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．平成 24 年度は，新制度への移行を問題
なく行うよう常に準備するものとする．
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7．研究評価部門
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：H24.3.31）

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：H24.3.31）

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．研究業績データベースの利用
5月

保健医療学部の教員に対する利用説明会の実施

5月

中央研究施設を利用した研究成果のデータの提出

7月

研究に関わる人事考課のためのデータダウンロード

7月

ReaD とのデータ交換の実施

8月

大学病院への研究業績の提出（特定機能病院）

11 月

ReaD が ReaD&Researchmap に移行

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&Researchmap とのデータ交換については，新しくサービスが始まる見込みの web 方式
で実施する計画である。研究活動の実績を定量化するためのシステムの開発も検討する。
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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（任期：H24.3.31）

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 16 名の留学生の受入れを行った．7 月 6 日の留学生壮行
歓迎会の開催，
7 月 9 日から 11 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）
．また医学基礎ゴッドフリー チャド特任講師による英会話レッスン English
Cafe が 4 月から 9 月の土曜日に 7 回実施された．
3-2．
「春季語学研修制度 English for Health Science Purposes」
3 月 4 日から 19 日に実施された．
アメリカ・サンフランシスコ：
医学部 8 名，保健医療学部 7 名（引率

保健医療学部

市岡正適教授）

オーストラリア・ゴールドコースト：
医学部 4 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」
前年末に行った募集と選考により選出された 5 名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（センメルワイス大学，ペーチ大学）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実施された．
3-4．
「English Cafe」
昨年より開始した医学基礎ゴッドフリー チャド特任講師による全学生を対象とした英会話レッスンを実施した．
ほぼ毎週実施され，全 32 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

梅崎明日香

呉明

Charite University Medicine Berlin

給前

まや

田中久美子

愛

新堀

智也

長谷川早紀

University of Liverpool

並木

美紀

師田

瑞樹

University of Manitoba

岡田真里子

長池

弘江

University of Bochum

岡部

正和

杉田秀太郎

Albert Einstein College of Medicine

堀川

武宏

吉田

優

Johns Hopkins University

矢澤

宏晃

吉川

祐司

Chang Gung University

風間

朝子

下出

崇輝

Semmelweis University

秋山恵里奈

河野

慈

University of Pecs

市川

横山

達郎

貴規
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Linkoping University

Erik Boberg

Denis Camacho

Charite University Medicine Berlin

Gerrit vom Brocke

Felix Thiele

University of Liverpool

Patrick Bogue

Esther Lloyd

University of Manitoba

Reesa Simmonds

Matthew Alkana
Sascha Becker

University of Bochum

Pia Kristin Hauﬀa

Albert Einstein College of Medicine

* 震災によりキャンセル

Chang Gung University

Chun-Chi Yang

Guby Chen

Semmelweis University

Daniel Csete

Orsolya Horvath

University of Pecs

Laszlo Somogyi

Anna Budai

教員短期留学制度

留学者一覧

金潤

澤 整形外科

准教授 ベルン大学整形外科（スイス，ベルン）

黒田

功 国際医療センター泌尿器腫瘍科

講師 Henri Mondor Hospital（フランス，クレテイユ）

佐々木修 総合医療センター心臓内科

講師 Cedars-Sinai Medical Center（アメリカ，ロスアンゼルス）

枡岡

講師 Univ. of Michigan Cardiovascular Center（アメリカ，ミシガン州）

歩 国際医療センター小児心臓外科

大原泰宏 消化器一般外科

助教 センメルワイス大学（ハンガリー共和国，ブダペスト）

Dr. Zsoﬁa Lenkey

ペーチ大学（ハンガリー共和国，ペーチ）

Dr. Andras Novak

センメルワイス大学（ハンガリー共和国，ブタペスト） 消化器一般外科

国際医療センター心臓内科

4．評価と次年度目標
17 年目となった「学生相互交換留学制度」
，6 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・
ゴールドコーストとし実施となった「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 3 年目となっ
た「教員短期留学制度」では，引き続き相互交換留学協定による外国人医師の受入れを 2 名行う事ができた．今後
もさらに全学的な視野に立った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

(SHIBAZAKI, Satomi)：地域医学･医療センター：准教授 ( 任期：H24.3.31)

大野洋一

(OHNO,Yoichi)：地域医学･医療センター：講師 ( 任期：H24.3.31)

荒木隆一郎
宮﨑

孝

(ARAKI,Ryuichirou)：地域医学･医療センター：助教 ( 任期：H24.3.31)
(MIYAZAKI,Takashi)：地域医学･医療センター：助教 ( 任期：H24.3.31)

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 23 年 4 月 11 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，105 回国試分析
②第 2 回部門会議（平成 23 年 5 月 9 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
③第 3 回部門会議（平成 23 年 6 月 6 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
④第 4 回部門会議（平成 23 年 7 月 11 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，
⑤第 5 回部門会議（平成 23 年 9 月 5 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，実習の状況
⑥第 6 回部門会議（平成 23 年 10 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
⑦第 7 回部門会議（平成 23 年 11 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，定期試験について
⑧第 8 回部門会議（平成 23 年 12 月 12 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，今後の地域医学教育について
⑨第 9 回部門会議（平成 24 年 1 月 16 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，
⑩第 10 回部門会議（平成 24 年 2 月 20 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
⑪第 11 回部門会議（平成 24 年 3 月 6 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 23 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 , 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．
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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

(SHIBAZAKI, Satomi)：地域医学･医療センター：准教授 ( 任期：H24.3.31)

大野洋一

(OHNO,Yoichi)：地域医学･医療センター：講師 ( 任期：H24.3.31)

荒木隆一郎
宮﨑

孝

(ARAKI,Ryuichirou)：地域医学･医療センター：助教 ( 任期：H24.3.31)
(MIYAZAKI,Takashi)：地域医学･医療センター：助教 ( 任期：H24.3.31)

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 23 年 4 月 26 日）於：地域医学・医療センター教員室 出席 6 人
議事：選択必修の実施，医学概論の進め方、105 回国試分析について
②第 2 回部門会議（平成 23 年 5 月 23 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：光の家実習における学生の実習について
③第 3 回部門会議（平成 23 年 6 月 13 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 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 23 年 7 月 11 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 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 23 年 9 月 12 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 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 23 年 10 月 17 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：地域医療実習の評価と実習報告書の作成について
⑦第 7 回部門会議（平成 23 年 12 月 19 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：地域医療実習評価、臨床入門実習未終了者について
⑧第 8 回部門会議（平成 24 年 1 月 16 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：定期試験問題と次年度計画について，埼玉県立大学との連携について
⑨第 9 回部門会議（平成 24 年 2 月 20 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：6 年生の担当講義の実施方法について
⑩第 10 回部門会議（平成 24 年 3 月 13 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：地域社会と健康ユニット実習の進め方について、6 年生講義担当について

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 23 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．今年度は，特に 1 年生から 3 年生の医学概論において、
地域･チーム医療分野をそれぞれ 7-8 コマ担当し、埼玉県立大学大塚眞理子先生にもご協力いただいて、グループワー
ク等を通して , チーム形成やパートナーシップ、専門職についての理解を深める教育を導入すべく企画し , 実施した . 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（SHIBAZAKI, Satomi）
：地域医学･医療センター：准教授（任期：H24.3.31）
大野洋一（OHNO,Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：H24.3.31）
荒木隆一郎（ARAKI,Ryuichirou）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）
宮﨑

孝（MIYAZAKI,Takashi）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）

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 23 年 4 月 11 日）於：地域医学・医療センター教員室 出席 6 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 23 年 9 月 5 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：インフルエンザ流行予測について , 調査の解析について
③第 3 回部門会議（平成 24 年 1 月 16 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 24 年 3 月 13 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 6 人

議事：埼玉県がん対策について

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．埼玉県がん検診統一集計に協力し ,
市町村への教育に関して協力した．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）
大野洋一（OHNO,Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：H24.3.31）
荒木隆一郎（ARAKI,Ryuichirou）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）
宮﨑

孝（MIYAZAKI,Takashi）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H24.3.31）

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 23 年 4 月 11 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
②第 2 回部門会議（平成 24 年 1 月 16 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、埼玉県がん対策について

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．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，新たに埼玉県がん検診統一集計の有効活用に関する検討を行う．
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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センター長，医学部入学試験委員会委員長，学長・
医学部長，大学病院血液内科教授 （任期：H24.3.31）

2．目的
入試問題統括部門は，埼玉医科大学アドミッションセンター規程第 8 条第 2 項に則り，次の事項に関する業務を
行うことを目的としている．
（1）入試問題作成に関わる支援と統括に関すること．
（2）入試問題作成に関わる基本情報等の収集に関すること．
（3）入試問題の点検および入試ミス防止等の調査・研究に関すること．

3．活動報告
本部門のみの会議体の開催は行われなかったが，アドミッションセンター運営委員会の中で意見交換が行われた．
また，医学部入学試験委員会，同実施委員会のもとで，上述の「目的」のために行われた業務は次のとおりである．
（1）一般入試（前・後期）
各科目の出題委員が入試問題の作成，点検，入稿，出張校正を行った．また医学教育センター試験管理室の協力を
得て，直前点検を行った．入試終了後，問題に対する自己点検評価ならびに外部評価者による第三者評価を行い，そ
の結果を医学部入学試験委員会へ報告した．問題作成および点検に係るおもな日程は次のとおりである．
・国立印刷局入稿（前・後期分）
：平成 23 年 10 月 3 日
・校正（前・後期分）
：初校 平成 23 年 11 月 7 日，再校 12 月 5 日，念校 12 月 19 日
・直前点検：前期分 平成 24 年 1 月 26 日，後期分 2 月 16 日
（2）推薦入試
各科目の出題委員が適性検査Ⅰ・Ⅱの問題を作成するとともに，医学教育センター試験管理室の協力を得て直前点
検を行った．なお，例年合格者（入学予定者）に課していた学習課題については改めて入学前教育の一環との位置付
けを行い，その業務を医学教育センターへ移管することとした．
（3）センター入試
平成 25 年度より導入を予定しているセンター試験利用入学試験に関係して，1 次試験で利用する科目および 2 次
試験の内容について，新たに設置された「センター試験準備委員会」および「センター試験ワーキンググループ」で
検討を行い，その経過を医学部入学試験委員会へ報告した．

4．評価と次年度目標
上記「3. 活動報告」の（1）
，
（2）については概ね業務を円滑に遂行できた．一般入試については前後期を通じて，
試験当日に出題ミスは発見されなかった．
（3）のセンター入試については平成 25 年度の実施に向けて，今後詳細を
詰めていく予定である．
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1．卒前教育部門
1．構成員
部門長

加瀬康弘（KASE Yasuhiro）
：大学病院耳鼻咽喉科：教授（任期：H25.3.31）

部門員

松下

祥（MATSUSHITA Sho）
：免疫学教室：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） 杣
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

杣
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
薬疹

中村

皮疹

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）医師国家試験の配点に応じたアレルギー関連講義数の適正化に関して検討した．
4）クリニカルクラークシップにおけるアレルギーセンター実習参加の勧誘をおこなった．
5）以上につき，平成 23 年度開催のすべてのアレルギーセンター運営会議において報告をおこなった．
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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，卒前教育の最低限の目標は
達成した．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
の系統化について審理を継続的する．
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2．卒後教育部門
1．構成員
部門長

徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）
：埼玉医科大学病院小児科：教授（任期：H25.3.31）

部門員

加瀬康弘（Kase, Yasuhiro）
：埼玉医科大学病院耳鼻科：教授
中村晃一郎（NAKAMURA, Koichiro）：埼玉医科大学病院皮膚科 : 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（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
年に数回行う学内講演会（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 28 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 23 年 11 月 24 日）
横浜市立大学付属病院皮膚科

猪又直子准教授

「
「シーフードアレルギーの最新アプローチ」」
第 29 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 24 年 2 月 16 日）
名古屋市立大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科学

鈴木元彦准教授

「アレルギー性鼻炎の診断と治療」
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 回実施している．

4．評価と次年度目標
「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，コメディカルなどの勉強の場
として提供できたと考えている．本年は東日本大震災の影響により開催が延期されたなどのためアレルギーフォーラ
ムの開催回数は前年に比べ少なかった．次年度は前年並みに実施したい．

843

アレルギーセンター

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

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, 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

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：スギ，ハウスダスト．
プリックテスト，局所麻酔アレルギーテスト．
アドレナリン自己注射システム（エピペン）導入を施行した．
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．ガイドラインの作成に従事した．
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 3 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，さらに症例数や検査数を増加したい．
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4．研究部門
1．構成員
部門長

松下

部門員

徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）
：埼玉医科大学病院小児科：教授（任期：H24.3.31）

祥（MATSUSHITA, Sho）: 埼玉医科大学医学部免疫学：教授（任期：H24.3.31）

中村晃一郎（NAKAMURA, Koichiro）：埼玉医科大学病院皮膚科：教授（任期：H24.3.31）
森

圭介（MORI, Keisuke）
：埼玉医科大学病院眼科：准教授（任期：H24.3.31）

善浪弘善（YOSHINAMI, Hiroyoshi）：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：准教授（任期：H24.3.31）
中込一之（NAKAGOME, Kazuyuki）：埼玉医科大学呼吸器内科：講師（任期：H24.3.31）

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で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して
おります．アレルギーセンター発足にともない，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
同推進につとめております．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ますので，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
います．臨床研究でも呼吸器内科と耳鼻咽喉科のちからをあわせたアレルギー研究が始動しています．そのほか，眼
疾患を中心に，炎症と血管新生など幅広い分野での研究，さらにアレルギー疾患の根治を目指したアレルゲン免疫療
法に関する研究が検討されています．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 22 回運営会議（平成 23 年 6 月 10 日）
呼吸器内科・免疫学共同研究が Journal of Immunology に掲載される事が報告された．
小児科

徳山教授監修「こどもの咳嗽診療ガイドブック」発刊の報告がされた．

第 23 回運営会議（平成 23 年 7 月 15 日）
日本ケミファから多種類抗原の迅速 IgE 測定キットを利用した臨床研究の申し入れ受託を承認．
プ ロ ジ ェ ク ト 検 討「 抗 原 感 作 化 脾 細 胞 の naive マ ウ ス へ の 導 入 に よ っ て， 気 道 過 敏 性 亢 進 が 誘 導 さ れ
CD4+CD62LLow memory/eﬀecter Th2 細胞が機能する」「マウスに IL-10 や IFN?，IL-5 遺伝子を導入するこ
とによって，IL-10 と IFN? は樹状細胞の機能抑制を介した経路，IL-5 は TGF? 産生亢進，CD4+T 細胞抑制を
介した経路による好酸球性気道炎症が抑制される」「ドーパミン D1 受容体拮抗薬が，OVA 抗原 T 細胞受容体
transgenic マウスの OVA 吸入による好中球性気道炎症を抑制．この反応は同薬剤が肺 CD11c+APC からの IL-23
産生を抑制し，続く IL-23 受容体陽性 Th17 細胞の肺への浸潤・Th17 の抑制する事で進行する」以上の 3 点を
報告．呼吸器内科

中込

第 24 回運営会議（平成 23 年 9 月 9 日）
日本ケミファから要望された多種類抗原の迅速 IgE 測定キットを利用した臨床研究に関する打ち合わせの報告．
プロジェクト検討「加齢黄斑変性症（AMD）に関する研究に関する報告」眼科

森

第 25 回運営会議（平成 23 年 10 月 7 日）
日本ケミファから依頼のあったアレルゲン特異的 IgE 迅速測定システムの臨床研究に関するプロトコールの説明．
プロジェクト検討「米国 mayo clinic 留学時の研究に関する報告」呼吸器内科

杣

第 26 回運営会議（平成 23 年 11 月 4 日）
日本ケミファ社から依頼のあったアレルゲン特異的 IgE 迅速測定システムの臨床研究の進捗状況，使用する測定
機器の設置場所などの報告．ならびに新規研究スタッフ応募についての報告．日本アレルギー学会学術大会にお
いての発表演題の報告．
プロジェクト検討「花粉症に対するボツリヌス治療の研究に関する報告」耳鼻科

上条

第 27 回運営会議（平成 23 年 12 月 2 日）
論文・学会発表の新規業績の報告．ならびに小児科において APAPARI（アジア太平洋小児アレルギー呼吸器学会）
での学会発表報告がされた．
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プロジェクト検討「当院における食物アレルギー負荷試験の状況に関する報告」小児科

盛田

第 28 回運営会議（平成 24 年 1 月 6 日）
WAC（World Allergy Congress）にて呼吸器内科より一般演題 3 題，耳鼻科より 1 題が発表された事の報告．
プロジェクト検討「各種湿疹・皮膚炎群と蕁麻疹患者に対する第 2 世代抗ヒスタミン薬の痒み抑制効果に関す
る臨床試験に関する報告」皮膚科

中村

第 29 回運営会議（平成 24 年 2 月 10 日）
IL-22 のアレルギー性気道炎症に対する効果に関する論文が米国免疫学会雑誌 Journal of Immunology に掲載さ
れる事が報告された．
プロジェクト検討「生薬による Th17 原性炎症の治療に関する研究の報告」免疫学

松下

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

徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）：埼玉医科大学病院小児科：教授（任期：H25.3.31）

部門員

森

圭介（MORI, Keisuke）
：埼玉医科大学病院眼科：准教授

杣

知行（SOMA, Tomoyuki）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：講師

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，
■ 2011 年 04 月 01 日

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology のご報告をアップしました

■ 2011 年 09 月 26 日

こどもの咳嗽診療ガイドブックを出版しました

■ 2011 年 11 月 14 日 「国際喘息学会日本・北アジア部会」主催のお知らせ
■ 2011 年 12 月 05 日

第 61 回日本アレルギー学会秋季学術大会参加記

■ 2011 年 12 月 05 日

アジア太平洋小児アレルギー呼吸器免疫学会・日本小児アレルギー学会（2011 年 10 月

28-30 日）報告
■ 2011 年 12 月 26 日

World Allergy Congress（WAC）報告

■ 2012 年 02 月 10 日

アレルギー週間市民公開講座を開催しました

■ 2012 年 02 月 16 日 「花粉症の最前線」について，第 29 回埼玉医大アレルギーフォーラムが開催されました
の各コラムを執筆した．

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ているようである．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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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（任期：H.25.3.31）

漢方部門長

磯部秀之（ISOBE, HIDEYUKI）
：埼玉医科大学東洋医学科：講師
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
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
磯部八郎（ISOBE, HACHIRO）
：埼玉医科大学東洋医学科：非常勤講師
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
関谷

剛（SEKIYA, TAKESHI）
：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

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）

新井千枝子（ARAI, CHIEKO）
菊池友和（KIKUCHI, TOMOKAZU）
田中晃一（TANAKA, KOUICHI）
小内

愛（KOUCHI, AI）

鈴木真理（SUZUKI, MARI）非常勤鍼灸師
津崎正法（TSUZAKI, MASANORI）非常勤鍼灸師
白壁広光（SHIRAKABE, HIROMITU）非常勤鍼灸師
寺澤宏美（TERASAWAI, HIROMI）非常勤鍼灸師
本澤慎也（HONZAWA, SHINYA）非常勤鍼灸師

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 23 年度
第 1 回部門会議：
（4/20 水 7：00-）於：3 講（議事録あり）
第 2 回部門会議：
（5/27 金 7：00-）於：4F カンファ（議事録あり）
第 3 回部門会議：
（6/24 金 6：30-）於：4F カンファ（議事録あり）
第 4 回部門会議：
（7/26 月朝 7：30-）於：4F カンファ（議事録あり）
第 5 回部門会議：
（8/30 火 7：30-）於：4F カンファ（議事録あり）
第 6 回部門会議：
（9/16 金 7：00-）於：4 講（議事録あり）
第 7 回部門会議：
（10/26 水 7：00-）於：4F カンファ（議事録あり）
第 8 回部門会議：
（12/2 金 7：30-）於：4 講（議事録あり）
第 9 回部門会議：
（12/28 水 7：00-）於：4 講（議事録あり）
第 10 回部門会議：
（2012- 1/18 水 6：00-）於：4F カンファ（議事録あり）
第 11 回部門会議：
（2/24 金 7：00-）於：4F カンファ（議事録あり）
第 12 回部門会議：
（3/30 金 7：00-）於：4F カンファ（議事録あり）
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 23 年度における診療実績数は，保険診療延べ人数 2100 名（新患
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273 名）
，保険外診療が凡そ 10000 名（新患 265 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，2011 年 3 月には，「和漢薬（漢方薬）の特徴や使用の現状につ
いて概説できる」と改訂された．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 23 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，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 19 回（社）日本東洋医学会埼玉県部会を H,24 年 2/26 大宮法科大学院大学にて開催
2）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,23 年 7 月 18 日
3）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,23 年 9 月 18 日
4）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,23 年 11 月 20 日
5）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,24 年 2 月 19 日
6）第 1 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催：平成 23 年 6 月 26 日（日）埼玉医科大学かわごえクリニック 6F 大
会議室
7）第 15 回日本統合医療学会（埼玉）開催：平成 24 年 1 月 14-15 日（日）埼玉県大宮ソニックシティ（小ホール，
市民ホール，展示会場）
8）第 2 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催：平成 24 年 1 月 22 日（日）埼玉医科大学かわごえクリニック 6 階
大会議室

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．平成 24 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）を開始するため，それに関する規程及び申請書，契約書等
を作成した．
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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：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．
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

兼担

准教授

柴崎智美

兼担

講師

大野洋一

2．目的
2009 年 4 月新たに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，安全推進を更にはかると共に 3 キャンパスの健康推進室と共同し，
キャンパス全体の健康，安全度を一層高めることが目的である．

3．活動報告
学生部門では，対象となる医学部，保健医療学部の学生数が増えたため，健康管理センターと協議し，昨年度の反
省を踏まえ，日程の調節を行い，担当者の負担が過剰にならないように配慮した．また健診会場での実施を円滑に行
うため，別会場に集合し，健診票の記入など確認の上順次会場に移動するように改めた．健診の未受診者が出ないよ
うに各学年に注意を徹底した．健診後のフォローは学生自身が自覚して取り込むことができるよう，特に新入生には
指導を行った．今年度入学生は受験勉強中のストレス，運動不足で肥満者が多く，脂肪肝，脂質異常症，高尿酸血症
など異常所見を持つ学生が目立ち，内分泌・糖尿病内科の井上准教授にメタボリック症候群の危険性および食生活，
運動面での集団指導と精査，フォローをお願いし効果が上がった．
感染症ではノロウィルスやインフルエンザについて感染情報を掲示し，流行の拡大がないよう注意を促した．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昨年度と同様に希望者に行った．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．B 型肝炎の予防接種後の抗体価の測定時期については従来健診採血時に行っ
ていたが，陽性率が低く，抗体力価の適切な時期なのか問題があると考え，今年度は採血時期を変更し，再検討を行
うことにした．
メンタルヘルスでは保健医療学部においては臨床心理士によるカウンセリングが週 1 回おこなわれており，相談
数も多く，軌道に乗っている．医学部では心の相談室を設けてはいるが，精神科医師が担当で学生にはハードルが高
いようで，相談者は減少し少数にとどまっている．早期の対応，予防のためにカウンセラーの導入が必要であり，教
官側からの要請もあり，昨年度に引き続き実現に向け申請を行っている．
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
あり昨年度と同様 6 月 27 日から 7 月 5 日の午後に実施した．今年度から保健師 1 名が常勤で活動に加わり，健診デー
タの整備，ファイル化，事後措置がより円滑に充実して行われるようになった．またメンタル相談にも保健師が加わ
れるようになり，特に看護師の相談には状況の把握が適確に行われるようになった．
胸部レ線検査は医療従事者にとり特に結核初期発見に大切な検査である．昨年度までは胸部レ線撮影の画像保存，
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，他キャンパスでは既にデジタル化されているのにあわせ，
健康管理センターと協議を進め，今年度からデジタル化が実現し，画像の読影，参照，保存の面で大いに改善をみた．
ホルムアルデヒド環境測定ではかなりの改善がなされているが，特に作業時間の長い部署では放散を防ぐ改善ポイ
ントを各部署に測定結果と併せお知らせし，対策を要請した．
実験動物施設洗浄滅菌室の作業環境は，高温多湿で夏季には熱中症発症のリスクが高かったが，空調，排気の改善
が行われた結果より安全な環境となった．また同所の滅菌設備でのエチレンオキシドガスの管理も安全性の面で重大
な問題があったので改善を図り，環境測定も定期的に行われるようになり，基準を満たすようになった．
健康教育としては安全衛生委員会との共同でと今年度は心のケアについて総合医療センターの堀川先生に御講演い
ただき多くの方が来聴された．講演のポイントをまとめ推進室だよりとして配布した．

4．評価と次年度目標
健診後健康推進のための保健指導は看護師，保健師に依存することが多いが，保健医療学部は依然として 1 名減
で補充なく，医学部も実質 1 名で両学部とも非常勤体制で，マンパワーが足りず，十分な指導はできない状況が続
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いている．この面で改善が必要である．また担当教官も兼担で，業務が過重となっているのが実情である．その状況
下でも関係者の努力工夫で事後措置に進捗がみられているが，スタッフの充実が必要である．
職員健康推進室は昨年 6 月から利用できるようになり，相談室も設置し，今年度は常勤の保健師 1 名が加わり，
健診後保健指導が軌道に乗ってきた．また次年度は学生の胸部レ線もデジタル化され，その管理も含め学生健康推進
室と職員健康推進室を統合し，より利用しやすい施設とし，事務処理を担当する事務員の常駐を要請し，業務の効率
化を図りたい．
また長年の検討課題であった 3 キャンパスの共通した健康管理システムの導入を情情報システム部の協力を得て
来年度には実現を図る．
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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
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．目的
3．活動報告
4．評価と次年度目標
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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
・川越ブランチ長

大竹

明（OHTAKE, Akira）：大学病院小児科：教授（任期：H24.3.31）

石田秀行（ISHIDA, Hideyuki）：総合医療センター消化管・一般外科：教授（任期：
H24.3.31）

・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部門であり，2 年目の活動となる．しかしながら，分散する関連
組織の理解と協力を得ることに難渋し，基盤整備を開始するための交渉に終始し，その存在が必ずしも全学に浸透し
ていない状況のまま 1 年が終了した．次年度も，具体的な活動の開始に結び付けることを目標に山積する課題に対し，
ひとつひとつ丁寧に解決するための努力を続ける．
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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）

・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）

・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部門であり，2 年目となる本年も基盤整備が主たる活動となった．
基本学科先端医療開発センターとしてのトランスレーショナルリサーチの教育・研究等の活動は順調に推移している
が，部門としての実質的活動にはいたらず，いまだ課題が山積している．次年度は，具体的な活動の開始をめざし，
関連組織との連携を進め，部門としての実働を担保するための基盤整備を完了する．
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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／キャリア形成支援部門長
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
森

茂久（MORI, Sigehisa）

間嶋

満（MAJIMA, Mituru）

副センター長／初期臨床研修部門長 大学病院
卒前部門 部門長
卒前部門

柴崎智美（Sibasaki, Tomomi）

卒前部門

辻

卒前部門

美隆（TUJI, Yositaka）

御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）

初期臨床研修部門 総合医療センター

石原正一郎（ISHIHARA, Shoichiro） 初期臨床研修部門 国際医療センター
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）

キャリア形成支援部門

名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）

女性医師部門

稲葉宗通（INABA, Munemicti）

生涯学習部門長

岡田一観（OKADA, Kazumi）

大学病院

川俣英希（KAWAMATA, Eiki）

総合医療センター

研修管理委員会事務局

下田裕子（SIMODA, Yuko）

国際医療センター

研修管理室

研修管理委員会事務局

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
昨年度発足した医療人育成センターは，全 10 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 12 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 4 月 18 日
大学病院人材養成機能強化事業について，キャリア形成支援部門 後期研修体制検討 WG について，今年度の活
動予定について など
（2）第 13 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 5 月 30 日
大学病院人材養成機能強化事業について，キャリア形成支援部門の研修修了者追跡調査について，部門ごとの活
動報告について など
（3）第 14 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 6 月 20 日
大学病院人材養成機能強化事業について，キャリア形成支援部門の活動報告，部門ごとの活動報告について など
（4）第 15 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 7 月 25 日
大学病院人材養成機能強化事業について，キャリア形成支援部門 後期研修体制検討 WG（大学院のありかた委
員会）について，部門別の活動予定について など
（5）第 16 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 9 月 26 日
大学病院人材養成機能強化事業について，キャリア形成支援部門 後期研修体制検討 WG について，部門ごとの
活動報告について など
（6）第 17 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 10 月 31 日
大学病院人材養成機能強化事業（本学開催のコーディネータ会議，人事交流）について，研修医マッチング結果
について，部門ごとの活動報告について など
（7）第 18 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 11 月 28 日
大学病院人材養成機能強化事業について，部門ごとの活動報告について など
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（8）第 19 回医療人育成支援センター運営会議：平成 23 年 12 月 26 日
大学病院人材養成機能強化事業について，部門ごとの活動報告について など
（9）第 20 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 1 月 23 日
大学病院人材養成機能強化事業について，部門ごとの活動報告について など
（10）第 21 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 2 月 27 日
大学病院人材養成機能強化事業について，部門ごとの活動報告について 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 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職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「大学病院人材養成機能強化事業（旧名称：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，他大学と連携した医師の人事交流や生涯学習も支援している．
この中で今年度は，11 月 21 日に大学病院人材養成機能強化事業連携大学によるコーディネータ会議を本学で開
催した．また会議終了後，評価委員会も開催され本事業で購入したスキルスラボの備品や日高キャンパスに移動して
のゲノム医学研修センター視察を行った．なおこの評価委員会は，連携大学の持ち回りで行われており今年度は本学
の担当であった．
その他の事業としては，女性医師支援として，“ 先輩・教えて！私のワーク・ライフ・シナジー ” と題したシンポジュー
ムを 1 月 10 日にオルコスホールにて開催し，卒業生をパネリストにお呼びし，医学生をはじめ埼玉県女性医師支援
センターの職員も聴講いただいた．
その他本学で開催したイベントは，
5 月 21 日と 10 月 29 日に “ 新生児蘇生法 “ 一次（B）” コース講習会 “ を開催した．
また 11 月 19 日と 12 月 10 日にスキルスラボにて 「腹部超音波
”
・上部消化管内視鏡検査の基本と実践」実践セミナー
“ を開催した．このセミナーは連携大学の他に，埼玉県医療整備課協力のもと，県内の臨床研修病院で研修している
研修医にもお声掛けし，春日部中央総合病院や上尾中央総合病院，自治医科大学さいたま医療センターの研修医が参
加した．
次年度は，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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1．人

事

教員異動（平成 23 年 4 月 1 日〜平成 24 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

赤羽

禾

准教授

髙田

医学教育センター他

講

師 魚住尚紀（生化学）

助

教

3

助

手

3

教

授

ゲノム医学研究センター

師

助

教

助

手

教

授

泰壽（分子生物学）

綾（法医学）
3

鈴木政美（中央研究施設実験動物部門）

准教授
講

明（物理学）

犬飼浩一（中央研究施設 RI 部門）
1
1

准教授
講

師

助

教

2

助

手

1

教

授 新津

池園哲郎（耳鼻咽喉科）
守（放射線科）

1
宮路太（小児科（新生児・未熟児科） 里見
金潤

大

准教授 鈴木将之（眼科寄附研究門）

澤（整形外科・脊椎外科）

学 病

矢内原仁（泌尿器科）

善浪弘善（耳鼻咽喉科）

佐々木貴浩（神経内科）

伊藤康男（神経内科）

甲斐裕樹（小児外科）

阿部裕一（小児科）

二宮充喜子（神経内科）

髙木英爾（総合診療内科）

保坂利男（内分泌内科・糖尿病内科） 菊田知宏（腎臓内科）

院

講

昭（小児外科）

倉林均（リハビリテーション科） 土井克史（麻酔科）

富岳亮（神経内科）

師 上條

篤（耳鼻咽喉科）

松浦一生（乳腺腫瘍科）

石澤圭介（神経内科）

新藤

晋（耳鼻咽喉科）

鈴木元晴（産科・婦人科）

西林学（産科・婦人科）

土橋尊志（眼科）
樺澤
助

教

助

手

32

昌（眼科）
23
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採

用

加藤稲子（小児科（総合周産期母子
教

医療センター新生児科））

授

昇

格

退

職

新井栄一（病理部）
張漢

秀（脳神経外科）

丸山義明（健康管理科）
西岡利彦（心臓内科）
大村栄治（内分泌・糖尿病内科）

深浦彦彰（神経内科）
准教授 堤

剛（耳鼻咽喉科）

百澤

総合医療センター

大宅宗一（脳神経外科）

丸尾俊彦（麻酔科）

阿部佳子（病理部）

鈴木俊成（麻酔科）

明（形成外科・美容外科）

鈴木啓二（小児科（総合周産期母子
医療センター新生児科））

熊谷洋一（消化管外科・一般外科） 安藤陽児（高度救命救急センター） 江崎勝一（小児科（総合周産期母子
藍公明（麻酔科）

山本和男（呼吸器内科）
講

師

医療センター新生児科））

櫻田智也（消化器・肝臓内科）

嶋崎雄一（耳鼻咽喉科）

森田智子（内分泌・糖尿病内科） 松本春信（血管外科）
長井智則（産婦人科）

河田光弘（心臓血管外科）

松村英祥（産婦人科（総合周産期

田中

基（麻酔科（産科麻酔科）

母子医療センター産科））
岡田典倫（消化管外科・一般外科）
岡田洋平（泌尿器科）
助

教

助

手

73

76

加藤眞吾（放射線科（放射線腫瘍科）） 關根広（放射線科（放射線腫瘍科）
教

授 鹿間直人（放射線科（放射線腫瘍科）） 大﨑昭彦（乳腺腫瘍科）

關根広（放射線科（放射線腫瘍科）
村田晋一（病理診断科）

国際医療センター

栗田浩樹（脳神経外科）
江原
准教授 嶋田

威（放射線科（放射線腫瘍科）） 増谷
顕（腫瘍内科）

聡（小児心臓科）

岡本光順（消化器外科）

佐治重衡（腫瘍内科）
竹田津未生（小児心臓科）

小山政史（泌尿器科）
矢ヶ﨑史治（造血器腫瘍科）

古平喜一郎（泌尿器科）
熊﨑

金澤隆三郎（脳神経外科（脳血管内治療科）

祐（放射線科（放射線腫瘍科） 浅田留美子（輸血・細胞移植科）

講

師

助

教

45

43

助

手

1

1

教

授

岩佐紀宏（産婦人科（婦人科腫瘍科）） 傳法倫久（神経内科・脳卒中内科）
藤内伸子（乳腺腫瘍科）

かわごえクリニック

准教授 森
講

師

助

教

助

手

合 計
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平成 23 年度

退職教授の在職年数・在任年月
氏

大

学

禾

大学病院

名・所

属

在職年数

泰壽（分子生物学）

18 年 2 ヶ月

里見

昭（小児外科）

28 年

土井

克史（麻酔科）

2 年 3 ヶ月

総合医療センター 關根

広（放射線科（放射線腫瘍科））

国際医療センター 村田

晋一（病理診断科）

6 年 5 ヶ月
4 年 10 ヶ月

在任年数
教

授

11 年 7 ヶ月

准教授

6 年 7 ヶ月

教授

15 年 4 ヶ月

准教授

12 年 8 ヶ月

教

授

2 年 3 ヶ月

教

授

1 ヶ月

准教授

6 年 4 ヶ月

教授

4 年 10 ヶ月

教員異動（平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日）
採

用

昇

格

退

職

松下年子（看護学科）
佐々木榮子（看護学科）
教

加藤基子（看護学科）

授

保健医療学部

石津みゑ子（看護学科）
石井郁夫（医用生体工学科）
准教授
根岸貴子（看護学科）
講

師 鈴木直子（看護学科）

山下芳久（医用生体工学科）

久保恭子（看護学科）

細井俊希（理学療法学科）

林

奥村高広（医用生体工学科）

本谷久美子（看護学科）

静子（看護学科）

安田裕子（看護学科）

合

助

教

5

助

手

2

2

9

17

計

6

平成 23 年度 退職教授の在職年数・在任年月
氏
松下
佐々木
保健医療学部

名・所

属

年子（看護学科）
榮子（看護学科）

在職年数

在任年数

5年

教授

5年

4年

教授

4年

加藤

基子（看護学科）

2 年 11 ヶ月

教授

2 年 11 ヶ月

石津

みゑ子（看護学科）

6年

教授

6年

石井

郁夫（医用生体工学科）

6年

教授

6年
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教職員名簿
【学

長

別所

正美】

【副学長

吉本

信雄】

医学基礎部門
基

本

生

学

科

物

化
物

教

授

学

理

教

授

原

隆

山

崎

芳 仁

講

師

学 吉

田 喜太郎

磯

部

正 良

森 口

武 史

間 啓

赤

羽

明

向 田

寿 光

勝

浦

一 雄

男（客） 笹

島

端 一

計

一

2（1）

助

教
1

学 赤

語 川

英

准
菅

茂
6

2

1

基礎医学部門
基

本

解

生

理

生
分

化
子

生

薬

物

生

免

物
疫

衆

衛

法

授

准

教

授

講

島 雅

文

駒

﨑

伸 二

髙 野

和

敬

2

松

村 讓

兒（客） 藤

田

恵 子

山

科 正

平（客）
田

眞 理

中 平

健 祐

3

伊 丹

千 晶

中 尾

啓 子

穗 苅

茂

中

村 裕

昭（客）

学 渡

辺 修

一

池

田 正

明

学 村

越 隆

之

生

医

高

学
山

敬

学 佐々木

理

微

教
学 永

学 丸

理

病

公

学 科

剖

惇

千本松

孝 明

茅

野

秀 一

守

屋

修

田 哲

也（客） 松

井

政 則

学 松

下

学 永
学 斎

小

森 隆

司（客）

学 赤

塚 俊

隆

内

木
計

師

魚 住

尚

松 本

征 仁

荒 木

智 之

田 中

求

淡 路

健 雄

祥

曽 根

敏 雄

井 正

規

太 田

晶 子

高 橋

美保子

藤 一

之

原

正 昭

戸

啓（客）
10（6）

綾

3
2
1
2

信 春

田

教

紀

小 林

髙

助

8

1

1

15

15

特別部門
基
医

療

本
政
計

864

学 科
策

学 宮

教

授

山 徳

司（特）

准

教

授

講

師

助

教
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医学教育センター・医学研究センター他
基

本

学 科

教

授
茂

久

山

田 泰

子

大

西 正

夫（客）

山

科 正

平（客）

木

阪 昌

知（客）

医学研究センター 鈴

木

勝

飯

野

顕（客）

田 真

澄

中央研究施設

医学教育センター 森

形

態

部

門 穐

実験動物部門
R

I

機

能

部

門

部

門 坂

アドミッションセンター 上

本

安

原 政

治（特）

山 正

彦

情報技術支援推進センター
先端医療開発センター 西
計

准
辻

教

授

講

師

美 隆

有 田

和 恵

荒 関

かやの

助

教
1

仁

科

正 実

2

大

島

晋

鈴

木

政 美

1

犬

飼

浩 一

1
1

椎

橋

実智男

江

口

英 孝

6（4）

1

7

2

7

ゲノム医学研究センター
【所

長
基

岡崎
本

康司（村松

学 科

正實（客）
）
】

ゲノム医学研究センター

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

聡（客） 井

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

田 立

雄（客）

遺伝子治療部門 三
Ｔ

Ｒ

部

准

教

授

講

師

上

公仁子

池 田

和 博

加 藤

英 政

助

谷 幸之介

教

1
2

門

1

実験動物施設
西 本

Ｒｉ実験施設
計

5（3）

1

正 純
3

6

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
2

1

2

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
865

資料

臨床医学部門
【病院長
基

片山
本

茂裕】

学 科

消化器内科･肝臓内科 持

心
呼

臓
吸

内
器

内

教

授

田

智

名

越 澄

子

岡

政

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

血

液

内

今

臼

井

准

教

授

講

師

井

幸 紀

中 山

伸 朗

稲 生

実 枝

中 込

一 之

杣

知 行

鈴 木

朋

子

野 口

雄

一

井

上

裕

郁 夫

科 別

所

正 美

中

村

裕 一

陣

内

逸 郎（客） 脇

本

直 樹

栗 原

進

小 野

啓

保 坂

利

男

伊 藤

善

啓

圭

介

室

橋

郁 生（客）

科 荒

木

信 夫

山

元

敏 正

石 澤

岩

﨑

愼 一（客） 中

里

良 彦

富 岳

細

川

武（客）

伊 藤

康

川

井

充（客）

二 宮

充喜子

丸

木

雄 一（客）

佐々木

貴

浩

坂

井

文 彦（客）

リウマチ膠原病科 三

村

俊 英

舟久保

ゆ

う

佐 藤

浩二郎

井 上

勉

神

経

内

科 鈴

木

洋 通

菅

原

壯 一（客）

感染症科・感染制御科 前

﨑

繁 文

総 合 診 療 内 科 中

元

秀 友

今

枝

博 之

腎

臓

内

消化器･一般外科 篠

塚

秋
竹

岡

山
中

田

雄 次
恒 夫

浩 一

Sandor Jozsef（客）
小
乳
小

腺

腫

児

瘍
外

川

菊 田

知

宏

髙 根

裕

史

山 口

敏

行

井 上

清

彰

大 庫

秀

飯 田

慎一郎

淺 野

博

多 賀

誠

松 浦

科 里

見

昭

一

生

康 治
弘 美

宮 島

剛

高

橋

啓 介

後 藤

建

立

花

陽 明

吉 岡

浩

潤

河 野

慎次郎

田 中

伸

866

科 藤

巻

11
10

8

5

澤

高 光

1
4

田

外

3

樹

野

経

9

玲

大

神

11

男

整形外科・脊椎外科 織

脳

15

展 二（客）

科

金

教

亮

中 村

望

助

小

林

正 人

11

之
哉
2

資料

形成外科･美容外科 中

塚

貴 志

市

岡

滋

科 雨

宮

伸

大

竹

明

山

内

秀 雄

德

山

研 一

宮

路

太

小

児

佐々木
皮

泌

膚

尿

器

時

岡

一 幸

8
阿 部

裕

耳
（神

産

鼻

咽

経

喉
耳

婦

人

田

哲 也

倉

持

朗

中

村

晃一郎

科 朝

倉

博 孝

科 米

谷

八

子

9

矢内原

仁

中 平

洋

新

森

圭 介

恵 子（客）

土 橋

尊

樺 澤

志

家

眞（客）

山

耕一郎（客）

科 加

瀨

康 弘

中 嶋

科） 伊

藤

彰 紀

柴 﨑

修

池

園

哲 郎

上 條

篤

水

野

正 浩（客）

新 藤

晋

善

浪

弘 善（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）

鈴 木

元

晴

坂 田

康

彰

リハビリテーション科 間

嶋

正

明

人

徳

倉

林

均

本

延 幸

水

上

智

土

井

克 史

岩

瀬

良 範

菊

地

博 達（客）
松

木

盛 行

東 洋 医 学 診 療 科
中

淳 司

線腫瘍科・核医学診療科） 新

津

守

神経精神科・心療内科 豊

嶋

太

13

2
1

科 松

放射線科（放射線科・放射 田

5

毅

滿

急患センター（ＥＲ）

8

昌

村

哲也

2

実

佐 藤

酔

子

新

歯 科・ 口 腔 外 科 依田

麻

13

望（客）

科 土

堀 永
眼

一

東

俊 晴

兒 玉

圭

司

磯 部

秀

之

山 口

智

5

鈴

木

健 之

瀬 戸

陽

3

良 一

横

山

富士男

塚 田

攻

19

田

敏 男

金

澤

治

加

澤

鉄 士

中 央 病 理 診 断 部 清

水

道 生

茅

野

秀 一

佐々木

惇

臨床検査医学（中央検査部）

新

井

森 吉

美

穂

1

石 澤

圭

介

2

栄 一

輸 血・ 細 胞 移 植 部

867

資料

健康管理センター 池

田

河

津

倉

光

薫

捷 二（客） 足

齊

立

雅 樹

武 永

強

1

内科ローテ ( 後期研修）

1

外科ローテ ( 後期研修）
眼 科 寄附研究部門 黒
計

田

寛 人

鈴

木

56（21）

将 之
26

57

183

総合医療センター
【病院長
基

吉本
本

信雄】

学 科

教

消化器内科・肝臓内科 屋嘉比
心

呼

臓

吸

内

器

内

授
康

治

中

村

孝 司（客）

科 吉

本

信 雄

西

岡

利 彦

羽

田

勝 征（客）

科

准

教

授

講

加

藤

真 吾

櫻 田

伊

藤

博 之

佐々木

植

松

和 嗣

山 本

師
智

助

教

也

11

修

12

和

男

7
1

内分泌・糖尿病内科 松

田

昌 文

秋 山

義

隆

河

津

捷 二（客）

森 田

智

子

大

村

栄 治（客）
渡 部

玲

子

血

液

内

科 木

嵜

昌 弘

得

平

道 英

神

経

内

科 野

村

恭 一

深

浦

彦 彰

齋

藤

豊 和（客）

リ ウ マ チ・ 膠 原 病 内 科 竹

内

勤（客） 天

野

宏 一

長 澤

逸

人

8

長谷川

元

叶 澤

孝

一

12

松 田

昭

彦

石 橋

敬一郎

隈 元

謙

介

熊 谷

洋

一

岡 田

典

倫

小 澤

文

明

赤 松

延

久

井 上

成一朗

腎・ 高 血 圧 内 科 御手洗
（人 工 腎 臓 部） 松

哲

村

也
治（客）

消化管外科・一般外科 石

田

秀 行

岩

間

毅 夫（客）

肝胆膵外科・小児外科 橋

血

管

外

科 佐

本

大 定（客） 小

藤

紀

科 中

山

光 男

菊

池

功 次（客）

小

林

紘 一（客）

乳 腺・ 内 分 泌 外 科
呼

吸

器

外

整
脳

形
神

外
経

外

科 酒

井

宏 哉

科 松

居

徹

張
形成外科・美容外科 三

868

漢
鍋

賀

髙

紀 裕

明 雄

仁
13

4

出

口

順 夫

松 本

春

信

3

大

西

清

大 石

陽

子

2

江 口

圭

介

4

儀 賀

理

暁

山 火

秀

明

河 田

光

弘

今

心 臓 血 管 外 科

11

加 藤
芳

3

中

和 人

丸

山

徹

山 田

博

信

平

岡

久 忠

加 藤

直

樹

大 宅

宗

一

1
8
7

秀

俊 春

百

澤

明

7

資料

小

児

森

脇

浩 一

荒 川

秀 明

増

谷

聡

櫻 井

淑

男

髙 田

栄

子

石 戸

博

隆

島

久 典

藤

稲 子

科 伊

崎

科 山

田

尿

器

眼
鼻

産

正 徳

﨑

医療C新生児科 加
膚

耳

村

先

総合周産期母子 側
皮
泌

科 田

咽

婦

喉
人

方

徹 也

9

誠 一

寺

木

祐 一

6

拓 己

諸

角

誠 人

永 松

秀

樹

川

上

理

岡 田

洋

平

井

真 彦

河

井

信一郎

科 菊

地

茂

大

畑

敦

髙

井

齋
堀

渡

邊

建 介（客） 堤

科 髙

木

健次郎

竹

田
博

之

医 療 Ｃ 産 科 馬

場

一 憲

山

哲 夫

リハビリテーション科 山

本

満

酔

酔

6
大 木

雅

文

5

泰

長 井

智

則

6

藤

正 博

村 山

敬

彦

15

松 村

英

祥

江

憲 夫

金 子

貴

広

剛

陶

山

哲 夫（客）

尾

秀 樹

丸 尾

俊

彦

川

﨑

潤

鈴 木

俊

成

小

山

薫

藍

公 明

重

松

照

麻

救

急

科（ Ｅ Ｒ ） 輿

水

健 治

科 本

田

憲 業

科

井

克 生

田 中

基

1

大 貫

学

5

安 藤
線

画像診断科・核医学科 奥

真

長

田

久 人

新

保

宗 史

陽

阿 部

児
敦

橋

科 深

津

亮

堀

川

直 史

仙

波

純 一（客）

部 三

橋

知 明

部 田

丸

淳 一

東

守 洋

新

井

栄 一

阿 部

佳

子

糸

山

進 次（客）

中

経

央

病

精

検

神

査

理

健 夫

堀

江

輸 血・ 細 胞 移 植 部 前

田

平 生

科 丸

山

義 明

健

康

管

理

高 度 救 命 救 急 Ｃ 堤
杉

研

究
計

部 浅

野

3
8

1

弘（客）

晴
山

6

也（客）

放 射 線 腫 瘍 科 髙
神

21

俊 之（客）

科

射

7
2

科 宮

産

放

3

省（客）

歯 科・ 口 腔 外 科 下

麻

15

國

科 櫻

総合周産期母子 關

浩

大久保

光

夫

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

孝 雄（客） 森

42（20）

7

隆
34

51

240

869

資料

国際医療センター
【病院長
基
消

小山
本

化

器

勇】

学 科
内

科 喜

教

授

多

宏 人

准

教

授

講
新 井
石 川

心

呼

臓

吸

内

器

内

科 西

村

重 敬

村

松

俊 裕

松

本

万 夫

加

藤

律 史

小宮山

伸

小

泉

智 三

河

本

修 身（客） 松

村

誠

清

水

渉（客）

科 小

林

山

芳 武

造 血 器 腫 瘍 科 松

田

新
神経内科・脳卒中内科 棚

乳

呼

化

腺

吸

器

腫

器

外

瘍

外

之

岡 野

哲

也

弥

亨

3

望

高

橋

直 樹

矢ヶ﨑

史

治

紀 夫

傳 法

倫

久

加 藤

裕

司

渡 邊

裕

輔

1

三 輪

啓

介

6

藤 田

健

一

宮 里

明

子

俵

英 之

合 川

公

康

藤 内

伸

子

6

坂 口

浩

三

3

坪 地

宏

嘉

上 部

一

彦

科 佐々木

消

恵理香

橋

科

療

信

齊 藤

津

内

症

小 山

羽 山

内

医

11

信 孝

瘍

染

6

子

井

臓

和

村

教

川

腫

緩

国 彦

晋
恵

助

晃

腎

感

之

師

康

綱

鎌

滝

哲 也（客）

竹

内

正 弘（客）

科 奈良林

嶋

田

顕

至

科 光

武

耕太郎

科 小

山

勇

山

口

茂 樹

宮

澤

光 男

丸

山

圭 一（客）

科 佐

伯

俊 昭

大

﨑

昭 彦

戸

井

雅 和（客）

大

内

徹（客）

科 金

子

公 一
朝 幸（客）

5
6

1
岡

本

光 順

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

12

9

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

石

原

正一郎

柳

澤

隆 昭

金 澤

隆三郎

栗

田

浩 樹

山

根

文 孝

大井川

秀

脳

形
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神

成

経

外

外

科

治（客）
1
一

12

聡
2
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小

児

心

臓

科 小

林

小 児 心 臓 外 科 加藤木
鈴
小

児

腫

瘍

木

俊 樹
利

科
本

明 史

科 上

野

宗 久

尿

器

未

生

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

田

中

竜 平

小

山

政 史

長

尾
林

昌 二

島

伸一郎

牧

田

茂

科 北

村

晶

西

部

伸 一

磨

田

裕

有

山

淳

林

田

眞 和（客）

三

輪

泰 子（客）

丸

山

晃 一（客）
古田島

太

救

急

医

学

菊

地

博 達（客）

科 森

野

正 明

根

本

学

2

功

1

古 平

喜一郎

中 平

光

彦

6

長谷川

幸

清

4

岩 佐

紀

宏

大 沢

愛

子

1

辻 田

美

紀

13

松 岡

孝

裕

11

髙 平

修

二

鳥 尾

哲

矢

龍 神

秀

穂

水 越

和

歌

文 子

画 像 診 断 科 酒

井

文 和

西

直 子

岡

田

吉 隆

齋 藤

尚

子

内

野

晃

科 松

田

博 史

久

慈

一 英

今 林

悦

子

放 射 線 腫 瘍 科 加

藤

眞 吾

江

原

威

熊 﨑

鹿

間

核

線

医

学

土器屋

秀 樹

科 清

水

道 生

安

田

政 実

診

断

3

祐

2

治

6

志（客）

西

理

栄 人

直 人
卓

精神科（精神腫瘍科） 大
病

澤

孝

村

射

小

雪

黒 田

科 木

放

3

明 男

リハビリテーション科 前
酔

歩

1
須 山

小

歯 科・ 口 腔 外 科

麻

5
枡 岡

孝 明

皮膚科（皮膚腫瘍科） 山
泌

竹田津

行

永 田

耕

浅 田

留美子

Gregory Y.Lauwers
（客）
輸 血・ 細 胞 移 植 科 池

淵

研 二

内科ローテ ( 後期研修）

3

外科ローテ ( 後期研修）
計

47（19）

26

42

145

かわごえクリニック
【病院長
基

佐々木
本
計

望】

学 科

教

授

佐々木

望
1

准
森

教

授

芳 久
1

講

師

助

教
1
1
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保健医療学部
【学長
基

別所

正美

本

学 科

学部長

大野

良三】
准

教

菊

池

チトセ

林

静 子

浅

川

典 子

小 倉

邦

子

みゆき

大

森

智 美

藤 村

朗

子

津

みゑ子

冨

田

幸 江

本 谷

久美子

佐

鹿

孝 子

山

路

真佐子

大 堀

松

下

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

根 岸

貴

子

加

藤

基 子

原

田

真里子

鈴 木

直

子

健 康 医 療 科 学 科 和

合

治 久

長谷川

正

博

間 山

北

村

邦 男

野

寺

誠

小 峰

伸

一

市

岡

正 適

佐

藤

正 夫

伴 塲

裕

巳

鈴

木

正 彦

渡

邉

宏 志

間

瀬

年 康

奥

崎

政 美

村

田

栄 子

有

田

彰

医 用 生 体 工 学 科 下

岡

聡 行

田

邊

一 郎

中 島

孔

志

加

納

隆

宮

本

裕 一

脇 田

政

嘉

小

林

直 樹

山

下

芳 久

若 山

俊

隆

看

護

学

教

授

科 大

野

良 三

江

連

和 久

千

田

石

授

講

師

伸

昌

宏

加 藤

綾

子

石

井

郁 夫

奥 村

高

広

見

目

恭 一

西

坂

剛（客）

吉

澤

徹（客）
西 岡

亮

治

米

村

元 喜（客）

理 学 療 法 学 科 黒

川

幸 雄

赤

坂

清 和

神子嶋

誠

高

倉

保 幸

澤 田

豊

小

島

龍 平

時 田

幸之輔

藤

田

博 暁

乙 戸

崇

寛

國 澤

佳

恵

細 井

俊

希

計

28（3）

注）
（特）… 特任教授
（客）… 客員教授
（

872

）＝ 客員教授数（内数）

田

敏 幸

17

教
8

昇

戸井田

福

助

24

7

3

3

21

資料

2．人事（事務局）
１．法人事務局
事務局長
堀 口 一 夫
《総合企画部》
部 長
茂 木
明
副部長
小曽根
寛
課 長
村 田 正 樹
《広 報 室》
室 長
須 田
沃
課長補佐
岸 田 恒 雄
《秘 書 室》
次 長
岡 部 重 雄
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
人事課長補佐
田 中 律 子
《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
吉 野 稔 夫
第一購買課長補佐
馬 場 賢 治
第二購買課長補佐
佐 藤 勝 茂
《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
次 長
水 村 順 孝
教務課長
水 村 順 孝（兼）
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
村 嶌 隆 義
庶務課長
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（課長補佐待遇）
山 口 哲 郎

３．大学病院
《医 務 部》
部 長（病院群事務長）奥 富 篁 幸
次 長
齋 藤 喜 博
第一医務課長
皆 川
勉
第二医務課長
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
萩 原 敏 夫
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
津久井 一 浩
医務課長
田 島 契 司
医務課長
雨 間
昇
総務課長
津久井 一 浩（兼）
経理購買課長
大 野 由起夫
看護専門学校事務室室長中 島 美智雄
医務課長補佐
小 川 睦 己
経理購買課長補佐
高 沢 信 也
経理購買課長補佐
高 橋 光 鶴
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
医務課長
池 澤 敏 幸（兼）
総務課長
堀 江 正 人
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
医務課長補佐
大日向 秀 志
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

研究種目

基礎医学
部門
若手研究（B）

川越キャ
ンパス

毛呂山キャンパス

4件

共通部門
0件

臨床医学
部門
10 件

総合医療
センター
0件

日高キャンパス
国際医療
センター
5件

保健医療
学部

ゲノム医
学研究セ
ンター
4件

合

3件

計

26 件

基盤研究（B）

0件

0件

1件

0件

0件

2件

1件

4件

基盤研究（C）

11 件

0件

20 件

7件

16 件

5件

4件

63 件

挑戦的萌芽研究

0件

0件

2件

0件

1件

4件

0件

7件

研究活動スタート支援

0件

0件

0件

0件

0件

0件

2件

2件

新学術領域研究

0件

0件

0件

0件

0件

1件

0件

1件

特別研究員奨励費

0件

0件

0件

0件

0件

1件

0件

1件

15 件

0件

33 件

7件

22 件

17 件

10 件

104 件

合

計

（転入者）

（2 件）

（0 件）

（3 件）

（0 件）

（3 件）

（0 件）

（0 件）

（8 件）

（転出者）

（0 件）

（0 件）

（0 件）

（0 件）

（3 件）

（0 件）

（3 件）

（6 件）

研究種目

部 門

所 属

部局・資格

氏 名

研究課題名

国際医療センター 脳神経外科

医学部・助教 甲賀 智之

乏突起神経膠腫の染色体ヘテロ接合性の消失に関連した
21-23
予後を規定する分子機構の解明

臨床医学部門

医学部・講師

新藤 晋

新しい外リンパ瘻診断マーカー CTP の時空間的発現の
21-23
検討

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

耳鼻咽喉科

国際医療センター 病理診断科

内分泌内科・糖
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
尿病内科
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
ンター
部門
員
ン関連受容体の役割の解明
アレルギー・自己免疫病におけるヒト Th17/Th21 細胞
基礎医学部門
免疫学
医学部・助手 高木 理英
の解析
医学部・客員
母乳中の coenzymeA で誘発されるアトピー性皮膚炎の
基礎医学部門
免疫学
東 丈裕
講師
解析と予防医学への展開
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
国際医療センター 消化器外科
医学部・助教 岡田 克也
発
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
臨床医学部門
麻酔科
医学部・助教 塚本 真規
した悪性高熱症診断法の開発
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
臨床医学部門
麻酔科
医学部・助教 星島 宏
ル放出の血液凝固に対する影響
卵巣がんにおけるマイクロ RNA の新規治療標的として
国際医療センター 産婦人科
医学部・講師 長谷川 幸清
の有用性の検討
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
ゲノム医学研究セ
病態生理部門
進 正史
ンター
員
の関与の解明
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
保健医療学部
医用生体工学科
加藤 綾子
部・講師
標の開発
難治性喘息におけるヘルパー T17 型免疫応答の意義に
臨床医学部門
呼吸器内科
医学部・講師 中込 一之
関する研究
全方向スパイン計測解析法の開発と前頭前野神経細胞ス
基礎医学部門
生化学
医学部・助教 向井 秀夫
パインの解析
いんげん豆類摂取による脂質・糖質代謝異常改善効果の
基礎医学部門
生化学
医学部・助教 瀬尾 誠
検証
保健医療学
保健医療学部
医用生体工学科
若山 俊隆 多次元内視鏡の開発
部・講師
臨床医学部門
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期間

直接経費

備 考
H23.10.1 転
入：東京大学
￥1,200,000
H22 年度の繰
越の研究課題
H23.7.1 転
￥600,000 入：日本医科
大学
￥1,200,000

22-23

￥1,200,000

22-23

￥1,400,000

22-25

￥700,000

22-24

￥800,000

22-23

￥1,000,000

22-23

￥500,000

22-23

￥800,000

22-23

￥1,400,000

22-23

￥1,400,000

22-24

￥800,000

21-23

￥900,000

23-24

￥2,300,000

23-24

￥1,200,000

23-24

￥2,100,000

H23.8.1 転
入：日本大学

資料

若手研究（B）

保健医療学部

理学療法学科

保健医療学
障がい高齢者らの社会的つながりの形成を支援する環境
加藤 剛平
23-24
部・助教
整備モデルの構築

臨床医学部門

総合診療内科

医学部・助教 荒木 靖人

臨床医学部門

呼吸器内科

医学部・助教

臨床医学部門

腎臓内科

医学部・講師

国際医療センター 脳神経外科

CD8 陽性 T 細胞におけるヒストン修飾による機能及び分
23-24
化制御の解明

ヒト細胞標準化 Real-time PCR 法での肺炎起炎菌診断
23-24
と網羅的病態解析
井上 勉 慢性腎臓病を対象とした機能的 MRI 法の開発
23-25
平間 崇

医学部・助教 甲賀 智之 脳白質線維画像統合による安全な定位放射線治療の確立 23-24

ゲノム医学研究セ
ゲノム科学部門 医学部・助教 水野 洋介
ンター
ゲノム医学研究セ 遺伝子情報制御 医学部・研究
宮崎 利明
ンター
部門
員

マイクロ RNA による骨髄間葉系幹細胞の分化の運命付
けに関する統合的研究
泌尿器がんにおける EBAG9 発現がもたらす微小環境変
化と腫瘍増殖メカニズムの関係
癌細胞傷害活性と免疫賦活効果を示す NKT 細胞を応用
臨床医学部門
産科・婦人科 医学部・講師 鈴木 元晴
した新規・卵巣癌免疫療法の開発
T 細胞介在性口腔炎症性疾患における Th17 細胞及びコ
臨床医学部門
歯科・口腔外科 医学部・助教 中本 紀道
リン性抗炎症機構の関与の検討
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

基盤研究（B）

保健医療学部

看護学科

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
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
医学部・教授 片桐 岳信
解明
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
基礎医学部門
医学基礎（英語）
笹島 茂
授
修カリキュラムの構築
骨代謝における神経制御機構の解明 : 転写因子 Pax6 を
総合医療センター 整形外科
医学部・講師 加藤 直樹
介したシグナル伝達について
HUMARA assay および免疫染色を用いた咀嚼筋腱腱膜
臨床医学部門
歯科・口腔外科 医学部・教授 依田 哲也
過形成症の病態解明
内分泌内科・糖
加圧空気負荷での脂質代謝改善機構解明によるメタボ
臨床医学部門
医学部・講師 保坂 利男
尿病内科
リック症候群新規治療法の探索
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
膵腫瘍の癌化および浸潤様式 : 分子標的治療へのアプ
国際医療センター 病理診断科
医学部・教授 清水 道生
ローチをめざして
治療の個別化を視野にいれた、卵巣腫瘍における低酸素
国際医療センター 病理診断科
医学部・教授 安田 政実
関連因子の解析
感染症科・感染
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
国際医療センター
医学部・講師 宮里 明子
制御科
プレクチン受容体による調節機構
消化器内科・肝
肝疾患の病態における性差 : オステオポンチン転写に関
臨床医学部門
医学部・教授 持田 智
臓内科
わる女性固有転写因子の同定
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
基盤研究（C） 国際医療センター 呼吸器内科
医学部・講師 小山 信之
ドなアプローチ
悪性リンパ腫における NM23 の細胞外環境の検討と分
国際医療センター 造血器腫瘍科 医学部・教授 新津 望
子標的治療法の開発
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
総合医療センター 血液内科
医学部・教授 木崎 昌弘
標的療法の開発
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
消化管外科・一
総合医療センター
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
般外科
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
国際医療センター 消化器外科
医学部・教授 宮澤 光男
ントの開発
医学部・名誉
国際医療センター 脳神経外科
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
医学部・准教
国際医療センター 脳神経外科
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

￥1,900,000
￥1,300,000
￥1,700,000

23-25

￥1,500,000

23-24

￥1,700,000

23-24

￥1,700,000

23-25

￥700,000

22-24

￥3,600,000

H23.10.1 転
入：東京大学

21-23

H24.3.31 転
￥1,200,000 出：横浜創英
大学
￥4,100,000

21-23

￥3,200,000

20-23

￥1,000,000

20-24

￥700,000

20-23

￥600,000

21-23

￥500,000

21-23

￥800,000

21-23

￥1,100,000

21-23

￥1,300,000

21-23

￥800,000

21-23

￥1,100,000

21-23

￥600,000

21-23

￥900,000

21-23

￥800,000

21-23

￥600,000

21-25

￥400,000

21-23

￥700,000

21-23

￥700,000

21-23

￥700,000

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・准教授
構築支援プログラムの検討

臨床医学部門
呼吸器内科
ゲノム医学研究セ
病態生理部門
ンター

H23.10.1 転出：
￥1,100,000 国立長寿医療研
究センター
H23.4.1
￥2,100,000 研究活動スター
ト支援を廃止

内耳疾患診断のバイオマーカー CTP - 迅速検出法の開
21-23
発と臨床応用 -

臨床医学部門

耳鼻咽喉科

医学部・教授 池園 哲郎

臨床医学部門

眼科

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

H23.6.1 転
入：徳島大学

H23.4.1 転
￥900,000 入：日本医科
大学
￥700,000

875

資料

総合医療センター 研究部

医学部・准教
授

基礎医学部門

病理学

医学部・教授 佐々木 惇

基礎医学部門

医学基礎（物理
医学部・教授 赤間 啓一
学）

森 隆

ゲノム医学研究セ
RI 実験施設
医学部・講師 西本 正純
ンター
先端医療開発セ 医学部・准教
国際医療センター
江口 英孝
ンター
授
医学部・准教
基礎医学部門
薬理学
千本松 孝明
授
ゲノム医学研究セ 発 生・ 分 化・ 再
医学部・教授 奥田 晶彦
ンター
生部門
国際医療センター 呼吸器内科
医学部・講師 岡野 哲也
医学部・准教
臨床医学部門
総合診療内科
岡田 浩一
授
医学部・客員
ゲノム医学研究セ
ゲノム科学部門
豊島 秀男
ンター
准教授
ゲノム医学研究セ 遺伝子情報制御
医学部・講師 池田 和博
ンター
部門
リウマチ膠原病
臨床医学部門
医学部・教授 三村 俊英
科
医学部・准教
基礎医学部門
微生物学
守屋 修
授
医学部・准教
国際医療センター 放射線科
久慈 一英
授
臨床医学部門

麻酔科

総合医療センター 産婦人科
総合医療センター
基盤研究（C）

基礎医学部門
臨床医学部門
保健医療学部

医学部・講師

医学部・准教
高井 泰
授

肝胆膵外科・小
医学部・講師
児外科
医学部・准教
解剖学
授
形成外科・美容
医学部・助教
外科
保健医療学
看護学科
部・教授

国際医療センター 放射線科

東 俊晴

井上 成一朗
藤田 恵子

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
脳腫瘍の診断と治療に有効なミクログリア / マクロ
ファージのサブタイプの同定
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
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
する腫瘍性維持の分子機構解明
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
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
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
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

22-25

￥900,000

22-24

￥800,000

22-24

￥1,000,000

22-24

￥1,000,000

22-24

￥1,100,000

22-24

￥1,100,000

22-24

￥1,100,000

22-24

￥800,000

22-24

￥600,000

22-24

￥1,000,000

22-24

￥1,000,000

22-24

￥700,000

22-24

￥1,200,000

22-24

￥800,000

22-24

￥800,000

22-25

￥800,000

22-24

￥1,200,000

22-24

￥700,000

22-24

￥1,000,000

汎用デモ機器を用いる看護授業「人体の構造と機能」の
22-24
構築

￥700,000

組織特異的 NF Κ B 抑制による腎老化予防効果の検討
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
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
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 メチル化の解析
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
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
発
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
ニン 1 受容体の役割の検討
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
存・再移植法の発展と確立
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
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

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
江連 和久

医学部・准教
癌放射線治療の線量時間効果関係を表す時間組込一般直
関根 広
23-26
授
線 2 次モデルの確立と応用

保健医療学
操作を伴う 3 次元映像における生体への悪影響の定量的
小林 直樹
部・教授
解析に関する研究
リハビリテー
メタボリック症候群と脳梗塞における運動療法の抗血栓
臨床医学部門
医学部・教授 倉林 均
ション科
作用と動脈硬化抑制効果の解析
リハビリテー
脳梗塞発症後に発見された耐糖能異常の臨床的意義に関
臨床医学部門
医学部・教授 間嶋 満
ション科
する検討
腎透析がん患者における SN-38 の排泄遅延のメカニズム
国際医療センター 腫瘍内科
医学部・講師 藤田 健一
解明・最適透析法設計
大脳皮質ニューロンでみられるネトリンー 1 作用の軸索
基礎医学部門
解剖学
医学部・助教 松本 英子
伸長から分枝新生への転換の解析
保健医療学部

23-25

￥3,200,000

23-25

￥2,500,000

23-25

￥800,000

23-25

￥3,000,000

23-25

￥2,500,000

甲状腺乳頭癌の細胞異型および組織構築の形成には
23-25
チューブリンが主役となる

国際医療センター 病理診断科

医学部・教授 村田 晋一

総合医療センター 病理部

医学部・講師 東 守洋 B 細胞リンパ腫における Mastermind の役割
23-25
医学部・准教
新規ナノキャリアを用いた次世代インフルエンザユニ
松井 政則
23-25
授
バーサルワクチンの開発

基礎医学部門

微生物学

基礎医学部門

生化学

基礎医学部門

生理学

臨床医学部門
臨床医学部門
基礎医学部門

876

医用生体工学科

医学部・講師 魚住 尚紀

TLR5 活性化における LRRCT ドメイン 2 量体化の役割の
23-25
解明

抗がん剤による時間治療の分子基盤確立をめざしてー細
胞モデルシステムの樹立と応用ー
呼吸器内科
医学部・講師 鈴木 朋子 PAR-2 制御による IPF 急性増悪新規治療法の探究
内分泌内科・糖
次世代シーケンスを用いた日本人 1 型糖尿病における新
医学部・教授 粟田 卓也
尿病内科
規感受性 SNP の同定
免疫学
医学部・教授 松下 祥 Th2/17 アジュバント活性の解析とその応用
医学部・教授 池田 正明

H23.6.1 転
￥2,200,000 出：東京慈恵
医科大学

H23.10
前倒し請求
H24.2.1 転
￥1,600,000 出：和歌山県
立医科大学
￥1,700,000
￥1,400,000
H24.1.1 転
￥1,500,000 入：慶應義塾
大学

23-25

￥1,700,000

23-25

￥2,600,000

23-25

￥2,800,000

23-26

￥1,300,000

資料

リウマチ膠原病
ヘルパー T 細胞分化と機能発現において転写因子特に
医学部・講師 佐藤 浩二郎
科
c ー Maf が果たす役割の解析
臨床的に寛解状態にあるも末梢気道閉塞が残存する思春
臨床医学部門
小児科
医学部・教授 徳山 研一
期喘息児に対する治療・管理戦略
医学部・准教
放射線照射が腫瘍浸潤能に及ぼす影響についての分子生
国際医療センター 放射線科
江原 威
授
物学的検討
医学部・准教
経頭蓋磁気刺激による皮質拡延性抑制の誘導と非侵襲的
臨床医学部門
脳神経外科
小林 正人
授
な脳虚血耐性の獲得
医学部・准教
臨床医学部門
産科・婦人科
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
授
基盤研究（C）
形成外科・美容
糖尿病性・虚血性潰瘍における治癒能力診断デバイスの
臨床医学部門
医学部・教授 市岡 滋
外科
開発
慢性再発性アフタの遺伝要因を決定する HLA アリルの
臨床医学部門
歯科・口腔外科 医学部・講師 坂田 康彰
連鎖解析
メラノコルチン受容体作動薬の骨代謝における作用の解
臨床医学部門
歯科・口腔外科 医学部・講師 佐藤 毅
析と顎骨壊死に対する臨床応用
保健医療学
保健医療学部
看護学科
浅川 典子 独居認知症高齢者ケアマネジメントスキル尺度の開発
部・准教授
臨床医学部門

保健医療学部

挑戦的萌芽
研究

研究スタート
支援
新学術領域
研究
特別研究員奨
励費

看護学科

23-25

￥2,200,000

23-25

￥2,600,000

23-25

￥1,200,000

23-25

￥2,300,000

23-25

￥1,300,000

23-25

￥1,200,000

23-25

￥300,000

23-25

￥2,500,000

23-25

￥400,000

保健医療学
新人看護師の離職防止を意図した「首尾一貫感覚向上プ
松下 年子
23-25
部・教授
ログラム」の有用性の検討

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
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
臨床医学部門
呼吸器内科
医学部・教授 萩原 弘一
規癌関連遺伝子同定への応用
医学部・研究
血管形成異常における全エクソンリシークエンシングに
臨床医学部門
呼吸器内科
田中 知明
員
よる疾患責任遺伝子の同定
筋萎縮性側索硬化症原因遺伝子 TLS のメチル化異常によ
ゲノム医学研究セ 遺伝子構造機能
医学部・教授 黒川 理樹
ンター
部門
る発症機構の解明と治療法開発
ホルモン依存性癌における細胞・生体イメージングを活
ゲノム医学研究セ 遺伝子情報制御 医学部・准教
堀江 公仁子
ンター
部門
授
用したエネルギー代謝機構の解明
医学部・准教
ER β陽性トリプルネガテイブ乳癌に対するホルモン療
国際医療センター 腫瘍内科
佐治 重衡
授
法の探索研究
ゲノム医学研究セ
病態生理部門 医学部・教授 片桐 岳信 増殖と分化を結ぶオーバーフローモデルの確立
ンター
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
保健医療学部
医用生体工学科
宮本 裕一
部・准教授
開発
保健医療学
保健医療学部
医用生体工学科
戸井田 昌宏 CARS による非侵襲血糖計測技術の研究
部・教授
医学部・客員
新規消化管ホルモン IBCAP による食欲・肥満および病態
ゲノム医学研究セ
ゲノム科学部門
豊島 秀男
ンター
准教授
生理学的意義の検討
ウイルスベクターを用いた幹細胞相同組換え法の開発と
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
ンター
治療モデルへの応用

H23.10.1 転
入：群馬大学

H23.10 前 倒
し請求

H24.3.31 転
￥1,700,000 出：横浜市立
大学

22-23

￥1,300,000

22-23

￥1,300,000

23-24

￥2,400,000

23-24

￥1,500,000

23-24

￥1,500,000

23-24

￥1,000,000

23 単
年

￥3,000,000

22-23

￥1,120,000

22-23

￥1,160,000

23-24

￥2,400,000

23-25

￥600,000

H23.8.1 転
出：京都大学
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4．年

譜

4月
1 日 ・ 医学部入学定員増

115 名→ 120 名

1 日 ・ 国際医療センター

稼動病床 600 床→ 640 床へ増床

1 日 ・ 新任式
1 日 ・ 第 3 次長期総合計画「誇り」（平成 23 年度−平成 27 年度）開始
1 日 ・国際医療センター

病院長

小山

勇，国際医療センター名誉病院長

松谷雅生，名誉教授

中村

裕昭，池田齊，岡部惠子
1 − 30 日 ・ 東日本大震災派遣（以下大震災派遣）国際医療センター （東北大学病院）
2 日 ・ 大学院学位授与式（博士課程第 5 回）
2 日 ・ 第 5 回臨床医学生認定式
11 日 ・ 入学式（医学部第 40 回，保健医療学部第 6 回）
11 日 ・ 大学院入学式
11 日 ・ 平成 23 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
迅速高感度検出法の開発

科学技術賞（開発部門）受賞

EGFR 遺伝子変異

萩原弘一大学病院呼吸器内科教授他 4 名

16 日 ・ 第 71 回埼玉医科大学市民公開講座『血液と尿の検査値から病気を診る』

5月
9 日− 11 月 8 日
・ 第 3 次中国山西省人民医院看護師長研修団 2 名来学
17 日 ・ 国際医療センター

東日本大震災医療支援活動報告会

21 日 ・ 第 72 回埼玉医科大学市民公開講座『消化器の検査から病気を診る』

6月
1 日 ・ 大学院看護学研究科長
3 日 ・ 国際医療センター

石津みゑ子

心臓移植実施（2 例目）

3 − 5 日 ・ 大震災派遣

大学病院，国際医療センター （福島県）

6 − 8 日 ・ 大震災派遣

ゲノム医学研究センター，RI （福島県）

7 − 10 日 ・ 大震災派遣

大学病院 （気仙沼市立病院）

13 日 ・ 公的研究費に係わる学内説明会（川越キャンパス）
14 日 ・ 公的研究費に係わる学内説明会（毛呂山キャンパス）
16 日 ・ オープンホスピタルバスツアー（医学部 6・5 年生）（大学病院・国際医療センター）
16 日 ・ 公的研究費に係わる学内説明会（日高キャンパス）
17 − 19 日 ・ 大震災派遣

総合医療センター （福島県）

18 日 ・ 第 73 回埼玉医科大学市民公開講座『がん検診に関連した値から病気を診る』
21 − 24 日 ・ 大震災派遣

大学病院 （気仙沼市立病院）

24 − 26 日 ・ 大震災派遣

総合医療センター （福島県）

27 − 29 日 ・ 大震災派遣

大学病院 （福島県）

7月
13 日 ・ 公的研究費に係わる学内説明会（毛呂山キャンパス）
16 日 ・ オープンホスピタルバスツアー（医学部 6・5 年生）（大学病院・国際医療センター）
16 日 ・ 第 74 回埼玉医科大学市民公開講座『肝臓の検査値から病気を診る』
23 日 ・ 医学部教授総会
27 日 ・ 総合医療センター

東日本大震災医療派遣報告会

29，30 日 ・ 第 32 回医学教育ワークショップ
30 日− 8 月 14 日
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・ 第 54 回東日本医科学生総合体育大会（優勝：陸上
手

女子団体組手，柔道

男子 4 × 100 ｍリレー，女子 3000 ｍ，空

男子 60kg 級，バドミントン

男子ダブルス）

8月
1 日 ・ 学長

別所正美，名誉学長

18 日 ・ 大学病院

山内俊雄

第 1 回公開講座『足の爪の正しい切り方』

25，26 日 ・ 保健医療学部

第 8 回医療人教育者のためのワークショップ

26 日 ・ 納骨式
31 日，9 月 1 日
・ 保健医療学部

第 9 回医療人教育者のためのワークショップ

9月
1 日−平成 24 年 2 月 4 日
・ 厚生労働省認可

埼玉医科大学看護学生実習指導者講習会

3 日 ・ 成 23 年度大学院博士課程後期入学試験，平成 24 年度大学院博士課程前期入学試験（第 1 回）
7 日 ・ 総合医療センター 「救急医療功労医療機関」知事表彰
10 日 ・ 平成 24 年度大学院修士課程第 1 回入学試験
13 日 ・ 第 1 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」の集い
17 日 ・ 第 8 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座『地域で生活する人への支援〜健康障害と生活の視点
を重ねながら〜』
17 日 ・ 第 75 回埼玉医科大学市民公開講座『超音波，CT を使って心血管の病気を診る』
18 − 24 日 ・ 第 24 次埼玉医科大学中国山西省医学視察団一行 6 名訪中
21 日 ・ 第 2 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」の集い
25 日 ・ 保健医療学部

団長

片山茂裕大学病院長

講演：Dr. Franklin H. Sim（Mayo Clinic）

看護学科 3 年次編入学試験

29 日 ・ 埼玉医科大学と女子栄養大学の包括的協定締結

10 月
1 日 ・ 医学部

医学教育フォーラム

8 日 ・ 保健医療学部看護学科
9 日 ・ 大学病院

平成 23 年度領域別実習要件認定式

毛呂山町防災訓練に参加（総合公園体育館前広場）

12 日 ・ Student Exchange Program 留学生帰国報告会
15 日 ・ 平成 23 年度（第 39 回）解剖体慰霊祭
22 日 ・ 第 76 回埼玉医科大学市民公開講座『肺・呼吸器の検査から病気を診る』
22 日 ・ 埼玉県がん診療連携協議会キャンサーボード（国際医療センター主幹病院）
29，30 日 ・大学祭

第 4 回越華祭「 L ∞ P 〜無限大の可能性〜」（医学部第 40 回越辺祭，保健医療学部第 6

回秋華祭合同開催（日高キャンパス））

11 月
3 日 ・ ゲノム医学研究センター

第 9 回 RCGM フロンティアシンポジウム『遺伝子発現制御と RNA −基

礎と臨床をつなぐ分子−』
5，6 日 ・ 第 10 回臨床研修指導医講習会
6 日 ・ 保健医療学部

推薦入学試験

12 日 ・ 第 38 回動物慰霊祭
13 日 ・ 医学部

推薦入学試験

19 日 ・ 第 77 回埼玉医科大学市民公開講座『血糖値・コレステロール値から病気を診る』
23 日 ・ 大学病院市民公開講座『C 型慢性肝炎の診断と治療』（JA 共済埼玉（さいたま市））

12 月
5，6 日 ・ 第 3 回ヒトゲノム・遺伝子解析研究外部実施調査（埼玉医科大学倫理委員会）
10 日 ・ 大学院

平成 23 年度医学研究科修士課程研究発表会
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10 日 ・ 大学院

平成 23 年度看護学研究科修士課程研究発表会

10 日 ・ 第 78 回埼玉医科大学市民公開講座『脳・神経，精神の検査から病気を診る』
17 日 ・ 平成 23 年度医学部・保健医療学部合同教授総会
18 日 ・ 保健医療学部

AO 入学試験（健康医療科学科・医用生体工学科），医用生体工学科 2 年次編入学

試験
19 日 ・ 総合医療センター
19 − 22 日 ・ 大震災派遣

総合周産期母子医療センター増築工事

地鎮祭

国際医療センター（南相馬市立総合病院へ麻酔科医派遣）

1月
4 日 ・ 新年拝賀式・永年勤続表彰
16 日 ・ 第 3 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」の集い
21 日 ・ 大学院

修士課程第 2 回入学試験

21 日 ・ 第 79 回埼玉医科大学市民公開講座『関節・骨の検査から病気を診る』
26 日 ・ 保健医療学部

一般入試前期一次試験

28 日 ・ 保健医療学部

一般入試前期二次試験

28 日 ・ 国際医療センター DMAT 隊，平成 23 年度国民保護実働訓練に参加
29 日 ・ 医学部

一般入試前期一次試験

2月
1 日 ・ 保健医療学部

一般入試前期一次試験

3 日 ・ 保健医療学部

一般入試前期二次試験

4 日 ・ 平成 24 年度大学院

博士課程（医学研究科）前期入学第 2 回試験，第 60 回大学院医学研究科語

学試験
5 日 ・ 医学部

一般入試前期二次試験

14 日 ・ 総合医療センター・国際医療センター DMAT 隊，平成 23 年度埼玉県特別機動援助隊合同訓練に
参加
18 日 ・ 第 80 回埼玉医科大学市民公開講座『腎臓・泌尿器の検査から病気を診る』
19 日 ・ 医学部

一般入試後期一次試験

26 日 ・ 医学部

一般入試後期二次試験

29 日 ・ 保健医療学部

一般入試後期試験

3月
10 日 ・ 卒業式（医学部第 35 回，保健医療学部第 3 回）
10 日 ・ 大学院学位記授与式（修士課程第 1 回）
15，16 日 ・ 埼玉医科大学 3 病院オープンホスピタルバスツアー（全国医学部 4・5 年生対象）
17 日 ・ 第 81 回埼玉医科大学市民公開講座『眼・耳の検査から病気を診る』
18 日 ・ 埼玉医科大学校歌録音
19 日 ・ 第 106 回医師国家試験結果発表（新卒合格率 98.9%，全国 3 位）
31 日 ・ 大学院学位記授与式（博士課程第 6 回）
31 日 ・ 第 6 回臨床医学生認定式
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昨年度（22 年度）は，大学院に修士課程が加わり，本学は，2 学部（医学部，保健医療学部），2 研究科
（医学研究科，看護学研究科）
，4 病院を有する医療系総合大学の体制ができあがりました．本年度は，2 年
後に予定されている大学機関別認証評価に向けて，大学における自己点検・評価の体制，すなわち PDCA サ
イクル（plan-do-check-action cycle）がきちんと機能しているかどうかを全学的に見直していった年度でし
た．年報はその中核となる存在であることはいうまでもありません．
年報は，実績記録のみならず，過去 1 年間の活動を振り返って自己点検・評価し，次年度への改善に繋
げるための報告書であり，大学評価の基礎をなすものです．
編集においては，従来の形式を基本に，若干の変更を加えて，以下の方針で行いました．
1）教育，研究，診療に分けて，年度目標，活動実績，目標達成度，次年度の課題を記す．ただし，診療
部分の詳細は病院要覧に委ね，要約のみを記載する．学部と大学院は分けて記載する．
2）業績としての論文・学会発表実績は，基本学科毎（保健医療学部は学科内の分野毎）に代表的なもの
10 編とし，全業績はデータベースに蓄積する．
3）委員会報告も，年次目標，活動実績，目標達成度，次年度の課題を記す．
本版におきましては，大学院，医学部，保健医療学部の関係，および毛呂山キャンパス，川越キャンパス，
日高キャンパスの関係が，より明確となるような項目立てにいたしました．
皆様方のご協力と庶務課の方々の大変なご尽力により編集を完結することができました．関係各位のご努
力に深く感謝いたします．
今後は，自己点検・評価，改善課題を明記したこの年報を生かして，大学全体として，PDCA サイクルが
より機能するように努力していくことが望まれます．今後ともどうぞご協力をお願い申し上げます．

土田
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