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平成 24 年度は，東日本大震災に続く福島原発事故による電力不足への対応が継続的な課題となり，節電が求めら
れる 1 年であったが，学事は概ね順調に推移した．
医学部では，平成 18 年度より開始した「新しい教員組織」による管理運営の体制が 3 期 6 年を経過し，平成 24
年度から第 4 期目に入った．平成 22 年 4 月より拝命した医学部長の職も，多くの方に支えられながら，4 月に再任
いただき，新たに任命 ( 再任 ) された副医学部長，医学部長補佐等とともに 2 期目のスタートを無事に切ることがで
きた．
保健医療学部は，大野良三学部長の下，教授会および各種委員会を中心とした活動が行われた．
医学部教員代表者会議においては，医学部長として議長の職責を担いながら，また，保健医療学部教授会において
は学長として，情報共有を目的とした学部間の連携に努めた．
さらに，
医学部と保健医療学部の両学部の教授を一同に介して開催される合同教授総会では「両学部の調和と発展」
をテーマに，両学部が相互補完的に協力しながら発展する方策について活発な意見交換がなされた．
医学部入学定員は，平成 22 年度より学年定員が 120 名となり，内 10 名は埼玉県の地域枠奨学生となった．さら
に次年度より研究医枠 1 名の増員が認められたため，入学試験においても定員 121 名を募集した．医学部定員の増
加に伴い，毛呂山キャンパスでは学生ホール（落合ホール）が竣工し，隣接地にはグループ学習を目的とした教育施
設として学習棟がリニューアルオープンした．
教育については，平成 24 年度も医学部では，医学教育センター医学部ブランチを中心に，保健医療学部では医学
教育センター保健医療学部ブランチに相当する学務委員会を中心として推進された．また，今年度は，教養教育の強
化を目的として，基本学科 ｢ 医学基礎 ｣ の名称を ｢ 教養教育 ｣ と変更することを決定し，次年度に向けて新たに担当
教員 7 名の採用を決定した．7 名は，両学部の教養教育の充実および入学試験にも関与していただくために，医学部
の基本学科の ｢ 教養教育 ｣ のみならず，医学教育センター ｢ 教養教育部門 ｣ にも兼担で所属いただくこととなった．
教員の教育能力開発を目的とした医学教育ワークショップをはじめとする種々の faculty development (FD) が両学
部で開催された．医学部では，新たな課題として浮上した医学教育カリキュラムの国際認証に対応するため，クリニ
カルクラークシップを始めとする臨床実習の質と量を充実させるための検討に入った．
大学院博士課程では，学位申請論文に関して「臨床研究の倫理指針」を厳格に遵守いただくためのルール策定に着
手した．修士課程は，
2 回目の修了者を送り出すことができた．また，高い評価を得て終了した第 1 期のがんプロフェッ
ショナル養成プランに続き，第 2 期のがんプロフェショナル養成プランが開始された．
研究については，医学研究センターを中心として，学生のみならず教職員のリサーチマインドの育成，外部研究資
金の獲得，共同研究スペースの整備，学内グラントの選考など，さまざまな活動が行われた．新規採択件数 52 件，
継続採択 70 件，合計 122 件，助成金額 231,680 千円という過去最高であった今年度の科学研究費の獲得額は，こ
れらの活動が実を結んだものといえよう．
創立 50 周年へ向けての埼玉医科大学の更なる発展を目指し，「21 世紀ビジョン会議」が丸木理事長を中心に立ち
上げられたが，
その下に設立された「日本のメイヨークリニックを目指す会」では，全体集会が 3 回開催された．また，
教員の専門性（研究および診療）に関する調査に基づき，日常の診療や研究で活用できる資料が公開され利用可能と
なった．
これらは，本学の平成 24 年度の活動の一端を概観したものであるが，平成 24 年度は国から全国の大学に対して
重要な提言が発信された．国家戦略会議によって示された「社会の期待に応える教育改革の推進」の中で大学改革が
謳われ，文部科学省からは「大学改革実行プラン〜社会の変革のエンジンとなる大学作り」が示され，「知の拠点」
として大学への期待が込められた．さらに，中央教育審議会からは「新たな未来を築くための大学教育の質的変換に
向けて〜生涯学び続け，主体的に考える力を育成する大学へ」が答申された．これらの 3 つのメッセージは，新た
な社会モデルを創出，発展させることのできる人材を育成していくために，教育の質的変換を行い活路を見いだして
欲しいという大学改革を示唆する国家からのメッセージである．このように日本社会の様々な分野に蔓延している閉
塞感を打破し，負の連鎖を正の連鎖に変えていくことが，我々に課された最大の使命であろう．
いつの時代でも，
文化や国家の基本となるものは「教育」である．創立から 40 有余年の間「すぐれた医療人の育成」
を建学の理念として歴史を刻んできた本学の使命は，これからの新しい社会に貢献できる，質の高い優れた医療人の
育成である．そのために，これまで本学は，入学試験から，卒前教育，卒後教育，さらには生涯教育までの一連の教
育体制の整備に努め，医学教育センターをはじめとする様々な組織を構築してきた．

今後は，これらの組織の中で，変化する社会の要請に対応しつつ，｢ すぐれた医療人の育成」のために継続して，
努力を重ねていくことが最も重要である．平成 25 年度は，大学機関別認証評価の受審年度でもあるが，これを機に
前述した国家からの 3 つのメッセージを参考にしながら，医学教育のあり方や，本学のあり方について原点に立ち
返り，自己を点検し，改善すべき点は改善し，創立 50 周年の未来に向け，さらなる発展を遂げていくよう鋭意努力
しながら日々邁進して行きたい．

埼玉医科大学
学長・医学部長

別所

正美

総論

１．沿

革

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．
大学の前身である毛呂病院は，明治 25（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（1919）年に第 2 代院長 丸木 清に代わり，さらに昭和 25（1950）年には第 3 代院長 丸木 清美に
引き継がれた．その後，病院となり戦後の昭和 27（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を連携させて運営してきた．昭和 39（1964）年からは，社会福祉法人毛呂病院を総合病院とし
て発展し，整備された．
そして昭和 47（1972）年に，社会福祉法人毛呂病院の一部施設を移管して埼玉医科大学が設立された．大学設立
後 40 年を経た，この平成 24（2012）年までの沿革並びに主な出来事を以下に記す．
昭和 47（1972）年 4 月

埼玉医科大学医学部開学（入学定員 80 人）
学長 落合 京一郎，理事長 栗原

浩，専務理事 丸木 清美，

常務理事 丸木 清浩
昭和 47（1972）年 8 月

埼玉医科大学附属病院開設 病院長 大島 良雄

昭和 51（1976）年 1 月

神経精神科センター開設

昭和 51（1976）年 4 月

入学定員 80 人より 100 人に変更（入学定員 100 人）

昭和 53（1978）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 人）

昭和 53（1978）年 8 月

理事長 丸木 清美

昭和 57（1982）年 8 月

専務理事 丸木 清浩

昭和 58（1983）年 6 月

病院長 宮川

昭和 60（1985）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

正

所長 坂元 正一
平成元（1989）年 5 月

病院長 東

平成元（1989）年 10 月

学長代行 宮川

博彦

平成 02（1990）年 8 月

学長 石田 正統

平成 06（1994）年 4 月

理事長

正

丸木 清浩，

埼玉医科大学総合医療センター 所長 遠山

博

平成 09（1997）年 8 月

学長 東 博彦，名誉学長 石田 正統，病院長 尾本 良三

平成 10（1998）年 7 月

専務理事 濱口 勝彦

平成 11（1999）年 4 月

総合医療センター 所長 安倍

平成 12（2000）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 12（2000）年 4 月

総合医療センター センター長 濱口 勝彦（専務理事）

平成 13（2001）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

平成 13（2001）年 6 月

所長 村松 正實

平成 13（2001）年 6 月

第 1 次長期総合計画「夢」（平成 13（2001）年度〜平成 17（2005）年度）

平成 14（2002）年 1 月

総合医療センター センター長 小川 雄之亮

平成 14（2002）年 6 月

埼玉医科大学創立 30 周年記念式典・祝賀会

平成 14（2002）年 9 月

総合医療センター センター長

平成 15（2003）年 5 月

常務理事 丸木 清之，尾本 良三，藤森 貞夫

平成 15（2003）年 8 月

医学教育センター設立 センター長

平成 16（2004）年 7 月

埼玉医科大学かわごえクリニック開設 院長 川添 太郎

平成 16（2004）年 8 月

学長 山内 俊雄，名誉学長 東

平成 16（2004）年 9 月

総合医療センター センター長 吉本 信雄

平成 17（2005）年 2 月

日高キャンパス地鎮祭

達

飯沼 壽孝
山内 俊雄

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
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平成 17（2005）年 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

平成 17（205）年 12 月

保健医療学部 認可

平成 18（2006）年 3 月

埼玉医科大学 創立 30 周年記念講堂 竣工

平成 18（2006）年 4 月

埼玉医科大学保健医療学部開設 学部長 大野 良三
（入学定員：看護学科 80 人・健康医療科学科 80 人・医用生体工学科 40 人）
医学部教員組織の変革

平成 18（2006）年 4 月

第 2 次長期総合計画「飛躍」（平成 18（2006）年度〜平成 22（2010）年度）

平成 18（2006）年 7 月

副理事長 濱口 勝彦，専務理事 丸木 清之，専務理事

平成 18（2006）年 8 月

地域医学医療センター設立 センター長 横手 祐二

平成 19（2007）年 3 月

大学機関別認証評価 認定証授与

常務理事・事務局長

尾本 良三，

堀口 一夫

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
平成 19（2007）年 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 人）
（看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科・理学療法学科）

平成 19（2007）年 8 月

アドミッションセンター設立 センター長 山内 俊雄

平成 20（2008）年 4 月

ゲノム医学研究センター 所長 岡崎 康司

医学研究センター センター長 松下

祥

保健医療学部 入学定員の変更
看護学科入学定員 80 人（入学定員 80 人）
健康医療科学科入学定員 80 人より 70 人に変更（入学定員 70 人）
医用生体工学科 40 人（入学定員 40 人）
理学療法学科入学定員 40 人より 50 人に変更（入学定員 50 人）
平成 20（2008）年 8 月

大学病院 病院長 片山 茂裕，名誉病院長 横手 祐二，
地域医学医療センター センター長 鈴木 洋通

平成 21（2009）年 4 月

医学部医学科入学定員 100 人より 110 人に変更（入学定員 110 人）
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 名誉所長 村松 正實
平成 22（2010）年 4 月

医学部 学部長 別所 正美
医療人育成支援センター設立 センター長 西村 重敬
先端医療開発センター設立 センター長 西山 正彦
医学部医学科入学定員 110 人より 115 人に変更（入学定員 115 人）
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 人）
看護学研究科看護学専攻（入学定員 10 人）

平成 22（2010）年 6 月

埼玉医科大学かわごえクリニック 院長 佐々木 望
埼玉医科大学かわごえクリニック 名誉院長 川添 太郎

平成 23（2011）年 3 月

講義棟 15 号館オルコスホール竣工

平成 23（2011）年 4 月

医学部医学科入学定員 115 人より 120 人に変更（入学定員 120 人）
医学教育センター センター長 荒木 信夫
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
第 3 次長期総合計画「誇り ｣（平成 23（2011）年度〜平成 27（2015）年度）
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平成 23（2011）年 8 月

学長 別所 正美，副学長 吉本 信雄，名誉学長 山内 俊雄

平成 24（2012）年 3 月

東洋医学センター病院組織へ移管

平成 24（2012）年 5 月

専務理事 吉本 信雄，常務理事 田島 賢司

先端医療開発センター廃止
教職員・学生健康推進センター センター長 池田 斎
平成 24（2012）年 6 月

事務局長 田島 賢司

平成 24（2012）年 9 月

総合医療センター 病院長 堤

晴彦

総合医療センター 名誉病院長 吉本 信雄

２．本学の現況
○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 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 番地 1
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 番地 7
○学部の構成
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

医科学専攻

看護学研究科

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（1972 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，40 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（1999 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（2006 年）の保健医療学部設置を機に，平成 19 年（2007 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 24 年度（2012 年度）もさまざまな取り組みをおこなった．
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3．埼玉医科大学の期待する医療人像
埼玉医科大学の建学にあたって，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，平成 23 年（2011 年）
、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．
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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示され，「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」の下に設けられた。
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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5．大学院
1．入学者
（医学研究科博士課程）
平成 24 年度大学院志願者

23 名 （一般選抜 2 名，社会人特別選抜 21 名，外国人特別選抜 0 名）

合格者

18 名 （一般選抜 1 名，社会人特別選抜 17 名，外国人特別選抜 0 名）

入学者

17 名 （一般選抜 1 名，社会人特別選抜 16 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 24 年度大学院志願者

14 名 （一般選抜 10 名，社会人特別選抜 4 名）

合格者

11 名 （一般選抜 7 名，社会人特別選抜 4 名）

入学者

10 名 （一般選抜 6 名，社会人特別選抜 4 名）

（看護学研究科修士課程）
・看護学専攻
平成 24 年度大学院志願者

12 名 （一般選抜 1 名，社会人特別選抜 11 名）

合格者

9 名 （一般選抜 1 名，社会人特別選抜 8 名）

入学者

8 名 （一般選抜 1 名，社会人特別選抜 7 名）

2．大学院学生数内訳
①専攻別内訳
博士課程
総定員 入学定員
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
計

40
16
144
200

10
4
36
50

１年次
男
女
1（1）
0

2 年次
男
女
1（1）
0

3 年次
男
女
1（0） 1（0）

4 年次

合計
女
0 1（1） 5（3）
0
14（13） 2（2） 8（6） 4（3） 13（9） 4（2）16（15） 3（1）64（51）
15（14） 2（2） 9（7） 4（3） 14（9） 5（2）16（15） 4（2）69（54）
男

修士課程
総定員 入学定員
医
看

科
護

学
学
計

専
専

攻
攻

16
20
36

8
10
18

１年次
2 年次
長期履修生
合計
男
女
男
女
男
女
9（7） 1（0） 10（8） 3（2） 3（1）
0
26（18）
0
8（8） 4（4） 5（4） 4（4） 3（3） 24（23）
9（7） 9（8） 14（12） 8（6） 7（5） 3（3） 50（41）

（ ）内は社会人学生
②外国人学生数
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

16

4名 （男 3 名，女 1 名）
11名 （男 9 名，女 2 名）

大学院

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
2

乙 1200

宮島

剛

A Study of Changes in Bone Metabolism in Cases of Gender Identity Disorder

乙 1201

福田

敏幸

The inﬂuence of again on balance function in terms of the foot
electromyographic reaction time.

3

乙 1202

飯塚

秀樹

Predictive Factors of Cervical Spondylotic Mylopathy in Patients with Lumbar
Spinal Stenosis

4

乙 1203

松木

麻妃

自殺企図患者の動機別臨床的検討

5

乙 1204

庄野

孝

Feasibility of Endoscopic Submucosal Dissection: A New Technique En Bloc

6

乙 1205

阿部

美紀子 Sphingoliipids of the Murine Hair

7

乙 1206

大江

康子

Resection of a Large Superﬁcial Tumor in the Colon and Rectum
Magnetic Resonance Imaging investigation of secondary degeneration of the
mesencephalic substantia nigra after cerebral infarction
8

乙 1207

小倉

丈司

Characteristics and prognostic value of acute catecholamine surge in patients
with aneurysmal subarachnoid hemorrhage.

9

乙 1208

村越

智

Eﬀects of adding butyric acid to PN on gut-associated lymphoid tissue and
mucosal immunoglobulin A levels

10

乙 1209

福岡

卓也

11

乙 1210

出口

一郎

12

乙 1211

石原

秀章

13

乙 1212

傍島

潤

14

乙 1213

長房

裕子

Laser-induced thrombus formation in mouse brain microvasculature:eﬀect of
clopidogrel
Signiﬁcance of magnetic resonance angiography-diﬀusion weighted imaging
mismatch in hyperacute cerebral in farction
FREQUENCY AND RISK FACTORS FOR SEPSIS RESULTING FROM
NEUROENDOVASCULAR TREATMENT
Early evaluation of the apoptotic index ratio is useful in predicting the eﬃcacy
of chemoradiotherapy in esophageal squamous cell carcinoma.
Assessment of cerebral blood ﬂow ﬁndings using 99mTc-ECD single-photon
emission computed tomography in patients diagnosed with major depressive
disorder

15

乙 1214

山下

富都

Analysis of the HLA and non-HLA susceptibility loci in Japanese type 1

16

乙 1215

松永

茂剛

17

乙 1216

横田

昌

18

甲 1217

近藤

恒夫

19

乙 1218

河西

美代子 Excessive zinc intake increases systemic blood pressure and reduces renal

20

乙 1219

大嶋

宏一

A dual reporter splicing assay using HaloTag-containing proteins

21

乙 1220

中島

信久

The Evaluation of the Relationship Between the Level of Disclosure of Cancer in

diabetes
A Retrospective Analysis of Transfusion Management for Obstetric Hemorrhage
in a Japanese Obstetric Center
単一施設における MGUS114 例の多発性骨髄腫および類縁疾患への進展に関
する後方視的解析
全身性エリテマトーデス患者におけるカルシニューリン阻害薬投与による T
細胞受容体ζ鎖の発現回復と臨床効果に関する研究
blood ﬂow via kidney angiotensin II in rats

Terminally Ill Patients With Cancer and the Quality of Terminal Care in These
Patients and Their Families Using the Support Team Assessment Schedule
22

乙 1221

輪千

朋香

Progesterone induced mesenchymal diﬀerentiation and rescued cystic dilation
of renal tubules of Pkd1-/- mice

23

乙 1222

中嶋

京一

関節リウマチと BAFF: 滑膜細胞における発現ならびに疾患活動性との関連

24

甲 1223

赤塚

淳弥

小児 1 型糖尿病におけるグリコアルブミン / ヘモグロビン A1c（GA/A1C）比

25

甲 1224

丸山

元

26

甲 1225

樽本

憲人

の個人別一貫性：グリケーションギャップ（G-gap）の存在
Clopidogrel resistance and the eﬀect of combination cilostazol in patients with
ischemic stroke or carotid artery stenting using VerifyNow P2Y12 Assay
A Limited Role of iNKT Cells in Controlling Systemic Candida albicans
17

大学院

Infections
27

甲 1226

菅原

泉

Family with sequence similarity 57, member B（Fam57b）, a Novel Peroxisome
Proliferator-Activated Receptor ? Target Gene that Regulates Adipogenesis
through Ceramide Synthesis

28

甲 1227

可児

和仁

インドメタシン起因性小腸潰瘍形成過程におけるアドレノメデュリンの作用機

29

甲 1228

中本

文

30

甲 1229

島野

靖正

31

乙 1230

竹田

理々子 A practical prediction model for early hematoma expansion in spontaneous

序についての検討
プロテオーム解析による咀嚼筋腱腱膜過形成症患者の側頭筋腱に特異的に発現
するタンパク質の同定
18F-ﬂuoromisonidazole（FMISO）PET/CT による低酸素イメージングの定量
法の検討
deep ganglionic intracerebral hemorrhage.
医学研究科修士課程
No.

学位記番号

1

修医第 11 号

氏
岩田

名
修一

学位論文タイトル
医療機器所在管理システム導入に向けての現状調査と導入により省力されるマ
ンパワーコストの試算

2

修医第 12 号

植松

正将

全トランス型レチノイン酸による急性前骨髄球性白血病細胞分化誘導時にみら

3

修医第 13 号

袴塚

雄一郎 エピブラスト幹細胞における Core 及び Myc モジュール活性

4

修医第 14 号

北脇

丈博

抗凝固薬プロトコールを使用した持続腎臓代替療法の検討

5

修医第 15 号

小関

要作

5 ｍ歩行・停止テストの信頼性と妥当性，下肢筋力の影響

6

修医第 16 号

柴田

弘樹

異なるコアエクササイズがパフォーマンスと体幹筋活動に与える影響

7

修医第 17 号

杉山

真一

Augmented Low Dye Taping（ALD） によるパフォーマンスと運動時の下肢関

8

修医第 18 号

田村

慧介

足関節の構造的，機能的要素からみた主観的足関節不安定感

9

修医第 19 号

船山

静香

ヒト iPS 細胞の分化多能性を完全に引き出す

10

修医第 20 号

増井

義哲

低負荷下肢伸展筋力トレーニングが施設入所高齢者の ADL に及ぼす影響

11

修医第 21 号

的場

奈々

日本人悪性高熱症家系のエクソーム解析

12

修医第 22 号

森田

泰裕

地域在住高齢者の足趾把持力と前方リーチ動作の能力との関係

13

修医第 23 号

柳

14

修医第 24 号

山口

れる Flt ３遺伝子発現の変化とその意義

節角度への影響

英利

積極的個別指導による患者教育は心筋梗塞回復期心臓リハビリテーションの参
加率を上昇させる

由美子 免疫血漿吸着（LAPP）における循環動態の変動推定法の検討

看護学研究科修士課程
No.

学位記番号

氏名

1

修看第 11 号

梶原

貴宏

学位論文タイトル

2

修看第 12 号

杉山

智江

頸髄損傷を被った人が受傷後に辿ってきた経過の記憶と看護師の関わり
小児がんの子どもがターミナル期に不安や思いを「語り」始めた瞬間からの看
護師の関わりのプロセス

3

修看第 13 号

津村

久美子 ホスピス・緩和ケア病棟で働く看護師の看護実践と神気性（スピリチュアリ

4

修看第 14 号

新山

和也

5

修看第 15 号

濱野

勝史

6

修看第 16 号

町田

ふさ子 Ａ県行政保健師の地区組織活動の支援におけるコンピテンシーとその関連要因

7

修看第 17 号

丸山

達也

8

修看第 18 号

小林

由起子 精神科看護師が専門的ケア行動を実施できる要因−精神看護専門看護師・精神

ティ）評定尺度との関連性の検討
" 被災地外から派遣された看護師の災害支援の経験
−東日本大震災において− "
精神科訪問看護に用いられている看護実践能力

統合失調症に焦点を当てて

精神科における患者の暴力行為への身体介入に対する包括的暴力防止プログラ
ムトレーナーの自己効力感
科認定看護師への面接を通して−

18
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6．1）医学部
平成 18 年度より開始した，医学部の特徴である「新しい教員組織」による管理運営体制は 3 期 6 年が経過し，平
成 24 年度から第 4 期目に入った．これに伴い基本学科は，新たに任命（再任）された運営責任者，教育主任，研究
主任などによって運営されることになった．また，平成 22 年 4 月より医学部長に就任した別所正美教授については，
再任され，平成 24 年 4 月から 2 期目に入り，新たに任命（再任）された副医学部長，医学部長補佐とともに医学部
の運営にあたった．平成 24 年度も，東日本大震災に続く福島原発事故による電力不足への対応が，前年度からの継
続的な課題となった．電力問題は若干の改善がみられたものの，依然として節電が求められる 1 年であったが，学
事は概ね順調に推移した．
以下に平成 24 年度の医学部の動きについて項目ごとに概要を述べる．詳細は各組織，部門からの報告を参照願い
たい．

1．節電
電力需要の高まる夏と冬について，国からは数値目標を，設けない節電要請があった．本学では，平成 23 年度に
立ち上げた節電対策本部を中心に教育研究，診療，および管理の各組織で節電に務めた．目標値は平成 23 年度と同
様に 10％の節電であったが，平成 24 年度は 9.5% の節電を達成することができた．

2．学事に関する運営組織
「新しい教員組織」は第 4 期に入り，
既存の教員には定着してきている．新任教員については着任時の FD で説明し，
理解を得ることに努めた．
学事についての審議，決定は教員代表者会議で遂行された．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 となるように按分されている．このように教育，研究，診療の 3 つの大きな
柱となる組織の間で情報を共有しながら，共通認識をもって学事の重要課題が審議，決定される仕組みが構築されて
いる．また，教員代表者会議における決定事項が，大学全体に滞りなく伝達され，学内の様々な問題が教員代表者会
議に遺漏なく反映されるよう，教員代表者会議の議事録は，要約版として平成 21 年 4 月より学内ホームページにお
いて公開されている．
医学部の教授総会は，教授のみならず，基本学科の運営責任者および教員代表者会議と法人部長会の構成員，保健
医療学部学科長を招集し，
「研究マインドの育成」をメインテーマに掲げ 7 月 21 日に開催した（通算 13 回目）．また，
医学部と保健医療学部の情報共有を目的とした両学部合同の教授総会は，「両学部の調和と発展」をメインテーマに
12 月 22 日に開催した（通算 6 回目）
．
学事の基本方針の検討や問題点の把握および解決策の検討を目的とした医学部長懇談会ならびに新しい教員組織の
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 24 年度も継続して開催した．
なお，教員組織運営会議については，これまで概ね隔週で開催してきたが，「新たな教員組織」が定着したことに
鑑み，平成 24 年 7 月より月次開催とした．また，9 月 1 日付にて総合医療センター病院長に堤晴彦教授が就任した
ため，教員組織運営会議においても新構成員として加わっていただいた．
教員代表者会議の構成員は，3 名が任期満了にて退任し，6 名が新構成員として加わった．

3．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．平成 24 年度は，平成 17 年度および平成 22 年度に見直しを行った人事考課の評価システムを用い
て実施した．
教員任期制による再任判定については，該当者 51 名のうち，再任希望者は 49 名，再任を希望しない者が 2 名（退
職予定者）であった．再任希望者については，人事考課で D あるいは E の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．最終的には再任を希望していた 49 名が再任され，任期
が更新された．
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4．入学試験
平成 25 年度より大学入学者選抜大学入試センター試験に参画し，センター試験利用入試として 10 名を募集した．
センター試験の当日は，女子栄養大学との共同実施として女子栄養大学坂戸キャンパスの試験会場において主催者側
の立場で運営に関与した．
したがって，本学の入学試験は，平成 18 年度以降採用している推薦入試，一般入試前期，一般入試後期に加えて，
センター試験利用入試の 4 種類となった．これは，さまざまな視点から，本学のアドミッションポリシーに合致し
た受験生を求めることを意図したものである．平成 25 年度募集の推薦選抜の志願者は 42 名で，合格者は 10 名であっ
た．一般入試の志願者は 4,188 名（前期 2,079 名，後期 2,109 名），合格者は 114 名（前期 60 名，後期 46 名）であっ
た．センター試験利用入試の志願者は 689 名，合格者は 10 名であった．
医師不足対策として，文部科学省から入学定員増の要請があり，本学では平成 21 年度の募集定員を 110 名とす
ることを決め，併せて入学時に地域医療への貢献に関する意向調査を実施することとした．文部科学省から更なる定
員増の要請があり，平成 22 年度の募集定員 115 名，平成 23 年度および平成 24 年度は 120 名とした．平成 25 年
度については，研究医枠 1 名の増員が認められ，定員は 121 名となった．

5．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 24 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 12 名の応募があり，地域医療に貢献する意欲，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については 1 年生より 1 名，2 年生より 2 名の応募があり全 3 名を奨学生と
して決定した．3 年生から 6 年生の，応募者はいなかった．

6．卒前教育
卒前教育は卒前教育委員会が担当した．卒前教育委員会は医学教育センター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ー教育主任会議と合同で行われてきた．平成 19 年度からはコー
スディレクターとユニットディレクターもこれに参加することとし，名称も卒前教育合同会議と改められている．さ
らに，会議もテレビ会議システムを用いて 3 キャンパスで同時開催し，情報の共有と周知が徹底できるよう配慮さ
れている．卒前教育合同会議では卒前教育委員会の委員長が議長となり，卒前医学教育部門と学年小委員会からの報
告を中心に，卒前教育に関する様々な課題に取り組んだ．
平成 24 年度のトピックスとして，教養教育担当教員を 7 名採用したこと，進級判定に総合成績を加味するよう評
価基準を見直したこと，夏期プログラムとして実施してきた課外学習を通年で行えるようにしたこと（通年プログラ
ム）
，私立大学教育活性化設備備品整備事業に採択され，スキルスラボの整備が進んだこと，埼玉大学を中心とした
大学間連携共同教育推進事業が採択され，多職種連携教育（IPS）が拡充したこと，などがあげられる．なお，医学
教育カリキュラムの国際認証の問題が全国の医学部で問題となり，本学でもクリニカルクラークシップを始めとする
臨床実習の質と量の充実について，早急に検討する必要性が出てきた．

7．医師国家試験
第 107 回の医師国家試験は，平成 24 年 2 月 9 日から 11 日の 3 日間で実施され，新卒者と既卒者を合わせ，総
受験者 8,569 人，合格者 7,696 人，合格率 89.8% であった．
本学は，新卒者 99 名が受験し，全員が合格した（合格率 100%）．既卒者は 2 名が受験し，合格者はいなかった．
全体としては，101 名が受験し，99 名が合格した（合格率 98.0%）．今回の好成績の理由を分析し，高い合格率を
維持できるよう努めていきたい．

8．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
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しながら，研修医の教育および臨床研修後の生涯教育を企画・運営してきた．今年度も，卒後教育委員会の主催・後
援する学術集会を開催した．
文部科学省事業である大学病院連携型高度医療人養成推進事業については，関東・信州広域循環型専門医養成プ
ログラム−専門医育成と医師不足解消を目指し−（主管校 : 群馬大学，参加校 : 信州大学，獨協医科大学，日本大学，
埼玉医科大学）
，および地域躍動型専門医一貫教育プログラム（主管校 : 慶應大学，参加校 : 東海大学，杏林大学，岩
手医科大学，富山大学，東京歯科大学，埼玉医科大学）の 2 つのプログラムが終了した．

9．大学院
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 24 年度は，臨床研究における倫理指針の遵守という観点から，申請論文について研究倫理に問題がないか，小
委員会にて審議してから申請資格の審査をすることとした．また，大学院の入学判定については，語学試験を含む総
合的基準に基づいて判定をすることとした．研究マインドの育成を目的として，卒後臨床研修と同時に社会人大学院
生として大学院に入学できる研究マインド育成自由選択プログラムを平成 25 年度から運用するための準備を行った．
平成 24 年度から 5 カ年計画で，グローバル化が急速に進むがん医療において，その中心となる国際的指導者・人
材の教育・研究基盤の整備を目的とした国際協力型がん臨床指導者養成拠点事業が開始となった．

10．リサーチマインドの育成
若手教員のリサーチマイントの育成のため，理事長から各病院長および学長にそれぞれ 2,000 万円の予算配分が
あり，各組織で，それぞれ特色を持った研究グラントが設定され，その募集，審査による研究費の配分が行われた．
それとは別に毎年公募されている学内グラントは，平成 24 年度より丸木記念特別賞が，本学の研究活動により蓄
積された成果に重きをおく優れた成果が期待出来る研究という趣旨で復活し，科学研究費補助金の振興策として科研
費の前年度応募を必須の応募要件としている一般グラントと共に学内公募された．
平成 24 年度の科学研究費は，新規採択件数 52 件，継続採択 70 件，合計 122 件，助成金額は 231,680 千円で，
本学にとってこれまでにない最高獲得額であった．
また，今年度，増員申請した平成 25 年度の医学部の定員について ｢ 研究医枠 ｣ として 1 名が認められたことを前
述したが，この ｢ 研究医枠 ｣ については，これから優れた研究医を育成していくため，慶應義塾大学，女子栄養大学
と連携して 4 年次から進学する「基礎医学研究者養成コース（仮称）」と共に ｢ 埼玉医科大学研究医奨学金（仮称）
｣ の設置や「海外研究体験留学制度（仮称）
」の導入も検討していく予定である．

11．教員人事
平成 24 年度の教授採用は 5 名で，学内から昇格した教授は 6 名であり，退職した教授は 11 名であった．また，
教養教育（特に，物理数学，生物学，化学，英語，人文科学）を担当する教員の公募を行った．191 名と多数の応
募者の中から，書類選考，模擬講義，面接，等の厳正な複数回の審査を経て，7 名の教員（講師）が採用された．

12．その他
1）包括的協定の締結
埼玉縣信用金庫，毛呂山町，慶應義塾大学医学部，それぞれと包括的連携協定を締結した．
2）相互交換留学
本制度は開始から 18 年目に入るが，平成 24 年度は 7 か国 9 大学との交換留学が行われ，17 名の留学生を本
学に迎え，本学からは 22 名が留学した．また，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は，平成 24 年度も実施された．詳細は，国際交流センターの頁を参照さ
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 8 年目を迎えた．平成 24 年度は，「がんの予防から最新治療まで」とい
うテーマで 11 回を開催し，延べ 1,470 名の皆様にご参加いただいた．
4）21 世紀ビジョン会議，日本のメイヨークリニックを目指す会
日本のメイヨークリニックを目指す会の全体集会が平成 24 年度は 3 回開催された．21 世紀ビジョン会議の活
動として，教員の専門性（研究および診療）に関する調査が行われ，日常の診療や研究で活用できる資料として
編集，公表された．
5）学部施設の整備
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①学生ホールと学習棟
平成 25 年 3 月に新設された学生ホールは，初代学長である落合京一郎先生にちなみ「Ochiai Hall（16 号館）
」
と命名された．地下 1 階には，約 800 人利用可能なロッカー室と 7 室のシャワールームが，1 階と 2 階にはホー
ル，学生会室，自販機コーナー，多目的室が整備された．
また，隣接地には，旧 第 4 宿舎を改築した ｢ 学習棟 ｣ が，グループ学習を目的とした教育施設として同日にリ
ニューアルオープンした．
②共同実験室
実験環境のない研究者（教員）に対し，最小限の機器を提供し研究活動のセットアップに資することを目的とし
て，基礎医学棟 3 階に共用実験室が整備され，9 月より医学研究センターの管理下において運用が開始された．
6）IR（Institutional Research）準備委員会の設置
学内に散在している教育，研究等に関する各種データを収集し，PDCA サイクルを回して大学の改善のために活
用するため IR 部門を立ち上げることとなり，総合企画部を事務局として準備委員会を開催した．
7）規程，規則等の見直しと整備
平成 25 年度に 2 度目の大学機関別認証評価を受審するにあたり，規程，規則，ならびに教員便覧等の見直しと
整備が進められた．

13．平成 24 年度の総括
平成 24 年度は「新しい教員組織」に基づく第 4 期目の年度であり，医学部の各基本学科では，運営責任者，教育
主任，
研究主任が新たに任命（再任）された．また，医学部長は 2 期目に入り，新たに任命（再任）された副医学部長，
医学部長補佐とともに医学部の運営にあたった．「新しい教員組織」は各教員と各組織に定着し，大きな問題もなく
運用されるようになった．
本学は創設から 41 年を経過したが，創設からしばらくの間，問題とされた医師国家試験の合格率については，こ
こ 10 年間ほぼ安定した状態になっている．これは，教職員が医学教育に注いできた努力の賜物であり，今後も継続
させることが必要である．一方，医学教育と対をなす医学研究についても，大学の使命であり，ゆるがせにできない．
平成 24 年度は，医学部教授総会でも「研究マインドの育成」をテ−マに医学研究に焦点が当てられ，活発な意見
が交換された．また，理事長からは研究マインド育成のためのグラントが新設された．このほか，共同研究スペ−ス
の整備，学部生の研究マインド育成に有効な通年プログラムの開始，研修医を対象とした研究マインド育成プログラ
ムの新設，大学院の充実に向けた議論，というように医学研究の充実に向けての取り組みが目立った 1 年間であった．
本学医学部の質を高めるために，この流れをこのまま次年度に継続させ，自己を点検，評価しながら，改善に向け
た努力を積み重ねていくことが大切であろう．
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6．2）医学部 関連会議･委員会一覧表
【任期：平成 24 年 4 月 1 日 〜 平成 26 年 3 月 31 日】
●全体会議･委員会等
教員代表者会議（医）
◎別所（学長・医学部長）･吉本（副学長）･土田（副医学部長）･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）･三村（医学部長補佐）･金子（医学部長補佐）･片山（大院長）･堤（総
医セ院長）･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）･村越（生化）･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）･朝倉（泌尿）･篠塚（消外）･御手洗（川
腎内）･前田（川輸血）･田村（川小児）･輿水（川 ER）･松居（川脳外）･屋嘉比（川消内）･石田（川消外）・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）･北村（国麻酔）･石原（国脳外）
･齋藤（法医）･吉田（化学）･池田（健推セ長）･永田（アレ長）･米谷（眼科）･西村（国心内）※濱口（副理事長）
教員組織運営会議・自己点検･評価委員会（医）
◎別所（学長・医学部長）･吉本（副学長）･土田（副医学部長）･荒木（医教セ長･副医学部長）･松下（副医学部長）
･木崎（医学部長補佐）･金子（医学部長補佐）･片山（大院長）･金澤（大院長代）･堤（総医セ院長）･前田（医セ
副長）･小山（国セ長）･加藤木（国セ副長） ※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）･○關（川産）･池淵（輸血）･大竹（小児）･田邊（保医生）･村田（保健健康）･永井（公衛）
･米谷（眼科）･三谷（ゲノム） 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）
ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会（全）
◎松下（免疫）･豊嶋（精神）･池淵（輸血）･村田（保健康）･伴塲（保健康）･三谷（ゲノム）外部委員：野木（弁
護士）･佐久間（大学教員）･井上（元日赤局長）
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）
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）･○大野（保学部長）･○土田（副医学部長）･西村（国心内）･松下（副
医学部長，
研セ長）･片山（大院長）･堤（総医セ院長）･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）･石
津（看研課長）
・田島（事局長）･茂木（総企部長）
・村田（総企課長）･小室（大事長）･松尾（保医室長）･内田（大
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事教）
・村嶌（大事学）
・笠間（大事庶務）※濱口（副理長）
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（保医用）･鈴木（保健康）･小島（保健理）･村嶌（大事務）
学生部委員会（医）
◎織田（学生部長）･○永井（公衛）･○齋藤（法医）･山崎（生物）･太田（精神）･藤田（解剖）･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･村嶌･石山※稲葉（医学部同窓会）
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）･山崎（生物）･野村（川神内）･根本（国
救）･大野（保部長）･奥田（ゲ発）･根本（看護）･渡邉（看護）･斉藤（医務）･柴崎（施設）･柳川（総務）･鈴木
妙（短看）･諸田（川事）･井上（川ク）･小室（大事）･村嶌（大事）･山口（川角）･石山（大事）
教員棟･会議室･講堂等管理運営委員会（医）
◎岡田（総診）･荒木（医教セ長）･織田（大副院長）･穐田（形態）･金（整形）･藤田（解剖）・青木（大学病院長
補佐）･内野（購買）･村嶌（大事）
・石山（大事） ※別所（学長・医学部長）
毛呂山キャンパス整備委員会（医）+（短）
◎岡田（医学部長補佐）･○丸木（専務）･片山（院長）･鈴木（洋）（図書館長）･織田（学生部長）･松下（副医部
長）･荒木（医教セ長）･渡辺（生理）･吉田（化学）･持田（消化）･田島（事務局長）･北沢（施設）･田島（経理）
･小室（大事務）･内田（大事務）･村嶌（大事務）･片山（短副学）･所（短看護）※別所（学長・医学部長）
COI 管理委員会（全）
◎永井（公衛）･松下（免疫）･藤原（国産婦）･田島（事務局長）・井上（外元日赤事務局長）

●医学教育センター関連会議･委員会
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）･村越（生化）･高野（解剖）･荒木（生化）･中平（生理）･新津（放射線）･朝倉（泌尿）･山本（心内）･萩原
（呼内）･丸山（薬理）･鈴木（腎内）･山口（感染）･永井（公衛生）･鈴木（放射）･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）･柴崎（地域）･穂苅（生化）･赤塚（微生）･曽根（免
疫）･奥田（ゲ）･中山（消内）･脇本（血内）･篠塚（消外）･松浦（乳腫）･大野（小外）･藤巻（脳外）･時岡（形
成）･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）･名越（川
消内）･桐村（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）･河田（川心外）･平岡（川
整）･張（川脳外）･三鍋（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）･輿水（川 ER）･杉山（川救命）･長田（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）･栗原（国内糖）･傅法（国神内）
･渡邊（国腎内）･嶋田（国腫瘍）･宮里（国感染）･宮澤（国消外）･大崎（国乳腫）･坂口（国呼外）･上部（国心外）
･矢澤（国整外）･西川（国脳）･横川（国形）･小林（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）･守屋（微生）･勝浦（医基）･向田（医基）･赤間（医基）･磯部
（医基）･森口（医基）･高田（生理）･伊丹（生理）･坂本（中施）･中尾（生理）･松下（免疫）･岡（消内）･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）
･村越（生化）･高野（解剖）･荒木（生化）･中平（生理）･新津（放射線）･朝倉（泌尿）･山本（心内）･萩原（呼
内）･丸山（薬理）･鈴木（腎内）･山口（感染）･永井（公衛生）･鈴木（放射）･倉持（皮膚）･齋藤（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）
◎三村（医学部長補佐・リウ膠）･○中元（総診内）･○御手洗（川腎内）･○石原（国脳）･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）･西村（国心内）※別所（学長・医学部長）

●医学研究センター関連会議･委員会
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（ゲノム所長）･池淵（輸血）･坂本（機能）
・村越（生化）
・赤塚（微生）
・丸山（薬
理）･椎橋（情報）･飯野（医研セ客）
・三村（リウ膠）
・田丸（川病）
・石井（保医生工）
・森圭（眼）･安河内（研セ）
･仁科（動物）･吉田（化学）･三谷（ゲノム）
・森（川研部）･森茂（教セ）･伊崎（川皮膚）･小林（国呼内）･小野
（内糖）
中央研究施設運営委員会（医）
◎坂本（機能）･荒木（神内）･仁科（動物）･穐田（中施）･椎橋（IT セ）･中村（皮膚）･中山（消肝）･森口（化学学）
･藤田（解剖）･村越（生化） ※和田（購買）･田島（事務局長）・松下（免疫）
動物実験委員会（全）
◎森（川研）･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）
・仁科（動物）
環境安全委員会（医）
◎松下（医研セ長・免疫）･吉田（化学）･丸山（薬理）
RI 安全委員会（全）
◎粟田（内糖）･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）･熊崎（国放）･小野（RI）･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（生化）･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（ゲ）･伴塲（保健康）･長谷川（国医セ骨盤腫瘍）
特許委員会（全）
◎岡崎（ゲノム）･○松下（免疫）･萩原（呼内）･濱口（副理長）･丸木（専務）･須田（ゲ客員）･木崎（川血内）
･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（研セ長）･別所（学長・医学部長）･吉本（副学長）･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）･堤（総医セ長）･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）
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病原性微生物等管理委員会（全）
◎赤塚（微生）･松井（微生）･堀江（ゲノム情）･森（川研究部）･宮里（国感染）･佐藤（保健健康）･綿貫（施設）
･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）･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）･堤（総医セ長）･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関連委員会
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）
・木崎（川血内）

●アドミッションセンター関連会議･委員会
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）･田島（事務局長）･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）･片山（大院長）･堤（総医セ院長）･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）･魚住（生化）･小室（大学事務部長）･村嶌（大学事務部）※別所（学長）

●国際交流センター関連委員会
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（医
教セ）･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）･飯田（総診）･
劉（国交セ）･内田（大事務次長）･チャド（医基）･乙戸（保理）･市岡（保健）※丸木（専務）･野村（顧問）･小
山（国医セ病院長）
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）･千本松（薬
理）

●地域医学･医療センター関連委員会
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）
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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関連委員会
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（保健健康）

●大学院関連委員会
大学院委員会（全）
◎別所（学長･医研科長・医学部長）･吉本（副学長）･石津（看研究科長）･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）･千田（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）･片山（大院長）･堤（医セ院長）･小山（国セ院長）･鈴木（地セ長）･三村（リ膠）･横手（名病長）
･永島（解剖）･田丸（川病理）･佐伯（国乳腫）･赤坂（保リ）･佐鹿（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）･吉本（副学長）･木崎（博士課程運営委員長）･土田（修士課程運営委員長）
･荒木（医教セ長）･松下（免疫）･岡崎（ゲ所長）･坂本（中施長）･三村（リ膠）･片山（大院長）･堤（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）･鈴木正（保健康）･小林（保医生）･永井（公衛）･
齋藤（法医）･松田（国血内）･池淵（輸血）･光武（国感染）･嶋田（国腫内）
・萩原（呼吸）･持田（消肝）･粟田（内糖）
･棚橋（国神内）･中元（総診内）･新浪（国心血外）･篠塚（消外）･大崎（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）･北村（国麻酔）･新津（放射）･依田（口外）･中塚（形成）･倉林（リハ）･赤坂（保リ）･佐伯
（国乳腫）･横手（名誉院長）･關（川産婦）･西村（国心内）･西山（ゲノム）･田丸（川病理）※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）･土田（修士課程運営委員長）･荒木（医教セ長）･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）･佐伯（国乳腫）･田丸（川病理）※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）

●その他
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）
27

教員代表者会議各種委員会

※日本のメイヨークリニックを目指す会担当：山内（名誉学長）
（医）
：医学部／（全）
：全学 ／（法）
：法人

※：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 24 年 4 月 9 日
新入生オリエンテーション：平成 24 年 4 月 11 日〜 4 月 13 日

2．授業・試験
1 年生
1 学期
授業

4 月 16 日〜 7 月 7 日

定期試験①

7 月 9 日〜 7 月 21 日

2 学期
授業

9 月 1 日〜 11 月 10 日
11 月 26 日〜 12 月 22 日

定期試験②

11 月 12 日〜 11 月 24 日

3 学期
授業

1 月 7 日〜 2 月 6 日

定期試験③

2 月 7 日〜 3 月 2 日（再試験含む）

2 年生
1 学期
授業
定期試験①

4 月 10 日〜 6 月 26 日
6 月 27 日〜 7 月 18 日

2 学期
授業

9 月 1 日〜 9 月 24 日
10 月 5 日〜 12 月 22 日

定期試験②

9 月 25 日〜 10 月 4 日

3 学期
授業

1 月 7 日〜 1 月 12 日

定期試験③

1 月 15 日〜 2 月 19 日（再試験含む）

総合試験

2 月 21 日，2 月 22 日

3 年生
1 学期
授業

4 月 10 日〜 5 月 10 日
5 月 22 日〜 6 月 28 日

定期試験①

5 月 11 日〜 5 月 21 日

定期試験②

6 月 29 日〜 7 月 12 日

2 学期
授業

9 月 1 日〜 10 月 1 日
10 月 10 日〜 12 月 22 日

定期試験③

10 月 2 日〜 10 月 9 日

3 学期
授業
定期試験④

1 月 7 日〜 1 月 24 日
1 月 25 日〜 2 月 26 日（再試験含む）

4 年生
1 学期
授業
定期試験①

4 月 10 日〜 7 月 2 日
7 月 3 日〜 7 月 14 日
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2 学期
授業

9 月 1 日〜 12 月 22 日

3 学期
授業

1 月 7 日〜 1 月 8 日，2 月 16 日〜 3 月 2 日

定期試験④

1 月 9 日〜 2 月 14 日（再試験含む）

共用試験 CBT

2 月 15 日

共用試験 OSCE

3月6日

5 年生
BSL オリエンテーション 平成 23 年 3 月 30 日
1 学期
BSL

4 月 2 日〜 7 月 28 日

前期総合試験

9月1日

2 学期
BSL

9 月 3 日〜 12 月 22 日

3 学期
CC ①

1 月 10 日〜 2 月 8 日

CC ②

2 月 12 日〜 3 月 9 日

後期総合試験

1 月 7 日，8 日

6 年生
1 学期
CC ③

4 月 2 日〜 4 月 26 日

AdvancedOSCE

4 月 28 日

授業

5 月 7 日〜 7 月 24 日

実力試験

5 月 1 日〜 5 月 2 日

総合試験①

7 月 25 日〜 7 月 27 日

2 学期
授業

8 月 27 日〜 9 月 26 日
11 月 5 日〜 12 月 4 日

総合試験②

8 月 22 日〜 8 月 24 日

総合試験③

12 月 5 日〜 12 月 7 日

第 1 回卒業試験

10 月 11 日〜 10 月 13 日

第 2 回卒業試験

10 月 31 日〜 11 月 2 日

3．卒業式
平成 25 年 3 月 9 日

4．その他
定期健康診断：1 年生

平成 24 年 4 月 10 日

2 年生

平成 24 年 4 月 11 日

3 年生

平成 24 年 4 月 11 日

4 年生

平成 24 年 4 月 19 日

5 年生

平成 23 年 3 月 30 日

6 年生

平成 24 年 5 月 17 日

受診率

721 ／ 721

100％

解剖体慰霊祭：平成 24 年 10 月 20 日
越華祭（大学祭）
：平成 24 年 10 月 27 日，10 月 28 日
臨床医学生認定式：平成 25 年 3 月 30 日
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6．4）入学，進級，卒業，入試
1．進級と卒業
在学者数
平成 23 年度留年者

学年

進級者

1年
2年
3年
4年
5年
6年
合計

（入学者）124
121
126
99
107
102
679

平成 24 年度
学年
1年
2年
3年
4年
5年
6年
合計

（休学者含む）
5
10
5
11
4
8
43

進級（卒業）
・留年状況
在学者
進級・卒業
129
125
130
124
131
123
110
107
111
105
110
99
721
683

再入学

計（男：女）

0
0

129（88：41）
130（83：47）
131（85：46）
110（68：42）
111（68：43）
110（72：38）
721（464：257）

留年
4
5
6
2
6
10
33

休学
0
0
1
1
0
1
3

退学
0
1
1
0
0
0
2

平成 25 年 3 月 31 日現在
卒業
平成 24 年 10 月 11 日〜 10 月 13 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 99 名が卒業した．
なお，この 3 月の卒業者 99 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 19 年度）入学者
107 名の 76.6% にあたる．

2．卒業者数
平成 25 年 3 月卒業

99 名（男 64 名，女 35 名）

3．卒業生進路状況（第 107 回医師国家試験合格者）平成 25 年 3 月現在
埼玉医科大学病院

26 名

埼玉医科大学総合医療センター

24 名

埼玉医科大学国際医療センター

4名

他大学附属病院・他指定病院

45 名

合

99 名

計

4．第 107 回
新 卒
99

医師国家試験
受験者（名）
既 卒
2

計
101

新 卒
99

合格者（名）
既 卒
0

計
99

新 卒
100.0

合格率（％）
既 卒
0.0

計
98.0

5．入学試験と入学者
平成 25 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）
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出願期間

平成 24 年 11 月 1 日〜 14 日

試験日

11 月 18 日

合格発表

11 月 21 日

入学手続期間

11 月 21 日〜 11 月 30 日

志願者

42 名

受験者

42 名

合格者

10 名

入学者

10 名（男 3 名，女 7 名）,（現役 6 名，他 4 名）

●試験科目

適性検査，小論文，面接

（2）一般入学試験
①前期
出願期間

平成 24 年 12 月 10 日〜平成 25 年 1 月 22 日

1 次試験

1 月 27 日

1 次合格発表
2 次試験

1 月 30 日

2月3日

2 次合格発表

2月6日

入学手続期間

2 月 6 日〜 13 日

志願者数

2,079 名

1 次受験者

1,920 名

1 次合格者

375 名

2 次受験者

326 名

2 次合格者

60 名

入学者

49 名（男 29 名，女 20 名）

②後期
出願期間

平成 24 年 12 月 10 日〜平成 25 年 2 月 12 日

1 次試験

2 月 17 日

1 次合格発表
2 次試験

2 月 20 日

2 月 24 日

2 次合格発表

2 月 27 日

入学手続期間

2 月 27 日〜 3 月 6 日

志願者数

2,109 名

受験者数

1,813 名

1 次合格者

330 名

2 次受験者

294 名

2 次合格者

46 名

入学者

60 名（男 43 名，女 17 名）

●試験科目
1次

外国語（英語）
，数学，理科（物理・化学・生物より 2 科目選択），

小論文（基礎学力試験）
2次

面接

（3）センター試験利用入学試験
出願期間
1 次試験

平成 24 年 12 月 10 日〜平成 25 年 1 月 18 日

1 月 19 日・20 日

1 次合格発表
2 次試験

3月3日

2 次合格発表

3月7日

入学手続期間

3 月 7 日〜 3 月 15 日

志願者数

689 名

受験者数

679 名

1 次合格者
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2 次受験者

37 名

2 次合格者

10 名

入学者

6 名（男 3 名，女 3 名）

●試験科目
1次

国語（近代以降の文章）
，英語（リスニングを含む），

2次

小論文，面接

数学（Ⅰ A・Ⅱ B）
，理科（物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰより 2 科目選択）
○入学者（合計）
125 名（男 78 名，女 47 名）
○入学高校所在地県別
北海道

3

茨

城

2

山

口

2

青

森

0

千

葉

10

岡

山

1

山

形

0

神奈川

7

広

島

1

岩

手

0

東

京

41

香

川

0

秋

田

1

静

岡

3

徳

島

0

宮

城

1

愛

知

4

高

知

0

福

島

7

岐

阜

3

愛

媛

0

山

梨

2

三

重

1

福

岡

3

長

野

2

兵

庫

0

佐

賀

1

新

潟

2

大

阪

1

長

崎

0

福

井

0

京

都

0

大

分

0

石

川

0

和歌山

1

熊

本

1

富

山

0

奈

良

0

宮

崎

0

群

馬

3

滋

賀

0

鹿児島

1

埼

玉

19

鳥

取

0

沖

縄

0

栃

木

0

島

根

0

認

定

2
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6．5）教育カリキュラム（奨学金等）
○奨学金等
平成 24 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 10 名（定員 10 名）
3 年生 5 名（定員 5 名）

合計 25 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

貸与者数

1 年生 1 名

2 年生 4 名

3 年生 10 名

4 年生 10 名

5 年生 9 名

6 年生 4 名

合計

38 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
0
8
8
8

第一種
第二種
計（延数）
計（併用者含む）

2年
2
6
8
8

3年
1
11
12
11

4年
6
8
14
12

5年
2
3
5
5

6年
1
1
2
2

計
12
37
49
46

（大学院）
1年
0
0
0

一種
二種
合計

2年
0
0
0

3年
1
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。

34

4年
0
0
0

計
1
0
1

教育，カリキュラム（奨学金等）

（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 年度中にその骨子が作られ，理事長・学長による情宣活動を経て，
平成 18 年 4 月 1 日より実施に移された．これは，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 ｣ に基づく取組み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，教員一人ひとり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）．
従って新しい教員組織は，教育，研究，診療の 3 つの分離自立した組織から成り立つ．また，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こと，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こと，が定められた．
なお，資格とは，身分的称号と定義されたが，平成 19 年度から呼称が変更され，教授，准教授，講師，助教，助
手が教員の資格として定められた．また，職位とは，任期制のもとで役割と責任を示すものとして定義され，教員組
織には代表教育主任，教育主任，教育副主任，教育員，研究組織には代表研究主任，研究主任，研究副主任，研究員，
診療組織には診療科長，診療副科長，医長，専門医員，医員をおくこととなった（図 2 参照）．初期臨床研修中の医
師は研修医，後期臨床研修中の医師はシニアレジデントと呼ぶこととした．
新しい教員組織では，講座制の見直しも行われ，基本学科という新たな概念を導入し，基本学科において人事なら
びに経費の運用にあたり，これを相当する職位として運営責任者（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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＜図 2 ＞

この新しい教員組織の導入に伴い，教育，研究，診療の各組織は，自立的な機能を尊重しつつも連携を重視した，
新たな発想に基づく関係の構築が求められることになった．また，従来の教授会のあり方も見直され，各組織から選
出された代表者からなる教員代表者会議へと名称が変更された．これに伴い，学部内にあるさまざまな会議も見直し
が行われた．
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され，また，ホームペー
ジにも掲載し周知徹底をはかっている．
平成 24 年度についても見直しを行い，教員便覧の「教育における教員組織」「研究における教員組織」およびホー
ムページに掲載した．
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7．1）保健医療学部
1．平成 24 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 8 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 28 名からなる．平成 24 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．
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．教員組織運営会議，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 24 年 4 月 9 日，入学式を挙行した．看護学科 88 名，健康医療科学科 77 名，医用生体工学科 41 名，理学
療法学科 50 名，および看護学科 3 年次編入学生 1 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．
（2）学生便覧，教員便覧およびシラバス
平成 24 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．これに伴い，教員便覧の記載事項についても改定した．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 11 プログラムに延べ 54 名（昨年度は 13 プログラム，94 名），医学部の 14 プログラムに延べ
41 名（昨年度は 24 プログラム，72 名）
，計 95 名（昨年度 166 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．今年度は本プログラムへの参加学生数が大幅に減少したため（前年比 57％），次年度
以降の改善を図りたい．なお，プログラムの提供が一部の学科に偏り，参加する学生の所属にも偏りがみられること
についても再検討課題としたい．
（4）看護学科の領域別実習要件認定式
平成 24 年 10 月 6 日，看護学科 3 年生を対象に，第 5 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 6 日に行われ，保健医療学部の学生約 35 名が参加した．
（6）学生による授業評価と教員表彰
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．
また，この評価結果をもとにした教員表彰として，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 24 年 4 月）．
（7）教員の教育業績評価システムの導入
教員の教育業績評価については，平成 23（2011）年度の自己点検・評価委員会において検討し，教員からの意見
聴取を繰り返した上で，教育業績を数量化する教育業績評価表を作成した．この評価表を用いたトライアルを平成
24（2012）年 3 月に実施し，
その結果をもとに職位別の評価基準を策定した．この評価基準は絶対的なものではなく，
教員人事考課における教育面の自己評価の目安として位置づけている．平成 25（2013）年度から，この教員の教育
業績評価の本格実施を開始する．
（8）卒業式，謝恩会
平成 25 年 3 月 9 日，卒業式および謝恩会が開催された．看護学科 4 期生 93 名，健康医療科学科 4 期生 69 名，
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医用生体工学科 4 期生 40 名，理学療法学科 3 期生 46 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（1 年生 6 名）
，ゴールドコーストのグリフィス大学付属英語学校（3 年生 2 名）において実施され，学生計
8 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研究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 5 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ている．
（10）部活動と学園祭の開催
平成 24 年度において部活動に参加している学生数は，19 団体のべ 466 名（前年度は 22 団体 504 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 5 回目の学園祭（第 5 回越華祭）が，10 月 27 日〜 10 月 28 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 24 年度の学生保健室利用状況は計 729 件（川角校舎 193 件を含む）であり，うち心理相談に訪れたのは 88
件であった．保健室利用の総数では前年比およそ 97％であったが，川角校舎ではおよそ 121％と若干の増加，さら
に心理相談数は前年比 176％と大幅な増加がみられている．
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が，上記のように相談
件数が増加してきており，何らかの対応が必要と考え検討を開始した．
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 25 年度入学試験として，看護学科 3 年次編入学試験（9 月 30 日，受験者数 2 名，合格者数 1 名），医用生
体工学科 2 年次編入学試験（9 月 30 日，受験者数 1 名，合格者数 0 名），推薦入学試験（11 月 11 日，受験者数
139 名，合格者数 102 名）
，AO 入学試験（12 月 16 日，受験者数 26 名，合格者数 16 名），一般入学試験前期（1
月 30 日一次試験，受験者数 463 名，合格者数 252 名，2 月 1 日二次試験，受験者数 249 名，合格者数 144 名）
，
一般入学試験後期（2 月 27 日，受験者数 134 名，合格者数 20 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 25 年度入学試験では，受験者数 765 名（前年比 106％），入学者数 257 名（定員充足率 103％）と，
受験者数の微増がみられているが，さらに安定した受験者数の確保を目指し工夫を重ねていく．
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5）国家試験
第 102 回看護師国家試験では，新卒で 89 名中 87 名合格（97.7％），第 99 回保健師国家試験では，新卒で 93 名
中 91 名合格（97.8％）
，第 59 回臨床検査技師国家試験では，新卒で 54 名中 43 名合格（79.6％），第 26 回臨床工
学技士国家試験では，新卒で 40 名中 34 名合格（85.0％），第 48 回理学療法士国家試験では，新卒で 46 名中 41
名合格（89.1％）であった．また，既卒者を含めた全体の合格率は，看護師で 97.9％（全国平均 88.8％），臨床工
学技士で 77.8％（全国平均 75.3％）
，理学療法士で 89.1％（全国平均 88.7％）と，全国平均を上回る結果であり，
保健師も 93.4％（全国平均 96.0％）と全国平均とほぼ同等の結果を示した．なお，臨床検査技師では 61.0％（全国
平均 77.2％）と全国平均を大きく下回る結果であった．新卒者の合格率向上をさらに目指すとともに，不合格者の
2/3 が既卒者であることを考慮すると，何らかの形での既卒者対策についても今後検討が必要と考えられた．
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 24 年 8 月，第 10 回医療人教育者のためのワークショップ（新任教員 8 名，
事務職員 2 名）および第 11 回医療人教育者のためのワークショップ（教員 21 名）を実施した．前者ではテーマを
curriculum planning とし，平日午後の 2 日間を使って実施した．全員が第 2 回目の参加となる後者では，テーマを
評価にしぼったアドバンスト・コースとし，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．
7）保健医療学部公開講座の開催
平成 24 年 12 月に第 8 回の公開講座（担当：看護学科，テーマ：部長・主任・中堅看護師ならびに看護部長の為
の看護研究）を，さらに，平成 25 年 1 月，第 9 回の公開講座（担当：健康医療科学科，テーマ：臨床検査の現在・
過去・未来）を実施した．
8）医学部市民公開講座への参加
平成 23 年度から医学部主催の市民公開講座の一部に参加した．平成 24 年度の内訳は第 7 回（担当：看護学科，
テー
マ：がんと共に生きるためのセルフケア）および第 8 回（担当：理学療法学科，テーマ：がんのリハビリテーショ
ン―本人と家族ができること―）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 24 年度学部プロジェクト研究については，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 24
年 9 月，25 件中 23 件を採択した．
なお，今年度は募集開始を 7 月 26 日，締め切りを 8 月 23 日として，その後の審査と 9 月教授会での承認までに
時間的余裕をとったが，資金配分は 10 月からとせざるを得なかった．今後さらに当該年度の出来るだけ早期から研
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）保健医療学部危機管理委員会の設置
平成 24 年 6 月に埼玉医科大学保健医療学部危機管理委員会規則が制定され，同年 7 月に保健医療学部危機管理委
員会が設置された（委員長：大野学部長，委員：佐鹿，和合，石井，黒川の 4 学科長，鈴木学生部委員会委員長）
．
同年 9 月，同委員会により保健医療学部危機管理マニュアルが策定され，火災や地震時の大規模避難訓練の実施
計画や水・食料の備蓄，備品の固定等の課題の検討を開始した．
11）保護者会（たちばな会）
平成 24 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（6 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．
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7．2）教授会各種委員会（保健医療学部）
平成 24 年度
委員会名

任期等

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） ＊冨田幸江（看護）
学務委員会

自 H24.4. 1
至 H26.3.31

有田

脇田政嘉（医用） ＊國澤佳恵（理学）
間山

学生部委員会

自 H24.4. 1
至 H26.3.31

自己点検・評価

自 H24.4. 1

委員会

至 H26.3.31

彰（健康） ＊渡辺宏志（健康） ＊下岡聡行（医用）
高倉保幸（理学）

伸（健康）

◎鈴木正彦（健康）

小倉邦子（看護） ＊本山仁美（看護）

＊間山

伸（健康） ＊見目恭一（医用）

澤田

豊（理学） ＊細井俊希（理学）

中島孔志（医用）

◎大野良三（学部長） 湯澤八江（看護） ＊菊池チトセ（看護）
＊佐藤正夫（健康）

村田栄子（健康） ＊加納

奥村高広（医用） ＊福田敏幸（理学）

神子嶋

隆（医用）
誠（理学）

◎大野良三（学部長） 別所正美（学長）
入試委員会

広報委員会

図書館委員会

自 H24.4. 1
至 H26.3.31

自 H24.4. 1
至 H26.3.31
自 H24.4. 1
至 H26.3.31

○市岡正適（健康）

佐鹿孝子（看護）

＊丸山昭子（看護）

和合治久（健康） ＊北村邦男（健康）

石井郁夫（医用） ＊宮本裕一（医用）

戸井田昌宏（医用）

黒川幸雄（理学） ＊乙戸崇寛（理学）

時田幸之輔（理学）

◎市岡正適（健康）

大森智美（看護） ＊原田真里子（看護）

長谷川正博（健康） 加藤綾子（医用） ＊山下芳久（医用）
＊福田敏幸（理学）

澤田

◎間瀬年康（健康）

山路真佐子（看護）

豊（理学）
若山俊隆（医用）

藤田博暁（理学）
◎村田栄子（健康）

倫理委員会

江連和久（看護）

自 H24.4. 1

佐藤正夫（健康）

至 H26.3.31

＊小島龍平（理学）

淺川典子（看護） ＊山路真佐子（看護）
小林直樹（医用） ＊田邊一郎（医用）
西岡亮治（医用）

幸田恵幸（外光明寺住職）
注）（＊）の委員の任期は H25.3.31 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 24 年 4 月 9 日
新入生オリエンテーション：平成 24 年 4 月 10 日〜 13 日

2．授業・試験
4 学年共通
前期

授業 4 月 16 日〜 7 月 30 日

定期試験
後期

9 月 7 日〜 9 月 29 日（追試験・再試験含む）

授業 10 月 1 日〜 1 月 28 日

定期試験

2 月 4 日〜 2 月 23 日（追試験・再試験含む）

3．卒業式
平成 25 年 3 月 9 日

4．その他
定期健康診断： 1 年生

平成 24 年 4 月 11 ･ 12 日

2 年生

平成 24 年 4 月 3 日

3 年生

平成 24 年 4 月 4 日

4 年生

平成 24 年 4 月 5 日

受診率：1019 ／ 1019

100％

第 10 回公開講座：平成 24 年 12 月 15 日
第 11 回公開講座：平成 25 年 1 月 19 日
解剖体慰霊祭：平成 24 年 10 月 13 日
大学祭：平成 24 年 10 月 27，28 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 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

50 名（男 21 名，女 29 名）現役

47 名

理学療法学科
計

253 名（男 79 名，女 174 名）現役 235 名

（2）出身別入学者数
都道府県名（人）
北海道
4
青森県
1
岩手県
6
宮城県
3
秋田県
3
山形県
1
福島県
5

都道府県名（人）
茨城県
13
栃木県
13
群馬県
17
埼玉県
98
千葉県
4
東京都
49
神奈川県
1

都道府県名（人）
新潟県
6
山梨県
5
長野県
9
静岡県
8
愛知県
1
大阪府
1
島根県
1

都道府県名（人）
岡山県
1
広島県
1
熊本県
1
沖縄県
2

2．進級と卒業
進級（卒業）
・留年状況（平成 25 年 3 月 31 日現在）
○看護学科
学 年
1年
2年
3年
4年
計

在学者（男･女） 進級・卒業
90（10・80）
88
85（ 4・81）
85
95（15・80）
93
93（ 9・84）
93
363（38・325）
359

留年者
2
0
2
0
4

（名）
退学
0
0
0
0
0

○健康医療科学科
学 年
在学者（男･女） 進級・卒業
1年
76（25・51）
73
2年
69（20・49）
65
3年
79（26・53）
78
4年
70（35・35）
67
計
294（106・188）
283

留年者
1
3
0
3
7

（名）
退学
2
1
1
0
4

留年者
1
0
0
0
1

（名）
退学
1
0
0
0
1

留年者
0
2
0
2
4

（名）
退学
3
0
1
0
4

○医用生体工学科
学 年
在学者（男･女）
1年
45（30・15）
2年
39（30・ 9）
3年
37（17・20）
4年
40（29・11）
計
161（106・55）

進級・卒業
43
39
37
40
159

○理学療法学科
学 年
在学者（男･女） 進級・卒業
1年
52（23・29）
49
2年
56（30・26）
54
3年
45（27・18）
44
4年
48（21・27）
46
計
201（101・100）
193
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3．卒業
学科別卒業者数
看護学科

93 名（男 9 名，女 84 名）

健康医療科学科

67 名（男 32 名，女 35 名）

医用生体工学科

40 名（男 29 名，女 11 名）

理学療法学科

46 名（男 21 名，女 25 名）

計

246 名（男 91 名，女 155 名）

4．国家試験結果
○第 102 回看護師国家試験
受験者
新 卒
既 卒
計
89
5
94

（人）
新 卒
87

合格者
既 卒
5

新 卒
91

合格者
既 卒
8

新 卒
43

合格者
既 卒
4

合格率（％）
既 卒
計
100
97.9

計
92

新 卒
97.8

計
99

合格率（％）
新 卒
既 卒
計
97.8
61.5
93.4

計
47

合格率（％）
新 卒
既 卒
計
79.6
17.4
61.0

○第 99 回保健師国家試験
新 卒
93

受験者
既 卒
13

（人）

計
106

○第 59 回臨床検査技師国家試験
新 卒
54

受験者
既 卒
23

計
77

（人）

○第 26 回臨床工学技士国家試験
新 卒
40

受験者
既 卒
5

計
45

（人）
新 卒
34

合格者
既 卒
1

計
35

新 卒
85.0

合格率（％）
既 卒
計
20.0
77.8

○第 48 回理学療法士国家試験
新 卒
46

受験者
既 卒
0

計
46

（人）
新 卒
41

合格者
既 卒
0

計
41

新 卒
89.1

合格率（％）
既 卒
計
0
89.1

医用生体
工学科
3
0
1
0
27
3
34

理学療法
学科
0
5
2
4
30
0
40

（人）

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

看護学科
1
3
37
8
37
1
87

健康医療
科学科
1
3
2（1）＊
0
33
4
43

＊健康医療科学科における「国際医療セ」欄の（1）人は内数で本学部の助手
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6．入学試験
平成 25 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 24 年 10 月 29 日〜 11 月 5 日

試験日

11 月 11 日

合格発表

11 月 13 日

入学手続期間
試験科目

11 月 14 日〜 21 日

小論文，面接

学科名

看護学科

志願者

61 名

健康医療科学科
25 名

医用生体工学科
19 名

理学療法学科
34 名

受験者

61 名

25 名

19 名

34 名

合格者

41 名

22 名

19 名

20 名

入学者

41 名

22 名

19 名

20 名

（2）AO 入試
出願期間

平成 24 年 12 月 1 日〜 11 日

試験日

12 月 16 日

合格発表

12 月 18 日

入学手続

12 月 19 日〜 26 日

試験科目
学科名

適性検査Ⅰ（小論文）
，適性検査Ⅱ（基礎学力検査），面接
健康医療科学科

医用生体工学科

志願者

23 名

4名

受験者

22 名

4名

合格者

14 名

2名

入学者

13 名

1名

（3）一般入試
○前期
出願期間

平成 25 年 1 月 7 日〜 23 日

1 次試験日

1 月 30 日

1 次合格発表

1 月 30 日

2 次試験日

2月1日

2 次合格発表

2月4日

入学手続期間

2 月 5 日〜 12 日

試験科目
・1 次試験
看護学科
健康医療科学科
医用生体工学科
理学療法学科
・2 次試験 面接
学科名
志願者
1 次受験者
1 次合格者
2 次受験者
2 次合格者
入学者

｝

理科（物理，化学，生物から 1 科目選択），国語，外国語（英語）

理科（物理，化学，生物から 1 科目選択），数学，外国語（英語）

看護学科
257 名
253 名
102 名
102 名
64 名
32 名

健康医療科学科 医用生体工学科
93 名
38 名
92 名
38 名
63 名
32 名
63 名
31 名
49 名
25 名
30 名
16 名

理学療法学科
81 名
80 名
55 名
53 名
42 名
27 名
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○後期
出願期間

平成 25 年 2 月 6 日〜 2 月 20 日

試験日

2 月 27 日

合格発表

3月1日

入学手続期間

3 月 4 日〜 11 日

試験科目
看護学科

外国語（英語）
，理科（生物，化学から 1 科目選択）

健康医療科学科
理学療法学科
医用生体工学科
面接
学科名
志願者
受験者
合格者
入学者

｝外国語（英語），理科･数学（化学，生物，数学から 1 科目選択）
外国語（英語）
，数学
看護学科
73 名
61 名
16 名
15 名

健康医療科学科 医用生体工学科
46 名
11 名
43 名
11 名
12 名
6名
12 名
5名

（4）看護学科 3 年次編入学試験
試験日

平成 24 年 9 月 30 日

試験科目

英語，専門科目，面接

志願者

2名

受験者

2名

合格者

1名

入学者

1名

（5）医用生体工学科 2 年次編入学試験
試験日

平成 24 年 9 月 30 日

試験科目

口頭試問，面接

志願者

1名

受験者

1名

合格者

0名

入学者

0名

（6）入学予定者
看護学科

88 名（男 5 名，女 83 名）現役 76 名

健康医療科学科

77 名（男 24 名，女 53 名）現役 73 名

医用生体工学科

41 名（男 27 名，女 14 名）現役 39 名

理学療法学科

50 名（男 27 名，女 23 名）現役 47 名

計

46

256 名（男 82 名，女 173 名）現役 235 名

理学療法学科
21 名
19 名
3名
3名
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7．5）教育カリキュラム（奨学金等）
1．教育カリキュラム
（1）教育研究の理念および目的
本学部においては，本学学則に明示されているように，「社会が最も要求する高度の倫理性と保健医療の技術を身
につけた保健医療技術者を育成し，更に進んで新しい医学関連諸科学の研究の向上に努力し，もって広く人類の福祉
に貢献する」ことを目指している．さらに，医学部とも共通した教育理念の下に，教育目的として，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．
上記の教育目的は，そのまま学部のディプリマ・ポリシーに相当するが，さらに学科ごとに，より具体的なディプロ
マ・ポリシーを掲げて公表し，これを反映したカリキュラム構成としている．
（2）カリキュラム
上述のように，本学部ではディプロマ・ポリシーを反映したカリキュラム・ポリシーのもと，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 24 年度からの指定規則の改定に伴い，平成 24 年度入学生からは新カリキュラムを導入，平成 21 〜
23 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 128 単位
から 124 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，生命倫理，心理学，発
達心理学，社会学，教育学，人体の科学，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Ⅰ〜Ⅱ，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
看護学が配置されている．
2 年次から 4 年次までは旧カリキュラムで授業が行われており，2 年次では「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．4 年次には「看護の対象としての人間の理解」
として，看護政策論，医療経済学が，
「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Ⅱ，
47

教育カリキュラム（奨学金等）

地域看護管理論，学校看護論，産業看護論，看護のマネジメントと安全管理，国際看護論，救命救急論，在宅看護学
実習，地域看護学実習，実践応用の看護学実習，看護研究セミナーが行なわれる．
なお，
平成 24 年度からのカリキュラム改訂に伴い，保健師教育課程では選択制をとることとなっている（旧カリキュ
ラムおよび保健師教育課程の詳細は省略）
．
b）健康医療科学科
健康医療科学科では，1 年次に基礎分野として科学的思考の基盤となる自然科学系，人間と生活の理解につながる
人文・社会科学系および外国語を必修または選択科目として満遍なく配置し，幅広い教養を身につけられるよう工夫
している．また，本学科は高度な専門職業人としての臨床検査技師の育成ととともに，幅広く保健分野で活動できる
健康関連領域の職業人の育成も目指している．このため臨床検査系と衛生・食品系の 2 つのコースが選択できるよ
うにし，2 年次の終わりにコースの選択（衛生・食品系は定員 40 名まで）を行う．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．さらに，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，人体の構造と機能Ⅱ B，微生物学，血液
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，臨床免疫学，臨床生理学Ⅰ，臨
床生理学Ⅰ実習，検査管理学，有機化学，有機化学実習，分析化学，疫学，食品学，労働衛生法規Ⅰ，労働衛生法規
Ⅱ，薬事関係法規，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．
旧カリキュラムによる 3 年次では，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．さらに 2 年次には，基礎
科目として技術英語，数学Ⅲ A，B が，専門基礎科目として医療の基本Ⅱ，病理学総論，薬理学，麻酔学，電子工学，
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通信工学，電子工学演習，機械工学，機械工学演習，電気・電子実験，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，医用音響工学，生体計測機器，診断治療システム，生体情報モニタリング，循環機能代
行機器，呼吸機能代行機器，機能的生体刺激論，機能代行機器実習Ⅰ〜Ⅲ，医用機器安全管理学Ⅰ〜Ⅱ，ヒトの病気
Ⅰ〜Ⅱ，生体工学総合演習Ⅱの各科目が配置されている．
旧カリキュラムによる 3 年次には，基礎科目として英会話，技術英語，ドイツ語Ⅱが，専門科目としてネットワー
ク技術論，循環機能代行機器，機能代行機器実習Ⅰ，Ⅱ，医用機器安全管理学実習，ヒトの病気Ⅱ，Ⅲ，システム制
御論，応用工学，医学・生物統計学，バーチャルリアリティ，情報セキュリティ論，情報処理論，医療情報システム
論，知識システム論，福祉機器工学，医用テレメタリング，放射線医学概論，周産期医学概論，微生物学概論，リハ
ビリテーション概論，救急救命論，遺伝子バイオ工学概論，生体工学演習が配置されている．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 24 年度の実績と自己点検・評価
平成 24 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 7 年目にあたり，理学療法学科は 6 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 年が経過したが，
平成 24 年度からの新たな指定規則改定を受け，平成 24 年度の入学生からはさらに新しいカリキュラムを導入する
こととなった．また，健康医療科学科および医用生体工学科では，平成 23 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ている．
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 24 年度奨学生状況
平成 24 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
25
95
123

2年
20
89
109

3年
32
78
110

1年
1
0
1

2年
0
1
1

計
1
1
2

（大学院修士課程）
区分
一種
二種
計

4年
25
72
97

（名）
計
102
337
439

（名）

（2）平成 24 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
2012 〜 2009（H24 〜 21）
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 24 年度特記事項
1） 8 月 1 日から 10 日までを休館し，3 階一般書架の除架作業を行った（附属図書館）
2） 図書館規程類（5 本，日高キャンパス分館図書館委員会規則を含む）の見直しを行った
3） 追加廃棄原則を決めた（11 月 30 日決裁）
．これまでの原則（平成 11 年 3 月 1 日決裁）では図書について実効
的取り決めがなかった．追加原則によって全館規模で失われる資料はなく，書架スペースに余力を残すことができ
るようになった．
4） 平成 25 年度以降の（会費制）JUSTICE（大学図書館コンソーシアム連合）に参加することにした（11 月）
．
5） 2013 年電子コンテンツについて，次の通り見直しを行った．既購読電子ジャーナルパッケージに含まれる冊子
体 15 タイトルを中止，2 タイトルをサイトライセンス化，Cambridge Univ Press 既購読 5 タイトルをパッケージ
化（生物・医学パッケージ 60 タイトル）
，相互貸借借りデータから 1 タイトルを新規購読とする，新たにコレクショ
ン 2 点（Nature Reviews Collection（Ovid）
，AccessMedicine）を選択する，STAT!Ref を縮小購読し，EBM ツール
DynaMed を新規に導入する，現行法規総覧（加除式）を電子化する（第一法規法情報総合データベース，附属図
書館情報教育・管理室）
6） 8 月 13 日から 25 日までを休館し，一連の図書の廃棄準備作業，蔵書点検（20 日から 24 日まで）などを行っ
た，以降，除籍手続き（作業，2 月 18 日から 27 日まで），リサイクル，無料提供（2 月 28 日から 3 月 16 日まで）
，
など（総合医療センター分館）
7） 5 月 18 日から開館時間を 9：00 開始から 8：45 開始に変更した（附属図書館に同じ，日高キャンパス分館）
8） 4 月 9 日から開館時間を 8：30 開始から 8：45 開始に変更した（附属図書館に同じ，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），忍田純子（OSHIDA, Junko，主任）
，
金子賢一，田口宣行，平成 25 年 1 月から，ほか有期雇用職員 3 名（田口宣行，契約職員，12 月まで，近藤裕子，
穂波理枝，以上パート，以上司書）
，山梨一，鈴木則雄（以上昼間受付），黒澤和日，若林茂吉（以上夜間受付）
，宮
田進（用務員，7 月から専任配置）
総合医療センター分館：伊崎誠一（IZAKI, Seiichi，分館長，12 月まで），張漢秀（CHO, Kanshu，分館長，平成 25
年 1 月から）
，林美代子（HAYASHI, Miyoko，係長），百留悦子（HYAKUDOME, Etsuko，主任，10 月 1 日から）
，ほ
か有期雇用職員 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），吉田真理（YOSHIDA,
Mari，主任）
，村嶌秀徳（MURASHIMA, Hidenori，主任），中島裕美子，松坂敦子（国際医療センター・ドクターオフィ
ス，兼担）
川角キャンパス分館：新井美由紀，ほか有期雇用職員 1 名（鈴木智絵，契約職員，司書）

3．運営状況
3-1．人事
平成 25 年 1 月 1 日付で分館長が伊崎誠一教授から張漢秀教授（脳神経外科）に交代した（川越）．間瀬利康教授
が平成 25 年 3 月末日付退職に伴って分館長を退任した（日高）．4 月 1 日付で吉田真理（主任）が附属図書館から
日高キャンパス分館に異動し，同じく 4 月 1 日付で中島裕美子（新採用）が日高キャンパス分館に配置された．同
じく 4 月 1 日付で田口宣行（契約職員）
，穂波理枝（パート）がともに日高キャンパス分館から附属図書館に異動し，
同じく 4 月 1 日付で，日高キャンパス分館から鈴木智絵（契約職員）が川角キャンパス分館に異動した．10 月 1 日
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付で百留悦子が主任に昇進した（川越）
．平成 25 年 1 月 1 日付で田口宣行が正職員に採用された（毛呂山）．柴田里
穂（パート）の産休（その後育休）中の補充が必要になり，6 月 12 日から斎藤英明が勤務に就いた（川越）．荒川
浩明（30 年）
，百留悦子（20 年）がともに永年勤続表彰を受けた（平成 25 年 1 月）
3-2．業務（特記事項）
1）附属図書館
・平成 24 年度図書館委員会（2 回開催，6 月 26 日，11 月 27 日）
・埼玉医科大学限定 EndNote のインターネット講習会が行われた（7 月 26 日）
・紀伊国屋書店，ユサコに続いて，丸善でも（8 月以降）電子リソースライセンス料（国内取扱い手数料を除く）
の消費税不課税扱いを開始した
・3 階のコピー室寄り，カウンターの外に OPAC 専用端末を設置し，これに伴って展示用書架の再配置が行われた
（9 月）
・国税庁（通常）調査（10 月 10 日以降）に協力し，報告書（付帯書類とも，相互貸借サービス貸し料金の振込
口座について）をもって説明する（10 月）
・
「図書館と県民のつどい埼玉 2012」
（12 月 2 日開催）に協力し，冊子「みなさんの学びを支援する」作成用に，
大学の公開講座情報（展示用パンフを含む）を提供する
・大学病院機能評価受審準備（確認資料のほか，提出資料作成，訪問調査対応，受審報告書作成，など，12 月）
・平成 24 年度「機器備品の現品調査」を実施した（12 月）
・新規電子ブックコレクション

AccessMedicine ，同じく新規電子ジャーナルパッケージ

Nature Reviews Collection（Ovid）提供開始（1 月 9 日，学内一斉メールでもお知らせする）
・忘れ物の展示を 1 階ラウンジ一画で行う（1 月 23 日から 2 月 28 日まで）
・NACSIS Webcat が 3 月 8 日をもってサービスを終了し，後継サービスの CiNii Books に引き継いだ
情報教育・管理室
・3 階カウンターでの複写受付，バックアップの仕組みを作成した（4 月）
・SFX で，検索結果から JCR にリンク付けを行った（4 月）
・PubMed Linkout から利用件数を把握，利用統計（事業報告書）にも含むようにした（4 月）
・SpringerLINK 新プラットフォームのリリースに伴って，新管理者アカウント設定など移行準備を行った（7 月）
・2013 年電子コンテンツについて見直しを行った（内容は，特記事項 5）の通り）
・メディカルオンラインで不正ダウンロードが頻発し，度々対応が必要になった
・医中誌 Web（Ver.5）二段階バージョンアップ，その他改訂に対応する
2）総合医療センター分館
・平成 24 年度総合医療センター分館図書館委員会（4 回開催，5 月 24 日，9 月 27 日，12 月 13 日，平成 25 年
3 月 14 日）
・参考図書を見直し，一部出版年の古い辞書類を更新するなどした
・継続図書の一部を消耗品資料扱いとし，これに伴って必要な作業が行われた（7 月）
・図書の大規模な除籍手続き（作業）が（2 月 18 日から 27 日まで）臨時に休館して行われた（2,022 冊，除却
損は 29,223,753 円）
・以上の作業で除籍手続き済みの図書のリサイクル，無料提供が行われた（2 月 28 日から 3 月 16 日まで）
3）日高キャンパス分館
・平成 24 年度日高キャンパス分館図書館委員会（4 回開催，5 月 17 日，7 月 19 日，10 月 15 日，平成 25 年 2 月 7 日）
・8 月 1 日（水）から 15 日（水）までを休館し，2 日までを川角での作業に協力し，以降 3 階図書の移動，
「医
療系読物コーナー」の新設など館内レイアウトの一部変更を行った
・継続雑誌の電子ジャーナルでの利用可能性，冊子の学内購読状況，料金などの調査を行った（10 月）
・日高キャンパス分館図書館委員会規則の見直しが行われ，改廃要件が追加された
・機器備品現品調査報告書（経理課，12 月，日高，川角の各分館全登録機器備品データによって現品調査を行った）
4）川角キャンパス分館
・理学療法学科 4 年生の実習期間（2 ケ月）に配慮した図書長期貸出扱い（4 月 2 日から 5 月 25 日まで；6 月 4
日から 8 月 25 日まで）
・8 月 1 日（水）から 15 日（水）までを休館とし，2 階低書架を 1 階に移動し，読物コーナーを新設する，2 階，
1 階書架の再配架，1 階什器の配置換え，などを行った
・定期試験期間中の土曜日を開館する（9 月 1 日，8 日，15 日；2 月 2 日，9 日，16 日）
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・理学療法学科 3 年生の実習期間に配慮した図書長期貸出扱い（10 月 1 日から 25 日まで）
3-3．設備ほか
1）附属図書館
・日本カルミックがエアーフレッシュナー（消臭芳香剤）を男子トイレ小便器に再設置する（4 月）
・トイレサイン取り付け（2 箇所，施設管理課，7 月）
・掲示板を取得する（3 階エレベータ脇取り付け，11 月）
・地下 1 階サブパワーセンター及び発電機室内壁・天井岩綿吹付材除去工事（1 月 31 日から 2 月 18 日まで）
・不活性ガス消火設備・ボンベ，及び容器弁交換作業（3 月 2 日から 3 日まで）
2）総合医療センター分館
・業務用 PC（2 台）取得（カウンター用ノート PC1 台を含む，手続き，11 月，取得，平成 25 年 4 月）
3）日高キャンパス分館
・無停電電源装置のバッテリーを交換する（7 月）
・インターネットが中断するなど，館内ネット環境不安定化の原因と目されたハブを交換する（8 月）
4）川角キャンパス分館
・新聞架（1 台，新聞挟み（8 本）を含む）を新調する（9 月）
・複写機 2 台のうち古い方を廃棄し，付属コインキットをもう 1 台の方に付け替えた（12 月）
・2 階パソコンコーナーに利用者用 PC（1 台）を取得した（1 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）が，各項目，4 館すべてで前年度を下回った．貸
出冊数を，平成 14 年度，平成 23 年度の日本医学図書館協会加盟館統計でみると，医学部図書館はこの 10 年で貸
出冊数が減っていた．この傾向は，関東地区 21 館でより顕著であった．医学部図書館における閲覧サービスの利用
減少傾向は当館だけではなく全国的な傾向と思われる．
4-2．図書館間相互貸借サービス
貸し件数で前年度比 8％増え，借り件数で 16％減った．同じく，平成 14 年度，平成 23 年度の相互貸借件数の比
較では，医学部図書館トータルの貸し件数，借り件数で減り，当館も減っている．背景に電子ジャーナルの全国的な
普及がある．全国的な減少傾向ではあるが，当館は下がり止まっていて，全体としての件数は貸し借りともに上位に
入っている．
4-3．文献検索サービス
利用件数が PubMed を除いて，前年度比減となった．データベース利用件数の伸び悩みに対して，メディカルオ
ンライン（国内誌）で，過去 3 年間の利用件数が 6 千件余から 9 千件余と伸び，海外主要出版社の電子ジャーナル
利用件数ものびている状況がある．

5．教育
5-1．オリエンテーションほか
1）附属図書館
・研修医オリエンテーション（4 月 4 日，忍田純子）
・毛呂病院看護専門学校 1 年生入学時ガイダンスの一部として，館内見学（4 月 13 日）
・埼玉医大限定 EndNote

インターネット講習会（7 月 26 日，参加登録 URL をホームページで案内する，ほか）

・看護部看護研究発表会に向けた看護研究委員会主催勉強会，うち，文献検索勉強会（5 月 9 日，
「文献検索の方法」
，
忍田純子）
2）総合医療センター分館
・平成 24 年度研修医オリエンテーション・導入研修（4 月 3 日，「電子ジャーナルの利用法と文献検索方法」
，林
美代子）
3）日高キャンパス分館
・学科ごと，新入生の館内見学が行われた（4 月 16 日から 20 日までの期間で）
・医中誌 Web・CiNii 文献検索講習（医用生体工学科 3 年，4 月 26 日）
・文献検索講習（看護学科 1 年生，5 月 12 日，本多貞夫）
・文献検索講習（理学療法学科 1 年生，7 月 18 日，25 日；看護学科 1 年生，7 月 20 日，27 日）
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・文献検索講習（健康医療科学科 3 年生，10 月 15 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 13 日）
・大学院生（医学研究科医科学専攻理学療法学分野）オリエンテーション（4 月 12 日）
5-2．授業 なし

6．研究
6-1．研修ほか
1）NPO 日本医学図書館協会第 83 回総会・分科会（5 月 24 日から 25 日まで，2 日間，小野澤繁雄，金子賢一）
2）SALA（県大学・短期大学図書館協議会）第 25 回総会（5 月 29 日，荒川浩明）
3）第 8 回学術情報ソリューションセミナー「進化する学術情報サービスと高まる図書館の役割」（6 月 29 日，田
口宣行）
4）2012 年データベース・ワークショップ「情報リテラシーと図書館の教育研究支援」（7 月 20 日，荒川浩明）
5）第 19 回医学図書館員基礎研修会（8 月 8 日から 10 日まで，3 日間，荒川浩明）
6）ビブリオバトル in MIS 29（第 29 回医学情報サービス研究大会，8 月 26 日，田口宣行）
7）JMLA/JPLA コンソーシアム版元説明会（9 月 3 日，田口宣行）
8）Ex Libris アップデートセミナー（9 月 6 日，柴田義貴）
9）大学図書館セミナー 2012「OPAC からディスカバリーインターフェイス」（9 月 7 日，荒川浩明）
10）JUSTICE（大学図書館コンソ−シアム連合）版元提案説明会（9 月 12 日，金子賢一）
11）NII（国立情報学研究所）平成 24 年度第 4 回目録システム講習会（図書コース）
（9 月 26 日から 28 日まで，3 日間，
鈴木智絵）
12）第 19 回医学図書館研究会・継続教育コース（11 月 5 日から 7 日まで，3 日間，研究発表「文献管理ツールの
広報計画：

ツールの選び方から活用まで」を含む，田口宣行）

13）
「みんなで考えよう！図書館の防災」SALA 第 24 回研修会（11 月 14 日，荒川浩明）
14）第 14 回図書館総合展フォーラム「医中誌 Web

最新情報」（11 月 22 日，柴田義貴）

15）JDreamIII 発表説明会（12 月 14 日，G-Search が初めて主催するもの，柴田義貴）
6-2．論文ほか
1）小野澤繁雄 . 鏡像運動について，何科で診てもらうのがいいのか？回答の一例（レファレンス事例集，事例
66）. 医学図書館 . 2012; 59（4）: 330-331.
2）田口宣行 . 文献管理ツールについての質問（レファレンス事例集，事例 67）. 医学図書館 . 2012; 59（4）:
331-332.
7．補助金 なし
8．統計（平成 24 年度）
毛呂山

川越

日高

川角

281

260

271

239

34,116

15,473

53,235

11,841

開館日数
年間入館者数

計
114,665

年間受入冊数（注 1）
和

3,008

834

2,755

690

7,287

洋

1,231

129

187

32

1,579

計

4,239

963

2,942

722

8,866

4

82

10

112

視聴覚資料年間受入点数（注 1）
国内

16

外国

59

0

5

0

64

計

75

4

87

10

176

和

134,546

16,240

36,676

6,748

194,210

洋

131,049

6,952

4,482

490

142,973

計

265,595

23,192

41,158

7,238

337,183

216

1,069

156

2,669

蔵書冊数（注 1）

視聴覚資料所蔵点数（注 1）
国内
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外国

874

16

6

30

926

計

2,102

232

1,075

186

3,595

受入雑誌種類数（注 2）
和

563

134

146

55

898

洋

232

16

16

9

273

計

795

150

162

64

1,171

館外貸出
貸出者数

3,576

982

6,042

2,365

12,965

貸出冊数

7,231

1,724

11,253

4,552

24,760

16,311

―

1,412

相互貸借件数
貸し件数

6,232

借り件数

3,195

文献検索件数（注 3）
ネットワーク 1

146,742

ネットワーク 2

47,858

複写枚数

50,942

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 43,713 件，JDreamII 1,223 件，

今日の診療 Web 版 2,347 件，メディカルオンライン 96,173 件，CiNii 総検索数 2,313 件（うち定額分コンテン
ツ表示

1,789 件）
，
最新看護索引 Web 973 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 6,772 件，PubMed 38,918 件，STAT!Ref 359 件，CINAHL with
Full Text 249 件，JCR on the Web 633 件，Scopus 927 件）

9．自己点検・評価
・ここにきて，研究室等から図書等が返却される頻度が増え，かつその規模も大きくなっている．これまでの廃棄
原則（平成 11 年 3 月）には，図書について実効的な取り決めが含まれていないことから，追加廃棄原則を決め
た（11 月）
．これによって，本，分館ともに，図書の廃棄に向けた手だてがえられることになり，総合医療セン
ター分館では，夏期以降の一連の作業で 2 千冊余りの図書の除籍が初めて行われた．
・附属図書館規程，以下同じく図書館委員会規則，利用規則，管理規則，日高キャンパス分館図書館委員会規則の
図書館規程類合わせて 5 本で見直しが行われた．システム化で合わなくなったところ，時日の経過で現状と違っ
ているところ，改廃要件がなかった，などを改めたものである．
・川角，日高で相次いで開館時間を 8：45 開始に変更した（附属図書館と同じ）ことで，開始時間が 3 キャンパ
スで揃うことになった．
・2013 年電子コンテンツの見直しが次の通り行われた．①電子ジャーナルパッケージに含まれる合わせて 15 タ
イトル（British Journal of Cancer ほか）の冊子体購読を中止した，②冊子 +EJ という購読形態が択れなくなっ
た 2 タイトル（Annals of Internal Medicine, Pediatics）をサイトライセンス化した，③既購読 5 タイトルの
Cambridge Univ Press で，既購読 2013 年合計価格の 95％負担で，生物・医学パッケージ 60 タイトルを利用
できるようにした，④ 3 年（平成 21-23 年度）連続相互貸借申込み教室数 5 教室以上のタイトル（Anaesthesia
and Intensive Care）を新規購読とした，⑤プラットフォーム Ovid で格安な提供が提案された Nature Reviews
Collection（旧 Clinical Practice シリーズ の括り，臨床系）8 タイトルを，前回委員会ではまとめて検討する機
会を待つとしていたところ，選択することにした，⑥提供中の STAT!Ref で，10 タイトル（うち 8 タイトルが
McGraw-Hill のもの）が 2013 年から提供されなくなった．EBM ツールとしては，うち ACP PIER を残し，ユー
ザー数も（5 から）2 に減じ，新たに DynaMed を導入する（提供開始は，平成 25 年 4 月）．なお，Stat!Ref で
提供されなくなった McGraw-Hill のタイトルをカバーするのに，新たに AccessMedicine を導入する（McGraw-Hill
の 65 タイトル以上の電子教科書が利用できる，暦年契約），⑦現行法規総覧（加除式）は，電子版が提供され
ていて，年間追録代並みの負担で利用できることから，電子版に切り替えることにした（提供開始は，平成 25
年 4 月）
．
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9．ゲノム医学研究センター
1．構成員
所長

岡﨑

康司 （OKAZAKI, Yasushi）: 教授：運営責任者：研究主任

副所長

奥田

晶彦（OKUDA, Akihiko）
：教授：教育主任

部門長

黒川

理樹（KUROKAWA, Riki）
：教授：遺伝子構造機能部門

井上

聡 （INOUE, Satoshi）
：客員教授：遺伝子情報制御部門

奥田

晶彦（OKUDA, Akihiko）
：教授：発生・分化・再生部門

片桐

岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：教授：病態生理部門

岡﨑

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

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

西本

正純（NISHIMOTO, Masazumi）：講師：RI 実験施設

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
埼玉医科大学は 20 世紀が終わろうとする頃，
「21 世紀夢プロジェクト」として，新しい世紀に対応する大学作り
を目指して活動を始めていた．当時は，30 億塩基からなるヒトゲノム配列のドラフトが発表された時期とも重なっ
ていたことから，未来の医学の発展の為に莫大なヒトゲノム情報をフル活用する場として，2001 年 9 月にゲノム医
学研究センターを設立した．以来現在に至るまで，ゲノム医学研究センターは最先端の基礎研究を達成することと，
それらの研究成果を臨床の現場で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，癌研究，幹細胞研究な
ど，それぞれの分野で第一線級の研究を推進している 6 つのコア部門と，それらコア部門で生み出された研究成果
の臨床応用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る．ゲノム医学研究センターは，日本国内
でいち早く「ゲノム医学」の名前を冠して出発した研究所であり，DNA シーケンスの技術が凄まじい勢いで進歩し
続けているまさに今，真の臨床応用を目指すセンターとしての役割を果たす時期に来ていると考えている．その目的
達成のためにも，私たちは今後もこれまで以上に当センターの基盤を強化し，次世代医療を指向した臨床への出口を
具現化したいと考えている．

3．活動報告
本年度は，平成 20 年度よりスタートした，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」の最終年度に当たるため，年度末に最終
報告書を提出し，2 名の外部評価者から共に，最高評価である A 評定を頂いた．本研究プロジェクトからは，5 年間
で合計 248 編の原著論文を輩出することができ，その中には Nature，Cell Stem Cell など，超一流誌とランクされる
11 編の論文が含まれている．当該年度の中でも特筆すべき論文の一つとして，Tysnd1 遺伝子欠損が，脂質代謝と男
性不妊を引き起こすことを明らかにした論文（PLoS Genetics 9: e1003286, 2013）が挙げられる．
また，平成 25 年度からの 5 年間の研究展開を目指して，新規課題の申請「次世代医療を指向するゲノム医学総合
研究拠点の創世と展開」を行った．
教育に関しては，医学部 1 年生細胞生物学コースにおいて，最新の医学の動向を伝える特別授業「ゲノム医学特論」
の講義を 6 人の部門長全員が行い，ゲノム医学の最先端動向について，それぞれの部門の研究成果を交えて講義し
た．それらの講義には医学部 1 年生に対する全授業の中で，学生による評価が 10 位以内にランキングされるものも
含まれ，大変好評であった．その他，課外学習プログラムの一部として募集した夏期実習では，「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」というプログラムなど，計 7 つのプログラムを提案し，
大変多くの学生が参加してくれ非常に好評であった．
その他の活動として，ゲノム医学研究センターが発足して 10 年が経過したことから，ゲノム医学研究センター
10 周年記念誌発刊を行った．

4．評価と次年度目標
平成 20 年度よりスタートした，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
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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」が最終年度を迎え，過去 5 年間で合計 248 編の原著
論文を輩出することができ，最終年度評価においても同様に 2 名の評価者から共に「A」評定を頂いたことから，セ
ンター全体として確実な成果をあげることができたと自負している．来年度以降は，新規申請課題である「次世代医
療を指向するゲノム医学総合研究拠点の創世と展開」に向けて邁進する計画である．

57

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.24.4.1 〜 H.26.3.31
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，
H.24.4.1 〜 H.26.3.31
国際医療センタ−ブランチ長：松本万男（MATSUMOTO Kazuo）
：兼担，国際医療センタ−心臓内科教授，H.24.4.1
〜 H.26.3.31
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．

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 23-24 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 23 年 10 月，24 年 9 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 24 年度第 11 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．平成 24 年度「私立大学教育研究活性化設備整備事業」に「シミュレーション教育を活用した
多職種連携・チーム医療教育」を応募し，補助金を獲得した（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開始した（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 24 年度は，
「学生相互交換留学制度」が始まって 18 年目を迎えた．昨年度，東日本大震災の影響により来日
をキャンセルしたアルバートアインシュタイン医科大学からの留学生も本年度は来日する事ができ，本年度までの本
制度を利用した留学体験学生数総数は 620 名を数えた．
平成 18 年度より開始した「春季語学研修制度」では昨年度に引き続き，アメリカ・サンフランシスコ（10 名）
，
オー
ストラリア・ゴールドコースト（12 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）とホームステイを通じ海外の文
化に触れる目的のもとに行われているが，ホームステイ・語学研修の他，病院見学・地元学生との交流など多彩なプ
ログラムが組まれ好評であった．
「教員短期留学制度」は今年度 4 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．ペーチ大学からゲノム医学研究センターに，センメルワイス大学から埼玉医科大学病院消化
器・一般外科に留学を受け入れた．また，教職員の受け入れとして，中国山西省人民病院から 3 名の留学生の受け
入れをおこなった．
その他の活動として，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．
国際交流センターの活動を内外に周知するための広報的活動として，IETC

NEWS を発刊し，2 号まで刊行した．

また，10 月の大学祭（超華祭）において 2 日間わたり展示とパフォーマンスを行い，内外学生・ご父兄・入学希望者・
学内職員等に本センターの活動の理解に努めた．また，平成 23 年度の学生相互交換留学及び平成 23 年度の春季語
学研修の報告集を編纂し刊行した．
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

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

冨永

信子（TOMINAGA, Nobuko）
：助教（兼担）

佐藤

真喜子（SATOH, Makiko）
：助手

佐藤

純子（SATOH, Sumiko）
：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

岨

康二（SOWA, Kouji）
：客員准教授：内科，地域医療：博士

渕上

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

＜非常勤講師＞
秋和

敏彦（AKIWA, Toshihiko）

安達

修一（ADACHI, Shuichi）

伊藤

功（Ito, Isao）

菅野

義彦（KANNO, Yoshihiko）

武田

光史（TAKEDA, Mitsushi）

中根

晴幸（NAKANE, Haruyuki）

羽生

真由子（HANYU, Mayuko）
望月

徹（MOCHIZUKI, Tohru）

＜専攻生＞
河西

美代子（KASAI, Miyoko）

濱田

幸宏（HAMADA, Yukihiro）

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育の目標としては，地域，環境，職場などの地域社会における健康関連事象に関する課題について関心を持
ち，その現状を把握し，原因に関する知見や現在社会でとられている対策を理解することを通じて，医師としてその
課題の解決方法を考えるための知識・技能・実践する能力を身につけるとともに，社会医学的・予防医学的な心を持
ち，地域医療に貢献できる臨床医となるための素養を育むことである．卒後教育は，衛生学，なかでも予防医学の理
論とその応用を教授研究し，その学問的修練を極めて衛生学，予防医学の発展に寄与することを目的とした．具体的
には，環境保健，産業保健をはじめとする地域社会の保健・医療・福祉に関する課題に関心を持ち，その課題を解決
するための様々な研究手法について学ぶ．研究手法のうち，解決すべき課題によって適切な研究手法を選択し，実践
することができるようになることが目的である．特に，地域や職域における疾患の発生や流行の現状を把握し，流行
の予防のための方法を疫学的，実験科学的，遺伝学的，臨床的，社会的見地から多面的に考え，解決できるような社
会医学的な資質の育成も目的とする．衛生学，予防医学，地域医学に関する基礎的・実践的な知識を身につけると同
時に最先端の知識を深め，衛生学，予防医学，地域医学領域の基礎的・臨床的・社会医学的研究ができる能力を有す
る人材を育成することを目標とした．
2-2．教育内容
地域医学・地域医療に関する卒前教育としては，6 年生 20 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，2 年生選択必修 9 コマ，
1 年生選択必修 8 コマの計 97 コマを担当した．4 年生の実習では，埼玉県立大学が行う地域基盤型専門職連携教育
（Interprofessional Education：IPE）を取り入れ，希望する学生が，埼玉県立大学保健医療学部の看護，健康開発，理学，
作業，
社会福祉学科の学生と一緒に地域医療機関で学ぶ IP 演習に参加した．この IP 演習と，地域の福祉施設，小中学校，
健診センター等での活動に参加する地域医療・地域保健体験実習，従来から実施している学生ひとりが環境・食品・
職業・地域医療に関するテーマを 1 テーマ担当し，教員の指導のもと，既存資料の収集や実地調査を行い，学術論
文形式の報告書を作成し，成果報告を行う調査解析実習の 3 種類の形態の実習を平行して実施した．
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「良医への道」コース「臨床入門」ユニットにおいては 1，2 年生で社会福祉法人毛呂病院光の家療育センターでの，
コミュニケーションや臨床医としてひとと共感する心を育むための体験実習と 2 年生の介護業務体験実習を担当し
ている．光の家では 1 年生 16-17 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，26 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．
介護業務体験実習では，毛呂病院薫風園の各病棟とナーシングヴィラ本郷で，，移乗，移送，おむつ交換等の介護を
体験見学した．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 9 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．
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 139 コマを担当した．また健康医療科学科の卒業研究の学生 2 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，それ
ぞれ医学部 6 名，医学部 1 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 19 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，2 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．地域医療に貢献できる医
療人を育てるための教育に取り組んできたが，ある一定の効果が出ているものと考えている．プライマリケアや総合
診療など地域で求められる医師を育成するため，医学部 6 年生に関しては，6 年間の教育を総括する形の講義を行う
とともに，最近大きく質が変わりつつある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．また，文部科学省大学間連携共同教育推進事業として，埼玉県立大学を代表校とした「彩の
国大学連携による住民の暮しを支える連携力の高い専門職育成」プロジェクトが採択され，城西大学薬学部，日本工
業大学工学部生活環境デザイン学科を加えた 4 大学で，埼玉県の健康長寿に寄与する連携教育の取り組みを始めた．
次年度は，4 年生の地域医療実習の質の向上を図り，自ら課題解決に取り組む学生の教育を目指す．

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亜鉛欠乏ラットでの血圧と腎血流量との関連（河西美代子，宮﨑孝，鈴木洋通）
②亜鉛欠乏による鬱様症状と脳の神経伝達物質の発現量について（宮﨑孝，鈴木洋通）
③亜鉛過剰ラットにおける Erythropoietin の発現について（宮﨑孝，鈴木洋通）
④亜鉛欠乏下の骨密度の低下と FGF23 との関連（宮﨑孝，鈴木洋通）
⑤亜鉛欠乏における尿中Ｐ排泄量の増加と腎臓 Na/P 共輸送体の遺伝子発現について（宮﨑孝，鈴木洋通）
⑥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）
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⑦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）
⑧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）
⑨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）
⑩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）
⑪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）
⑫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）
⑬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）
⑭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 .）
⑮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専攻生，河西美代子の研究，
（Excessive zinc intake increases systemic blood pressure and reduces renal blood
ﬂow via kidney angiotensin II in rats.Kasai M, Miyazaki T, Takenaka T, Yanagisawa H, Suzuki H. Biol Trace Elem
Res. 2012 Dec;150（1-3）:285-9）亜鉛欠乏ラットでの血圧と腎血流量との関連にアンギオテンシン II が関与
していることを明らかにした研究で博士の学位を授与された．
②亜鉛欠乏における海馬領域の神経伝達物質 GABA 合成律速酵素である GAD1 と GAD2 の遺伝子発現は影響が少
ないと考えられた．
③亜鉛過剰ラットの赤血球合成に関連する Erythropoietin の発現が低下することが明らかになった．
④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密度の測定を DEXA 法にて測定し，骨量の減
少を明らかにした．この原因に大腿骨における FGF23 遺伝子発現の亢進に関与している可能が明らかになった．
⑤亜鉛欠乏による骨密度の減少に尿中Ｐの排泄亢進が関与していることが明らかになった．尿中Ｐの排泄亢進に尿
細管における腎臓 Na/P 共輸送体の遺伝子発現の低下が関与している可能性が明らかになった．
⑥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．前年度の季節性インフ
ルエンザの罹患が新型インフルエンザの罹患を予防する可能性が明らかになった．
⑦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．
⑧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．
⑨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．
⑩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．
⑪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．
⑫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．心血管病の危険因子のなかで血圧に代表される変動性の高い要因を一時点の
データから発症予測する場合と時系列データから発症予測する場合の差について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．
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⑬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．
⑭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．
⑮医学部卒前教育における IPE 導入に関する研究：従来の調査解析実習と比較し IP 演習参加学生は実習によって
連携の重要性を理解し，地域医療・地域保健体験実習参加学生は，地域医療に関する意識が高まることが明らか
になった．
3-4．自己評価と次年度計画
亜鉛欠乏を中心とした微量栄養素と健康に関する研究を進めるとともに，毛呂山町との連携を深めた生活習慣病予
防，感染症予防対策，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，
様々な地域連携や教育の視点から取り組みを行ってきたが，その取り組みの成果の評価が充分ではない．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，埼玉県がん
対策推進協議会委員，肝疾患診療拠点病院等連携協議会委員
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
荒木隆一郎：日本産科婦人科学会生殖・内分泌委員会，生殖補助医療における多胎妊娠防止に関する検討小委員会
委員

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Takenaka T., Watanabe Y., Inoue T., Miyazaki T., Suzuki H.．Fibroblast growth factor 23 enhances renal klotho
abundance

Pﬂugers Archiv - Europian Journal of Physiology

② Kasai M., Miyazaki T., Takenaka T., Yanagisawa H., Suzuki H.

2013 /03
Excessive zinc intake increases systemic blood

pressure and reduces renal blood ﬂow via kidney angiotensin II in rats．Biological Trace Elements Research
150（1-3）
：285-290

2102/012

③ Yokota K., Miyazaki T., Hemmatazad H., Gar RE., Kolling C., Fearon U., Suzuki H., Mimura T., Gay S., Ospelt C.
The pattern-recognition receptor NOD1 promotes production of inﬂammatory mediators in rheumatoid arthritis
synovial ﬁbroblasts．Arthritis and Rheumatism

64（5）：1329-37

2102/05

④ 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 aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Neurol Res. 2012 Jun;34（5）:484-90.
⑤ Yamane F., Ishihara S., Kohyama S., Kanazawa R., Ishihara H., Suzuki M., Araki R., Suzuki H., Satoh A. Local
thrombus formation at the coil-parent artery interface during endovascular coil embolization of cerebral
aneurysms. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2012 Nov;73（6）:358-68.
⑥ Nakashima A., Araki R., Tani H., Ishihara O., Kuwahara A., Irahara M., Yoshimura Y, Kuramoto T., Saito H., Nakaza
A., Sakumoto T.. Implications of assisted reproductive technologies on term singleton birth weight: an analysis of
25,777 children in the national assisted reproduction registry of Japan. Fertil Steril. 2013 Feb;99（2）:450-5.
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⑦ Sugizaki K., Koizumi Y., Iwamura M., Kase Y., Ikezono T., Yagi T., Araki R. 3D Analysis of Binocular Eye
Movement during Head Tilt. J Saitama Med Univ. 2013 Mar;39（2）:121-29.
⑧ Takenaka T, Inoue T, Ohno Y, Miyazaki T, Nishiyama A, Ishii N, Suzuki H. Elucidating mechanisms underlying
altered renal autoregulation in diabetes. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2012, Sep;303（5）:
R495-504.
⑨ Takenaka T, Seto T, Okayama M, Kojima E, Nodaira Y, Sueyoshi K, Kikuta T, Watanabe Y, Inoue T, Takane H,
Ohno Y, Suzuki H. Long-term eﬀects of calcium antagonists on augmentation index in hypertensive patients with
chronic kidney disease: a randomized controlled study. 2012, Am J Nephrol.35（5）:416-423.
⑩宮崎孝，大野洋一，佐藤真喜子，柴崎智美，荒木隆一郎，鈴木洋通 特定健康診査・特定保健指導の要支援者の
血清亜鉛とインスリンについて 埼玉医科大学雑誌 2013;39:146-148
論文 17 篇，学会発表総数 21 件（筆頭演者 13 件，共同演者 8 件）である．
6-2．獲得研究費
H24 年度研究費

上原記念生命科学財団

研究助成金 500 万円

宮崎

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地域医療に取り組む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．また，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運用している「臨床統計・生物統計コンサルティング」
では，平成 24 年度には支援件数 71 件（再依頼を含む），論文 8 件（共著 7 件，謝辞 1 件），学会発表 2 件と，学内
の臨床研究の活性化に寄与した．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，学長

大野

良三（OHNO, Ryozo）副センター長

土田

哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）副センター長

上原

政治（UEHARA, Seiji）アドミッションオフィス

丸木

清之（MARUKI, Kiyoyuki）専務理事

堀口

一夫（HORIGUTI, Kazuo）事務局長（5 月 31 日まで）

田島

賢司（TAJIMA, Kenji）事務局長（6 月 1 日から）

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

村嶌

隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
，学生課長

2．活動状況
（1）人事異動（敬称略）
ア．田島賢司が構成員となった．
イ．村嶌隆義が事務担当となった．
（2）アドミッションセンター運営委員会の開催
平成 24 年 5 月 11 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を開催した．委員会には
構成員の他に，委員長指名の各ブランチ入試問題出題責任者および特任講師等もオブザ−バ−として参加した．
ア．センター長から本学における入試状況についての概括的な説明などがあった．次いで，入試業務は年々複雑に
なっているが，アドミッションポリシーに留意しつつ万事遺漏なきよう遂行するようにとの指示があった．
イ．
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．
ウ．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）入試関連会議などへの出席
本学の入試業務が文科省や入試センターなどによる新しい指導や要請などを考慮したものとなるように，関係教員
に当該機関が主催する会議などに参加するよう依頼した．会議の主たるものは，大学選抜・教務関係事項連絡協議会
（文科省）
，
全国入学者選抜研究連絡協議会大会（入試センター），センター試験実施についての説明会（入試センター）
などである．これらの会議とは別におもに医学情報室が中心となって，はじめて共同実施する平成 25 年度センター
試験についての本学の業務について女子栄養大学と実務的な打ち合わせを行った．

3．自己点検・評価
（1）センター試験当日にはトラブルは報告されず，共同実施は満足すべき結果であった．これは，本学と女子栄養
大学の実務者どうしの緊密な連携および両大学の試験監督者などの慎重な対応によるものである．
（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．
（3）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

4．次年度の課題
（1）平成 25 年センター試験の共同実施についても，満足な結果が得られるようにつとめる．特に慣れによるミスが
生じないよう，万事遺漏なきよう遂行する．
（2）平成 24 度に変更された高校カリキュラムに対して，平成 27 年度入学試験においてどのように対応するかを，
各ブランチは平成 25 年中に公表する．
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15．アレルギーセンター
「アレルギーセンター」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，先端的治療をふくむ包括的診療
活動，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
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り，当センターの責務は大きいものといえる．

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）
：埼玉医科大学病院総合診療内科：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
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
日本ではアレルギー領域の教育システムが十分に確立されているといえなかったため，本学におけるこの領域の知
識水準の向上，そして包括的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
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の教育を重視している．その目的において，
（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
週毎に院内勉強会を開催しているほか，製薬企業等との共催で県内での卒後教育研修会を行っている．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
埼玉医科大学病院「アレルギー・喘息センター」が大学病院本館 3 階に開設されている．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
基本学科の壁をこえて，センターに所属するアレルギー領域の研究者が連携して基礎・臨床研究を行っている．基
礎研究面では免疫学が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高久洋太郎 , 中込一之 , 西原冬実 , 小林威仁 , 杣知行 , 萩原弘一 , 金澤實 , 大田健 , 永田真 . 重症気管支喘息患者へ
の教育・指導が気道炎症にもたらす効果の検討 . アレルギー 2012; 61: 194-203.
② Nakagome K, Matsushita S, Nagata M. Neutrophilic inﬂammation in severe asthma. Int Arch Allergy Immunol
2012; S1. 96-102
③高久洋太郎 , 中込一之 , 西原冬実 , 小林威仁 , 杣知行 , 萩原弘一 , 金澤實 , 大田健 , 永田真 . 抗 IgE 抗体療法の炎症
バイオマーカーに及ぼす作用 . 呼吸 2012;31: 482-4
④一ノ瀬正和，相澤久道，秋山一男，足立満，石原亭介，大田健，佐野晴之，下田照文，田村弦，東田有智，永田
真，新実彰男，宮武明彦．呼気一酸化窒素を指標とした気管支喘息管理：多施設研究による有用性と限界の検討．
アレルギー・免疫
⑤東

丈 裕， 松 下

197-202,
⑥松下

2012；19：78 − 87
祥： 母 乳 中 の コ エ ン ザ イ ム A と ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎． 臨 床 免 疫・ ア レ ル ギ ー 科 ,57（2）

2012.

祥：樹状細胞のドーパミン産生と Ｔｈ 17 細 胞の誘導．臨床免疫・アレルギー科 58:165-170, 2012

⑦ Ohyama H, Kato-Kogoe N, Takeuchi-Hatanaka K, Yamanegi K, Yamada N, et al.T-cell Responses Involved
in the Predisposition to Periodontal Disease: Lessons from Immunogenetic Studies of Leprosy. J Clin Cell
ImmunolS1:005. doi: 10.4172/2155-9899.S1-005, 2012.
⑧上條篤，黒田優美，初鹿恭介，森山元大，松岡伴和，山本卓典，加瀬康弘，増山敬祐
下鼻甲介手術を併施した後鼻神経切断術の有効性の検討．アレルギー 62（1）:47-53; 2013
⑨黒田優美，上條篤，高橋吾郎，山本卓典，遠藤周一郎，森山元大，増山敬祐．内視鏡的治療を行った後天性後鼻
孔閉鎖例耳鼻臨床

105（11）1047-1051,2012

⑩岡本美孝，藤枝重治，太田伸男，岡野光博，上條篤，他．アレルギー性鼻炎に対する免疫療法の指針．日鼻誌
51（2）:27-35,2012
⑪徳山研一．日本小児アレルギー学会作成：小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2012，（監修：濱崎雄平
/ 河野陽一 / 海老澤元宏 / 近藤直美）
，協和企画（東京），2011.
⑫徳山研一．咳嗽に関するガイドライン第 2 版，（日本呼吸器学会咳嗽に関するガイドライン第 2 版作成委員会編
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集）
，メディカルレビュー社（東京）
，2012.
⑬徳山研一．アレルゲン回避指導の実際，
（総編集：山口
学書院（東京）
，2012; pp

徹，北原光夫，福井次矢）今日の治療指針 2012，医

691-69

そのほか総数論文 45 件，学会発表 42 件
6-2．獲得研究費
①内因性 danger signal による好酸球の活性化のメカニズムの解明（小林威仁）．文部科学省科学研究費補助金代表
②内因性 ATP 及び自己分泌性 ATP による好酸球活性化のメカニズムの解明（小林威仁）．第 23 回落合記念賞研究
助成金代表
③ Danger signal である尿酸が Th17 細胞に及ぼす免疫学的意義の検討（小林威仁）．埼玉医科大学 学内グラント：
丸木記念特別賞
④好中球性気管支喘息の動物モデルにおける黄連解毒湯の薬効検討（松下 祥）．受託研究

株式会社株式会社ツム

ラ
⑤母乳および育児用ミルクの Th2 アジュバント活性（松下 祥）．受託研究

株式会社

森永乳業株式会社

⑥ Th2/17 ア ジュ バント活性の多様性の解析とその応用（松下 祥）．文部科学省研究費基盤研究（C）代表
⑦医療用バイオナノデバイスの実用化と用途拡大に向 けた基盤研究（川野雅章）: 文 部 科学省研究費基盤研究（A）
分担
⑧汎用抗ウイルス細胞傷害性Ｔ細胞誘導剤の開発」（川野雅章）: 文部科学省研究費基盤研究（A）― 分担「文 部
科学省研究費若手研究（B）― 代表
⑨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（川野雅章）代表文部科学省研究
費基盤研究（C）―分担
⑩母乳中の coenzymeA で 誘発されるアトピー性皮膚炎の解析と予防医学への展開（東

丈裕）文部科学省研究

費若手研究（B）― 代表
⑪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）文部科学省研究費若手研究（B）―
代表
⑫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
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 2012 年 2 月 10 日

アレルギー週間市民公開講座（草加市）

7．自己点検・評価
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．次年度は国際喘息学会日本北アジア部会の主催を控える．
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．教職員・学生健康推進センター
教職員・学生健康推進センターが開設されて今年度は 4 年目になる．平成 21 年 4 月に今井康雄前センター長が就
任し，以後 3 年間にわたって多大なご努力の末，教職員・学生健康推進センターの基礎作りが達成された．今年度
から池田斉がセンター長となったが，今後も今井前センター長の築いた基盤の上に立って，「教職員・学生健康推進
センター」をさらに充実発展させることを使命と考えている．
「教職員・学生健康推進センター」については，大学内でも他部署の方々には，組織の由来や現状を十分理解して
いらっしゃらない方も多いと思われる．ここでは最初に，歴史を遡り，今日の「教職員・学生健康推進センター」が
成立した経緯について少し説明したい．
昭和 47 年，当大学が開学した時，
「埼玉医科大学保健管理室」が開設された．これは主として医学生の保健管理
を行う部署であった．その後名称は，
「学生保健室」となり，長い間，学生の保健指導に携わってきた．一方，教職
員の健康管理については，丸木記念館にある「健康管理センター」において，外部受診者の健康管理業務（人間ドッ
ク）と並行して行われていた．
その後，今から 3 年前（平成 21 年 4 月）
，教職員の健康管理業務は，従来の「健康管理センター」から独立して，
新しくスタートすることとなった．その時，同時に「学生保健室」の業務も併せて行うことになり，「教職員・学生
健康推進センター」が誕生した．
それ以前，川越の総合医療センターでは，平成 15 年から「健康推進室」が開設されており，また，近年開かれた
国際医療センターや保健医療学部にも「健康推進室」が新施設の開所と同時に開設されている．「教職員・学生健康
推進センター」はそれらの「健康推進室」
（川越，日高）を統合した「センター」として位置づけられている．
現在，教職員・学生健康推進センターは，前センター長のご尽力により，組織としての形をようやく整えつつあり，
教職員と学生に対する健康支援活動を積極的に行っている．地味ではあるが，大学にとって無くてはならない存在と
して認められていると自負している．
ただし，今後に積み残された重要な案件もいくつか存在する．第一は，コンピュータシステムを用いた三キャンパ
ス（毛呂山，川越，日高）共通の健診システムの導入，第二に常勤保健師，看護師，事務職員等，スタッフ増員によ
るマンパワーの充実，
さらに，
毛呂山キャンパス教職員部門の移転促進（毛呂山キャンパス学生健康推進室は，今年度，
本部棟 B1F へ移動が実現された）などである．これらの目標達成によって「教職員・学生健康推進センター」は将来，
大学を支える重要な組織としてさらに大きく発展するものと確信する．
もう一つの問題は定期健診後に行われる特定健診・特定保健指導との関係である．今井前センター長が昨年度の年
報にも書かれているが，
「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．
」という残念な結果であった．
この理由の大きなものは，現在の健診システムが健康管理センター（人間ドック）のシステムを借用して行われて
いたため，職員健診としては使い勝手が良くない点である．そのため，健診結果報告のスピードアップを妨げている
ことが大きい．この問題は，新しい健診システムの導入によって解消されることが期待される．
「教職員・学生健康推進センター」の使命は，埼玉医大の教職員と学生の身心の健康を支援，増進することである．
そのためには，今井前センター長のお言葉をお借りすると，「活動の基本はあくまで予防である．生活習慣の改善，
生活環境の改善，健康教育による第一次予防．そして，健診などによる疾病の早期発見，早期対処による第二次予防．
さらに，治療の過程における保健指導，社会復帰の支援による再発予防の第三次予防を徹底させる．」ことである．
私たちが果たすべき役割はこの短い言葉で分かりやすく表現していただいた．
私たちは今年度以降もこの言葉を引き継いで，きめ細かく実践してゆくことが，「教職員・学生健康推進センター」
の使命であると考えている．
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17．情報技術支援推進センター
情報技術支援推進センターは，本学における情報ならびに情報通信技術を活用した教育・研究活動の推進・発展を
目的に設置され，情報技術支援推進センター運営員会によって管理運営されている．当センターは設置の目的をはた
すため下記の活動を行っている．
（1）情報機器の整備・運用，利用の推進および安全対策
（2）コンピュータネットワークの整備・運用，利用の推進および安全対策
（3）情報機器ならびにコンピュータネットワークを活用した教育・研究活動の推進および支援
（4）情報化推進のための技術支援，研究開発および計画立案
当センターの最も大きな全学的な活動は，
学内 LAN の管理運営である．本学の学内 LAN は平成 7 年にインターネッ
トに接続され，平成 8 年度および平成 9 年度の文部科学省の助成金を受けて全学的に整備された．当センターは学
内 LAN のサーバやインターネット接続のファイヤーウォールなど基幹装置群の管理運営を担当している．本学は地
理的には毛呂山キャンパス，日高キャンパス，川越キャンパス，川角キャンパスおよび川越ビルで構成されており，
毛呂山キャンパスに位置する当センターを中心に，これらをつなぐ学内 LAN が構築されている．これら遠隔地のキャ
ンパスを含めた全学の円滑な運営のために，当センターの統括のもと，下記のブランチを設置し各々のブランチに責
任者を置いている．
（1）医学部・短期大学ブランチ（毛呂山キャンパス）
（2）保健医療学部ブランチ（日高キャンパス，川角キャンパス）
（3）ゲノム医学研究センターブランチ（日高キャンパス）
（4）大学病院ブランチ（毛呂山キャンパス）
（5）国際医療センターブランチ（日高キャンパス）
（6）総合医療センター・看護専門学校ブランチ（川越キャンパス）
（7）かわごえクリニックブランチ（川越ビル）
これに次ぐ全学的な活動は，教育用のコンピュータ実習室などの管理運営である．毛呂山キャンパスについては当
センターが，日高キャンパスおよび川角キャンパスにおいては保健医療学部情報機器管理運営委員会が，川越キャン
パスにおいては医学情報室がそれぞれ管理運営し，当センターはそれらを統合する役割を果たしている．
当センターのもうひとつの役割は情報技術活用の支援と安全対策である．全学からの質問に対応するとともに，当
センター内に設置した情報機器を用いてホームページ作成，データ処理，画像処理など情報技術活用の支援を行って
いる．また，大型ポスターを印刷できるプリンタによる学会発表資料作成を支援している．安全対策面では，ウィル
ス対策，情報セキュリティーの広報・支援を行っている．また，学長を委員長とするホームページ管理運営員会の下
部組織としてホームページ実務委員会を組織し，その実務にあたっている．
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18．医療人育成支援センター
1．構成員
三村

俊英（MIMURA, Toshihide）

センター長 ／キャリア形成支援部門 部門長

輿水

健治（KOSHIMIZU, Kenji）

副センター長

荒木

信夫（ARAKI, Nobuo）

医学教育センター長

森

茂久（MORI, Sigehisa）

間嶋

満（MAJIMA, Mituru）

辻

美隆（TUJI, Yositaka）

卒前部門 部門長
卒前部門
卒前部門

金子

公一（KANEKO, Koiti）

卒前部門

三橋

知明（MITUHASHI, Tomoaki）

卒前部門

中元

秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）

屋嘉比
石原

康治（YAKABI, Yasuharu）
正一郎（ISHIHARA, Shoichiro）

御手洗

哲也（MITARAI, Tetsuya）

初期臨床研修部門 部門長 大学病院
初期臨床研修部門 総合医療センター
初期臨床研修部門 国際医療センター
キャリア形成支援部門

鈴木

洋通（SUZUKI, Hiromichi）

キャリア形成支援部門

西村

重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）

キャリア形成支援部門

小宮山

伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki） キャリア形成支援部門

稲葉

宗通（INABA, Munemichi）

生涯学習部門 部門長

名越

澄子（NAGOSHI, Sumiko）

女性医師部門 部門長

木村

文子（KIMURA, Fumiko）

女性医師部門事務局

岡田

一観（OKADA, Kazumi）

大学病院

臨床研修管理センター

新井

智（ARAI, Satoshi）

大学病院

臨床研修管理センター

岡野

千枝（OKANO, Chie）

大学病院

臨床研修管理センター

川俣

栄英希（KAWAMATA, Eiki）

総合医療センター

研修管理委員会事務局

下田

裕子（SHIMODA, Yuko）

国際医療センター

臨床研修管理室

池田

美土里（IKEDA, Midori）

国際医療センター

臨床研修管理室

2．目的
委員会の設置目的：
本センターは埼玉医科大学医療人育成支援センター規定第 1 条に則り，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，卒前から卒後へと切れ目無く繋がる医療人の育成を支援し，特に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．また，連携大学間の人事交流事業の推進を行い，より広い視野と知識を有する医療人の育
成を支援する．

3．活動報告：
1）委員会開催
平成 22 年度に発足した医療人育成センターは，全 11 回の運営会議を開催した．なお必要に応じ，審議内容を教
員代表者会議で報告した．また，すべての議事録は整備されている．
（1）第 22 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 4 月 23 日

出席者 8 名

大学病院人材養成機能強化事業について，平成 24 年度 事業計画（案），シミュレータ教育に関する講演，女性
医師支援関係についてなど
（2）第 23 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 5 月 21 日

出席者 5 名

大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演，女性医師支援関係についてなど
（3）第 24 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 6 月 18 日
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大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演，女性医師支援関係，後期研修医評価プ
ログラムについてなど
（4）第 25 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 7 月 23 日

出席者 8 名

大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演，女性医師支援関係についてなど
（5）第 26 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 9 月 24 日

出席者 7 名

大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演，女性医師支援関係について，地域医
療施設の教育関連施設への組み入れ基準の検討，5 大学連携プログラム（GDNSS）からの「総合医に関するアンケー
ト」についてなど
（6）第 27 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 10 月 22 日

出席者 8 名

大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演，女性医師支援関係について，新しい
専門医制度に関して，埼玉医科大学シニアレジデント図解についてなど
（7）第 28 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 11 月 26 日

出席者 8 名

大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演について，大学間人事交流促進につい
て，平成 25 年度 マッチング結果について，研究マインド育成自由選択プログラムの指導教官について，来年度以
降の女性医師支援体制について，CC に協力いただく関連病院についてなど
（8）第 29 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 12 月 17 日

出席者 8 名

大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演について，関東・信州広域循環型専門
医養成プログラム（グッドネス）コーディネータ会議の内容について，大学間人事交流促進についてなど
（9）第 30 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 1 月 21 日

出席者 8 名

大学病院人材養成機能強化事業について，連携大学合同シンポジウム「卒後教育におけるプロフェッショナリズ
ム

教育の取り組み」の報告について，関東・信州広域循環型専門医養成プログラム（グッドネス）会議の報告に

ついて，女性医師相談窓口の流れについて，
「医療人育成支援センター」と新規「研修管理センター」との関係に
ついてなど
（10）第 31 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 2 月 25 日

出席者 7 名

大学病院人材養成機能強化事業について，女性医師就業継続支援窓口の流れ（案）についてなど
（11）第 32 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 3 月 18 日

出席者 8 名

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
2）セミナーの開催
（1）実践セミナー「腹部超音波診断の基本と実践」
平成 24 年 11 月 24 日（土）参加者 7 名
平成 24 年 12 月 15 日（土）参加者 5 名
（2）
「シミュレーション教育の現状と展望」
平成 24 年 12 月 15 日（土）参加者 25 名
3）各部門
医療人育成支援センターは，
（1）卒前部門，
（2）初期臨床研修部門，（3）キャリア形成部門，（4）生涯学習部門，
（5）女性医師支援部門に分かれている．それぞれ，上述した部門長の下，課題を持って活動している．具体的には
平成 24 年度は，卒前部門は地域枠奨学金貸与学生の教育，アンケート実施などを行い，初期臨床研修部門は 3 病院
共通研修プログラムの改善を行い，キャリア形成部門は地域連携病院の選定などを行い，生涯学習部門は卒業生への
生涯学習提供の関わり方に関しての検討を行い，女性医師支援部門は，女性医師支援セミナー開催，離職防止のため
の相談窓口開催の準備を行った．

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）女性医師の離職防止，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．
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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
ジウムを 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にも聴講いただいた．
その他本学で開催したイベントは，1 月 24 日と 12 月 15 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情報提供し，赤心堂病院，秩父市立病院，春日部中央総合病院，国立
西埼玉中央病院，東大宮総合病院，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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19．学生部
1．構成員
全学学生部委員会構成員，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．目的
埼玉医科大学に在籍する学生の全人格に関わる性格を見誤ることなく全学的に取り組み，学生生活の活性化を実現
させ，本学の期待する医療人の育成とともに本学の教育目標を達成させることを目的とする．

3．活動報告
学生部が平成 24 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
②部活動および東日本医科学生体育大会（東医体）
平成 24 年度第 55 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 24 年度大学祭（ 越華祭）が日高キャンパスで行われた．
テーマ：LIFE 〜 Laugh Links Love 〜
日程：平成 24 年 10 月 27 日（土）〜 28 日（日）
テーマは，越華祭によって生まれる活気，笑顔，思いやりを自分達の中に満たし，医療を学ぶ学生として成長し
たいという思いから，“ 笑顔は愛をつないでいく ” という意味を込めて「LIFE 〜 Laugh Links Love 〜」とした．新
企画として，
マスコットキャラクターを募集し，“ えっかニャン ” というマスコットが生まれた．屋外ステージにアー
ティストとお笑い芸人を呼び，学生・教職員によるオペラ “ カルメン ” を行い，好評を博した．包括協定を結んだ
女子栄養大学に参加を要請し，点心部の参加を得た．例年通り，毛呂山町商工会と日高市商工会に参加を要請して，
参加していただいた．
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
ハラスメント小委員会で検討し，学生部委員会に報告した．
⑥その他
交通安全，飲酒時の注意喚起，学内外での行動に関する注意喚起などを行った．

4．評価と次年度目標
評価については，医学部学生部委員会および保健医療学部学生部委員会の項を参照のこと．
次年度も本年度同様に各学部委員会の活動を基礎として，両学部で連絡を密にしながら学生生活の質の向上を目指
していきたい．
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20．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して，地域の医療ニーズをふまえた運営を行ってきた．また，医科大学の医療機関とし
て，医学部学生や卒業後の若手医師の教育・研修機関として，より一層の教育機能の充実を図ってきた．また，3 回
目の日本医療機能評価機構による病院機能評価受審し，多忙な一年でした．

1．人事
平成 24 年度も，引き続き片山茂裕が病院長（内分泌・糖尿病内）を務め，以下のメンバーで運営に当たってきた．
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）．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．これらのメンバーの任期が平成 24 年 7 月 31 日に満了したが，8 月 1 日より引き続き片山茂裕が 3 期目
の病院長に任命され，以下のメンバーで運営に当たることとなった．院長代理：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）
，副院長：織田弘美整形外科教授（中央手術部担当・ER センター長），三村
ウマチ膠原病科教授（医療保健・予算管理担当）と武藤光代総看護師長（看護担当）．院長補佐：篠塚

俊英リ

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）・朝倉敏孝
泌尿器科教授（診療サービス担当）
，
岡

政志消化器・肝臓内科教授（内視鏡センター担当）．青木正康医療安全管理者．

4 月 1 日に新津守教授（放射線科）が，10 月 1 日に古村眞教授（小児外科）が着任した．

2．診療
看護師数もほぼ昨年度並みに確保され，805 床での運営となった．平成 24 年度の大学病院全体の診療実績は，新
入院患者数は 15,760 人，延入院患者数 273,980 人，平均入院患者数 748.6 人，平均在院日数 14.1 日，平均病床
稼働率 93.3％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 7,759 件であった．
急性期病院としての機能を十分果してきたといえる．外来診療では延受診患者数は 477,077 人（うち初診患者数は
40,607 人）であった．初診患者数こそ微減であったが，入院患者数・外来患者数・手術件数は平成 23 年度を上回
る過去最多の実績となった．平成 22 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．
5 月 1 日付けで，産婦人科の岡垣竜吾准教授をセンター長として，女性骨盤底医学センターが開設された．高齢化
社会を迎え，婦人科・泌尿器科が協力して，臓器脱や尿漏れなどを総合的に扱うユニークなセンターで，患者さんの
増加が期待されます．
本館の改修工事で 4 階の耳鼻咽喉科・神経耳科および産科の外来の改修が 9 月に終了し，耳鼻科の診察室が個室
化された．また，産科の外来が婦人科と分離・拡充され，助産師外来などのスペースが設けられた．さらに，授乳室
も新設された．10 月から，本館と神経・精神センターのビルとをつなぐ連絡通路の工事が始まり，順次 2・5・6 階
をリハビリ訓練室・神経脳卒中内科病棟・リハビリ病棟へ改装する工事も開始された．
昨年度末に小児外科の医師 2 名が退職し，教授も 5 月末で退職した．そのため，小児外科の診療を休診すること
となり，患者さんや近隣の医療機関に多大のご迷惑をかけた．幸い，7 月 1 日に後任の医師 2 名，寺脇

幹講師と

佐竹亮介講師が着任し，10 月からは古村教授も加わり，今まで以上に活発に診療が再開された．
また，本年度から当院独自の病診連携の会を立ち上げた．シンフォニーの会と名付けて，近隣の先生方からご紹介
を受けた患者さんの入院中・退院後の治療経過を報告することに致しました．9 月 7 日に第 1 回を，3 月 15 日に第
2 回を開催しました．まだまだ参加者数が不十分ですが，近隣の先生方と顔がみえるお付き合いができると好評です．

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，大学病院担当専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．さらに昨今の厳しい
医療環境に鑑み，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
療に対応するよう努めている．
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平成 22 年 4 月の診療報酬の改正でプラス改訂や，各科の努力もあり，稼働率が 93.3％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 4 月から新しい職種としてメディカルアシスタント（MA）の採用が始まり，総合支援部として勤務し
ている．当初，当院には 6 人が配属され，本年度は 4 名が配属された．手術室に 1 名，健康管センンターに 2 名，
内視鏡室に 1 名が配置された．
平成 23 年に引き続き，本年度も特定看護師（仮称）業務試行事業実施施設に指定され，皮膚・排泄，クリティカル，
老年の 3 分野で施行した．これは 1 つの病院としては全国でも最多の実施数である．
平成 24 年 9 月 12 日に医療法第 25 条立入検査があり，全般的に適切な診療が行われているとの評価で，本年度
も指摘事項はなかった．12 月 11-13 日に 3 回目の日本医療機能評価機構による病院機能評価を受審した．1 年半前
から脳外科の藤巻教授を委員長，消化器肝臓内科の岡教授を副委員長とする委員会を立ち上げ，平成 23 年 7 月 28
日に第 1 回の全体会議を開催し，
看護部・医務部などを始めとし，各部署毎に膨大な時間と労力をかけ準備をしました．
7 人のサーベイヤー
（審査員）
を迎えて，
初日の午後には病院概要の説明や書類のチェック，2 日目午前中は病院の運営・
組織や診療に関する質疑応答など，午後は病院内の案内など，長い 3 日間でした．そんな努力が実って，7 分野すべ
てにわたり適切，特に調剤と洗浄・滅菌業務では極めて適切との非常に高い評価をいただき，平成 24 年 3 月 1 日付
で認定証を受領いたしました．
平成 25 年 2 月 24 日に第 50 回埼玉県医学会総会記念式典（埼玉県医師会）で，当病院の長年にわたる県医学会
に対する貢献に対して会長表彰を受けました．
東日本大震災に起因する電力不足に対しては，夏季・冬季とも冷房温度を上げたり暖房温度を少し低めにしたりし
て節電に協力いたしました（平成 22 年に比べて -13.2%）．8 月には待望の 700kW の常用発電機 2 台（病院消費量
の 30％位をまかなえる）が据え付けられた．

4．医学生教育と医師研修教育
平成 16 年度から新たに導入された教員組織体制の中でも，診療に携わるすべての教員は同時に学生の教育に携わ
る教員であることが規定されており，
診療そのものも教育の一環であるとの考えを持って日常の診療に当たっている．
医学部 5 年生の臨床実習（BSL）にあたっては，できる限り臨床を体験できるよう，教育センターと連絡を取りなが
らプログラムを遂行している．当大学病院においては上記の医学部学生のみではなく，埼玉医科大学保健医療学部お
よび看護短期大学，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果している．
平成 24 年度に当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 29 名と歯科 2 名で，23 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 55 名，歯科は計 3 名が研修医として在籍している．数年前に大学病院
で研修する卒業生が減ったため，
「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．
例年のレジナビなどへの参加に加えて，平成 24 年 7 月と平成 25 年 3 月には 3 病院（大学病院・総合医療センター）
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 年生が 7 月には 15 名，3 月には 8 名が
参加）
．このような努力の甲斐があってか，3 病院で研修を始める本学卒業生の数も増え，他大学からも数名が入職
するようになり，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．

5．医療安全と院内感染対策
平成 24 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 39
回開催された．
平成 19 年から実施しているバンコマイシン耐性腸球菌（VRE）の入院時スクリーニングは継続されており，VRE
を含む薬剤耐性菌保菌者の迅速な把握がなされている．また，院内感染対策室，インフェクションコントロールチー
ム（ICT）と職員の連携により感染対策ラウンドなど適切な感染対策が実施され，薬剤耐性菌やインフルエンザ等の
感染拡大防止を図ることができている．さらに，院内感染防止対策マニュアルは随時見直しが行われ，改訂および追
加整備，職員教育啓蒙活動も実施されている．
今回も特筆すべきは，医療安全・院内感染の講習会の未受講者，それぞれ 9 名（2 名は退職者）と 1 名を年度末
に院長室に呼んで，病院長が訓示を行い，補講を受講させ，全職員が 1 回は受講という目標を達成したことである．

6．総括
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
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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．
病院機能をさらに高めるため，
本館と神経精神科ビルへの連絡通路の掘削工事が開始され，内視鏡センター・
急患センター（ER）を含んだ新外来棟（東館）の設計が始まっています．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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21．総合医療センター
総合医療センターは，昭和 60 年（1985 年）の開院以来 27 年経過，この間に入院患者数・外来患者数とも著し
く増加し，これらの医療需要に対応できなくなりつつあること，それとともに医療・医学の進歩もあり，10 年先 20
年先の医療を見据えた病院の根本的な変革が必要な状態にあった．それ故，平成 23 年より理事長を委員長とする将
来計画委員会を組織し検討を行なってきた．
まず，
総合医療センターの将来計画の第 1 期工事として，①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（75 床の増床）の工事が始まり，
②長い間の懸案事項であったドクターヘリの格納庫の新築工事に着工，
また，
③別法人ではあるが同じ敷地内に重症心身障害児施設（かるがもの家）の建設，④特別高圧変電所新設移転，⑤看護
師寮（マーガレットⅤ）の新築などの工事が，ほぼ同時期に行なわれ，いずれも年度末までに竣工となった．実際の
運用はいずれも来年度，すなわち平成 25 年 4 月以降になる．
さらに，上記の工事と並行して，将来計画委員会において，第 2 期の将来計画，すなわち，高度救命救急センター
の新棟の建設（外傷センター，救急科（ER）
，ICU・CCU・SCU，小児救命センター（PICU），手術室の増室など）の
検討が行なわれた．さらに，第 3 期の計画として東館（管理棟など）の建設や本館の改修工事などの検討も開始さ
れている．
このように，平成 24 年度は，これらの計画に基づく複数の新たな施設の建築が始まった記念すべき年となった．

1．人事
平成 24 年 8 月末日，
吉本信雄教授が病院長を退任されたことに伴い，9 月 1 日新病院長に堤晴彦教授が任命された．
それに伴い病院幹部の人事が一新され，院長代理に前田平生教授（輸血・細胞治療部），副院長に屋嘉比康治教授（消
化器・肝臓内科）
，輿水健治教授（救急科）
，院長補佐として松居 徹教授（脳神経外科），菊地 茂教授（耳鼻咽喉科）
，
石田秀行教授（消化管・一般外科）が各々任命された．
同年 8 月 1 日付けで，中央手術部部長に小山 薫教授（麻酔科），9 月 1 日付けで診療支援室室長に高橋健夫教授（放
射線科）
，高度救命救急センター長に杉山 聡教授が各々新たに任命され就任した．
診療科の教授人事については，4 月 1 日付けで大学病院より名越澄子教授が消化器・肝臓内科へ配転，4 月 1 日付
けでリウマチ・膠原病内科の天野宏一准教授が教授に昇格した．
平成 25 年 3 月 1 日現在の教職員数は，教授 41 名，准教授 33 名，講師 49 名，助教 240 名，研修医 56 名，看
護職員 1,061 名，薬剤師 68 名，事務部門その他 450 名，合計 1,998 名である．

2．診療
平成 24 年度の診療実績としては，入院患者延べ人数 304,294 人，病床稼働率 91.0％，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 641,223 人，1 日平均患者数 2,189 人，紹介率 53.4％であった．また，平成 24
年の中央手術部における手術件数は 7021 件であった（総合周産期母子医療センター内の分娩室での手術件数，高度
救命救急センター内の手術件数などを除く）
．

3．卒後教育
初期研修医は 1 年目が 21 名（本学卒業 18 名

他大学 3 名），2 年目 35 名の計 56 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 5 名の計 23 名が採用された．
臨床研修センター（ジュニア・レジデント，シニア・レジデント）の新設に向けた組織作りならびに検討を行なっ
た．同時に初期臨床研修プログラムとシニア・レジデント研修プログラムの見直しが開始された．

4．研究
平成 24 年度文部科学賞研究費補助金の申請は 23 件で，うち採択は 8 件であった．研究活動の活性化を図るために，
若手医師研究マインド育成の研究費が大学から補助されたことを受け，鴨田賞などを新設した．57 件の応募があり，
44 件が採用された．今後の研究活動の刺激になることが期待されている．

5．管理運営
平成 24 年 9 月 1 日の病院長の交代に基づき，運営会議のメンバーも一新された．運営会議は，病院長以下，院長
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代理，副院長，院長補佐に加えて，総合周産期母子医療センター長の田村正徳教授，高度救命救急センター長の杉山
聡教授，事務部長，事務部次長，医務課課長，総務課課長，薬剤部長，副総看護師長，吉本専務理事，濱口勝彦副理
事長らで構成される．総合医療センターの基本的な運営・管理方針は，これらのメンバーで議論され決定されている．
経済危機突破対策全学プロジェクトを推進するために経営改善会議を設置し，経営状況の把握と情報共有，分析，
改善策の策定などを行なった．
災害関係：私立医科大学協会からの要請に基づき，不定期ではあるが東日本大震災の被災地の医療機関へ引き続き
医師を派遣した．災害対策委員会を開催し大規模災害マニュアルや院内対策マニュアルの改訂を行なった．年 2 回
の消防訓練を実施するとともに，DMAT（災害派遣医療チーム）研修会など多くの研修会に参加，九都県市防災訓練
などの訓練に職員を派遣した．院内感染関係：感染制御室，ICT（インフェクション・コントロール・チーム）の精
力的な活動により，多剤耐性緑膿菌（MDRP）も収束しつつある．私立医科大学協会の相互ラウンドを実施した．医
療安全関係：医療安全対策室を中心に対策が講じられ，インシデントレポートの提出件数も増加し，この 1 年間，
大きな医療事故もなく経過することができている．私立医科大学協会の相互ラウンドを実施し，評価を頂いている．
また，川越市保健所の立入検査（10 月）
，消防法に基づく川越地区消防局の立入検査（7 月）などが行われた．

6．対外活動・社会貢献など
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埼玉県知事表彰を受けた．
ドクターヘリ就航 5 周年を記念して記念誌を発刊した（10 月）．平成 23 年 11 月に東日本大震災活動記録集を発刊
していたが，本年度になってからも被災地などの行政組織からの要望が多く寄せられたため，急遽増刷し現地の関係
機関などに贈呈した．

7．総括
総合医療センターは時代の要請を受けて，発展しつつある現状である．その一方で，新たな課題も生まれている．
その 1 つは，医療・医学の進歩に伴い，診療科が高度に専門化し細分化されてきたことである．細分化の動きと並
行してそれらを統合する診療システムの構築が求められており，今後の大きな課題である．さらに，地域医療との関
連である．大学病院といえども，高度先進医療の実践のみならず，地域への良質な医療の提供，地域との連携の強化
が必要である．今後も，教職員，医療従事者が一丸となって，総合医療センターの発展に尽力していく必要がある．
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22．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，新たな 5 年に向けてのスタートを切った．今後の 5 年間が地
固めの時期であり，その初年度として三大疾病（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し実績をあげることができた．

1．人事
① 4 月 1 日付けで泌尿器腫瘍科科長に小山政史先生が就任した．
② 4 月 1 日付けで上部消化管外科診療科長代行に佐藤弘先生が就任した．
③ 4 月 1 日付けで内分泌内科・糖尿病内科診療科長代行に栗原進先生が就任した．
④ 4 月 1 日付けで脳脊髄腫瘍科教授に三島一彦先生が昇格した．
⑤ 6 月 1 日付けで核医学科科長に久慈一英先生が就任した．
⑥ 8 月 1 日付けで腫瘍内科科長・教授に畝川芳彦先生が就任した．
⑦ 1 月 1 日付けで上部消化管外科科長・教授に櫻本信一先生が就任した．

2．診療実績
①稼働病床数を 650 床から 700 床に増床した．
②診療実績は次のとおりであった．
（1）新入院患者数 14,002 人，（2）延入院患者数 234,996 人，（3）稼働率
92.9％，
（4）中央手術部手術件数 6,095 件，（5）初診患者数 15,415 人，（6）延外来患者数 203,509 人，
（7）
救急車受け入れ件数 3,783 件，
（8）紹介率 95.0％，逆紹介率 59.5％

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 1 月に開催し，平成 24 年の医療活動について職員に周知を図った．
④理事長講演会を 4 月に開催し，新たな 5 年に向けた病院運営，医療活動について説示があった．

4．教育
①初期臨床研修医は，1 年目研修医 5 名（全員埼玉医大卒業生），2 年目 7 名（うち埼玉医大卒業生 5 名）の 12
名に対し臨床研修を行った．
②縫合手技トレーニングセット（3 セット）を整備し教育に活用した．
③緩和ケア研修会を 1 回開催した（8 月）
④ＩＡＥＡプロジェクトコーディネーションミーテキング開催（8 月）

5．研究
①科学研究費の採択は，文部科学省研究費補助金 20 件，厚生労働省科学研究費 29 件，がん研究開発費 5 件，精神・
神経疾患研究開発費 1 件，治験推進研究事業 3 件であり合計 58 件の研究費補助金を獲得した．
②治験では，新規 4 件，前年度からの継続 54 件の合計 58 件の治験を行った．
③臨床試験では，病院ＩＲＢで 232 件の臨床試験を承認し，前年度からの継続 436 件を含む合計 668 件の臨床試
験を行った．
④日高研究プロジェクト 31 件の応募がありすべて採択され研究を行った．次年度に研究成果発表を行う．
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6．国際医療センターの主な活動
①地域医療連携懇話会を 6 回開催した．
③ロビーコンサートを 16 回開催した．
④献血及び骨髄移植ドナー登録（5 月，1 月）
⑤ JCI 受審に向けた講演会開催（6 月，12 月）
⑥自律搬送ロボット HOSPI 実証検証開始セレモニー（7 月）
⑦コジェネ発電機 1 基増設，4 基体制（2,500 ｋｗ / ｈ）となった（7 月）
⑧埼玉県第 4 回彩の国みどりのプラン賞受賞（7 月）
⑨国際医療センター開院 5 周年感謝の会開催（9 月）
⑩第 33 回九都県市合同防災訓練埼玉会場に職員 5 名が参加した（9 月）
⑪東日本大震災医療支援に福島県いわき市立総合磐城共立病院に麻酔科医 1 名派遣（10 月）
⑫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）
⑬私立医科大学病院医療安全相互ラウンド（自治医科大学さいたま医療センター）（1 月，2 月）
⑭救命救急センター運営評価委員会（2 月）
⑮埼玉県トラック協会よりドクターカーの寄贈を受けた（2 月）
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1．1）
（1）倫理委員会（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 26 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：關
委

員：

博之（SEKI, Hiroyuki）
：総合医療センター産婦人科教授

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

明（OHTAKE, Akira）
：大学病院小児科教授

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
三谷幸之助（MITANI, Kounosuke）
：ゲノム医学研究センター教授
永井正規（NAGAI, Masaki）
：医学部公衆衛生学教授
米谷
学外委員

新（YONEYA, Shin）
：大学病院眼科教授

井上晶子（INOUE, Akiko）
：一般人・女性委員
遠藤

實（ENDO, Makoto）
：自然科学系の学外有識者

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

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

唯（IDA, Yui）
：大学事務部（医学研究センター兼任）

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（OHTAKE, 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．
なお，ヒト胚性幹細胞を含む幹細胞研究については，埼玉医科大学ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会が審議し
ていたが，
『ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針』が施行され，ヒト体性幹細胞，ヒト ES 細胞，ヒト iPS 細胞
を含む自己複製能および多分化能を有する細胞を扱う臨床研究は，埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会と
名称を変更し，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 24 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 42 件，研
究計画書の変更申請 52 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 200 回（平成 24 年 4 月 10 日）：欠席 1 人，第 201 回（平成 24 年 5 月 8 日） ：欠席 1 人
第 202 回（平成 24 年 6 月 12 日）：欠席 3 人，第 203 回（平成 24 年 7 月 12 日）：欠席 2 人
第 204 回（平成 24 年 9 月 11 日）：欠席 0 人，第 205 回（平成 24 年 10 月 9 日）：欠席 1 人
第 206 回（平成 24 年 11 月 6 日）：欠席 0 人，第 207 回（平成 24 年 12 月 11 日）：欠席 2 人
第 208 回（平成 25 年 1 月 8 日）：欠席 1 人，第 209 回（平成 25 年 2 月 12 日）：欠席 0 人
第 210 回（平成 25 年 3 月 12 日）：欠席 1 人
83

委員会・会議報告

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（任期は平成 26 年 4 月まで），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．
埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会については別項を参照．
2）申請課題の審査
（1）新規申請（42 件）
1．申請番号 667：
「Dasatinib 単剤による高齢者難治性 Philadelphia 陽性急性リンパ性白血病に対する前向き多施設
共同研究第二相試験」
（遺伝子解析研究）
申請者：木崎昌弘（総合医療センター血液内科）
審議結果：条件付承認
2．申請番号 668：
「B 型肝炎ウイルスキャリアの急性増悪による重症肝炎に対する早期免疫抑制療法の劇症化予防に
関する調査研究」
（疫学研究）
申請者：持田

智（大学病院消化器・肝臓内科）

審議結果：承認
3．申請番号 669：
「JALSG AML209GS 試験付随研究 成人急性骨髄性白血病の発症・進展および治療反応性，副作用
に関係する遺伝子異常の網羅的解析」
（JALSG AML209 genome-wide study: AML209GWS）（遺伝子解析研究）（国際 IRB12-010）
申請者：前田智也（国際医療センター造血器腫瘍科）
審議結果：承認
4．申請番号 670：
「慢性再発性アフタ発症における遺伝要因としての HLA 遺伝子の関与の究明 -2」
（遺伝子解析研究）
申請者：坂田康彰（大学病院歯科・口腔外科）
審議結果：承認
5．申請番号 671：
「医療者による出生連絡票の記載補助が乳児家庭訪問に与える影響についての検討」（疫学研究）
申請者：高橋幸子（大学病院産婦人科）
審議結果：承認
6．申請番号 672：
「慢性 C 型肝炎患者リンパ球を用いた細胞免疫誘導型治療ワクチンの効果判定」（ウイルス学およ
び免疫学的研究）
申請者：赤塚俊隆（医学部微生物学）
審議結果：承認
7．申請番号 673：
「免疫抑制薬による B 型肝炎ウイルス再活性化：リウマチ疾患，特に生物製剤投与例における長
期経過を基にした医療経済的に適正な対策法の確立」（疫学研究）
申請者：持田

智（大学病院消化器内科・肝臓内科）

審議結果：承認
8．申請番号 674：
「CNV 測定原理を応用した法医試料における女性由来証明法の構築」
（遺伝子解析研究）
申請者：中西宏明（医学部法医学）
審議結果：承認
9．申請番号 675：
「次世代シーケンサーを用いた乳癌における薬剤感受性・耐性分子の探索的研究」
（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）
審議結果：承認
10．申請番号 676：
「切断肢を使用した膝半月縫合の検討」（切断肢を使用する研究）
申請者：立花陽明（大学病院整形外科）
審議結果：保留

⇒

9 月再申請第 204 回にて承認

11．申請番号 677：
「副鼻腔気管支症候群における，疾患原因遺伝子同定のための研究」
（遺伝子解析研究）
申請者：萩原弘一（大学病院呼吸器内科）
審議結果：承認
12．申請番号 678：
「施設入所者に対する，負荷量および反復回数を規定した低負荷下肢伸展筋力強化トレーニング
が ADL に及ぼす影響」
（介入を伴う臨床研究）
申請者：増井義哲（医学研究科医科学専攻 理学療法分野）
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審議結果：承認
13．申請番号 679：
「白血球（ヒト単球由来樹立細胞株）依存性凝固活性の亢進に対するケモカインならびにサブス
タンス P の影響の検討」
（基礎研究）
申請者：東

俊晴（大学病院麻酔科学）

審議結果：承認
14．申請番号 680：
「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）

審議結果：承認
15．申請番号 681：
「骨髄増殖性疾患における遺伝子変異の解析」（体細胞変異遺伝子の解析）
申請者：木崎昌弘（総合医療センター血液内科）
審議結果：承認
16．申請番号 682：
「声門癌放射線治療後の急性粘膜炎および音声機能の変化に関する遺伝子多型の解析研究」
（遺
伝子解析研究）
申請者：鹿間直人（国際医療センター放射線腫瘍科）
審議結果：承認
17．申請番号 683：
「ヒト免疫応答修飾活性の試験管内評価−Ⅱ」（ヒト細胞培養研究）
申請者：松下

祥（医学部免疫学）

審議結果：承認
18．申請番号 684：
「塩酸イリノテカンの薬物有害反応のメカニズムを解明するための探索的エクソーム解析研究」
（遺
伝子解析研究）
申請者：嶋田

顕（国際医療センター・腫瘍内科）

審議結果：承認
19．申請番号 685：
「S-1 の特異な薬物有害反応のメカニズムを解明するための探索的エクソーム解析研究」（遺伝子
解析研究）
申請者：嶋田

顕（国際医療センター・腫瘍内科）

審議結果：承認
20．申請番号 686：
「心房 皮膚線維芽細胞を用いた iPS 細胞作成並びに直接的心筋細胞誘導法樹立の検討」（iPS 細
胞研究）
申請者：千本松孝明（国際医療センター心臓内科／医学部薬理学）
審議結果：承認
21．申請番号 687：
「乳がんにおける薬剤感受性・耐性分子の探索的研究」（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）
審議結果：承認
22．申請番号 688：
「B 型肝炎創薬へ向けてのトランスクリプトーム解析による病態解明と標的同定」
（遺伝子解析研究）
申請者：名越澄子（総合医療センター消化器・肝臓内科）
審議結果：条件付承認
23．
申請番号 689：
「急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸，
GO を用いた寛解後治療第Ⅱ相臨床試験 JALSG APL212」
（遺
伝子解析研究）
申請者：前田智也（国際医療センター造血器腫瘍科（血液内科））
審議結果：承認
24．申請番号 690：
「65 歳以上の急性前骨髄球性白血病に対する ATO による地固め療法第Ⅱ相臨床試験 JALSG
APL212G」
（遺伝子解析研究）
申請者：前田智也（国際医療センター造血器腫瘍科（血液内科））
審議結果：承認
25．申請番号 691：
「妊婦健康診査受診票・出生連絡票記載の医療情報に対する有効活用法の検討」（他施設でのア
ンケート調査）
申請者：高橋幸子（大学病院産科・婦人科）
審議結果：保留

⇒

11 月第 206 回で承認

26．申請番号 692：
「X 線格子干渉計（タルボ・ロー干渉計）の医学応用：
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正常ボランティアおよび臨床症例による撮像（新たな X 線診断機器の開発）」（その他）
申請者：田中淳司（大学病院放射線科）
審議結果：承認
27．申請番号 693：
「陳旧精液斑からの個人識別に関する研究」（遺伝子解析研究）
申請者：原

正昭（医学部法医学）

審議結果：承認
28．申請番号 694：
「非小細胞肺癌に対する定位放射線治療後の放射線肺臓炎発症に関与する遺伝子多型の研究」
（遺
伝子解析研究）
申請者：江原

威（国際医療センター放射線腫瘍科）

審議結果：承認
29．申請番号 695：
「初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサチニブの分子遺伝学的完全寛解
達成率の多施設共同前方視的ランダム化比較試験− JALSG
CML212 −」
（遺伝子解析研究）
申請者：前田智也（国際医療センター造血器腫瘍科（血液内科））
審議結果：承認
30．申請番号 696：
「難聴の遺伝子解析と臨床応用に関する研究」（遺伝子解析研究）
申請者：池園哲郎（大学病院耳鼻咽喉科）
審議結果：承認
31．申請番号 697：
「難治性内耳疾患の遺伝子解析」（遺伝子解析研究）
申請者：池園哲郎（大学病院耳鼻咽喉科）
審議結果：承認
32．申請番号 698：
「全身性エリテマトーデスおよび類縁疾患関連遺伝子に関する研究」
（遺伝子解析研究）
申請者：三村俊英（大学病院リウマチ膠原病科）
審議結果：承認
33．申請番号 699：
「無侵襲的出生前遺伝学的検査である母体血中 cell-free DNA 胎児染色体検査の遺伝カウンセリ
ングに関する研究」
（観察研究）
申請者：難波

聡（大学病院産科婦人科）

審議結果：承認
34．申請番号 700：
「小児期発症 1 型糖尿病における遺伝的要因の探索」（遺伝子解析研究）
申請者：雨宮

伸（大学病院小児科）

審議結果：承認
35．申請番号 701：
「肺がんのゲフィチニブ耐性における BIM 遺伝子多型の関与を解析する後向き研究」（遺伝子解
析研究）
申請者：萩原弘一（大学病院呼吸器内科）
審議結果：承認
36．申請番号 702：
「殺細胞性抗がん薬エリブリンの効果・薬物有害反応に関するゲノム薬理学的研究」（遺伝子解
析研究）
申請者：嶋田

顕（国際医療センター腫瘍内科）

37．申請番号 703：
「原因不明の精神運動発達遅滞に対するマイクロアレイを利用したコピー数多型解析」（ゲノム
解析研究）
申請者：阿部裕一（大学病院小児科）
審議結果：条件付承認
38．申請番号 704：
「ヒト寛骨臼関節唇における知覚神経終末の分布に関する研究」
（組織学的研究）
申請者：河野義彦（大学病院整形外科・脊椎外科）
審議結果：保留

⇒

3 月第 210 回倫理委員会で承認

39．申請番号 705：
「日本小児白血病リンパ腫研究グループ（JPLSG）における小児血液腫瘍性疾患を対象とした二
つの探索的研究」
（遺伝子解析研究）
申請者：森脇浩一（総合医療センター小児科）
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審議結果：承認
40．申請番号 706：
「高リスク成人骨髄異形成症候群を対象としたアザシチジン投与法に関する臨床第Ⅲ相試験−検
体集積事業に基づく遺伝子解析研究を含む− JALSG MDS212
study および厚生労働科学研究費補助金による検体集積事業との合同研究− JALSG
MDS212 Study（MDS212）−」
（遺伝子解析研究）
申請者：前田智也（国際医療センター造血器腫瘍科（血液内科））
審議結果：承認
41．申請番号 707：
「医学的理由ではない卵子凍結・保存」に対する意識調査研究」
（その他；アンケート調査）
申請者：梶原

健（大学病院産科婦人科）

審議結果：承認
42．申請番号 708：
「高リスク成人骨髄異形成症候群を対象としたアザシチジン投与法に関する臨床第Ⅲ相試験−検
体集積事業に基づく遺伝子解析研究を含む− JALSG MDS212
study および厚生労働科学研究費補助金による検体集積事業との合同研究− JALSG
MDS212 Study（MDS212）−」
（遺伝子解析研究）
申請者：渡部玲子（総合医療センター血液内科）
審議結果：承認
（2）研究計画書の変更申請〔52 件〕
（軽微な変更も含む）
1．申請番号 630- Ⅱ：
「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」（その他）
申請者：高井

泰（総合医療センター産婦人科）

審議結果：変更承認
2．申請番号 472- Ⅲ：
「Fibrodysplasia Ossiﬁcans Progressiva（FOP）（進行性骨化性線維異常形成症）における遺伝
子変異の解析」
（遺伝子解析研究）
申請者：片桐岳信（ゲノム医学研究センター）
審議結果：変更承認
3．申請番号 335：
「C 型肝炎症例に対する瀉血治療で廃棄される血液を用いたウイルス学的・免疫学的基礎研究」
（ウ
イルス学および免疫学的研究）
申請者：赤塚俊隆（医学部微生物学）
審議結果：変更申請保留
4．申請番号 601- Ⅱ：
「進行・再発子宮頸癌に対する新規腫瘍関連抗原由来エピトープペプチドカクテルを用いた特
異的ワクチン療法」
（第Ⅰ相臨床試験）
申請者：長谷川幸清（国際医療センター産婦人科）
審議結果：変更承認
5．申請番号 615- Ⅱ：
「先天性 QT 延長症候群における胎児・新生児徐脈の合併に関する研究」（疫学研究）
申請者：小島拓朗（国際医療センター小児心臓科）
審議結果：変更承認
6．申請番号 652- Ⅱ：
「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）
審議結果：変更承認
7．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」（その他）
申請者：田中淳司（大学病院放射線科）
審議結果：変更承認
8．申請番号 511：
「ヒト免疫応答修飾活性の試験管内評価」（その他；ヒト培養細胞実験）
申請者：松下

祥（医学部免疫学）

審議結果：変更承認
9．申請番号 388- Ⅱ：
「
「手術で取り出した脳・脊髄腫瘍の標本と血液の保存および研究への利用に関するお願い」
文書の倫理性について」
（その他；手術関連標本保存）
申請者：西川

亮（国際医療センター脳神経外科）

審議結果：変更承認
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10．申請番号 536- Ⅳ：
「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）
審議結果：変更承認
11．申請番号 575- Ⅱ：
「ベーチェット病におけるサイトカイン遺伝子多型解析」（遺伝子解析研究）
申請者：中村晃一郎（大学病院皮膚科）
審議結果：変更承認
12．申請番号 162- Ⅳ：
「神経疾患（遺伝性痙性対麻痺を含む）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）
審議結果：変更承認
13．申請番号 543：申請課題「新規精神遅滞責任遺伝子の同定」（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）
審議結果：変更承認
14．申請番号 589：
「坂戸市・毛呂山町インフルエンザ予防接種歴についてのアンケート調査」（疫学研究）
申請者：鈴木洋通（地域医学・医療センター）
審議結果：変更承認
15．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」（蛋白発現の解析）
申請者：佐々木惇（医学部病理学）
審議結果：変更承認
16．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）」（遺伝子解析研究）
申請者：木崎昌弘（総合医療センター血液内科）
審議結果：変更承認
17．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）」（遺伝子解析研究）
申請者：木崎昌弘（総合医療センター血液内科）
審議結果：変更承認
18．申請番号 524- Ⅱ：
「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：嶋田

顕（国際医療センター腫瘍内科）

審議結果：変更承認
19．申請番号 551- Ⅲ：
「固形がん患者における抗がん剤に対する応答性に関するプロテ
オーム・メタボローム解析」
（遺伝子解析研究・その他）
申請者：嶋田

顕（国際医療センター腫瘍内科）

審議結果：変更承認
20．申請番号 571- Ⅲ：
「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）

審議結果：変更承認
21．申請番号 581：
「HIV 感染者の精子異常に関する研究」（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）
審議結果：変更申請を保留とする
22．申請番号 592- Ⅱ：
「遺伝性大腸癌の遺伝子変異の様態と形質発現との関連性の解析に
よる臨床応用の可能性の研究」
（臨床的腫瘍病理学的研究，遺伝子解析研究）
申請者：石田秀行（総合医療センター消化管・一般外科）
審議結果：変更申請を保留とする
23．申請番号 597- Ⅱ：
「特発性肺線維症急性増悪および薬剤性肺障害に関与する日本人
特異的遺伝素因に関する研究」
（遺伝子解析研究）
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申請者：萩原弘一（大学病院呼吸器内科）
審議結果：変更承認
24．申請番号 603- Ⅱ：
「非小細胞肺がん患者に対する上皮成長因子受容体のチロシンキナーゼ阻害薬 geﬁtinib およ
び erlotinib の有効性や毒性に影響を与える因子の探索」（遺伝子解析研究）
申請者：嶋田

顕（国際医療センター腫瘍内科）

審議結果：変更承認
25．申請番号 623- Ⅲ：
「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：金田聡門（国際医療センター臨床腫瘍科）
審議結果：保留
26．申請番号 639- Ⅱ：
「悪性腫瘍患者における血液凝固能に関する探索的研究」（遺伝子解析研究）
申請者：嶋田

顕（国際医療センター腫瘍内科）

審議結果：変更承認
27．申請番号 641- Ⅱ：
「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：嶋田

顕（国際医療センター臨床腫瘍科）

審議結果：変更承認
28．申請番号 592- Ⅱ：
「遺伝性大腸癌の遺伝子変異の様態と形質発現との関連性の解析による臨床応用の可能性の
研究」
（臨床的腫瘍病理学的研究，遺伝子解析研究）
申請者：石田秀行（総合医療センター消化管・一般外科）
審議結果：保留

⇒

7 月 203 回の倫理委員会で変更承認

29．申請番号 145- Ⅱ：
「肝炎ウイルスに対する免疫応答を規定する宿主側要因の検討オステオポンチンと他の関連
するサイトカイン及びそれらのプロモーター領域の遺伝子
単塩基変異（SNP）の解析」
（疫学研究）
申請者：持田

智（大学病院消化器内科・肝臓内科）

審議結果：条件付承認

⇒

9 月第 204 回で変更承認

30．申請番号 673：
「免疫抑制療法による B 型肝炎のウイルス再活性化−長期経過を基にした医療経済的に適正な対
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）

審議結果：変更承認
31．申請番号 482- Ⅴ：
「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」（酵素診断と遺伝子解析
研究）
申請者：大竹

明（大学病院小児科）

審議結果：変更承認
32．申請番号 623- Ⅳ：
「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：嶋田

顕（国際医療センター・腫瘍内科）

審議結果：変更承認
33．申請番号 635- Ⅱ：
「X 線格子干渉計（タルボ・ロー干渉計）の医学応用：正常ボランティアおよび臨床症例に
よる撮像（新たな X 線診断機器の開発）
」
（その他）
申請者：田中淳司（大学病院放射線科）
審議結果：保留

⇒

10 月第 205 回において新規申請（申請番号 692）として承認

34．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」
（遺伝子解析研究）
申請者：持田

智（大学病院消化器・肝臓内科）

審議結果：変更承認
35．申請番号 527- Ⅱ：
「絨毛性疾患の遺伝子解析」（遺伝子解析研究）
申請者：板倉敦夫（大学病院産婦人科）
審議結果：変更承認
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36．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」（その他；観察研究）
申請者：瀬尾

誠（医学部生化学）

審議結果：変更承認
37．申請番号 623- Ⅴ：
「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：嶋田

顕（国際医療センター腫瘍内科）

審議結果：変更承認
38．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）
審議結果：変更承認
39．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）
審議結果：変更承認
40．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」
（疫学研究）
申請者：今枝博之（大学病院総合診療内科）
審議結果：変更承認
41．申請番号 675- Ⅱ：
「次世代シーケンサーを用いた乳癌における薬剤感受性・耐性分子の探索的研究」（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）
審議結果：変更承認
42．申請番号 684：
「塩酸イリノテカンの薬物有害反応のメカニズムを解明するための探索的エクソーム解析研究」
（遺
伝子解析研究）
申請者：嶋田

顕（国際医療センター腫瘍内科）

審議結果：変更承認
43．申請番号 416- Ⅲ：
「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」（遺伝子解析研究）
申請者：萩原弘一（大学病院呼吸器内科）
審議結果：変更承認
44．申請番号 124- Ⅲ：
「糖尿病および糖尿病合併症の発症および進展に関与する遺伝子の研究」（遺伝子解析研究）
申請者：粟田卓也（大学病院内分泌・糖尿病内科）
審議結果：変更承認
45．申請番号 637- Ⅱ：
「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）

審議結果：変更承認
46．申請番号 648- Ⅱ：
「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：江口英孝（ゲノム医学研究センター・疾患制御医学）
審議結果：変更承認
47．申請番号 651- Ⅱ：
「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」（その他）
申請者：瀬尾

誠（医学部生化学）

審議結果：変更申請を条件付で承認
48．申請番号 482- Ⅴ：
「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」（酵素診断と遺伝子解析
研究）
申請者：大竹

明（大学病院小児科）

審議結果：変更承認
49．申請番号 536- Ⅳ：
「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）
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審議結果：変更承認
50．申請番号 553：
「特定保健指導によるメタボリックシンドロームの動脈硬化改善効果
〜健康トゥ毛呂ー 21 血管若返りプロジェクト〜」（疫学研究）
申請者：鈴木洋通（地域医学・医療センター）
審議結果：変更承認
51．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」
（③臨床検体および市販のヒト細胞を用いた iPS 細胞誘導および分化誘導系の研究）
申請者：岡﨑康司（ゲノム医学研究センター・ゲノム科学部門）
審議結果：変更承認
52．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）

審議結果：変更承認
3）教育活動
（1）学生教育：6 年生を対象とした医学総論において，「患者の権利と医の倫理」の講義を担当し，平成 24 年 7 月
10 日に実施した．講義では，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，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等
について理解を求めている．
（2）委員への教育・講習：倫理委員会委員に対する教育・研修の一環として，毎年，医学系大学倫理委員会連絡会
議に出席し，
情報を共有している．第 45 回医学系大学倫理委員会連絡会議は平成 24 年 6 月 15 日（金）
・16 日（土）
に東邦大学医学部を主催校として東京で開催され，委員 3 名が出席した．第 46 回医学系大学倫理委員会連絡会議
は平成 25 年 1 月 11 日（金）
・12 日（土）に愛媛大学を主催校として松山全日空ホテルで開催され，委員 3 名が
出席した．さらに，2012 年 12 月 14 日に徳島大学で開催された「徳島大学倫理委員会 30 周年記念：研究倫理シ
ンポジウム」に委員一人が，2013 年 2 月 9 日東京医科歯科大学で開催された「研究倫理ワークショップ：倫理委
員会委員・委員長に求められること」
（CITI Japan（JUSMEC）・医学系大学倫理委員会連絡会議共催）には委員長
が参加した．
4）その他の委員会活動
（1）厚生労働省への倫理委員会の報告等について
倫理審査委員会設置者は，厚生労働省への報告が義務付けられているため，本委員会については臨床研究倫理審査
委員会報告システムに登録し（IRB 番号：11000110），設置者，委員会規則，委員一覧，委員会業務手順，議事録〔一
部〕を公表している．
（2）ヒトゲノム・遺伝子解析研究に対する実地調査
平成 24 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
24 年 11 月 29 日と 30 日に実施された．本年度の調査対象は総合医療センター 1 件，国際医療センター・ゲノム医
学研究センター 2 件，大学病院 3 件の計 6 件ついて実施されたが，実地調査の結果は概略適切に実施されていると
判断された．
（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 3 病院，および保健医療学部の倫理審査委員会から 1 人以上の委員が本委員会に参加している．
平成 24 年度も他の倫理審査委員会議事録の提出を受け，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
題を抽出した．後方視的観察研究に関しては，倫理審査申請書の書式の簡素化と審議方法について意見調整を行なっ
た．疫学研究に関する倫理指針，および臨床研究に関する倫理指針では，インフォームド・コンセントを受けない場
合には，臨床研究の実施について情報を公開することを求めている．そのため，後方視的観察研究の場合に，外部向
けのホームページに研究計画書を公開することが勧めることになった．ただし，知的財産権などの問題もあり，研究
者がホームページに公開する内容を作成し，病院の倫理審査委員会等の承認を得ることになった．
また，遺伝子解析を含む臨床研究の取り扱いについても，意見交換が行われた．「ヒトゲノム遺伝子解析研究に関
する倫理指針」は，がん組織のように後天的に出現し，次世代には受け継がれないゲノムまたは遺伝子変異を対象と
する研究は，変異の確認のために正常組織を解析する場合を含めて，指針の対象外とされている．また，診療におい
て実施され，解析結果が提供者及びその血縁者の診療に直接生かされることが医学的に確立されている臨床検査及び
それに準ずるヒトゲノム・遺伝子解析も，本指針の対象としないとしている．したがって，治療効果等と関連する腫
瘍細胞の遺伝子 SNPs 解析等の研究は病院の倫理審査委員会の審査で良いと判断される．また，薬事法（昭和 35 年
法律第 145 号）に基づき実施される医薬品の臨床試験及び市販後調査，又は医療機器の製造，輸入承認申請のため
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に実施される臨床試験及び市販後調査についても，本指針の対象としないとされている．しかし，解析内容を明示す
ることなく付随研究として参加者に試料提供を求めている場合もあり，判断が難しい場合は大学倫理委員会での審議
も受けてもらうことになった．
（4）学位論文における倫理審査の必要性に関して
厚生労働省などから「臨床研究に関する倫理指針の周知徹底について」，文書で要請されており，学位論文につい
ても，倫理審査委員会の承認の有無が問題になった．すでに論文化されているものと，これから論文を作成する場合
で対応が異なるが，基本的には現在公表されている倫理指針を遵守し，研究開始前に倫理審査を受けるように指導し
ていくことが確認された．平成 24 年 7 月 21 日に開催された医学部教授総会において，大学倫理委員会として「研
究と倫理の諸問題」と題する講演を行い，出席した教授に大学所属の研究者には各種倫理指針を遵守するように指導
することをお願いし，理解を求めた．

4．評価と次年度（平成 25 年度）目標
新規申請・研究計画の変更申請等の審査は，各種倫理指針に則って委員会の役割を果たしている．また，遺伝子解
析研究に対しては，外部有識者による実地調査も継続している．昨年度の終わりに，文部科学省や厚生労働省から各
種倫理指針の遵守に関する通知があり，研究者には引き続き指針の遵守に関して注意を喚起することになった．さら
に，本年度は年度末に提出される実施報告書の内容を点検し，研究期間や承認時の指摘事項を重点的にチェックし，
適切な対応を求めた．その結果，軽微な変更申請を含め，変更申請の提出が増加していた．また，「ヒト幹細胞に関
する臨床研究の倫理指針」が施行されたため，ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会をヒト幹細胞研究倫理審査専門
部会に改組し，専門部会の規則を変更した．
次年度については，
平成 25 年 2 月 8 日付で
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（全部改正）」が公表され，
文部科学省・厚生労働省・経済産業省（3 省）から，
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針の見直し等について」
という通知が出された．新指針は平成 25 年 4 月 1 日から施行されるため，次年度は新指針の遵守に留意する．なお，
新指針により倫理委員会委員，および委員長に対する教育・研修を充実させる必要があるため，講習会や講演会の参
加の機会を増やすこと，および e-learning の活用を検討したい．
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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

副部会長
部会員

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学部免疫学：教授（任期：H26.3.31）

三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）
：ゲノム医学研究センター遺伝子治療部門：教授
豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：大学病院精神医学科：教授
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：国際医療センター輸血・細胞移植科：教授
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：理事
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 26 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
24 年度は本邦における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ことを目標とする．

3．活動報告
①ヒト ES 細胞使用研究終了の手続き
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 細胞使用研究が昨年度末で終了し，報告書が提出された．指
針に則り専門部会内で内容を確認後，4 月 26 日に文部科学省および樹立機関の京都大学再生医科学研究所に報告書
の写しと届出書を提出した．これを以って正式に当該研究が終了し，学外向け HP に使用終了の旨を掲載した．
②埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査規則の改定
「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，ヒト幹細胞を扱う
臨床研究が本学でも行なわれる可能性がある．こうした状況に鑑み，本学におけるヒト幹細胞研究の倫理審査体制を
整備するため，埼玉医科大学ヒト胚性幹細胞研究倫理審査規則の改定を検討した．従来の胚性幹細胞に加え，ヒト人
工多能性幹細胞（iPS 細胞）
，
ヒト組織幹細胞（限定的な分化能を有するように人工的に誘導された組織幹細胞を含む）
を使用する基礎研究を審査の対象とする改定案を作成した．これを埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査規則と名称
を改め，平成 24 年 11 月 16 日から施行するに至った．
③埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査専門部会への改組
当部会の審査規則の変更に伴い，委員会の名称を「ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会」から「埼玉医科大学ヒ
ト幹細胞研究倫理審査専門部会」に変更した．部会員は改組前の部会員が任期までそのまま継続とすることとし，専
門部会長および副部会長もそのまま継続とした．
④申請書の審査
平成 24 年度に新たな申請書はなかった．

4．評価と次年度目標
昨年度に開催した研究倫理に関する教育セミナーを踏まえて，再生医療の開発を目的とした研究が本学において円
滑に行なわれるよう，審査体制整備の第一歩が踏み出せたことで当該年度の目標は達成された．文部科学省と厚生労
働省で策定されたヒト幹細胞に関する指針に適合し，1 規則の中であらゆるヒト幹細胞を対象とした研究を網羅する
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審査規則の作成は，他大学には例はなく困難を極めたが，改定した規則が施行まで漕ぎ着けたことは評価したい．次
年度は，審査規則の中で対象とした細胞の使用規則について「ヒト胚性幹細胞使用規則」を基に作成する．また，こ
れらの細胞を扱う臨床研究に対する審査規則については，厚生労働省からの新たな方針の提示を待って検討し，各
病院長にひな形を提示することで各病院群の倫理審査委員会における幹細胞研究の審査体制を整備していく方針であ
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：H26.3.31）

委

塚田

攻（TSUKADA, Osamu）
：大学病院神経精神科講師（任期：H26.3.31）

深津

亮（FUKATSU, Ryou）
：総合医療センター神経精神科教授（任期：H25.3.31）

石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：大学病院産婦人科教授（任期：H26.3.31）

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：H26.3.31）
山田拓己（YAMADA, Takumi）
：医療センター泌尿器科教授（任期：H26.3.31）
高井

泰（TAKAI, Yasushi）
：医療センター産婦人科准教授（任期：H26.3.31）

百澤

明（MOMOSAWA, Akira）
：医療センター形成外科・美容外科客員准教授（任期：H26.3.31）

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，平成 23 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）判定としている．
①第 60 回

定例会議（平成 24 年 5 月 17 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 4 人

欠席 5 人

議事：形成外科で手術療法を熱心に推進してきた百澤明委員が，非常勤として埼玉医科大学総合医療センターにも
勤務することから，ひきつづき当委員会メンバーとして参加されること，山梨大学医学部付属病院を医療チーム
の一員として協力関係を強化していく方針などが確認された．また海外などでの手術例で合併症があり，治療を
求めてきた場合は，保険診療として請求すべきであるということで意見の一致を見た．ジェンダークリニックの
患者数，医業収入については，未だ改善傾向が認められないと報告された．議事録あり．
②第 61 回

定例会議（平成 24 年 7 月 12 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：手術療法の合併症の保険適応にについて，引き続き議論された．第 15 回 GID 学会の大会テーマなどについ
て，石原理委員から報告があった．議事録あり．
③第 62 回

定例会議（平成 24 年 9 月 13 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 2 人

欠席 7 人

議事：百澤明委員より，山梨大学における手術療法について，現状報告があった．ジェンダークリニック患者数・
医業収入に関してはほぼ横ばいと報告された．議事録あり．
④第 63 回

定例会議（平成 24 年 11 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 4 人

欠席 3 人

議事：百澤明委員より，山梨大学における手術療法の現状についての報告があった．石原理委員より第 15 回 GID
学会のプログラム決定，その他の進捗状況につて報告があった．手術療法等の合併症については，病名を明確に
して，保険請求してみようということになった．議事録あり．
⑤第 64 回

定例会議（平 25 年 1 月 17 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 4 人

欠席 3 人
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議事：山梨医科大学における手術療法について，既に開始されていることなどの報告があった．第 15 回 GID 学会
の準備が整いつつあることが報告された．議事録あり．
⑥第 65 回

定例会議（平成 25 年 3 月 14 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：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．手術療法の合併症と
思われるものについては，病名の記載を確認したうえで保険請求してみることを試みようと確認した．第 15 回
GID 学会は目前に迫り，準備はほほ整っていると報告があった．議事録あり．

4．評価と次年度目標
平成 24 年度活動方針として，次の項目を挙げた．
①他の手術療法再開に向けての条件整備
②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
③他医療施設との協力関係の継続，拡大
④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．
⑤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．
①については，FTM の乳房切除術と MTF の性別適合手術については，徐々にその数も増え目標を達成しつつある．
特に，医療チームの一員として百澤委員が山梨大学との協力関係の成立に大きく寄与してきたといえる．埼玉医
科大学での手術療法の拡大とは異なるが，山梨大学での手術療法の条件が整えば，実質的には埼玉医科大学での
条件整備が進んだ場合と同等の効果を持つといえる．
②については，患者数を増やすための決定打に欠け，むしろジェンダークリニック担当委員の体調不良から，種々
の書類作成に時間がかかりすぎるなども影響して，患者数が増えない要因として挙げられる．他の性に関する相
談も少しずつ増えているが，受診総数に影響を及ぼすには至っていない．
③については，この 1 年の間に大きく寄与したものとして，山梨大学との関係が挙げられよう．今後，手術療法
に関しては埼玉医科大学で手術適応の判定を受け，実際には当該手術を山梨大学で受けるという例が増えて来る
ものと予測される．特に，山梨大学では手術費用を低く提示しており，海外での手術に対しても十分に対抗でき
るものとなっている．これまで，身体的性別の診断，セカンドオピニオンの依頼，ホルモン療法の依頼といった
ものを中心に他の医療機関との協力関係があったが，この手術療法における協力関係が強くなれば，安全かつ費
用面でも無理のない治療が実現できるものと期待される．
④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．次年度も，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．
⑤については，2 日間に渡って内容の濃い学会となり，参加者は 450 名を越える盛況であり，学会としては成功
裏に終わったと評価できる．
次年度は，①〜④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．
⑤後継者の育成
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1．3）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）
，
（任期：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，（任期：平成 26 年 3 月まで）

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：基礎医学部門生化学教授，（任期：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，（任期：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），
（任期：平成 24 年 12 月まで）
張

漢秀（CHO, Kanshu）
：総合医療センター分館分館長（総合医療センター脳神経外科教授），
（任期：平成 25 年 1 月から平成 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），（任期：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，
（任期：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），
（任期：平成 25 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，（任期：平成 25 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，（任期：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，同じく予算の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 24 年 6 月 26 日，附属図書館 1 階会議室，（代理 2 人を含む）出席 7 人，欠席 2 人），第 2 回（平
成 24 年 11 月 27 日，附属図書館 1 階会議室，出席 6 人，欠席 4 人）
2）主な協議事項（報告事項を含む）
第1回
1）
平成 23 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．
・各キャンパス特記事項は，次のとおり．
節電対策実施（夏の電力制限期間中，9 月 9 日まで），休館し，2 階保存書庫内洋書のバーコードラベル貼り（8
月）
，その後（外注での）目録データ入力作業（和書を含む，平成 24 年 3 月まで），トイレ洋式化（を含む整備）
工事，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，3 タイトルを新規購読，文献管理
ツール（Web サービス）RefWorks 提供開始（4 月），「最新看護索引 Web」提供開始（平成 24 年 1 月，以上附
属図書館）
，休館しての夏期作業（附属図書館と重複する外国雑誌タイトルで，1995 − 1999，5 年間のものの
廃棄）
，ブックポスト取得（平成 24 年 2 月，以上総合医療センター分館），購読中の国内誌電子化状況調査（11
月）
，看護分野の雑誌文献情報データベース「最新看護索引 Web」発注手配（11 月，予算は看護学科図書館費）
，
NPO 日本医学図書館協会病院部会の国際医療センター見学会対応（平成 24 年 2 月 23 日，分館見学を含む，以
上日高キャンパス分館）
，2 階ゼミ室（6 室）工事が終了し，利用開始（5 月），ブックポスト取得（7 月，以上
川角キャンパス分館）
・
「平成 23 年度図書館利用サービスの状況」が報告された．閲覧サービス（入館者数，貸出者数，貸出冊数，各キャ
ンパス）
の合わせた数字で，
どの項目も前年度比 1 割減となった．相互貸借件数では，貸し，借りともに微増となっ
た．データベースでは，国内のもの，国外のもの，ともに括りで利用件数は微減となった．
・このうち，毛呂山，日高両キャンパスでの閲覧サービスの数字の落ち込みについて，前者では，前年度比医学部
で大きく，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，議論が行われた．
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・
「データベース利用の経年変化（2006 − 2011）」からは，利用件数 5 千件以上のもののうち，メディカルオン
ライン，医中誌で増加，Ovid で低下傾向がみられ，5 千件未満のものでは，今日の診療，JDream で低下傾向が
みられた．
・
「Library Navigator を介した利用実態（2011 年 1 月から 2011 年 12 月まで）」からは，データベース検索から
電子ジャーナル利用までの流れを，実際の件数で確認した．ソースとしてデータベース，電子ジャーナル統合リ
ンク，文献管理，それぞれの件数が，ターゲットとして電子ジャーナル，目録，文献手配，文献管理のそれぞれ
の件数が示され，このうち，電子ジャーナル利用では，プラットフォーム別（海外，国内）に件数，割合が，ま
た購読，非購読（無料）誌の別に件数，割合が明らかにされた．電子ジャーナルで間に合ったもの，間に合わず
ハードコピー手配となったものの件数，割合から，学内外での入手（充足）率が求められ，学内（電子ジャーナ
ル＋学内文献手配）で 96.8％，学外（文献手配）で 3.2％となり，学内入手（充足）率の高さ（サービス）が注
目された．
2）平成 23 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．
3）平成 25 年度大学機関別認証評価受審準備として，全学規模で，各委員会や会議等の現状と諸規程との整合性
を検証し，必要な見直しをすることになった．改廃を要するものは，附属図書館規程，以下同じく図書館委員会
規則，利用規則，管理規則，日高キャンパス分館図書館委員会規則の 5 本．改正案は，これまでの見直しで取
り残していたところ，システム化で合わなくなったところ，時日の経過で現状と違っているところ，改廃要件が
なかった，などを改めたもの．一部修正が行われ，一括で承認する．
第2回
1）
「2013 年電子コンテンツ」
（図書館情報教育・管理室）を承認した．個々に検討項目が説明され，質疑が行われた．
結論部分は次のとおり．
・2 タイトル（Annals of Internal Medicine, Pediatrics）について，サイトライセンス化した．
・Cambridge Univ Press で，既購読 5 タイトルの 2013 年価格（合計）の 95％の負担で医学・生物学パッケージ
60 タイトルを利用できるようにした（コンソーシアム）．
・3 年（平成 21 − 23 年度）連続相互貸借申込み教室数 5 教室以上のタイトルは，Anaesthesia and Intensive
Care のみ．購読することとした．
・Nature Reviews Collection（旧 Clinical Practice シリーズ，臨床系）8 タイトルは，前回の委員会で先々まとめて
検討する機会を待つとしていたもの．今回，プラットフォーム Ovid で格安な提供が提案された．選択すること
にした．どのタイトルもコアでないにしても重要誌には違いない．
・提供中の EBM ツール（電子教科書を含む）STAT!Ref（15 タイトル）で，10 タイトル（うち McGraw-Hill のも
のが 8 タイトル）が 2013 年から提供されなくなった．EBM ツールとしては，ACP PIER を残し（ユーザー数
も 5 から 2 に減らす）
，新たに DynaMed を導入する（提供開始は 4 月）．なお，STAT!Ref で提供中止となった
McGraw-Hill のタイトル（Harrisonʼs Principles of Internal Medicine を含む）をカバーするのに，新たに Access
Medicine を導入することにした（McGraw-Hill の 65 タイトル以上の電子教科書が利用できる，暦年契約）
．
・現行法規総覧（冊子体）は，電子版が提供されていて，年間追録代並みの費用で利用できる．電子版提供に切り
替えることにした（ユーザー数は 2，提供開始は 4 月）．
2）平成 25 年度事業計画（案，4 キャンパス）を承認した．提出はまだ求められていないが，提出済みの予算（概
算）要求で予算措置が必要な部分があり，合わせて事業計画（案）を作成したもの．
夏期休館して館内図書の蔵書点検を行う，大学機関別認証評価受審準備など 4 項目（附属図書館），iPad を 2 台
取得し，利用者用 PC が 8 台ともふさがっているときに，図書館内に利用を限って提供する，研究室図書データ
の遡及入力を行う（外注）など 3 項目（総合医療センター分館），システムを使って 2008 年に実施して以降の
2 回目の蔵書点検を行う，購読中の雑誌の電子化をすすめる，など 3 項目（日高キャンパス分館），FAX を入れ
替える，一部一般書等で，教員の推薦以外の選書を行う，など 6 項目（川角キャンパス分館）
3）平成 24 年度予算（概算）要求一覧（報告，4 キャンパス）を承認した．期限内に，各館ですでに提出済み．
事業計画（案）で予算が必要なものは夫々組入れ済み．
4）追加廃棄原則（案）
これまでの原則（平成 11 年 3 月 18 日決裁）は，図書について実効的な取り決めとなっていなかった．研究室
等から返却される図書も多く，追加原則が求められた．追加原則（案）は内容が本館と分館で異なるが，これに
よって全館規模で失われる資料はなく，書架スペースに一定の余力を残すことができる．議論の結果，委員会と
して承認した．
5）図書館規程類の一部改正について
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改正案（5 本）は，委員会提案として 9 月開催の教授会に提案され，10 月教授会のそれぞれの日程をもって承認
された．その後，常任理事会及び理事会で合わせて承認された．

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 24 年度は 2 回の開催にとどまった．
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1．4）全学自己点検・評価委員会
1．構成員
委員長

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長：医学部長：アドミッションセンター長（任期：H26.3.31）

副委員長

吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：副学長・専務理事（任期：H26.3.31）
大野良三（OHNO, Ryozo）
：保健医療学部長（任期：H26.3.31）
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：副医学部長（大学評価担当）（任期：H26.3.31）

委員

松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：副医学部長：医学研究センター長（任期：H26.3.31）

三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：医学部長補佐：医療人育成支援センター長（任期：H26.3.31）
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院病院長（任期：H26.3.31）
堤

晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）
：総合医療センター病院長（任期：H26.3.31）

小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：国際医療センター病院長（任期：H26.3.31）

岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター所長（任期：H26.3.31）
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：国際交流センター長（任期：H26.3.31）
織田弘美（ODA, Hiromi）
：学生部長（任期：H26.3.31）
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：図書館長：地域医学・医療センター長（任期：H26.3.31）
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：医学教育センター長（任期：H26.3.31）
石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
：看護学研究科長（任期：H25.3.31）
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：保健医療学部看護学科長（任期：H25.3.31）
和合治久（WAGO, Haruhisa）
：保健医療学部健康医療科学科長（任期：H26.3.31）
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：保健医療学部医用生体工学科学科長（任期：H25.3.31）
黒川幸雄（KUROKAWA, Yukio）
：保健医療学部理学療法学科学科長（任期：H26.3.31）
田島賢司（TAJIMA, Kenji）
：事務局長：常務理事（任期：H26.3.31）
堀口一夫（HORIGUCHI, Kazuo）
：大学事務部顧問（任期：H26.3.31）
茂木

明（MOGI, Akira）
：総合企画部長（任期：H26.3.31）

福田幸二（HUKUDA, Kohji）
：総合企画部係長（任期：H26.3.31）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部長（任期：H26.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部次長（任期：H26.3.31）
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：大学事務部次長（任期：H26.3.31）
松尾有裕（MATSUO, Arihiro）
：保健医療学部事務室長（任期：H26.3.31）
笠間
オブザーバー

忍（KASAMA, Shinobu）
：大学事務部庶務課長（任期：H26.3.31）
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長（担当理事）（任期：H26.3.31）

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大学機関別認証評価に関して，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 年度の大学機関別認証評価受審に向けて，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行った．本年度は，各班において，基準に関するエビデンスのチェックを
行い，本委員会でその作業結果をとりまとめ，不十分な点については改善を指示した．
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．
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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
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．大学機関別認証評価受審に向けて，さらにワーキンググループの活動を充実させ，最終的な報告書をとりまと
める．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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1．5）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：H26.3.31）

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：H26.3.31）
永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学：教授（任期：H26.3.31）
齋藤一之（SAITOH, Kazuyuki）
：法医学：教授（任期：H26.3.31）
加納

隆（KANOH, Takashi）
：医用生体工学科：教授（任期：H26.3.31）

小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）
：理学療法学科：教授（任期：H26.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部（任期：H26.3.31）

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 24 年 4 月 13 日
於：本部棟 2 階会議室
出席者：医学部 10 名，保健医療学部 6 名
議事：平成 23 年度越華祭について，両学部学生代表から以下の報告があった．
1）医学部実行委員より配布資料をもとに会計報告が行われた．
2）保健医療学部実行員より配布資料をもとに会計報告が行われた．
3）次回越華祭に向けて埼玉医科大学のマスコットキャラクターを作成したいと考えている．
これに対し，委員から以下の意見が述べられた．
1）会計報告は，収入および支出について予算と決算を報告すること．
2）模擬店参加者は全員検便を行うべきであるが，医学部では各模擬店 2 名ずつしか行っていない．調理に加わ
る全員が検便を受けるべきである．
3）毎年，模擬店参加者に対して調理をする際の注意等の事前説明会を行っているが，今回は医学部からの参加
がなかった．次回は必ず参加してほしい．
4）スケジュールを確認し早めに作業を進めてほしい．夏休み前には企画の概要を固め，十分な宣伝活動を行う
ようにしてほしい．
5）マスコットキャラクター作成については案を作成し，次回の合同委員会で提案してほしい．大学のマスコッ
トであると，手続きが大きく異なる．
6）国際交流センターが出展を希望しているので，協力してほしい．
②第 2 回埼玉医科大学（医学部・保健医療学部）合同学生部委員会（平成 24 年 7 月 17 日）
於：本部棟 1 階会議室
出席者：医学部 9 名，保健医療学部 5 名
議事：平成 24 年度越華祭について両学部学生代表から以下の報告があった．
1）テーマは「LIFE 〜 Laugh Links Love 〜」に決定した．
2）今年度は模擬店に関わる全員に検便を行うことを義務付ける．
3）女子栄養大学側に参加を呼び掛け，現在返事待ちの状態である．
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4）今年度も学生・教職員によるオペラの上演を予定している．
これに対し，委員から以下の意見が述べられた．
1）会計報告に記載ミスがあるので修正のうえ，再提出すること．
2）模擬店参加者への事前講習会には医学部学生も必ず参加すること．
3）今年度から両学部で会計を一本化するにあたり，次年度の委員に十分な引き継ぎを行うこと．
4）幼児用の遊具（ふわふわドーム）に関して，安全面，特に事故が起きた場合の対応について検討し，確認し
ておくこと．
5）スクールソング作成を促す動きがあるので，越華祭でも検討してほしい．
新グラウンド建設について，合同学生部委員会から設備に関する要望書を施設部に提出することとした．
室内学部，
ダンス同好会，
軽音楽部の練習場確保について，キャンパス整備委員会に要望書を提出することとした．
③第 3 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 24 年 12 月 14 日）
於：本部棟 1 階会議室
出席者：医学部 9 名，保健医療学部 5 名
議事：平成 24 年度越華祭について両学部学生代表から以下の報告があった．
1）実行委員長から資料をもとに今年度越華祭の結果の説明があった．
2）会計局長から，決算報告書をもとに説明が行われ，来年度以降は会計も両学部合同で行い，次年度繰越金に
ついては今後検討したい，との説明があった．
これに対し，委員から以下の意見が述べられた．
1）スクールソングや越華祭のテーマソングの作成も検討したらどうか．
2）装飾やイベントは素晴らしかったが，事前の広報・宣伝活動が物足りない．
3）女子栄養大学との協力・連携をより強固なものにしてほしい．
日高キャンパス，川角キャンパスにおける医学部生の駐車マナー違反について報告があり，医学部学生に対し駐車
マナーを徹底する旨の通達を出すこととした．
新グラウンドの建設について，用地転用の手続きが遅延しているため，売買契約，着工が平成 25 年 1 月以降とな
る見通しであることが報告された．

4．評価と次年度目標
平成 24 年 3 月に行うべき平成 23 年度第 2 回委員会を平成 24 年 4 月 13 日に行ったため，今年度の開催は 3 回となっ
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おり，来年度はさらに会計を一本化することが決まった．
新グラウンド建設が決まり，付帯設備について要望を行った．
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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1．6）喫煙問題検討委員会
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：H26.3.31）

委員

永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学：教授（任期：H26.3.31）
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院長（任期：H26.3.31）
大野良三（OHNO, Ryouzo）
：保健医療学部長（任期：H26.3.31）
山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）
：教養教育（生物）：准教授（任期：H26.3.31）
伊藤彰紀（ITOH, Akinori）
：耳鼻咽喉科（神経耳科）：教授（任期：H26.3.31）
野村恭一（NOMURA, Kyoichi）
：総合医療センター神経内科：教授（任期：H26.3.31）
根本

学（NEMOTO, Manabu）
：国際医療センター救急医学科：教授（任期：H26.3.31）

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：H26.3.31）
鈴木

妙（SUZUKI, Tae）
：短期大学看護学科：教授（任期：H26.3.31）

根本多美子（NEMOTO, Tamiko）
：看護部：南館 9 階師長（任期：H26.3.31）
渡邉幸子（WATANABE, Sachiko）
：看護部：本館 10 階主任（任期：H26.3.31）
柴崎正博（SHIBASAKI, Masahiro）
：施設部（任期：H26.3.31）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部長（任期：H26.3.31）
斉藤喜博（SAITOH, Yoshihiro）
：医務部次長（任期：H26.3.31）
井上隆一郎（INOUE, Ryuichiro）
：かわごえクリニック事務長（任期：H26.3.31）
柳川武彦（YANAGAWA, Takehiko）
：総務部総務課（任期：H26.3.31）
諸田一雄（MOROTA, Kazuo）
：総合医療センター事務部部長（任期：H26.3.31）
山口哲郎（YAMAGUCHI, Tetsuro）
：保健医療学部事務室川角分室（任期：H26.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：大学事務部次長（任期：H26.3.31）
石山

直（ISHIYAMA, Nao）
：大学事務部（任期：H26.3.31）

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 24 年度
出席者 11 名

第 95 回（平成 24 年 5 月 11 日） 於：本部棟 1 階会議室
欠席者 10 名

議事：禁煙パトロールの実施．
今年度の構成員について，赤羽委員の後任に山崎芳仁委員（教養教育生物准教授），松本委員の後任に柳
川武彦委員（総務課係長）が就任することが報告された．
禁煙看板について，デザイン案，設置場所案が提示された．デザインについては承認され，設置場所は 2
箇所追加して，計 18 箇所とすることで承認された．
②平成 24 年度
出席者 10 名

第 96 回（平成 24 年 7 月 13 日） 於：本部棟 1 階会議室
欠席者 11 名

議事：禁煙パトロールの実施．
今秋に予定されている病院機能評価を踏まえ，病院長から沢又食堂駐車場（私有地）喫煙所において職員・
学生が喫煙しないように指導してほしい旨の要請があり，議論の結果周辺に職員・学生の喫煙を禁止する
看板を設置することとした．
③平成 24 年度
出席者 11 名

第 97 回（平成 24 年 9 月 14 日） 於：本部棟 1 階会議室
欠席者 10 名

議事：禁煙パトロールの実施．
禁煙パトロールの結果，霊安室前に多数の吸い殻が落ちていることが判明したが，これは大部分が納品業
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者によるものであると推定された．そこで，施設部・購買部から病院敷地内禁煙について業者に通達を出
してもらうこととした．
禁煙看板だけでは効果が乏しく，定期的な巡回等のさらなる対策が必要ではないか，という意見が出され
た．一方，看板設置後は吸い殻の量は減少しており，以前は多数の吸い殻が発見された図書館周辺ではで
はほぼ皆無となっており，学生や教職員も理解を示しているという意見もあり，看板の効果が確認された．
④平成 24 年度
出席者 9 名

第 98 回（平成 24 年 11 月 2 日） 於：本部棟 1 階会議室
欠席者 12 名

議事：禁煙パトロールの実施．
12 月の病院機能評価受審に向けて 10 月 29 日に行われた決起集会で，教職員は沢又食堂駐車場の喫煙所
を利用しないよう，改めて説明したとの報告があった．
学生にも同様の通達を出す必要性が指摘された．
総合医療センターでは，工事のため喫煙所が減少していることが報告された．
⑤平成 24 年度
出席者 9 名

第 99 回（平成 25 年 3 月 8 日） 於：本部棟 1 階会議室
欠席者 12 名

議事：禁煙パトロールの実施．
今年度から導入されたセンター試験利用入試のため，1 月の委員会開催は難しいことが報告され，今後は
1 月を除く奇数月の年 5 回開催とすることを確認した．
12 月に受審した病院機能評価では，喫煙に関する指摘はなかったと報告された．
日高キャンパスの状況について，喫煙は見かけられるがマナー違反行為はない，との報告があった．

4．評価と次年度目標
前年度の会議で，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．本年度は看板のデザインの最終決定を行い，設置場所を検討し，計
18 箇所に設置した．
大学病院の病院機能評価受審にあたり，職員・学生が病院近隣の沢又食堂駐車場の喫煙所で喫煙しないように促す
看板を作成し，周辺に設置した．加えて，職員・学生に直接通達した．その結果，同喫煙所での職員・学生の喫煙は
見られなくなり，機能評価受審は特に問題なく終了した．
加えて，出入りの業者や関係者に敷地内全面禁煙を訴えることにより，禁煙パトロールの際に見かけられた吸い殻
の集積は減少傾向にある．今後も機会がある毎に，口頭・文書を問わず，敷地内全面禁煙を訴え続けることが重要で
あると考えられる．
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1．7）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 副

部門長 動物分野（任期：H26.3.31）
副委員長
委員

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：医学部 微生物学：教授（任期：H26.3.31）

坂本

安（SAKAMOTO, Yasu）
：医学部 中央研究施設 機能部門：教授（任期：H26.3.31）

田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：医学部 総合医療センター 病理部：教授（任期：H26.3.31）
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：H26.3.31）

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：H26.3.31）
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：保健医療学部 健康医療科学科：教授（任期：H26.3.31）
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：医学部 薬理学：准教授（任期：H26.3.31）
中島孔志（NAKAJIMA, Kohshi）
：保健医療学部 医用生体工学科：講師（任期：H26.3.31）
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：H26.3.31）

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 24 年度各キャンパスから提出された動物実験計画書 211 件［注意を要する動物実験計画書：組換え DNA
実験（P1A・P2A 実験：45 件）
，その他（ABSL1/ABSL2 感染実験・P2A 感染実験・重金属・毒物使用実験・RI
使用実験：26 件）
］
，動物実験計画書の追加変更届 42 件，実験室設置承認申請書 26 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 31 件，施設等（動物実験室）廃止届 0 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，動物実験計画書の追加変更届，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．
③動物実験計画書を審査する過程で，動物実験に従事する研究者は，教育訓練を受けていないと承認していない．
三キャンパス（毛呂山キャンパス・日高キャンパス・川越キャンパス）において，各飼養保管施設の実験動物管
理者が教育訓練・施設説明会を随時行っている（教育訓練・施設説明会の実施数：34 回，受講人数：76 人）
．
④三キャンパス（毛呂山キャンパス・日高キャンパス・川越キャンパス）の飼養保管施設に飼養されている実験動
物種毎の飼養保管数（年間飼養保管数）は，マウス（2,496,555 匹），ラット（110,479 匹），ハムスター（6,484
匹）
，ウサギ（1,957 羽）
，ブタ（589 頭）
，モルモット（200 匹），カエル（1,236 匹），オタマジャクシ（9,504
匹）であった．

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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1．8）特許委員会
1．構成員（任期：平成 26 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

副委員長

萩原弘一（HAGIWARA, Kouichi）
：大学病院呼吸器内科：教授

委

員

濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）
：副理事長

委

員

丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）
：専務理事

委

員

石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：保健医療学部医用生体工学科：教授

委

員

御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）
：総合医療センター腎高血圧内科：教授（H24.12.31 迄）

委

員

松下

委

員

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

委

員

小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部々長

委

員

須田立雄（SUDA, Tatsuo）
：ゲノム医学研究センター：客員教授

委

員

飯野

委

員

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

委

員

山内俊雄（YAMAUCHI, Toshio）
：名誉学長

オブザーバー

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

顕（IINO, Akira）
：医学研究センター：客員教授

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長

事務局 菅原哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）
：医学研究センター知財戦略研究推進部門：助教
事務局 萩原敏夫（HAGIWARA, Toshio）
：医学研究センター知財戦略研究推進部門：課長
事務局 小池秀雄（KOIKE, Hideo）
：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 24 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 2 件）

④

知財をベースとした外部研究資金の獲得

3．平成 24 年度の活動報告
本年度は 9 回の特許委員会が開催され，合計 13 件の特許出願の申請が審議された．
第 67 回特許委員会

平成 24 年 5 月 11 日開催

1 件の特許出願を審議

第 68 回特許委員会

平成 24 年 6 月 1 日開催

1 件の特許出願を審議

第 69 回特許委員会

平成 24 年 7 月 6 日開催

0 件の特許出願を審議

第 70 回特許委員会

平成 24 年 9 月 14 日開催

2 件の特許出願を審議
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第 71 回特許委員会

平成 24 年 10 月 12 日開催 0 件の特許出願を審議

第 72 回特許委員会

平成 24 年 12 月 7 日開催

2 件の特許出願を審議

第 73 回特許委員会

平成 25 年 1 月 7 日開催

1 件の特許出願を審議

第 74 回特許委員会

平成 25 年 2 月 18 日開催

3 件の特許出願を審議

第 75 回特許委員会

平成 25 年 3 月 1 日開催

3 件の特許出願を審議

4．本年度の活動状況の評価と次年度の目標
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（面談者数約 100 名／年）．
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）
．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 2 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 1,461 万円の知的財産収入を得
ることができ目標を達成することができた．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 1 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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1．9）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：H26.3.31）

員
別所正美（BESSHO, Masami）
：学長（医学部長）（任期：H26.3.31）
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：副学長（任期：H26.3.31）
大野良三（OHNO, Ryouzo）
：保健医療学部長（任期：H26.3.31）
土田哲也（TSUTCHIDA, Tetuya）
：副医学部長
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：医学研究センター研究主任部門長（任期：H26.3.31）
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター所長（任期：H26.3.31）
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院長（任期：H26.3.31）
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：国際医療センター病院長（任期：H26.3.31）

坂本

安（SAKAMOTO, Yasushi）
：中央研究施設長（任期：H26.3.31）

萩原弘一（HAGIWARA, Koiti）
：大学病院

呼吸器内科：教授（任期：H26.3.31）

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：H26.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Jyuniti）
：総合医療センター病理部：教授（任期：H26.3.31）
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：H26.3.31）
オブザーバー
濱口勝彦（HAMAGUTI, Katsuhiko）
：副理事長
田島賢司（TAJIMA, Kenji）
：経理部長
和田

実（WADA, Minoru）
：経理部（第二購買）次長

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 24 年 7 月 3 日）於：丸木記念館第一会議室

出席 18 人欠席 3 人

オブザーバー 2 名追加：村越隆之（研究支援管理部門部門長），仁科正実（同部門副部門長）
議事：平成 24 年学内グラント選考
24 年度学内グラントは丸木記念特別賞と一般申請の 2 本立てで募集した．
24 年度学内グラント応募・審査状況
総応募数

39 件

カテゴリー別
1）丸木記念特別賞：12 件（医学部
2）一般：27 件（医学部

11 件，保健医療学部

26 件，保健医療学部

1 件）

1 件）

総採択件数：23 件
カテゴリー別採択件数
1）丸木記念特別賞：1 件
2）一般：22 件
丸木記念特別賞
1．赤塚俊隆（医学部・教授：微生物学）24 年度 300 万円
臨床試験に向けた慢性 C 型肝炎治療ワクチン研究とインフルエンザワクチンへの応用
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一般
1．仲地

豊（医学部・助教：ゲノム医学研究センター）24 年度 100 万円

脂肪細胞分化・骨芽細胞分化の 2 方向性分化で機能するアンチセンス RNA の解析
2．三由文彦（医学部・特認研究員：大学病院リウマチ膠原病科）24 年度 100 万円
シミュレーションによる関節リウマチ末梢血のサイトカイン抑制機構の理解
3．小澤栄人（医学部・准教授：国際医療センター画像診断科）24 年度 100 万円
3 テスラ磁気共鳴装置を用いたテンソル画像による糖尿病性腎症早期診断の研究
4．熊谷洋一（医学部・講師：総合医療センター消化管・一般外科）24 年度 100 万円
食道扁平上皮癌の拡大，超拡大内視鏡観察と分子生物学との関連
5．堀内

大（医学部・助教：微生物学）24 年度 100 万円

抗原結合リポソームを用いた抗腫瘍ワクチン開発の基礎研究
6．土屋沙緒（医学部・助教：大学病院形成外科・美容外科）24 年度 80 万円
抗酸化ホルモンによる移植組織内虚血再灌流傷害の制御メカニズム解明と治療法開発
7．横田和浩（医学部・助教：大学病院リウマチ膠原病科）24 年度 80 万円
TNF と「因子 X」により誘導される新規破骨細胞分化メカニズムの解析
8．安達淳一（医学部・講師：国際医療センター脳神経外科）24 年度 80 万円
術中迅速変異型 IDH1 遺伝子検出のグリオーマ手術への応用
9．大久保雄（保健医療学部・助教：理学療法学科）24 年度 80 万円
体幹筋機能が膝前十字靭帯損傷メカニズムに及ぼす影響
10．中平光彦（医学部・講師：国際医療センター頭頚部腫瘍科・耳鼻咽喉科）24 年度 80 万円
下咽頭癌三剤併用導入化学療法の効果予測困子の探索と多因子に基づくテイラード療法
11．福島洋介（医学部・助教：大学病院歯科口腔外科）24 年度 80 万円
心因性味覚障害および口腔乾燥症における分子基盤
12．石黒秋生（医学部・講師：総合医療センター新生児科）24 年度 80 万円
新生児領域における臓器血流量分布に着目した次世代循環モニタリングシステムの開発
13．魚住尚紀（医学部・講師：生化学）24 年度 80 万円
単量型マウスＴＬＲ 4 による細胞内情報伝達の分子機序と意義の解明
14．猪股玲子（医学部・助手：解剖学）24 年度 80 万円
連続切片を用いた立体モデルの作成技術の開発とそのデータベース化
15．新藤

晋（医学部・講師：大学病院耳鼻咽喉科）24 年度 80 万円

携帯型眼振記録装置による，新しいめまい診療システムの確立
16．向井秀夫（医学部・助教：生化学）24 年度 80 万円
光操作による情動行動を担う脳リズム回路の解明
17．佐々木貴浩（医学部・講師：大学病院神経内科）24 年度 60 万円
アルツハイマー病発症の危険因子 Neddg 遺伝子多型のβアミロイド毒性への影響
18．吉川圭介（医学部・助教：薬理学）24 年度 60 万円
プロスタグランジン類の生理活性調節による神経変性疾患の治療
19．伊丹千晶（医学部・講師：生理学）24 年度 50 万円
発達期体性感覚野スパイクタイミング可塑性における BDNF の役割
20．宮良晶子（医学部・研究員：国際医療センター婦人科腫瘍科）24 年度 50 万円
uPA 感応性センダイウイルスベクターを用いた卵巣がんの新規治療法の開発
21．田丸文信（医学部・助教：生理学）24 年度 50 万円
TRPM1 チャネルを介した網膜内シナプス伝達は体温で最適化されているのか？
22．鈴木孝明（医学部・教授：国際医療センター小児心臓外科）24 年度 50 万円
新生児乳児開心術における MUF 中白血球除去による肺障害の予防に関する研究

4．評価と次年度目標
申請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．
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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，
応募数は前年度に比べ 30％増加した．今後も医学研究センターと連携しなら，今年度同様，科研費への積極的応募
支援を視野に置き守秘義務を遵守し，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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1．10）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：H26.3.31）

副委員長

松井政則（MATSUI, Masanori）
：微生物：准教授（任期：H26.3.31）

委員

渡辺典之（WATANABE, Noriyuki）：臨床検査医学：技師（任期：H26.3.31）
堀江公仁子（HORIE, Kuniko）
：ゲノム医学遺伝子情報制御：准教授（任期：H26.3.31）
森

隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部：准教授（任期：H26.3.31）

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：H26.3.31）
綿貫公男（WATANUKI, Kimio）
：施設部：部長（任期：H26.3.31）

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昨年度 3 月文科省から依頼された病原性微生物等の保管・管理調査依頼について学内調査を行い，H24 年 4 月
16 日回答を行った．
②病原体等安全管理規則案が，若干の修正の上 H25 年 3 月の常任理事会で承認され，H25 年 4 月 1 日から施行さ
れることとなった．

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則がようやく施行の運びとなった．次年度は管理規則に基づき，学内
管理体制の確立を，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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1．11）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）
別所正美（BESSHO, Masami）
：委員長：学長・医学部長
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）
：委員：副理事長
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：委員：副学長
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：委員：副医学部長・医学研究センター長

土田哲也（TUTIDA, Tetuya）
：委員：副医学部長
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：委員：大学病院病院長
堤

晴彦（TUTUMI, Haruhiko）
：委員：総合医療センター病院長

小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：委員：国際医療センター病院長

木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：委員：医学部長補佐
岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：委員：医学研究センター知財戦略研究推進部門長
米谷

新（YONEYA, Shin）
：委員：医学研究センター共同研究推進部門長

飯野

顕（IINO, Akira）
：委員：非常勤講師

田島賢司（TAJIMA, Kenji）
：委員：事務局長・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（先端レーザー医学センター）の設置期間更新について
第 1 回電子メール会議（9 月）
議事：当該部門の設置期間更新について，メール会議にて審査された．
1 名申請者のため 12 名で審査した結果，承認 11 票，否承認 0 票，白票 1 票で承認された．
第 2 回寄附研究部門設置委員会（11 月）
議事：第 1 回電子メール審査時における意見と回答が再確認され，寄附研究部門の更新が承認された．

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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1．12）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）：国際医療センター心臓内科：教授（任期：H26.3.31）

副委員長

三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：リウマチ膠原病科：教授（任期：H26.3.31）

委員

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：大学病院神経内科：教授（任期：H26.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理学：教授（任期：H26.3.31）
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授（任期：H26.3.31）
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）
：ゲノム医学研究センター：教授（任期：H26.3.31）
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：保健医療学部：准教授（任期：H26.3.31）

千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：医学部薬理学：准教授（任期：H26.3.31）

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（25 年度）に留学を行う対象者の選考を行った．
平成 24 年 11 月 15 日

於：医学部 7 号館 1 階会議室

出席者 6 人

欠席 2 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．1 名は本留学制度応募規定に沿
わないことから選考から除外し，審査の結果 4 名を合格とした．欠員 1 名については後日再募集を行った．
②次年度（25 年度）に留学を行う対象者の選考を行った（再募集分）．
平成 25 年 1 月 4 日

於：医学部 7 号館 1 階会議室

出席者 6 人

欠席 2 人

議事：追加募集による応募者 4 名対し，書類による選考審査を行い 1 名を追加合格者とした．選考の方式は同上．

4．評価と次年度目標
5 年目となる次年度の留学者の選考審査であった．今回は最初の募集に応募者が少なく，再募集をする結果となっ
た．次年度は本留学制度の学内周知をはかり，より多くの応募を募ることが期待される．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．

114

委員会・会議報告

1．13）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：H26.3.31）

委

田島賢司（TAJIMA, Kenji）
：事務局長（任期：H26.3.31）

員

松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：免疫学：教授（任期：H26.3.31）

藤原恵一（FUJIWARA, Keiichi）
：国際医療センター婦人科腫瘍科：教授（任期：H26.3.31）
井上晶子（INOUE, Akiko）
：元日本赤十字社埼玉県支部事務局長（学外委員）（任期：H26.3.31）

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
今年度は，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」
，第 2 号の「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
号の「大学内に設置された委員会の委員長」に自己申告書の提出を求めることとした．
4 月 10 日第一段階自己申告書の提出を依頼し，提出された第 1 号の自己申告書 244 件と第 2・3 号の自己申告書
33 件を 6 月 19 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．その後提出された申告 15
件について第 2 回委員会（メール会議）を行い，審査し結果を通知した．さらに遅れて提出された 2 件について第
3 回委員会（メール会議）で審査し結果を通知した．著しく遅れて提出された申告書 3 件については，次年度審査す
ることとした．
6 月 25 日（川越）
・27 日（毛呂）
・28 日（日高）・7 月 23 日（毛呂）・7 月 26 日（毛呂）の各日，平成 24 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」として，申告の意義，義務について説明した．
1）審査の経過
4 月 10 日

自己申告書提出依頼（締め切り 5 月 31 日）

6 月 19 日

第 1 回 COI 管理委員会

6 月 22 日

第 1 号の第二段階申告の必要のないもの 237 件と必要な 7 件，審査結果を通知

6 月 28 日

第 2・3 号の第二段階申告の必要のないもの 22 件と必要な 11 件，審査結果を通知

7月2日

学長へ審査結果の報告

8月3日

第 2 回 COI 管理委員会

8月8日

第 1 号の 15 件，審査結果を通知

11 月 5 日
11 月 13 日

第 3 回 COI 管理委員会
第 1 号の 2 件，審査結果を通知

1 月〜 2 月 第一段階申告書 3 件提出あり，来年度審査する旨文書で通知した（受理毎に）
2012 年度 COI 申告，審査経過のまとめ
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第一段階
全てなし
今後の
可能性有

計
第 4 条第 1 項第 1 号
6.18 までの申告
遅れた申告
遅れた申告
合計
第 4 条第 1 項第 2・3 号
6.18 までの申告
合計

第二段階申告
要請必要

第二段階
申告要請
申告あり
審査済

244
15
2
261

236
15

1

7

7

7

251

1

2
9

2
9

2
9

33
33

22
22

11
11

11
11

11
11

2）委員会の開催
第 1 回 平成 24 年 6 月 19 日，基礎棟

4F 公衆衛生学会議室，出席 5 人

議事：第一段階申告・第二段階申告の審査
第 2 回 平成 24 年 8 月 3 日〜 6 日

メール会議

議事：遅れた申告 15 件の審査
第 3 回 平成 24 年 11 月 5 日〜 9 日

メール会議

議事：遅れた申告 2 件の審査

4．評価と次年度目標
本年度は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」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」に限って自己申告書の提出を要請することとした．
本年度も昨年同様，年度初めに自己申告書提出を依頼した．遅れて提出された少数の申告については，8 月，11
月にメール会議による委員会を開催して審査した．
委員会活動に問題点は認められない．
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1．14）組換え DNA 実験安全委員会
1．構成員
委 員 長

三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）
：ゲノム医学研究センター：教授（任期：H26.3.31）

副委員長

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：微生物学：教授（任期：H26.3.31）

委

員

池田正明（IKEDA, Masaaki）
：生理学：教授（任期：H26.3.31）

委

員

森

委

員

松井政則（MATSUI, Masanori）
：微生物学：准教授（任期：H26.3.31）

委

員

千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：薬理学：准教授（任期：H26.3.31）

委

員

荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）
：分子生物学：講師（任期：H26.3.31）

委

員

井上郁夫（INOUE, Ikuo）
：内分泌内科・糖尿病内科：准教授（任期：H26.3.31）

委

員

江口英孝（EGUCHI, Hidetaka）
：ゲノム医学研究センター：准教授（任期：H26.3.31）

委

員

池田和博（IKEDA, Kazuhiro）
：ゲノム医学研究センター：講師（任期：H26.3.31）

委

員

加藤英政（KATO, Hidemasa）
：ゲノム医学研究センター：講師（任期：H26.3.31）

委

員

伴塲裕巳（BAMBA, Hiromi）
：保健医療学部 健康医療科学科：講師（任期：H26.3.31）

委

員

長谷川幸清（HASEGAWA, Kosei）
：国際医療センター 婦人科腫瘍科：講師（任期：H26.3.31）

隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部：准教授（任期：H26.3.31）

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（第 2 種使用等拡散防止措置承認書）
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 28 回 組換え DNA 実験安全委員会（平成 24 年 6 月 7 日（木）〜 6 月 11 日（月））電子メール会議
議事：組換え DNA 教育訓練について審議し，以下の点について決定した．
・7 月 17 日に，三谷委員長が組換え DNA 使用研究従事者に対して，「組換え DNA 教育訓練」の講義を行う．
・対象者は，P1/P1A レベル実験従事者については，組換え DNA 実験経験が 1 年未満の研究者，もしくは今年度
に申請予定の研究者とする．また，P2/P2A レベル実験については，各研究チーム（使用申請書ベースで）から
最低一人の出席を求める．
・受講者を増やしていくため，e-learning での配信を検討する．
・申請書へ受講歴が記載されるように，今後，組換え DNA 実験申請書を改訂する．
②上記の議事の通り，7 月 17 日に教育訓練が行われた．出席者数は，毛呂山キャンパス 26 名，川越キャンパス 9 名，
日高キャンパス 25 名であった．講義内容は，e-learning または DVD の貸し出しにより視聴が可能である．
③第 29 回 組換え DNA 実験安全委員会（平成 25 年 2 月 19 日（火）〜 2 月 26 日（火））電子メール会議
議事：P1 レベルの組換え DNA 使用実験申請書の審査法の見直しについて審議し，以下の点について決定した．こ
れは，委員会の事務担当が医学研究センターからゲノム医学研究センター遺伝子治療部門に変更され，従来の審
査法のままではタイムリーな形で審査結果を申請者に回答するのが困難になったためである．
・P1/P1A に相当する申請は，委員長が単独で審査する．ただし，申請書とコメントは委員会 HP にアップロード
する．
・P2/P2A レベルの実験の研究計画については，委員長とその他の委員の計 2 名で審査する．
・動物実験委員会の審査との整合性を取るため，動物実験を含む P1A，P2A の審査にはすべて，森隆委員（動物
実験委員会委員長）も加わる．
・いずれの場合においても，疑問点等が生じた場合には委員会全体で検討する．
④本年度の承認・届出件数は，
「第二種使用等拡散防止措置承認申請書」76 件（うち，文部科学大臣確認申請 1 件）
，
「遺伝子組換え生物等譲渡届」3 件，
「内容変更承認願い」7 件であった．

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．
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次年度は，病原性微生物等管理委員会と協調して，毎年の教育訓練と研究従事者の登録，実験施設の査察と承認，
書類などの管理についての大学事務による一元化を目指す．
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1．15）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：H26.3.31）

副委員長：

田中淳司（TANAKA, Junji）
：放射線科：教授（任期：H26.3.31）

委員：

小野 啓（ONO, Hiraku）
：内分泌・糖尿病内科，中央研究施設 RI 部門兼担：講師（任期：H26.3.31）
守屋

修（MORIYA, Osamu）
：微生物学：准教授（任期：H26.3.31）

飯塚裕幸（IIZUKA, Hiroyuki）
：中央研究施設 RI 部門：助教（任期：H26.3.31）
伊勢谷修（ISEYA, Osamu）
：中央放射線部（任期：H26.3.31）
平野雅弥（HIRANO, Masaya）
：中央放射線部：係長（任期：H26.3.31）
本田憲業（HONDA, Norinari）
：総合医療センター放射線科：教授（任期：H26.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Jyunichi）
：総合医療センター病理部：教授（任期：H26.3.31）
潮田陽一（USHIODA, Youichi）
：総合医療センター研究部：主任（任期：H26.3.31）
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：H26.3.31）
熊崎

祐（KUMAZAKI, Yu）
：国際医療センター放射線腫瘍科：講師（任期：H26.3.31）

長谷川正博（HASEGAWA, Masahiro）：保健医療学部：准教授（任期：H26.3.31）

2．目的
放射線障害防止法に基づいて RI 使用施設の管理・運営を行い，本学における RI を用いた研究を推進し，もって利
用者の利便性を図る．また放射線障害の防止に必要な事項について検討する．

3．活動報告
平成 24 年度 RI 安全委員会（平成 25 年 3 月 12 日）：電子メールによる会議
議事：
1）各放射線施設から変更許可，施設検査などの報告事項
2）全学の放射線施設での周知事項

4．評価と次年度目標
放射性動物の乾燥装置の設置により，公益社団法人日本アイソトープ協会で放射性動物の引き取りが可能な状態に
できるよう毛呂，川越の RI 研究施設で準備を進めている．このように放射線施設間の安全管理に関する業務の連携
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．
次年度は，全学的な放射線安全管理に貢献するとともに RI を用いた研究と利用者の利便性が高められるよう検討
していく．
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2．1）大学院委員会
1．構成員（任期：平成 26 年 3 月 31 日）
議

長

委

員 （埼玉医科大学大学院学則第 33 条 1 号，3 号構成員）

学長

別所正美（BESSHO, Masami）

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長：理事
（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
石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
：看護学研究科長
（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 3 号）
横手祐二（YOKOTE, Yuji）
：理事
（埼玉医科大学大学院学則第 33 条 5 号構成員）
大野良三（OHNO, Ryozo）
：保健医療学部長
木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：医学研究科博士課程運営委員長
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：医学研究科修士課程運営委員長
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：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

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学研究センター長

岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター所長
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院長
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：総合医療センター病院長（平成 24 年 8 月まで）
堤
小山

晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）
：総合医療センター病院長（平成 24 年 9 月より）
勇（KOYAMA, Isamu）
：国際医療センター病院長

鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学・医療センター長
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：医療人育成支援センター長
（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
田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）
：医学研究科博士課程選出代表指導教員
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：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
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：看護学研究科修士課程選出代表指導教員
◇オブザーバー：
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）
：副理事長
・事務局等
◇大学事務部
水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）
：医学部事務室 次長：教務課 課長（平成 24 年 6 月まで）
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：医学部事務室 次長：教務課 課長（平成 24 年 7 月より）
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．

120

委員会・会議報告（大学院）

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 24 年 4 月 17 日

（持ち回り審議

平成 24 年 5 月 22 日）

第2回

平成 24 年 7 月 10 日

第3回

平成 24 年 10 月 16 日

第4回

平成 25 年 1 月 15 日

第5回

平成 25 年 3 月 5 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 31 件（甲種 8 件，乙種 23 件）の報告
（2）平成 24 年度後期入学大学院入学者選抜試験ならびに平成 25 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 61，62 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）学位審査申請論文における「臨床研究に関する倫理指針」の遵守の徹底（学位規則，運用細則，学位審査の
申請と審査の流れの改正）
（5）病院群との連携で初期臨床研修医プログラムに博士課程と初期臨床研修が両立できる『研究マインド育成自
由選択プログラム』を設定（平成 25 年度から実施）
（6）博士課程入学試験における語学試験の位置づけとその取扱い，合格基準の明確化
（医学研究科修士課程）
（7）平成 25 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
（8）試験問題の公表について検討し，著作権に関るものは閲覧のみとし，その他はコピーの配布で対応
（9）学生による授業評価の実施について検討し後期から実施
（10）ＦＤ開催の検討（倫理のあり方，大学院研究費について等）
（11）研究発表会の実施
（看護学研究科修士課程）
（12）平成 25 年度大学院看護学専攻修士課程第 2 回入学者選抜の実施と合否判定の報告
（第 1 回は出願者なし）
（13）学生募集について関連病院，埼玉県内の各病院に担当を決め広報実施．
（14）
「がん緩和ケア多職種養成コース」開催
（15）研究発表会の実施
（全体）
（16）埼玉医科大学大学院の教育方針の制定（ディプロマプロシー・カリキュラムポリシー・アドミッションポリ
シー）
（17）埼玉医科大学大学院の教員の資格要件等に関する規則の制定
（18）博士課程及び各修士課程の大学院教員等に関する取扱要領の制定
（19）学則の改正（条文の表記に関する事項・看護学研究科修士課程別表備考に関する事項・博士課程授業科目の
変更・教員組織に関する事項）
（20）学位規則の改正（学位論文提出時期による甲種乙種の取扱い関る事項・看護学研究科単位数の修正）
（21）学位規則のうち博士に関する運用細則の改正（甲種の学位授与要件に関る在学継続の取扱いに関する事項・
倫理指針に基づく適正な手続きに関する条文の追加）
（22）埼玉医科大学大学院の目的に関する規則の改正（看護学研究科の目的に一部追加）
（23）埼玉医科大学大学院科目等履修生受託規則の改正（医学研究科の規則から看護学研究科を含めた規則へ統一，
授業料の変更）
（24）埼玉医科大学大学院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（がんプロフェッショ
ナル養成基盤推進プランインテンシブコースに関る事項）
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4．評価と次年度目標
本年度も大学院に関る規則の改正等重要事項を整備し，審議・承認をおこない，両研究科を統括する委員会として
十分機能した．来年度は更に両研究科の連携を強化し運営に努めていく．
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2．2）大学院医学研究科委員会
1．構成員
（第 344 回−第 354 回）
（任期：平成 24 年 4 月 1 日〜平成 26 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）
別所正美（BESSHO, Masami）
：医学研究科長
※別所正美（BESSHO, Masami）
：学長
※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

三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：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（平成 24 年 7 月まで）
堤
小山

晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）
：総合医療センター病院長（平成 24 年 9 月より）
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
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

鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：生体機能科学
小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：生体医工学
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
松田

晃（MATSUDA, Akira）
：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
嶋田

顕（SHIMADA, Ken）
：腫瘍内科学（平成 24 年 7 月より定足数非算入）

※松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：循環器内科学
萩原弘一（HAGIWARA, Koichi）
：呼吸器内科学
※三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：リウマチ・膠原病内科学
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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
棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：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

篠塚

望（SHINOZUKA, Nozomi）
：消化器外科学

大崎昭彦（OSAKI, Akihiko）
：乳腺腫瘍学
小高明雄（ODAKA, Akio）
：小児外科学（平成 24 年 6 月より）
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

北村

晶（KITAMURA, Akira）
：麻酔学

新津

守（NIITSU, Mamoru）
：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

赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）
：理学療法学
※池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：臨床検査医学
堤

晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）
：救急医学（平成 24 年 7 月まで）

杉山

聡（SUGIYAMA, Satoru）
：救急医学（平成 24 年 12 月より）

佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：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
関

博之（SEKI, Hiroyuki）
：研究科長推薦

西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：研究科長推薦
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：研究科長推薦（平成 24 年 9 月より）
西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：研究科長推薦（平成 24 年 7 月まで）
田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）
：研究科長推薦
計：61 名

定足数：41 名（第 344 回− 346 回）

61 名（定足数非算入 1 名）定足数：40 名（第 347 回）
60 名（定足数非算入 1 名）定足数：40 名（第 348 回− 350 回）
61 名（定足数非算入 1 名）定足数：40 名（第 351 回− 354 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
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内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：医学部事務室 次長（平成 24 年 7 月より）
水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）
：医学部事務室 次長（平成 24 年 6 月まで）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：医学部事務室 次長
松尾有裕（MATSUO, Arihiro）
：保健医療学部事務室 室長
笠間

忍（KASAMA, Shinobu）
：医学部事務室 庶務課 課長

萩原敏夫（HAGIWARA, Toshio）
：ゲノム医学研究センター事務室 室長（平成 24 年 7 月より）
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 344 回：4 月 27 日（金）出席者 42 名 学位審査：博士課程 3 件
第 345 回：5 月 25 日（金）出席者 46 名 学位審査：博士課程 3 件
第 346 回：6 月 22 日（金）出席者 50 名 学位審査：博士課程 6 件
第 347 回：7 月 20 日（金）出席者 51 名 学位審査：博士課程 3 件
第 348 回：9 月 28 日（金）出席者 46 名 学位審査：博士課程 4 件
第 349 回：10 月 26 日（金）出席者 44 名 学位審査：なし
第 350 回：11 月 16 日（金）出席者 47 名 学位審査：博士課程 2 件
第 351 回：12 月 21 日（金）出席者 48 名 学位審査：博士課程 3 件
第 352 回：1 月 25 日（金）出席者 46 名 学位審査：博士課程 1 件
第 353 回：2 月 22 日（金）出席者 42 名 学位審査：博士課程 2 件，修士課程 14 件
第 354 回：3 月 22 日（金）出席者 50 名 学位審査：博士課程 4 件
開催回数：11 回
平均出席者数：47 名
学位審査計：31 件（合格 31 件）
◇主な審議内容
（1）学位審査の申請と審査手順の整備
（2）学則の改正（条文の表記に関する事項・博士課程授業科目の変更・教員組織に関する事項）
（3）学位規則の改正（学位論文提出時期による甲種乙種の取扱い関る事項）
（4）学位規則のうち博士に関する運用細則の改正（甲種の学位授与要件に関る在学継続の取扱いに関する事項・
倫理指針に基づく適正な手続きに関する条文の追加）
（5）学位審査申請論文における「研究倫理面における規範の遵守」について
（6）医学研究科委員会における定足数非算入について
（7）今後の医学教育の方向性に関するワーキンググループ最終報告について
（8）
「研究マインド育成自由選択プログラム」について（平成 25 年度から実施）
（9）博士課程運営委員会，修士課程運営委員会の教育方針の制定について（ディプロマプロシー・カリキュラム
ポリシー・アドミッションポリシー）
（10）博士課程入学試験における語学試験の位置づけとその取扱い，合格基準の明確化
（11）埼玉医科大学大学院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（がんプロフェッショ
ナル養成基盤推進プランインテンシブコースに関る事項）
（12）授業科目評価について
（13）大学院入試出願資格審査について
（14）埼玉医科大学大学院の教員の資格要件等に関する規則の制定
（15）博士課程及び各修士課程の大学院教員等に関する取扱要領の制定
（16）試験問題の公表について検討
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（17）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 30 件，修士課程 14 件
（18）平成 24 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 25 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 24 年度後期入学：出願者 5 名，受験者 5 名，合格者 3 名
平成 25 年度前期入学第 1 回：出願者 8 名，受験者 8 名，合格者 3 名
平成 25 年度前期入学第 2 回：出願者 19 名，受験者 19 名，合格者 17 名（研究マインド育成自由選択プログ
ラム 5 名含）
（19）平成 25 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 9 名，受験者 9 名，合格者 5 名
第 2 回募集：出願者 6 名，受験者 6 名，合格者 3 名
（20）第 61，62 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 61 回

申込 18 名

受験者 18 名

合格者 12 名（医学部在学生 7 名含）

第 62 回

申込 27 名

受験者 27 名

合格者 18 名（医学部在学生 4 名含）

（21）語学試験不合格判定者に成績を通知
（22）学位授与
博士課程

甲種 8 名，乙種 23 名 計 31 名（内本学卒業生：甲種 4 名，乙種 8 名 計 12 名）

修士課程

14 名

（23）学位授与式の挙行
博士課程（平成 25 年 3 月 30 日，創立 30 周年記念講堂）
修士課程（平成 25 年 3 月 9 日，創立 30 周年記念講堂）
（24）大学院生身分変更承認：3 名（博）
（25）大学院学生国内外留学承認：1 名（博）
（26）大学院生退学の承認：3 名（博）
（27）大学院生復学の承認：1 名（修）
（28）大学院生 TA の承認：3 名（修）
（29）大学院生長期履修の承認：2 名（修）
（30）特別研究学生（他大学院）受託：継続 4 名 計 4 名
（31）協力研究員（他機関）受託：新規 1 名
（32）特別協力研究員（他機関）受託：新規 4 名，継続 8 名

計 12 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 24 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，大学院学生確保の具体策として，初期臨床研
修のプログラムと大学院を両立させる研究マインド育成自由選択プログラムを病院群との連携により設定した．
また，
医学部卒業後大学院入学試験を受験する際，学力試験が免除となる語学試験（英語）の受験（無料）を医学部 3 年
生から可能とした．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．
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2．3）大学院看護学研究科委員会
1．構成員（任期：平成 26 年 3 月 31 日）
委員長

石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
：研究科長：教授：代表指導教員：基礎看護学・看護管理学：修士

委員

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長：教授：内科学，血液内科：博士
大野良三（OHNO, Ryozo）
：学部長：教授：内科学，医学教育学：博士
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：教授：埼玉医科大学医学教育センター：博士
金子公一（KANEKO, Kouichi）
：教授：埼玉医科大学医学教育センター：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
湯沢八江（YUZAWA, Yae）
：教授：基礎看護学・看護管理学：博士
冨田幸江（TOMITA, Satie）
：教授：基礎看護学・看護管理学：修士
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：教授：代表指導教員：地域看護学：博士
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
：教授：人体統合機能論：博士
坂本文子（SAKAMOTO, Fumiko）
：准教授：成人看護学：博士

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 23 回定例会議（平成 24 年 4 月 26 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 8 人

欠席

2人

議事：①退学者 1 名の承認

②ホームページへの学位論文タイトル掲載の承認

へのフォローアップ研修の承認

③がん看護専門看護師修了生

④精神保健看護学領域 2 年生 3 名の研究指導教員の承認

⑤精神看護専門看

護師教育課程が未認定のため，日本看護協会専門看護師資格認定審査受審に向けて不足単位の取得が可能となる
よう科目等履修制度作成の承認

⑥第 1 回研究計画発表会開催の承認

②第 24 回定例会議（平成 24 年 5 月 24 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人 （金子公一委員の就任） 欠席なし
議事：①埼玉医科大学学位規則および学位規則のうち博士に関する運用細則改正案，大学院学則の一部修正，学
位規則等の承認
究指導教員の承認

②長期履修志願者 1 名の承認

③精神保健看護学およびがん看護学領域の新入学生 3 名の研

④保健医療学部倫理委員会の審査日変更の報告

③第 25 回定例会議（平成 24 年 6 月 28 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 9 人

欠席 1 人

議事：①平成 25 年度学生募集要項配布先および配布数の承認

②平成 25 年度入学試験出題者の承認

③研究

科長より各領域で入学定員確保の要請
④第 26 回定例会議（平成 24 年 7 月 26 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人

欠席なし

議事：①精神保健看護学特論Ⅰ，およびがん看護学特論Ⅰ担当の非常勤講師の承認

②研究科長より精神保健看

護学，およびがん看護学の教員紹介等補充についての要請
⑤第 27 回定例会議（平成 24 年 9 月 27 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 8 人

欠席

2人

議事：①退学者 1 名の承認

②第 2 回研究計画発表会，および平成 24 年度研究発表会担当教員の承認

③平成

25 年度日本高等教育評価機構の外部評価の報告書作成担当の承認
⑥第 28 回定例会議（平成 24 年 10 月 25 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 9 人

欠席

1人

議事：①第 2 回研究計画発表会開催の承認

②ディプロマポリシーの承認，カリキュラムポリシーの一部修正
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のうえ承認

③埼玉医科大学大学院看護学研究科科目等履修生受託規則案の承認

④埼玉医科大学大学院の目的

に関する規則の改正の承認
⑦第 29 回定例会議（平成 24 年 11 月 22 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 9 人

欠席 1 人

議事：①看護継続教育論の履修登録取り消し 1 名の承認
科第 1 回 FD を平成 25 年 3 月 4 日開催の承認
認

②平成 24 年度研究発表会開催の承認

④学生による授業評価実施の承認

③看護学研究

⑤長期履修志願者 1 名の承

⑥坂本文子准教授のがん看護学担当，およびホームページ学生募集要項への記載の承認

⑦関連施設等への

平成 25 年度学生募集担当の承認
⑧第 30 回定例会議（平成 24 年 12 月 20 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人（今回から坂本文子委員就任） 欠席 1 人
議事：①平成 25 年度第 2 回学生募集の出願資格審査の申請の承認
がん看護専門看護師 3 名，精神看護専門看護師 1 名の合格報告
満たしていることの承認
承認

②日本看護協会専門看護師資格認定審査に

③平成 24 年度修了予定者 8 名の修了要件を

④修士論文審査基準への倫理審査承認の追加項目，および平成 25 年度からの適用の

⑤平成 24 年度修士論文審査の実施要項の承認

度学位論文審査委員会の承認

⑥修士論文審査に関する確認事項の承認

⑧平成 24 年

⑨ディプロマポリシーの医学研究科の修正に伴う一部修正の承認

⑩埼玉医科大

学学院の教員の資格等に関する規則案の検討
⑨第 31 回定例会議（平成 25 年 1 月 24 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人

欠席 1 人

議事：①平成 25 年度第 2 回入学試験の結果 6 名合格の承認
の看護学研究科を取り込んだ改正案の承認

②埼玉医科大学医学研究科科目等履修生受託規則

③埼玉医科大学大学院規則のうち看護学研究科の履修単位修正案の

承認
⑩第 32 回定例会議（平成 25 年 2 月 21 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 11 人

欠席なし

議事：①埼玉医科大学大学院の教員の資格等に関する規則案，博士課程および各修士課程の大学院教員等に関す
る取り扱い要領案，大学院学則，学位規則，科目等履修生受託規則の改正案の承認
論文の受理

③修士論文提出者 8 名の論文審査，および合否判定

⑤平成 25 年度学事予定案の承認

②学位論文（修士）の適格

④平成 25 年度シラバス作成様式変更の承認

⑥一委員から申請論文のうち 1 名につき指導し修正して最終論文とするよう

要請がありこれを承認
⑪第 33 回定例会議（平成 25 年 3 月 21 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人

欠席 1 人

議事：①看護学分野・領域の変更に関する申し合わせ事項の承認
の承認

③認証評価報告書基準 1・2 および 4 の承認

②看護学分野・領域の変更願い申請者 1 名

④ CNS 精神看護修了生へのフォローアップ研修の承認

4．評価と次年度目標
看護学研究科委員会は，看護学修士課程学生の入学，進級，修了，休学，退学に関する事項，授業及び研究指導に
関する事項，履修単位の認定に関する事項，学位論文の審査及び試問に関する事項，教員人事に関する事項，その他
研究科長が諮問する事項の審議，承認を行い運営してきたことから委員会の目的は達成されたと考える．
研究指導，および教員人事に関する事項では，がん看護学領域と精神保健看護学領域の教授の退職後，指導教員が
欠員となったため，当該領域の学生には，他領域の指導教員が研究指導に当たった．そのうち 4 名の学生は，学位
論文（修士）を提出でき，6 名の学生は，指導を受けつつ各自の研究計画に沿って着実に研究を進めている．このこ
とから，学生の教育には支障がなかったと考える．平成 24 年度は第 2 回修了生 8 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．また，年度途中ではあるが，がん看護学を担当する教員 1 名が補
充された．次年度は，精神保健看護学領域の教員の補充が確定しており，学生への指導体制を拡充整備していく．学
位論文の審査基準が特別研究（8 単位）と専門看護師教育課程の課題研究（4 単位）との違いが必ずしも明確ではな
いため検討していく．
授業に関する事項では，今年度は，がん看護学・精神保健看護学領域の特論や演習の授業は，本学専任教員と非常
勤講師とが行い学生の学習に支障がないよう整え実施した．
日本看護協会の専門看護師資格認定審査に，がん看護専門看護師教育課程修了者が 3 名，精神看護専門看護師教
育課程修了者が 1 名（個人申請）合格し，専門看護師が誕生したことから，質の高い教育を行なっており，初期の
目的は達成できていると考える．
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看護学研究科では，今年度，埼玉医科大学が参画している「国際協力型がんプロ」の事業のうち，がん緩和ケア多
職種養成コースを企画・運営し，埼玉県下の医療職者が講義・演習・病院見学等で学び高い評価を得た．この企画は
次年度も行なっていく．
次年度はがん看護学・精神看護専門看護師のフォローアップ体制を整えていく．また，精神保健看護学領域は，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．がん看護専門看護師教育課程では，制度移行に伴う
授業科目 38 単位の申請の検討を行なっていく．
看護学研究科の教育・研究指導の充実のために自己点検・評価項目やシステムについて検討していく．
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2．4）大学院医学研究科入試語学試験委員会
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）

永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：解剖学：教授
菅澤

正（SUGASAWA, Tadashi）
：国際医療センター頭頚部腫瘍科：教授

依田哲也（YODA, Tetsuya）
：歯科・口腔外科：教授
金子公一（KANEKO, Koichi）
：国際医療センター呼吸器外科：教授
＜任期＞

平成 24 年 4 月 1 日〜平成 26 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
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回

2012/7/10
2012/8/10
2012/8/30
2012/9/11
2012/12/4
2012/12/21
2013/1/15

本部棟 1F 会議室
本部棟 1F 会議室
本部棟 1F 会議室
本部棟 1F 会議室
本部棟 1F 会議室
本部棟 1F 会議室
本部棟 1F 会議室

出席 6 人，欠席 2 人
出席 4 人，欠席 3 人
出席 4 人，欠席 3 人
出席 7 人，欠席 1 人
出席 6 人，欠席 2 人
出席 6 人，欠席 2 人
出席 6 人，欠席 0 人

平成 24 年度大学院博士課程後期入学試験／平成 25 年度大学院博士課程前期第 1 回入学試験および第 61 回語学
試験（平成 24 年 9 月 3 日実施）
，平成 25 年度大学院博士課程前期第 2 回入学試験および第 62 回語学試験（平成
25 年 1 月 12 日実施）のための問題作成，試験実施，採点，合格基準の検討を行った．

4．評価と次年度目標
一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した．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．外国人の受験生に対しても不公平にならないように，出題文からすべて英語
で記載することとし，最終的には教養教育（英語）Godfrey 講師により英文校正を行こととした．さらに，医学部学
生 3 年生からも語学試験の受験は可能とした．これらの改革により，受験者にとってより公平公正な語学試験が可
能となり，大学院博士課程での研究を遂行する際の語学力を図る適正なシステムになったと評価される．また，学部
学生から受験の機会を与えたことは，本学の目指す研究マインド醸成という観点からも大いに評価されるとともに全
国の医学部でも類をみない画期的な制度と評価される．
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．
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2．5）大学院医学研究科 博士課程運営委員会
1．構成員
委員長

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

医学研究科長
委

員

松下

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：医学教育センター長：神経内科：教授
祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学研究センターセンター長：免疫学：教授

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：皮膚科：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（8 月まで）
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理部：教授
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

佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授
＜任期＞

平成 24 年 4 月 1 日〜平成 26 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 24 年 4 月 17 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 13 人

欠席 1 人

第 2 回定例会議（平成 24 年 5 月 15 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 13 人

欠席 1 人

第 3 回定例会議（平成 24 年 6 月 12 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 14 人

欠席 0 人

第 4 回定例会議（平成 23 年 7 月 10 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 13 人

欠席 1 人

第 5 回定例会議（平成 24 年 9 月 11 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 14 人

欠席 1 人

第 6 回定例会議（平成 24 年 10 月 16 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 12 人

欠席 1 人

第 7 回定例会議（平成 24 年 11 月 6 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 12 人

欠席 1 人

第 8 回定例会議（平成 24 年 12 月 4 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 12 人

欠席 1 人

第 9 回定例会議（平成 25 年 1 月 15 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 11 人

欠席 2 人

第 10 回定例会議（平成 25 年 2 月 12 日）於：本部棟 1F 会議室
第 11 回定例会議（平成 25 年 3 月 5 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 12 人
出席 12 人

欠席 1 人
欠席 1 人

2．主な審議内容
1）28 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）
「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」において議論された，初期臨床研修医と社会
人大学院を医学部卒後 1 年目から開始する「研究マインド育成自由選択プログラム」を平成 25 年度より実施す
ることとした．これにより，研究マインドの醸成を学部学生の時期から醸成し，全学に広げて行く基盤となるこ
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とが期待される．
3）大学院生の「単位取得後満期退学」の取り扱いについて，単位取得後は 2 年間の修了期間延長を認めることと
し学則の改定を行った．なお，この期間の学費は免除することとした．
4）
「臨床研究における倫理指針」に基づき学位申請論文の倫理審査を行うために，平成 24 年 7 月より，本委員会
に先駆けて同日に「博士課程運営委員会倫理審査に関する小委員会」を開催し審議することとした．
5）大学院博士課程におけるアドミッションポリシー，カリキュラムポリシー，デイプロマポリシー制定のための
ワーキンググループを立ち上げ，最終案を医学研究科長に答申した．
6）大学院博士課程入学に際し，これまでは学力試験（英語）の合格基準として 60 点以上を必須としていたが，
学力試験（英語）
，専門領域試験，志望理由を総合的に判定し 60 点を合格基準とした．
7）
「大学院の教員の資格等に関する規則」について検討した．
8）平成 25 年度実用実験医学特別講義について，授業担当者，講義名などを決定した．
9）本学大学院生を他学へ国内留学として派遣した（1 名）．
10）他学の大学院生を特別研究学生として受託した（3 名）．
11）他機関より協力研究員，特別協力研究員を受託した（14 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．本年度は昨年度より
討議した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」を平成 25
年 4 月入学者より実施した．本学医学部卒業生 99 名のうち，5 名の応募があったが，次年度以降さらに応募者の増
加を図るとともに，大学院教員への周知を図ることで本システムの定着と充実を目指したい．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，デイプロマ）を策定し，ポリシー
に沿った大学院教育の実践が可能となった．また，学位申請論文の倫理面でのチェック機構も整備された．これらの，
大学院博士課程の機構変革により，本学における研究マインドの醸成が一層進み，質の高い研究の実践のための基盤
整備ができたことは大きく評価される．さらに，大学院博士課程入学試験を，学力試験（英語），専門領域試験およ
び志望理由を総合的に勘案し入学者を選抜することや単位取得後満期退学者にも 2 年間の修了期間の延長を認める
ことなど，大学院生の便宜を図るとともに，懸案事項である大学院の充足率の向上に大きな寄与をした制度設計と評
価される．
次年度は，
「研究マインド育成自由選択プログラム」で迎えた初年度社会人大学院生に対し，初期臨床研修との両
立が可能となるような質の高い大学院教育を行い，一層の大学院生質の向上と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，全学に周知することにより学生の選抜，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したことにより，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（任期：平成 26 年 3 月 31 日）
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 12 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 24 年 4 月 10 日）出席者 5 人

欠席者 2 人

②第 2 回（平成 24 年 5 月 8 日）出席者 5 人

欠席者 2 人

③第 3 回（平成 24 年 6 月 5 日）出席者 7 人

欠席者 0 人

④第 4 回（平成 24 年 7 月 3 日）出席者 6 人

欠席者 1 人

⑤第 5 回（平成 24 年 9 月 18 日）出席者 6 人

欠席者 1 人

⑥第 6 回（平成 24 年 10 月 9 日）出席者 6 人

欠席者 1 人

⑦第 7 回（平成 24 年 11 月 13 日）出席者 6 人

欠席者 1 人

⑧第 8 回（平成 24 年 12 月 11 日）出席者 6 人

欠席者 1 人

⑨第 9 回（平成 25 年 1 月 8 日）出席者 5 人
⑩臨時（平成 24 年 1 月 22 日）出席者 6 人

欠席者 2 人
欠席者 1 人

⑪第 10 回（平成 24 年 2 月 5 日）出席者 7 人
⑫第 11 回（平成 24 年 3 月 12 日）出席者 6 人

欠席者 0 人
欠席者 1 人

主な審議内容
（1）平成 25 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 24 年 9 月 8 日実施）結果：受験者数 9 名（生体医工学分野 6 名，理学療法学分野 3 名）
，
合格者 5 名（生体医工学分 2 名（一般 2 名），理学療法学分野 3 名（一般 1 名，社会人 2 名））．
第 2 回目入試（平成 25 年 1 月 19 日実施）結果：受験者数 6 名（生体医工学分野 5 名，理学療法学分野 1 名）
，
合格者 3 名（生体医工学分 2 名（一般 1 名，社会人 1 名），理学療法学分野 1 名（一般 1 名））．ただし，生体
医工学分野の 1 名入学辞退．
（2）ディプローマポリシー，カリキュラムポリシーの検討
（3）大学院教員・指導教員の資格等に関する規則の検討
（4）学位審査手順の検討
（5）学位規則改定案の作成
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（6）発表会の実施
（7）学位審査委員候補選抜
（8）早期修了の手順の検討
（9）倫理審査方針の検討
（10）ティーチングアシスタントの実地運用
（11）授業科目の変更，履修方法の検討
（12）授業評価の手順設定・実施
（13）長期履修生制度の改善
（14）研究費使用の検討
（15）川越ビルの講義室，学生研究室などの教育設備の検討
（16）FD 実施の検討
（17）大学院案内改訂
（18）教員便覧の改訂
（19）学位申請者 14 名（生体機能科学分野 4 名，生体医工学分野 3 名，理学療法学分野 7 名は，研究科委員会に
おける投票の結果，全員合格

4．評価と次年度目標
修士課程における教育環境，組織，制度，手順はほぼ確立し，入試，学生教育，学位審査は予定通りにできたと考
えている．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いきたい．
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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

千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：地域看護学：教授（任期：25.3.31）

委員

石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
：基礎看護学・看護管理学：看護学研究科長（任期：25.3.31）
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：医学教育センター：教授（任期：24.4.30）
金子公一（KANEKO, Kouichi）
：国際医療センター：教授（任期：25.3.31）
古地順子（KOCHI, Junko）
：成人看護学：教授（任期：25.3.31）
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：小児看護学：教授（任期：25.3.31）
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
：人体統合機能論：教授（任期：25.3.31）
湯沢八江（YUZAWA, Yae）
：基礎看護学・看護管理学：教授（任期：25.3.31）
冨田幸江（TOMITA, Sachie）
：基礎看護学・看護管理学：教授（任期：25.3.31）
大森智美（OOMORI, Tomomi）
：小児看護学：准教授（任期：25.3.31）
坂本文子（SAKAMOTO, Fumiko）
：成人看護学：准教授（任期：25.3.31）

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 24 年 4 月 19 日）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 7 人

欠席

2人

議事：①研究論文審査基準の了承 ②平成 23 年度第 5 回大学院委員会の報告 ③学生の単位取得状況の報告 ④
川越サテライトキャンパスの使用の確認

⑤履修届の指導教員の指導・押印の手順の確認

取得希望学生の科目等履修生制度の必要について説明・規則立案を承認
告

⑧院生用質問紙回収ボックスの設置の承認

相談・指導教員の決定

⑥精神看護学 CNS

⑦ 4/28 研究計画発表会実施予定の報

⑨研究指導教員のいない精神保健看護学分野の 3 名に関する

⑩カリキュラムポリシー・ディプロマポリシーの作成，FD 準備を了承

ジ掲載の学位論文一覧の様式を医科学研究科と揃える旨を了承

⑪ホームペー

⑫研究科委員会及び運営委員会の開催日変更を

了承
②第 2 回

定例会議（平成 24 年 5 月 17 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：①修了生の研究論文製本が図書館で閲覧可能となった旨の報告

出席 8 人

カリキュラムポリシー・ディプロマポリシーの説明と今後の審議予定に関する報告
に向けての 1 年次生への指導体制についての検討と担当教員の決定
③第 3 回

②入試問題検討会日時の決定

1人
③作成した

④ 11 月の研究計画発表会

⑤がんプロの進捗状況の報告

定例会議（平成 24 年 6 月 21 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：①入学試験出題委員の決定

欠席

②長期履修生志望者の確認

出席 9 人

欠席なし

③大学院生の図書購入希望の提出の依頼

④

院生の研究費の執行に関する確認
④第 4 回

定例会議（平成 24 年 7 月 19 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：①平成 24 年度第 2 回大学院委員会の報告
師の決定
⑤第 5 回

出席 8 人

欠席 1 人

②精神保健看護学特論Ⅰおよびがん看護学特論Ⅰの非常勤講

③専門看護師教育課程の審査結果に関する修了生からの開示要請についての検討と非開示の決定
定例会議（平成 24 年 9 月 20 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：①院生による授業評価実施の検討

出席 9 人

②川越キャンパス使用日程の確認

目等履修生受託規則の制定の必要性の説明と検討開始の了承

欠席なし

③院生 1 名の退学の承認

④科

⑤平成 25 年大学認証評価のための報告書作成委

員の選出
⑥第 6 回

定例会議（平成 24 年 10 月 18 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：①平成 24 年度第 3 回大学院委員会報告
ディプロマポリシーの検討
⑦第 7 回

出席 8 人

②科目等履修生受託規則の検討

④大学認証評価報告書「基準 1」の説明

③カリキュラムポリシー・

⑤ 11/17 研究計画発表会の報告

定例会議（平成 24 年 11 月 15 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：① 11/17 研究計画発表会の運営に関する報告

欠席 1 人

出席 9 人

欠席なし

② 12/8 研究発表会に関する報告

③大学院教員の資格
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等に関する規則（案）の説明
施の承認

④坂本准教授の運営委員会委員，研究科委員会委員就任の承認

⑥学位論文審査の主査，副査の決定

⑤大学院 FD 実

⑦院生による授業評価の実施に関する検討と実施の承認

⑧日

本看護系大学協議会からの調査への協力を承認
⑧第 8 回

定例会議（平成 24 年 12 月 13 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：①平成 25 年度入試日程の確定
の承認

③修士論文審査基準の確認

出席 9 人

欠席 1 人

②論文提出予定者の修得単位の確認と新委員加入による審査委員の変更
④大学認証評価報告書「基準 2」についての検討

⑤大学院教員の資格等

に関する規則の検討
⑨臨時会議（平成 24 年 12 月 21 日）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 9 人

欠席 1 人

議事：出願資格審査（2 名）
⑩第 9 回

定例会議（平成 25 年 1 月 17 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：①第 4 回大学院委員会の報告

②入学志願者一覧の確認

出席 9 人

受託規則，大学院の教員の資格等に関する規則，大学院学則の改正について承認
査申請（1 名）の研究科長一任事項の承認

⑤入試要員の決定

欠席 1 人

③平成 26 年度入試日程，大学院科目等履修生
④第 2 回入試の出願資格審

⑥大学認証評価報告書「基準 2」の説明と検討

⑦がん緩和ケア多職種養成コース終了の報告
⑪第 10 回

定例会議（平成 25 年 2 月 14 日）於：保健医療学部 4 階会議室

議事：①科目等履修生受託規則の平成 25 年度からの適用の承認
要領の説明と承認

③学位論文審査委員会報告の確認

の掲載内容に関する承認

②大学院の教員の資格等に関する規則，取扱

⑨ FD プログラムの承認

議事：①第 5 回大学院委員会の報告

⑤次年度パンフレット

⑦育児休業中の院生の受講に関する検討と承認

②平成 24 年度 FD 終了の報告

出席 9 人

欠席 1 人

③健康診断等に関する事項を大学院案内

④大学院教員の資格等に関する規則の看護学研究科の資格に関する事項の確認

証評価報告書「基準 4」の検討

⑥平成 24 年度論文指導の振り返り

⑧平成 25 年度授業担当者についての確認

⑤大學認

⑦院生の分野・領域変更に関する検討

⑨次年度時間割に関する確認

⑩平成 25 年度研究計画発表会まで

の精神保健看護学・がん看護学領域の院生の論文指導の担当教員についての検討と決定
更の承認

⑧

⑩最終論文の提出に関する確認

定例会議（平成 25 年 3 月 14 日）於：保健医療学部 4 階会議室

に掲載する旨の了承

欠席なし

④シラバスの様式の変更と承認

⑥共通科目の授業担当者の決定

大学院の使用ゼミ室の変更の承認
⑫第 11 回

出席 10 人

⑫平成 25 年度新入生歓迎会，研究計画発表会，研究発表会，入試担当の決定

⑪院生の分野・領域変
⑬院生による授業評

価の回収を促すことに関する検討

4．評価と次年度目標
今年度はがん看護学および精神保健看護学領域の指導教員が欠員のままであったため，論文指導及び関連する授業
科目の開講に非常勤講師を依頼するなどして，院生に不利益にならないよう苦慮した．2 回目の修了生を輩出でき，
各種届・願等の書類や入学試験及び論文の提出に関する審査の体制等は整備されたと考える．次年度に大学認証評価
を控え，不十分であった FD や学生による授業評価に関しては実施し，改正していなかった学則を改正し，科目等履
修生受託規則等の規則に関する検討も重ねて施行の運びとなった．学位論文に関する研究指導の在り方については，
引き続き進捗状況を委員会で確認しながら，研究発表会，論文審査方法等を検討する．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，精神保健看護学の専
門看護師教育課程の再申請をすること，がん看護学修了生への専門看護師資格認定審査受審へのフォローアップを行
うこと，がん看護学の 38 単位の専門看護師教育課程の申請を検討することである．また，認証評価報告書の作成を
進め，不十分な点を教員間で共有しつつ改善することである．
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3．1）教員代表者会議
1．構成員（任期 H24.4.1 〜 H26.3.31）
（第 439 回 4 月−第 449 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
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：副医学部長

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：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
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：医学部長補佐
金子公一（KANEKO, Koichi）
：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
（平成 24 年 7 月の第 442 回まで）
堤

晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）
：総合医療センター病院長

（平成 24 年 9 月の第 443 回から）
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
※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

織田弘美（ODA, Hiromi）
：学生部長
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：図書館長
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

※三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：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
※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
※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

カリキュラム室長
調査解析室長

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
137

委員会・会議報告（医学部）

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
坂本

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

西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：知財戦略研究推進部門副部門長
（平成 24 年 7 月の第 442 回まで）
※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター所長
（平成 24 年 9 月の第 443 回から）
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
村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：研究支援管理部門長
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

朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）
：泌尿器科
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
（平成 24 年 7 月の第 442 回まで）
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

（平成 24 年 7 月の第 442 回まで）
屋嘉比康治（YAKABI, Koji）
：消化器・肝臓内科
（平成 24 年 9 月の第 443 回から）
石田秀行（ISHIDA, Masahiro）
：消化管外科・一般外科
輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）
：消化器・肝臓内科
（平成 24 年 10 月の第 444 回から）
○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
北村

晶（KITAMURA, Akira）
：手術部・診療支援部副部長

石原正一郎（ISHIHARA, Syoichiro）
：研修委員会委員長
◇その他選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 16 号構成員）
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：副学長・専務理事
（平成 24 年 9 月の第 443 回から）
齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）
：学生部選出者：法医学
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吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：医学基礎

化学

池田

斎（IKEDA, Hitoshi）
：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

米谷

新（YONEYA, Shin）
：大学病院

眼科

松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：国際交流センター長
※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
※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）
：医療人育成支援センター長
計：66 名

定足数：44 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

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
（平成 24 年 7 月 1 日付 医務部 健康管理センターに転出）
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：医学部事務室次長 兼 教務課 課長
（平成 24 年 7 月 1 日付 総務部より転入）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：学生課 課長
（平成 24 年 10 月 1 日付 医学部事務室次長に昇進 学生課長兼務）
◇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 439 回：4 月 27 日（金）出席者 48 名
第 440 回：5 月 25 日（金）出席者 51 名
第 441 回：6 月 22 日（金）出席者 50 名
第 442 回：7 月 20 日（金）出席者 56 名
第 443 回：9 月 28 日（金）出席者 52 名
第 444 回：10 月 26 日（金）出席者 57 名
第 445 回：11 月 16 日（金）出席者 53 名
第 446 回：12 月 21 日（金）出席者 56 名
第 447 回：1 月 25 日（金）出席者 54 名
第 448 回：2 月 22 日（金）出席者 51 名
第 449 回：3 月 22 日（金）出席者 54 名
◇臨時開催
推薦入学試験合否判定・卒業判定：11 月 21 日（水）出席者 60 名（委任状出席者 40 名）
前期 1 次入学試験合否判定 ： 1 月 30 日（水）出席者 64 名（委任状出席者 45 名）
前期 2 次入学試験合否判定 ： 2 月 6 日（水）出席者 64 名（委任状出席者 41 名）
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後期 1 次入学試験合否判定 ： 2 月 20 日（水）出席者 62 名（委任状出席者 44 名）
後期 2 次入学試験合否判定 ： 2 月 27 日（水）出席者 63 名（委任状出席者 38 名）
センター試験利用入試合否判定： 3 月 7 日（水）出席者 61 名（委任状出席者 37 名）
◇開催回数
定期開催：11 回
臨時開催：6 回
合

計：17 回

平均 53 名
平均 62 名（委任状平均 41 名）
平均 56 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
2．医学研究センター報告
3．医学研究科委員会報告
4．大学病院報告
5．総合医療センター報告
6．国際医療センター報告
7．かわごえクリニック報告
8．図書館報告
9．学生部報告
10．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．医療人育成支援センター報告
18．各種委員会報告
（倫理委員会，医学部自己点検・評価委員会，喫煙問題検討委員会，COI 委員会，医学部入試委員会等）
19．教員組織運営会議報告
20．学長・医学部長報告
21．人事報告（教員人事委員会報告等）

4．評価と次年度目標
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る．よって，一部には准教授の構成員も選出されている．その意味
では，教授として参画しているのではなく，各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
があろう．
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．また，全教員で情報を共有いただくために，本会議におけ
る議事要約を平成 20 年度より学内ホームページで公開している．
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．
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3．2）医学部教員組織運営会議
1．構成員
委員長

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長・医学部長（任期：H26.3.31）

委

吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：副学長（任期：H26.3.31）

員

片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院病院長（任期：H26.3.31）
金澤

実（KANAZAWA, Minolu）
：大学病院院長代理（任期：H26.3.31）

小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：国際医療センター病院長（任期：H26.3.31）

加藤木利行（KATOUGI, Toshiyuki）
：国際医療センター院長代理（任期：H26.3.31）
堤

晴彦（TSUTSUMI, Haluhiko）
：総合医療センター病院長（任期：H24.9.1 〜 H26.3.31）

前田平生（MAEDA, Hirou）
：総合医療センター院長代理（任期：H26.3.31）
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：副医学部長：医学教育センター長（任期：H26.3.31）
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：副医学部長（任期：H26.3.31）
松下

祥（MATSUSHITA, Shou）
：副医学部長：医学研究センター長（任期：H26.3.31）

木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：医学部長補佐（任期：H26.3.31）
金子公一（KANEKO, Kouichi）
：医学部長補佐（任期：H26.3.31）
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長・オブザーバー（任期：H26.3.31）
※医学部長，副医学部長，医学部長補佐，各診療施設の病院長，同院長代理（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．
なお，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，「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 132 回

定例会議（平成 24 年 4 月 10 日 （学長室） 出席 10 人

欠席 3 人

第 133 回

定例会議（平成 24 年 4 月 23 日）
（学長室） 出席 10 人

欠席 3 人

第 134 回

定例会議（平成 24 年 5 月 8 日）（学長室） 出席 8 人

第 135 回

定例会議（平成 24 年 5 月 22 日）
（学長室） 出席 10 人

第 136 回

定例会議（平成 24 年 6 月 5 日）（学長室） 出席 12 人

第 137 回

定例会議（平成 24 年 6 月 19 日）
（学長室） 出席 11 人

欠席 2 人

第 138 回

定例会議（平成 24 年 7 月 17 日）
（学長室） 出席 11 人

欠席 2 人

第 139 回

定例会議（平成 24 年 9 月 18 日）
（学長室） 出席 13 人

欠席 1 人

第 140 回

定例会議（平成 24 年 10 月 16 日）（学長室） 出席 13 人

欠席 1 人

第 141 回

定例会議（平成 24 年 11 月 13 日）
（学長室） 出席 12 人

欠席 2 人

欠席 5 人
欠席 3 人
欠席 1 人
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第 142 回

定例会議（平成 24 年 12 月 18 日）
（学長室） 出席 14 人

第 143 回

定例会議（平成 25 年 1 月 22 日）（学長室） 出席 14 人

欠席 0 人

第 144 回

定例会議（平成 25 年 2 月 12 日）（学長室） 出席 13 人 欠席 1 人

第 145 回

定例会議（平成 25 年 3 月 15 日）（学長室） 出席 11 人

欠席 0 人
欠席 3 人

以上の 14 回の定例会議の開催
（2）主な活動内容（議事内容）
：
◇教員人事について
・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
・職位変更について
・特任教員の採用について
・非常勤教員の人事手続きについて
・教養教育担当教員の公募について
・教養教育担当教員の選考の進め方について
・教員任期終了者について
・客員教授の更新等について
・教養教育担当教員の選考結果について
・役職者の任期について
・特任教授の任期について
・医学教育センター，医学研究センターの人事について
・
「雇用契約書」について
・配置転換等について
・国際医療センターの教員の公募について
・名誉教授称号授与について
◇規則等の新設・改訂について
・教員便覧の改訂について
・大学院学則の変更について
・学位規則の変更について
・学位規則のうち博士に関する運用細則の変更について
・寄附研究部門規程の変更について
・埼玉医科大学医学部自己点検・評価委員会規則について
・埼玉医科大学中央研究施設規則について
・埼玉医科大学中央研究施設運営委員会規則について
・埼玉医科大学寄附研究部門設置委員会規則および埼玉医科大学寄附研究部門に関する内規について
・埼玉医科大学医学部基本学科の運営に関する規則について
・埼玉医科大学教員の資格と職位に関する規則について
・埼玉医科大学特任教員・客員教員に関する規則について
・埼玉医科大学非常勤講師・非常勤医師に関する規則について
・埼玉医科大学寄附研究部門設置委員会規則 新旧比較対照表について
・埼玉医科大学科研費等の応募資格に関する取り扱い細則について
・図書館規程類の見直しについて
・埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査規則について
・定員増に伴う学則変更について
・埼玉医科大学教員短期留学制度留学者選考に係る細則について
・埼玉医科大学教員短期留学制度規則（案）について
・埼玉医科大学海外留学規則新旧比較対照表について
・埼玉医科大学動物実験委員会規則新旧比較対照表について
・学校法人埼玉医科大学就業規程について
・学校法人埼玉医科大学有期雇用教職員就業規程について
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・埼玉医科大学の教員の任期に関する規程について
・学校法人埼玉医科大学シニアレジデント取扱規則について
・学校法人埼玉医科大学臨床フェロー取扱規則について
・埼玉医科大学の教員の任期に関する規程新旧比較対照表について
・埼玉医科大学学生部規程について
・埼玉医科大学医学部・大学院組織図（新・旧）について
◇地域医療と奨学金について
・地域の医師確保対策 2012 について
・埼玉県地域枠医学生奨学金・埼玉医科大学医学部地域医療奨学金について
・埼玉県地域枠医学生奨学金に係る埼玉県指定地域医療機関と埼玉医科大学医学部地域医療奨学金に係る指定医
療機関について
◇自己点検・評価について
・大学年報等の原稿提出について
・自己点検・評価報告書の作成担当者について
・大学機関別認証評価作業ワーキンググループ会議について
・大学機関別認証評価の申請について
・全学自己点検・評価委員会 議事録について
・大学機関別認証評価作業ワーキンググループ会議々事録について
・大学機関別認証評価作業評価ワーキンググループ医学部班執筆者一覧表について
・平成 21・22 年度の年報（自己点検・評価報告書）原稿未提出者について
◇入学試験について
・医学部入学定員増に関する現状等のアンケートについて
・推薦入学試験の応募状況について
・医学部の定員増について
・医学部推薦入試結果について
・医学部一般入試の出願状況について
・医学部入試（一般・センター試験利用）について
・医学部入試全般について
◇大学院について
・学位審査の論文について
・学位審査の申請と審査の流れについて
・埼玉医科大学大学院博士課程の募集について
・平成 25 年度大学院入試日程について
・埼玉医科大学大学院組織図について
・大学院（博士課程，修士課程）第 2 回学生募集について
・埼玉医科大学大学院の教員の資格要件等について
◇医学研究について
・分子生物学研究室スペースの共同利用実験室について
・新たな学内グラントについて
・ゲノム医学研究センター組織の英語標記について
・臨床研究に関する倫理指針について
・研究倫理について
・平成 24 年度公的研究費の管理・監査の学内責任体制について
・公的研究費について
・倫理指針の遵守について
・公的研究費に係る通常監査及び特別監査の実施について
・共同利用実験室の利用方法について
・科研費の体制整備等自己評価チェックリストについて
・研究費不正使用に係る記事について
・
「臨床研究中核病院」申請の際の知財部門・産学連携部門の担当者について
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◇学事，会議，委員会の日程等について
・平成 25 年度医学部入試日程について
・医学部教員組織運営会議・医学部自己点検評価委員会の開催について
・平成 24 年度医学部教授総会の開催について
・合同教授総会について
・医学部教員組織運営会議日程について
・埼玉医科大学各組織の主要会議等日程表について
・オープンキャンパスについて
・臨床医学生認定式について
・学生ホール竣工式典について
・医学部・保健医療学部合同教授総会について
・医学部長懇談会・医学部教員組織運営会議日程について
・医学部新任教員ならびに講師昇格教員を対象とした研修会について
・医師国家試験報告会について
◇節電対策について
・今夏の電力需給状況について
・今夏の節電について
・毛呂山キャンパス節電対策プロジェクトからの報告について
・今冬の電力需要対策について
◇その他の議事
・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
・教員数調整委員会について
・ＩＲについて
・女子栄養大学との包括的協力協定に関する調査について
・女子栄養大学と埼玉医科大学との具体的協力について
・
「医学部・大学病院の教育・研究活性化及び地域・へき地医療支援人材の確保」に関する計画書の提出について
・教員人事考課の実施について
・学外兼業について
・医学部教授総会アンケート調査結果報告書について
・医師法第 20 条ただし書の適切な運用について
・国税調査の協力依頼について
・医学部教員代表者会議構成員について
・シニアレジデント，ジュニアレジデントと臨床研修センターについて
・医学部の基本学科について
・本学のミッションの明文化について
・医学部教員代表者会議構成員について
・私立大学教育研究活性化設備整備事業の審査結果について
・県内 4 大学による「大学間連携共同教育推進事業」について
・文部科学省科学研究費部門別・種目別応募件数について
・医学部の組織図と基本学科等について
・医学教育センター教養教育ブランチ準備委員会について
・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
・毛呂山町との連携について
・臨床研修センターについて
・女性医師相談窓口について
・女性医師就業継続支援窓口の流れについて
・研究医枠運営委員会（仮称）について
・医学教育センターの教養教育部門の設置について
・合同教授総会アンケート結果について
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・国税局税務調査について
・改正労働契約法，高年齢者雇用安定法について
・臨床実習クリニカルクラークシップ受入れ実績のある学外診療施設について
・川越キャンパス，日高キャンパスの基本学科について
・教員の専門性について
・
「日本の Mayo Clinic を目指す会」について
・
「日本の Mayo を目指す会」全体集会について
・消防・防災非難訓練について
・大学事務部医学部事務室の移転について
・労働安全衛生委員会について
・その他

4．評価と次年度目標
記に示したように，教育・研究・診療における様々な問題に対応し，検討を行った．
教員の採用については，教養教育教員の一般公募を行い，英語，物理，化学，生物等の分野から 7 名の新規選考を行っ
た（平成 25 年 4 月 1 日付け採用）
．その他の教員人事に関しても，教員人事委員会と綿密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行った．「教員組織に関する問題」「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」「女性医師の処遇の問題」「医師の学外兼業」
，
「科
学研究費の問題」
「節電対策」
「教員の任期制」
「研究倫理の問題」等は，何度となく挙がった議題であった．教員選
考に関わる問題を中心として，大学が当面する課題や緊急に対応する問題の検討と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良好な運営ができたと評価している．
また，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 年の秋に予定している大学機関別認
証評価受審に向けての検討も継続的に行った．このことにより，関連する各規程，規則等の見直しが行われ，多くの
規程等が審議され，教員代表者会議に上程された．教員便覧についても，現状に合わせたものに改訂し，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．平成 24 年度大学年報（自己点検・評価報告書）の提
出に係わる事案も年度内に審議された．以上のことから，医学部自己点検評価に関連した議事は，概ね良好な審議が
行えたと判断している．
今後も教育，研究，診療等に係る諸問題を協議し，教員人事委員会，教員代表者会議等に答申，上程，提案等を行
い，本会議の運営を図っていきたいと考えている．
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3．3）医学部自己点検・評価委員会
1．構成員
委員長

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長・医学部長（任期：H26.3.31）

委

吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：副学長・専務理事（任期：H26.3.31）

員

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：副医学部長（大学評価担当）（任期：H26.3.31）
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：副医学部長：医学研究センター長（任期：H26.3.31）

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：副医学部長：医学教育センター長（任期：H26.3.31）
片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院病院長（任期：H26.3.31）
金澤

実（KANAZAWA, Minolu）
：大学病院院長代理（任期：H26.3.31）

堤

晴彦（TSUTSUMI, Haluhiko）
：総合医療センター病院長（任期：H26.3.31）

前田平生（MAEDA, Hirou）
：総合医療センター院長代理（任期：H26.3.31）
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：国際医療センター病院長（任期：H26.3.31）

加藤木利行（KATOUGI, Toshiyuki）：国際医療センター院長代理（任期：H26.3.31）
木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：医学部長補佐（任期：H26.3.31）
金子公一（KANEKO, Kouichi）
：医学部長補佐（任期：H26.3.31）
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長（担当理事）（任期：H26.3.31）

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
本委員会は教員組織運営会議・自己点検評価委員会として開催された．委員会開催記録は，教員組織運営会議・自
己点検評価委員会の項を参照いただきたい．
主たる活動は，以下の通りである．①年報を編纂に関わり，それに記される医学部各部局の自己点検・評価内容を
検討し，本学の発展に向けて提言を行う．②大学機関別認証評価に関しては，自己点検・評価報告書の中の医学部に
関する箇所のとりまとめを行う．③医学部人事考課の指針・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 51 名のうち，退職のため再任希望な
しの 2 名を除く 49 名から再任希望があった．審議の結果，49 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 年度の大学機関別認証評価受審に向けて，全学自己点検評価委員会のもとに設置された作業ワーキンググルー
プは，法人班，医学部班，保健医療学部班に分かれて作業を行ったが，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．大学機関別認証評価受審については，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）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：H26.3.31）

副委員長 齋藤一之（SAITOH, Kazuyuki）
：法医学：教授（任期：H26.3.31）
副委員長 永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学：教授（任期：H26.3.31）
委員

山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）
：教養教育（生物）：准教授（任期：H26.3.31）
松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：国際医療センター心臓内科：教授（任期：H26.3.31）
太田敏男（OHTA, Toshio）
：神経精神科・心療内科：教授（任期：H26.3.31）
藤田恵子（HUJITA, Keiko）
：解剖学：准教授（任期：H26.3.31）
野村恭一（NOMURA, Kyoichi）
：総合医療センター神経内科：教授（任期：H26.3.31）
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：H26.3.31）
柴﨑智美（SHIBAZAKI, Tomomi）
：地域医学・医療センター：准教授（任期：H26.3.31）
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター：教授（任期：H26.3.31）

伊藤彰紀（ITOH, Akinori）
：神経耳科：教授（任期：H26.3.31）
稲葉宗通（INABA, Munemichi）
：医学部同窓会（任期：H26.3.31）
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部長（任期：H26.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部次長（任期：H26.3.31）
石山

直（ISHIYAMA, Tadashi）
：大学事務部（任期：H26.3.31）

2．目的
医学部学生の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 24 年 4 月 13 日） 於：本部棟 2 階会議室
出席 13 名

欠席 3 名

議事：山崎新委員の挨拶
クラブ主将・顧問会議（4 月 6 日）の報告
新グラウンドについて（今後の予定，各クラブの学生・顧問に設備の要望を広く集める，毛呂山会への支援
を求める）
学生の健康診断について（全員が受診した）
近隣飲食店からの苦情について（学生に文書で通達する）
②第 2 回（平成 24 年 5 月 11 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 11 名

欠席 5 名

議事：藤田新委員の挨拶
女子栄養大学との文化祭相互参加について（今回は当事者の挨拶のみ）
新グラウンド建設について（学生から設備に関する要望を収集中）
東医体について（2014 年副主管であるので 2 年生から運営委員を募集中）
騒音について（10 号館からドラムの音が漏れている，防音室が必要となろう）
硬式テニス部からの要望
（長瀬のテニスコートのソーラーライトを引き抜かれるという事件が発生したため，
関係者立ち入り禁止の看板を設置する）
学生の外来受診について（病院からの要望を掲示する）
学生の健康管理について（インフルエンザが流行しているので留意するよう通達）
設備に関する要望（オルコスホールの泥ふきマット，冷水器，傘立ての要望あり）
③第 3 回（平成 24 年 6 月 8 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 10 名

欠席 6 名

議事：越華祭について（模擬店参加者全員の検便を義務付ける，適切な会計報告を行うよう指導する，女子栄養大
学との連携を強める）
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新グラウンドについて（設備要求が出そろった）
東医体について（2014 年副主管の運営委員が決定した）
スクールソングについて（作成を検討中である）
文部科学省からの通達について（未成年の飲酒について）
5 月 31 日付朝日新聞声欄への投書について（メールにて注意喚起）
学生の健康管理について（内科受診の確認，咳・下痢を訴える学生が増えている）
設備について（マットは設置，冷水器は衛生上の問題で却下，傘立ては再検討）
④第 4 回（平成 24 年 7 月 13 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 12 名

欠席 4 名

議事：東医体について（7 月 15 日開会式，8 月 1 日より競技開始）
スクールソングについて（34 年前作成の応援歌が見つかった）
学生の健康管理について（喫煙アンケートの結果）
オルコスホール利用について（遅くまで学生が残っている可能性が高いため，学生部委員の一部に入館カー
ドを配布する，なるべく階段を使用するよう指導する）
設備について（7 号館女子トイレの擬音装置故障，傘立てはアンケート実施予定）
⑤第 5 回（平成 23 年 9 月 14 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 12 名

欠席 4 名

議事：傘立て設置のアンケートについて（希望は少数であり，現状通りビニール袋）
学生部規定について（規定が存在しないため本委員会で検討する）
スクールソングについて（34 年前の応援歌の楽譜が示された）
オリエンテーションについて（飲酒・禁煙に関する注意を統一フォルダに入れる）
クラブ活動への勧誘について（新入生へのクラブ勧誘に関して苦情があるので，10 月 19 日開催予定のク
ラブ主将・顧問会議で適切な勧誘を行うよう要請する）
⑥第 6 回（平成 24 年 10 月 12 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 8 名

オブザーバー出席 1 名（学生会長） 欠席 6 名

議事：学生会長の報告（学年小員会が担っていた学生生活に関する部分を担当する組織として学生意見交換会を立
ち上げた，
各学年から自習場所や時間を拡大してほしいという要望がある，学生の要望に関するフィードバッ
クはどうしているか）
学生部委員会からの回答（自習の拡大要望は各施設の利用状況が改善されるならば検討する，学生の要望に
対するフィードバックは学年小委員会で行っている）
入学式におけるクラブ勧誘について（オリエンテーションは学事であるがクラブ説明会は任意であることが
わかるように案内する必要がある）
学生部規定について（全学，両学部の学生部規定と全学委員会規定が欠落）
次年度越華祭について（平成 25 年 10 月 26 日，27 日と決定）
⑦第 7 回（平成 24 年 11 月 2 日） 於：本部棟 2 階会議室
出席 13 名

オブザーバー出席 2 名（新学生会長，副会長） 欠席 3 名

議事：新学生会長の挨拶と意見（各学年掲示板の授業変更連絡が小さくて見づらい，定期試験問題の回収をやめて
ほしい，越華祭での学生の違法駐車に関する謝罪）
学生部委員会からの回答（掲示については改善する，試験問題の回収については医学教育センターに伝える
が学年小委員会でも問題提起してほしい，オルコスホールの利用時間を守ってほしい，越華祭前夜祭の騒音
について苦情があった）
新グラウンドについて（10 月 31 日に農地転用の許可がおりた，予算の関係でベアグラウンドとなる，設
備は当初案よりは縮小した規模となる予定）
東医体について（2014 年の副主管に向けて運営委員の部屋と活動費の準備が必要）
学生の健康管理について（インフルエンザ予防接種，針刺し事故の対応）
⑧第 8 回（平成 24 年 12 月 14 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 13 名

欠席 3 名

議事：学生部規定について（文法上の問題点，今後の進め方）
学生の近隣諸店への駐車について（一般的駐車マナー遵守を促す注意喚起を掲示）
オルコスホール利用状況（毎日私物を強制撤去するという手段で改善しつつある）
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クリッカーについて（放置例が数例あり，該当者は個別に注意した）
国際交流センター報告（交換留学制度説明会，語学研修の予定について）
新グラウンドについて（売買契約，着工は 2013 年 1 月以降）
ハラスメント小委員会報告（年明けに情報交換，今後の方針決定を予定）
学生の健康管理について（感染性胃腸炎が低学年に多発している）
⑨第 9 回（平成 25 年 2 月 8 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 14 名

欠席 2 名

議事：学生部規定について（修正案を統合し最終案を決定する）
ハラスメント小委員会報告（当初はセクハラを主対象としてきたが，様々なハラスメントが増えているため
対象を広げて対処する，学生便覧の見直しや医学概論におけるグループ学習への導入を通じてハラスメント
対策の啓蒙を行う）
学生の健康管理について（1 年生にインフルエンザが増えている）
国際交流センター報告（交換留学に関する今後の日程説明）
⑩第 10 回（平成 25 年 3 月 8 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 12 名

欠席者 4 名

議事：学生部規定について（最終案を確認し，教員代表者会議に上程する）
痴漢未遂被害について（犯罪多発地域，犯罪のパターンを含め注意喚起する）
来年度の避難訓練について（平成 25 年 4 月 18 日の午後実施予定）
国際交流センター報告（春季語学研修と越生セミナーについて案内あり）
委員の交代（齋藤委員の退職に伴い東医体理事とグラウンド関係は伊藤委員へ）

4．評価と次年度目標
今年度から導入されたセンター試験利用入試のため，1 月の委員会開催は困難となり，8 月と 1 月を除く各月に開
催し年 10 回開催となった．今後も同様に，年 10 回開催とする．
新入生オリエンテーションは例年通りに行われ，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．
第 55 回東医体夏季大会は 8 月 1 日から行われ，昨年に引き続き陸上部，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．
交換留学は例年通り行われ，10 月 10 日には職員の短期留学者とともに報告会が行われた．
越華祭は 10 月 27 日（土）
，28 日（日）に行われた．新企画として，マスコットキャラクターを募集し，“ えっか
ニャン ” というマスコットが生まれた．屋外企画としてシャカラビというアーティストの演奏とお笑い芸人の演芸が
行われた．昨年に引き続いて，学生・教職員によるオペラ “ カルメン ” を行い，好評を博した．包括協定を結んだ女
子栄養大学に参加を要請し，点心部の参加を得た．例年通り，毛呂山町商工会と日高市商工会に参加していただいた．
昨年度から学生会の活性化を呼びかけてきたが，学生会長から，学生意見交換会という組織を作って学年小委員会
の機能を補填することになった，という報告があった．
4 月と 10 月にクラブ主将・顧問会議を開催し，クラブ活動における問題点を討議した．
日高の国際医療センターの近くに新グラウンドが建設されることになり，グラウンドや設備に関する要望を取りま
とめた．
2014 年の東医体副主管に向けて運営委員が選出され，部屋や予算などの手当てを行った．
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討議し，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や越華祭運営委員の参加を求め，円滑な運営が行えるよ
う助言した．
次年度も学生の参加を求めながら運営し，学生生活の向上に寄与したい．
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3．5）教員棟・会議室・講堂等管理運営委員会
1．構成員
顧問

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長・医学部長（任期：H26.3.31）

委員長

岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：医学部長補佐（任期：H26.3.31）

委員

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：副医学部長・教育センター長（任期：H26.3.31）

委員

織田弘美（ODA, Hiromi）
：大学病院副院長（任期：H26.3.31）

委員

穐田真澄（AKITA, Masumi）
：中央研究施設形態部門：教授（任期：H26.3.31）

委員

金

委員

藤田恵子（FUJITA, Keiko）
：解剖学：准教授（任期：H26.3.31）

委員

青木正康（AOKI, Masayasu）
：大学病院長補佐（任期：H26.3.31）

委員

内野

委員

村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：大学事務部学生課：課長（任期：H26.3.31）

委員

石山

委員

河村陽子（KAWAMURA, Yoko）
：大学事務部学生課（任期：H24.12.1 〜 H26.3.31）

潤澤（KIN, Jyuntaku）
：整形外科：教授（任期：H26.3.31）

敏（UCHINO, Satoshi）
：第二購買課：係長（任期：H26.3.31）
直（ISHIYAMA, Tadashi）
：大学事務部学生課（任期：H24.11.30）

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 24 年度は計 6 回の委員会（メイル会議を含む）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・貸与）が円滑に行われるよう，適宜，調整を行った．
③ 8 号館の共用応接室を 205 号室から 311 号室に移動し，205 号室を居室とした．
④基礎医学棟 4 Ｆカンファレンスルームの 3 Ｆ旧分子生物学教室跡への移転に際し，学内ＨＰ上の予約画面より
利用可能となるよう変更を行った．

4．評価と次年度目標
教員数の増加に応じて教員棟が一時的に満室となったが，共用・法人管理部屋の整理や退職者からの返却を進め，
貸与を希望する現役教員全員に居室を準備できた．
本年度より，新外来棟建設にともなう学内施設の再編が進められており，本委員会も協調して活動していく．教員
棟でも十分な数の居室を確保する必要があり，重要書類の倉庫として利用されている部屋を居室として有効活用する
ため，紙カルテなどの倉庫が設置される際に書類の移動を行っていく．
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3．6）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：H26.3.31）

委員長

岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：医学部長補佐（任期：H26.3.31）

副委員長 丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）
：専務理事（任期：H26.3.31）
委員

片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院長（任期：H26.3.31）

委員

鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：図書館長（任期：H26.3.31）

委員

織田弘美（ODA, Hiromi）
：大学病院副院長（任期：H26.3.31）

委員

松下

委員

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：副医学部長・教育センター長（任期：H26.3.31）

委員

渡辺修一（WATANABE, Shuichi）
：生理学：教授（任期：H26.3.31）

委員

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：化学：教授（任期：H26.3.31）

委員

持田

委員

堀口一夫（HORIGUCHI, Kazuo）
：事務局長（任期：H26.3.31）

委員

北沢

委員

綿貫公男（WATANUKI, Kimio）
：施設部長（任期：H26.3.31）

委員

田島賢司（TAJIMA, Kenji）
：経理部長（任期：H26.3.31）

委員

小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部長（任期：H26.3.31）

委員

水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）
：大学事務部次長・教務課：課長（任期：H24.6.30）

委員

内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：大学事務部次長・教務課：課長（任期：H24.7.1 〜 H26.3.31）

委員

村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部次長・学生課：課長（任期：H25.3.31）

委員

片山博雄（KATAYAMA, Hiroo）
：短期大学：副学長（任期：H26.3.31）

委員

所ミヨ子（TOKORO, Miyoko）
：短期大学：教授（任期：H26.3.31）

祥（MATSUSHITA, Shou）
：副医学部長・研究センター長（任期：H26.3.31）

智（MOCHIDA, Satoshi）
：医学部長補佐（任期：H26.3.31）
清（KITAZAWA, Kiyoshi）
：施設部建設企画室長（任期：H26.3.31）

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 24 年度は，第 19 回の委員会を 5 月 24 日に，またコアメンバーによるサブミーティングを平成 25 年 3 月
26 日に開催した．またその他にも，委員長を含むサブグループにてそれぞれの課題について適宜対応した．
①旧分子生物学教室・実験室を分割し，共同利用実験室，共用カンファレンスルーム，医学会・研究センター資料
室，インターネット閲覧室とし，また基礎医学棟 4F（旧）共用カンファレンスルームを増員された生化学教室
の教員室とした．
②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と学生ホールは
新学生ホールに移転することとなった．また事務部門は基礎医学棟 1F 旧事務部跡および第 1 講堂へ，看護部・
薬剤部更衣室は新ロッカー棟へ，また消化器内科・産婦人科研究室は第 2 研究棟 1F・3F にそれぞれ移転するこ
ととなった．
③図書館に保管中の入院患者の紙カルテの移動先を，倉庫を新設するなど検討することとなった．
④消化器外科医局員の増員に際して，一時的な本部棟 503 号室の利用が承認された．なお医局・研究室などのス
ペースを管理する部署が明確ではなく，規定・管轄部署を整備することとなった．
⑤耳鼻咽喉科，小児外科，微生物学教室より実験室拡充の要望書が提出されたが，原則として各基本学科に新たな
研究スペースは供与しないという委員会の方針（第 18 回委員会議事録参照）から，取り下げられた．
⑥新設された教養教育部門教員の居室として，7 号館 1F を使用することとなった．

4．評価と次年度目標
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
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祉棟解体に先立つ内部部門・施設の移転先を検討および決定した．今後も次々と毛呂山キャンパス敷地内で施設の新・
改築が進められていくため，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跡地
利用や移転先の検討・決定をしていくこととする．なお委員のスケジュール調整が困難なことから，今後の委員会は
メイル会議もしくはコアメンバーのサブミーティングも含めながら，定期的に開催する予定である．
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3．7）卒前教育合同会議
議長：持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：
（毛呂）消化器内科・肝臓内科 平成 24 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日

副議長：土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：
（毛呂）皮膚科

同上

医学教育センター長：荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：（毛呂）神経内科・脳卒中内科

同上

＜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

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：
（基礎）医学基礎
菅原

同上
化学

隆（SUGAWARA, Takashi）
：
（基礎）医学基礎

生物学

同上
同上

山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）
：
（基礎）医学基礎

生物学

同上

向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）
：
（基礎）医学基礎

物理学

同上

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）
：
（基礎）医学基礎

英語

同上

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, Shu-ichi）
：
（基礎）生理学

同上

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター

同上

高野和敬（TAKANO, Kazuhiro）
：
（基礎）解剖学

同上

中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）
：
（基礎）生理学

同上

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：
（基礎）生化学

同上

荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）
：
（基礎）生化学

同上

佐々木惇（SASAKI, Atsushi）
：
（基礎）病理学

同上

山本啓二（YAMAMOTO, Keiji）
：
（毛呂）心臓内科

同上

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

同上

朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）
：
（毛呂）泌尿器科

同上

新津

同上

守（NIITSU, Mamoru）
：
（毛呂）放射線科

3 年生担当委員：
萩原弘一（HAGIWARA, Kouichi）
：
（毛呂）呼吸器内科

同上

丸山

同上

敬（MARUYAMA, Kei）
：
（基礎）薬理学

永井正規（NAGAI, Masaki）
：
（基礎）公衆衛生学

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

金

同上

潤澤（KIM, Yoon Taek）
：
（毛呂）整形外科・脊椎外科

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

齋藤一之（SAITOH, Kazuyuki）
：
（基礎）法医学

同上

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：
（毛呂）皮膚科

同上

加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：
（毛呂）耳鼻咽喉科

同上

松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）
：
（毛呂）麻酔科

同上

5 年生担当委員：
間嶋

満（MAJIMA, Mitsuru）
：
（毛呂）リハビリテーション科

同上

森

茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター

同上

辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：医学教育センター

同上

名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：
（毛呂）消化器・肝臓内科

同上

小宮山伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）
：
（日高）心臓内科

同上
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井上郁夫（INOUE, Ikuo）
：
（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科

同上

松田

晃（MATSUDA, Akira）
：
（日高）造血器腫瘍科

同上

大竹

明（OHTAKE, Akira）
：
（毛呂）小児科

同上

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

同上

三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）
：
（川越）中央検査部

同上

6 年生担当委員：
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：
（基礎）病理学

同上

松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：
（日高）心臓内科

同上

永田

真（NAGATA, Makoto）
：
（毛呂）呼吸器内科

同上

秋山雄次（AKIYAMA, Yuji）
：
（毛呂）リウマチ・膠原病科

同上

中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）
：
（毛呂）総合診療内科

同上

石原

同上

理（ISHIHARA, Osamu）
：
（毛呂）産科・婦人科

オブザーバー：
別所正美（BESSHO, Masami）
：学長・医学部長

同上

山田泰子（YAMADA, Yasuko）
：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

荒関かやの（ARASEKI, Kayano）
：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

大西京子（OHNISHI, Kyoko）
：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

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

守屋

修（MORIYA, Osamu）
：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

柴崎智美（SHIBASAKI, Satomi）
：地域医学・医療センター

同上

織田弘美（ODA, Hiromi）
：
（毛呂）整形外科・脊椎外科

同上

稲葉宗通（INABA, Munemichi）
：毛呂病院

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

菅原

同上

自然科学の基礎

赤間啓一（AKAMA, Keiichi）：（基礎）医学基礎

1 年生「細胞生物学 -1」コース

隆（SUGAWARA, Takashi）：（基礎）医学基礎生物学
物理学

菅原

隆（SUGAWARA, Takashi）：（基礎）医学基礎

細胞生物学 -1-1

守屋

修（MORIYA, Osamu）：（基礎）微生物学

生物学

細胞生物学 -1-2

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：（基礎）生化学

細胞生物学 -1-3

山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：（基礎）医学基礎

細胞生物学 -1 実習

穂苅

同上
同上
同上

生物学 同上

茂（HOKARI, Shigeru）：（基礎）生化学

同上

1 年生「人体の構造と機能 -1」コース 永島雅文（NAGASHIMA, Masafumi）：（基礎）解剖学

同上

人体の構造と機能 -1-1

永島雅文（NAGASHIMA, Masafumi）：（基礎）解剖学

同上

人体の構造と機能 -1-2

藤田恵子（FUJITA, Keiko）：（基礎）解剖学

同上

人体の構造と機能 -1-3

高野和敬（TAKANO, Kazuhiro）：（基礎）解剖学

同上

1 年生「医学の基礎」コース
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同上

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）：（基礎）医学基礎

化学

同上

英語 -1

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）：（基礎）医学基礎

英語

同上

英語 -2

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）：（基礎）医学基礎

英語

同上

英語 -3

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）：（基礎）医学基礎

英語

同上

医学の物理 -1

勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）：（基礎）医学基礎

物理学

同上

医学の物理 -2

向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）：（基礎）医学基礎

医学の物理 -3

赤間啓一（AKAMA, Keiichi）：（基礎）医学基礎

医学の化学 -1

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）：（基礎）医学基礎

物理学

物理学
化学

同上
同上
同上

委員会・会議報告（医学部）

医学の化学 -2

磯部正良（ISOBE, Masayoshi）：（基礎）医学基礎

医学の化学 -3

森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）：（基礎）医学基礎

化学
化学

医学の数学 -1

向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）：（基礎）医学基礎

物理学

医学の数学 -2

勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）：（基礎）医学基礎

医学の数学 -3

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：情報技術支援推進センター 同上

基礎科学実験 -1（物理学実験）

赤間啓一（AKAMA, Keiichi）：（基礎）医学基礎

基礎科学実験 -2（化学実験）

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）：（基礎）医学基礎

1 年生「良医への道 -1」コース

物理学

物理学
化学

同上
同上
同上
同上
同上
同上

渡辺修一（WATANABE, Shu-ichi）：（基礎）生理学

同上

医学概論

永島雅文（NAGASHIMA, Masafumi）：（基礎）解剖学

同上

臨床推論

森

茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター

同上

臨床入門

森

茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター

同上

選択必修

森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）：（基礎）医学基礎

化学

2 年生「細胞生物学 -2（実習）
」コース 村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：（基礎）生化学
細胞生物学 -2 実習

穂苅

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
同上

茂（HOKARI, Shigeru）：（基礎）生化学

同上
同上

2 年生「人体の構造と機能 -2」コース 渡辺修一（WATANABE, Shu-ichi）：（基礎）生理学

同上

総論（代謝）

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：（基礎）生化学

同上

総論（組織・発生）

永島雅文（NAGASHIMA, Masafumi）：（基礎）解剖学

同上

総論（情報伝達）

中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）：（基礎）生理学

同上

皮膚・運動器

藤田恵子（FUJITA, Keiko）：（基礎）解剖学

同上

内分泌

高田真理（TAKADA, Makoto）：（基礎）生理学

同上

循環器

高田真理（TAKADA, Makoto）：（基礎）生理学

同上

呼吸器

中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）：（基礎）生理学

同上

腎・泌尿器

伊丹千晶（ITAMI, Chiaki）：（基礎）生理学

同上

消化器

中尾啓子（NAKAO, Keiko）：（基礎）生理学

同上

生殖器

池田正明（IKEDA, Masaaki）：（基礎）生理学

同上

血液

坂本

同上

遺伝

荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）：（基礎）生化学

同上

感覚器

渡辺修一（WATANABE, Shu-ichi）：（基礎）生理学

同上

神経（脳実習を含む）

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

渡辺修一（WATANABE, Shu-ichi）：（基礎）生理学

同上

丸山

同上

機能系実習
2 年生「病気の基礎 -1」コース

安（SAKAMOTO, Yasushi）：中央研究施設

敬（MARUYAMA, Kei）：（基礎）薬理学

病理総論

佐々木惇（SASAKI, Atsushi）：（基礎）病理学

同上

薬理総論

丸山

同上

2 年生「良医への道 -2」コース

敬（MARUYAMA, Kei）：（基礎）薬理学

渡辺修一（WATANABE, Shu-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
3 年生「病気の基礎 -2」コース

森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）：（基礎）医学基礎

化学

同上

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：（基礎）微生物

同上

感染

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：（基礎）微生物

同上

免疫

松下

同上

疫学

祥（MATSUSITA, Sho）：（基礎）免疫学

永井正規（NAGAI, Masaki）：（基礎）公衆衛生学

同上

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：（毛呂）皮膚科

同上

診療の基本

萩原弘一（HAGIWARA, Kouichi）：（毛呂）呼吸器内科

同上

呼吸器

村山芳武（MURAYAMA, Yoshitake）：（日高）呼吸器内科

同上

循環器

小宮山伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）：（日高）心臓内科

同上

消化器

岡

同上

3 年生「ヒトの病気 -1」コース

政志（OKA, Masashi）：（毛呂）消化器内科・肝臓内科
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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

生殖器

石原

内分泌・代謝

井上郁夫（INOUE, Ikuo）：（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科

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

3 年生「良医への道 -3」

4 年生「ヒトの病気 -2」コース

理（ISHIHARA, Osamu）：（毛呂）腎臓内科

同上

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：（毛呂）皮膚科

同上

神経

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）：（毛呂）神経内科・脳卒中内科

同上

感覚器

米谷

同上

皮膚・運動器

織田弘美（ODA, Hiromi）：（毛呂）整形外科

新（YONEYA, Shin）：（毛呂）眼科

同上

感染

山口敏行（YAMAGUCHI, Toshiyuki）：（毛呂）感染症科・感染制御科 同上

免疫

三村俊英（MIMURA, Toshihide）：（毛呂）リウマチ・膠原病科 同上

腫瘍

奈良林至（NARABAYASHI, Masaru）：（日高）腫瘍内科

同上

画像

内野

晃（UCHINO, Akira）：（日高）放射線科

同上

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

同上

精神

豊島良一（TOYOSHIMA, Ryouichi）：（毛呂）精神神経科・心療内科 同上

救急・麻酔
4 年生「社会と医学」コース

根本

学（NEMOTO, Manabu）：（日高）救急医学科

同上

齋藤一之（SAITOH, Kazuyuki）：（基礎）法医学

同上

疾病の予防と対策

永井正規（NAGAI, Masaki）：（基礎）公衆衛生学

同上

地域社会と健康

鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）：（毛呂）地域医学・医療センター 同上

異常死の診断

齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）：（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）：（毛呂）皮膚科

同上

臨床入門

中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）：（毛呂）総合診療内科

同上

松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）：（日高）心臓内科

同上

4 年生「良医への道 -4」

医学英語
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

6 年生「総合学習」コース

持田

智（MOCHIDA, Satoshi）：（毛呂）消化器内科・肝臓内科 同上

間嶋

満（MAJIMA, Mitsuru）：（毛呂）リハビリテーション科 同上

「臨床学習 -2」コース
＜教育主任＞
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森

茂久（MORI, Shigehisa）

同上

医学研究センター

町田早苗（MACHIDA, Sanae）

同上

中央研究施設

穐田真澄（AKITA, Masumi）

同上

川越キャンパス研究部

田丸淳一（TAMARU, Junichi）

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

笹島

同上

解剖学

永島雅文（NAGASHIMA, Masafumi）

同上

生理学

渡辺修一（WATANABE, Shu-ichi）

同上

生化学

穂苅

茂（HOKARI, Shigeru）

同上

薬理学

丸山

敬（MARUYAMA, Kei）

同上

病理学

佐々木惇（SASAKI, Atsushi）

同上

微生物学

小林信春（KOBAYASHI, Nobuharu）

同上

免疫学

曽根敏雄（SONE, Toshio）

同上

公衆衛生学

永井正規（NAGAI, Masaki）

法医学

齋藤一之（SAITOH, Kazuyuki）

茂（SASAJIMA, Shigeru）

同上
平成 24 年 4 月 1 日〜平成 24 年 12 月 31 日
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髙田
ゲノム医学研究センター
毛呂：消化器内科・肝臓内科

綾（TAKADA, Aya）

平成 25 年 1 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日

奥田晶彦（OKUDA, Akihiko） 平成 24 年 4 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日
中山伸朗（NAKAYAMA, Nobuaki）

同上

心臓内科

山本啓二（YAMAMOTO, Keiji）

同上

呼吸器内科

永田

同上

内分泌内科・糖尿病内科

井上郁夫（INOUE, Ikuo）

同上

血液内科

脇本直樹（WAKIMOTO, Naoki）

同上

神経内科・脳卒中内科

山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）

同上

リウマチ・膠原病科

秋山雄次（AKIYAMA, Yuji）

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

同上

真（NAGATA, Makoto）

望（SHINOZUKA, Nozomi）

乳腺腫瘍科

松浦一生（MATSUURA, Kazuo）

小児外科

大野康治（OHNO, Yasuharu）平成 24 年 4 月 1 日〜平成 24 年 6 月 30 日

整形外科・脊椎外科

同上

寺脇

幹（TERAWAKI, Kan） 平成 24 年 7 月 1 日〜平成 24 年 9 月 30 日

古村

眞（HURUMURA, Makoto）平成 24 年 10 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日

金

潤澤（KIM, Yoon Taek） 平成 24 年 4 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日

脳神経外科

藤巻高光（FUJIMAKI, Takamitsu）

同上

形成外科・美容外科

中塚貴志（NAKATUKA, Takashi）

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

同上

新（YONEYA, Shin）

耳鼻咽喉科

伊藤彰紀（ITOU, Akinori）

同上

産科・婦人科

石原

同上

理（ISHIHARA, Osamu）

歯科・口腔外科

依田哲也（YODA, Tetsuya）

同上

リハビリテーション科

間嶋

満（MAJIMA, Mitsuru）

同上

麻酔科

松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）

同上

急患センター（ER）

松木盛行（MATSUKI, Moriyuki）

同上

東洋医学

三村俊英（MIMURA, Toshihide）

同上

放射線科

鈴木健之（SUZUKI, Kenji）

同上

精神神経科・心療内科

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

小林清子（KOBAYASHI, Kiyoko）

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）

平成 24 年 4 月 1 日〜平成 24 年 6 月 30 日

名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）平成 24 年 7 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日
心臓内科

伊藤博之（ITO, Hiroyuki）

平成 24 年 4 月 1 日〜平成 24 年 8 月 31 日

西岡利彦（NISHIOKA, Toshihiko） 平成 24 年 9 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日
呼吸器内科

植松和嗣（UEMATSU, Kazutsugu） 平成 24 年 4 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日

内分泌・糖尿病内科

松田昌文（MATSUDA, Masafumi）

同上

血液内科

木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）

同上

神経内科

深浦彦彰（HUKAURA, Hikoaki）

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

出口順夫（DEGUCHI, Junno）

同上
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乳腺・内分泌外科

大西

呼吸器外科

中山光男（NAKAYAMA, Mitsuo）

同上
同上

心臓血管外科

山火秀明（YAMABI, Hideaki）

同上

整形外科

平岡久忠（HIRAOKA, Hisatada）

同上

脳神経外科

張

同上

漢秀（CHANG, Han Soo）

形成外科・美容外科

大西文夫（OONISHI, Humio）

同上

小児科

側島久典（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

菊地

同上

茂（KIKUCHI, Shigeru）

産婦人科

馬場一憲（BABA, Kazunori）

同上

歯科・口腔外科

下山哲夫（SHIMOYAMA, Tetsuo）

同上

リハビリテーション科

山本

同上

麻酔科

宮尾秀樹（MIYAO, Hideki）

満（YAMAMOTO, Mitsuru）

小山
救急科（ER）

平成 24 年 4 月 1 日〜平成 24 年 9 月 30 日

薫（KOYAMA, Kaoru）平成 24 年 10 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日

輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）平成 24 年 4 月 1 日〜平成 24 年 9 月 30 日
大貫

学（ONUKI, Manabu）平成 24 年 10 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日

高度救急救命センター

熊井戸邦佳（KUMAIDO, Kuniyoshi）平成 24 年 4 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日

放射線科

長田久人（OSADA, Hisato）

精神神経科

堀川直史（HORIKAWA, Naoshi）平成 24 年 4 月 1 日〜平成 24 年 6 月 30 日
深津

同上

亮（HUKATU, Ryou）

平成 24 年 7 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日

臨床検査医学

三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）平成 24 年 4 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日

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）平成 24 年 4 月 1 日〜平成 24 年 8 月 31 日

日高：消化器内科
心臓内科
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清（ONISHI, Kiyoshi）

伊藤博之（ITO, Hiroyuki）

平成 24 年 9 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日

新井

平成 24 年 4 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日

晋（ARAI, Shin）

小宮山伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）

同上

呼吸器内科

村山芳武（MURAYAMA, Yoshitake）

同上

内分泌・糖尿病内科

栗原

進（KURIHARA, Susumu）

同上

造血器腫瘍科

松田

晃（MATSUDA, Akira）

神経内科・脳卒中内科

林

健（HAYASHI, Ken）

同上
同上

腎臓内科

渡邊裕輔（WATANABE, Yu-suke）

同上

腫瘍内科

嶋田

同上

顕（SHIMADA, Ken）

感染症科

宮里明子（MIYAZATO, Akiko）

同上

消化器外科

山口茂樹（YAMAGUCHI, Shigeki）

同上

乳腺腫瘍科

大崎昭彦（OSAKI, Akihiko）

同上

呼吸器外科

坂口浩三（SAKAGUCHI, Hirozou）

同上

心臓血管外科

上部一彦（UWABE, Kazuhiko）

同上

整形外科

矢澤康男（YAZAWA, Yasuo）

同上

脳神経外科

山根文孝（YAMANE, Humitaka）

同上

形成外科

横川秀樹（YOKOGAWA, Hideki）

同上

小児心臓科

小林俊樹（KOBAYASHI, Toshiki）

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

産婦人科

長尾昌二（NAGAO, Shoji）

正（SUGASAWA, Masashi）

同上
同上
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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

放射線科

内野

晃（UCHINO, Akira）

同上

精神科

大西秀樹（OHNISHI, Hideki）

同上

臨床検査医学

池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）

同上

病理診断科

安田政実（YASUDA, Masanori）

同上

輸血・細胞移植科

池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）

同上

2．目

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．

3．活動報告
第 67 回卒前教育合同会議（平成 24 年 4 月 10 日，議事録あり）
第 68 回卒前教育合同会議（平成 24 年 5 月 8 日，議事録あり）
第 69 回卒前教育合同会議（平成 24 年 6 月 12 日，議事録あり）
第 70 回卒前教育合同会議（平成 24 年 7 月 10 日，議事録あり）
第 71 回卒前教育合同会議（平成 24 年 9 月 11 日，議事録あり）
第 72 回卒前教育合同会議（平成 24 年 10 月 9 日，議事録あり）
第 73 回卒前教育合同会議（平成 24 年 11 月 6 日，議事録あり）
第 74 回卒前教育合同会議（平成 24 年 12 月 11 日，議事録あり）
第 75 回卒前教育合同会議（平成 25 年 1 月 15 日，議事録あり）
第 76 回卒前教育合同会議（平成 25 年 2 月 12 日，議事録あり）
第 77 回卒前教育合同会議（平成 25 年 3 月 12 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，ノート 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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3．8）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 24 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日
副委員長：土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：
（毛呂）皮膚科

同上

委

同上

員：荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：医学部長・医学教育センター長

1 年生担当委員：
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：
（基礎）医学基礎
菅原

同上
化学

隆（SUGAWARA, Takashi）
：
（基礎）医学基礎

生物学

同上
同上

山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）
：
（基礎）医学基礎

生物学

同上

向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）
：
（基礎）医学基礎

物理学

同上

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）
：
（基礎）医学基礎

英語

同上

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

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター

同上

高野和敬（TAKANO, Kazuhiro）
：
（基礎）解剖学

同上

中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）
：
（基礎）生理学

同上

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：
（基礎）生化学

同上

荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）
：
（基礎）生化学

同上

佐々木惇（SASAKI, Atsushi）
：
（基礎）病理学

同上

山本啓二（YAMAMOTO, Keiji）
：
（毛呂）心臓内科

同上

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

同上

朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）
：
（毛呂）泌尿器科

同上

新津

同上

守（NIITSU, Mamoru）
：
（毛呂）放射線科

3 年生担当委員：
萩原弘一（HAGIWARA, Kouichi）
：
（毛呂）呼吸器内科

同上

丸山

同上

敬（MARUYAMA, Kei）
：
（基礎）薬理学

永井正規（NAGAI, Masaki）
：
（基礎）公衆衛生学

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

金

同上

潤澤（KIM, Yoon Taek）
：
（毛呂）整形外科・脊椎外科

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

齋藤一之（SAITOH, Kazuyuki）
：
（基礎）法医学

同上

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：
（毛呂）皮膚科

同上

加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：
（毛呂）耳鼻咽喉科

同上

松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）
：
（毛呂）麻酔科

同上

5 年生担当委員：
間嶋

満（MAJIMA, Mitsuru）
：
（毛呂）リハビリテーション科

同上

森

茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター

同上

辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：医学教育センター

同上

名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：
（毛呂）消化器・肝臓内科

同上

小宮山伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）
：
（日高）心臓内科

同上
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井上郁夫（INOUE, Ikuo）
：
（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科

同上

松田

晃（MATSUDA, Akira）
：
（日高）造血器腫瘍科

同上

大竹

明（OHTAKE, Akira）
：
（毛呂）小児科

同上

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

同上

三橋知明（MIHASHI, Tomoaki）
：
（川越）中央検査部

同上

6 年生担当委員：
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：
（基礎）病理学

同上

松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：
（日高）心臓内科

同上

永田

真（NAGATA, Makoto）
：
（毛呂）呼吸器内科

同上

秋山雄次（AKIYAMA, Yuji）
：
（毛呂）リウマチ・膠原病科

同上

中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）
：
（毛呂）総合診療内科

同上

石原

同上

理（ISHIHARA, Osamu）
：
（毛呂）産科・婦人科

オブザーバー：
別所正美（BESSHO, Masami）
：学長・医学部長

同上

山田泰子（YAMADA, Yasuko）
：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

荒関かやの（ARASEKI, Kayano）
：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

大西京子（OHNISHI, Kyoko）
：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

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

守屋

修（MORIYA, Osamu）
：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

柴崎智美（SHIBASAKI, Satomi）
：地域医学・医療センター

同上

織田弘美（ODA, Hiromi）
：
（毛呂）整形外科・脊椎外科

同上

稲葉宗通（INABA, Munemichi）
：毛呂病院

同上

学生委員：
（1 年生） 江島弘直，髙草木啓太，髙橋聖彦，竹井響子，濱田篤史
（2 年生） 井川佑郎，柴﨑由佳，徳山仁美，中津

賢，松本佳祐

（3 年生） 金田光平，小林高之，小吉伸治，中井葉子
（4 年生） 竹島圭吾，水田愛弓，目時

茂，小山哲生，廣川哲太郎

（5 年生） 家村秀俊，押川一達，柏原聡一郎，相馬直人，三宅高史
（6 年生） 伊藤浩子，下出崇輝，高橋宏之，田辺愛弓，串田好宏，関

要

国試対策委員：
（3 年生） 有川滋久，伊藤

礼，伊東由圭，伊東由圭，藏野美夏，齊藤

（4 年生） 新井徳子，安藤

渚，碓氷桃子，遠藤由佳，岡元啓太，奥山智輝，金本嘉久，長坂恭子

（5 年生） 池田

舞，柏原聡一郎，加藤安声，末永慎吾，杉浦

（6 年生） 師田瑞樹，森

2．目

陵，野々宮瑞紀

彩，高柳裕子，深谷大地，福島史人，吉田智昭

悠樹，松山桃子，長谷川早紀，廣瀬賢人，松田尚子，澤井

梓，井本匡哉

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
（3）教育に関する FD，ワー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
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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．なお，同会議には平成 25 年以降は各学年の代表も
参加することが決定した．
3-1．委員会の開催
第 67 回卒前教育合同会議（平成 24 年 4 月 10 日，議事録あり）
第 68 回卒前教育合同会議（平成 24 年 5 月 8 日，議事録あり）
第 69 回卒前教育合同会議（平成 24 年 6 月 12 日，議事録あり）
第 70 回卒前教育合同会議（平成 24 年 7 月 10 日，議事録あり）
第 71 回卒前教育合同会議（平成 24 年 9 月 11 日，議事録あり）
第 72 回卒前教育合同会議（平成 24 年 10 月 9 日，議事録あり）
第 73 回卒前教育合同会議（平成 24 年 11 月 6 日，議事録あり）
第 74 回卒前教育合同会議（平成 24 年 12 月 11 日，議事録あり）
第 75 回卒前教育合同会議（平成 25 年 1 月 15 日，議事録あり）
第 76 回卒前教育合同会議（平成 25 年 2 月 12 日，議事録あり）
第 77 回卒前教育合同会議（平成 25 年 3 月 12 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，8 月 3 日〜 4 日に川越ビルにて第 33 回医学教育ワークショッップを開
催し，27 名が参加した．第Ⅱ部として実施してきた全体集会は，平成 23 年度から「医学教育フォーラム」と
して，別途開催することになった．第 2 回医学教育フォーラムは 9 月 29 日に毛呂山，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開催した．テーマは「国際認証と本学の医学教育の展望」で講演は吉岡俊
正先生（東京女子医科大学）にお願いした．
（4）平成 24 年 2 月 9 日〜 11 日に実施された第 107 回医師国家試験の合格率は，新卒 100％
（99/99）
，既卒 0％（0/2）
，全体で 99.0％（99/101）であり，新卒合格率は全国 1 位，全体での合格率も私学
29 校中 3 位，全医科大学，医学部 80 校中 4 位であった．
（5）平成 24 年の卒業，進級の状況は下表の通りである．
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学年
1年
2年
3年
4年
5年
6年
計

学生数
129
130
131
110
111
110
721

進級，
卒業（条件付）
125（13）
124（15）
123（14）
107（13）
105（2）
99
683（57）

留年
4
5
6
2
6
10
33

休学
0
0
1
1
0
1
3

退学
0
1
1
0
0
0
2

全体での進級，卒業率は 94.7％であるが，平成 19 年度入学生 107 人のうち，平成 24 年度に卒業したのは 82 人，
医師国家試験合格者も 82 人であり，今年度卒業生のストレート卒業率，医師国家試験合格率はともに 76.6％であっ
た．

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 100％で医学部，医科大学 80 校中で 1 位と
良好な成績が得られたが，6 年生での留年が 10 名存在した．同学年のストレート卒業率，医師国家試験合格率はと
もには 76.6％（82/107）
，ストレート国試合格率は 73.4％（80/109）で 80％を下回っていた．また，1 〜 5 年生
にも計 23 名の留年生があり，2 年と 3 年では各 1 名の退学生が発生した．また，進級制度の改編に伴って，57 名
の条件付き進級者が発生した．条件付き進級者は平成 23 年度の 29 名に比して倍増しており，中には 7 ユニットが
不合格の学生も認められた．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 25 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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3．9）卒後教育委員会
1．構成員
委 員 長

三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：埼玉医科大学病院リウマチ膠原病科：教授（任期：H26.3.31）

副委員長

中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）：埼玉医科大学病院総合診療内科：教授（任期：H26.3.31）

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：H24.9.30）

副委員長

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：H26.3.31）

副委員長

石原正一郎（ISHIHARA, Shoichiro）：国際医療センター脳神経外科：教授（任期：H26.3.31）

委

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：医学教育センター長（任期：H26.3.31）

員

松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：国際交流センター長（任期：H26.3.31）
依田哲也（YODA, Tetsuya）
：埼玉医科大学病院歯科・口腔外科：教授（任期：H26.3.31）
伊藤博之（ITO, Hiroyuki）
：総合医療センター心臓内科：准教授（任期：H26.3.31）
西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）：国際医療センター心臓内科：教授（任期：H26.3.31）
宮澤光男（MIYAZAWA, Mitsuo）
：国際医療センター消化器外科：教授（任期：H26.3.31）

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，卒後臨床研修は大学病院，
総合医療センターおよび国際医療センターに設置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
究支援などである．

3．活動報告
（1）委員会開催
①第 1 回（平成 24 年 4 月 24 日）
於：本部棟 2 階会議室
総合医療センター 2 階第 3 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
議事：a．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．
c．平成 23 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．
d．平成 24 年度の運営方針について話し合われた．
②第 2 回（平成 24 年 5 月 22 日）
於：本部棟 1 階会議室
総合医療センター 2 階第 3 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
議事：a．本委員会後援の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．
b．持ち回り委員会において審査された学術集会 2 件の事後報告がなされ，確認が行われた．
c．本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
③第 3 回（平成 24 年 6 月 26 日）
於：本部棟 1 階会議室
総合医療センター 2 階第 3 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
議事：a．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．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．
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c．本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
④第 4 回（平成 24 年 7 月 24 日）
於：本部棟 1 階会議室
総合医療センター 2 階第 3 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
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．
⑤第 5 回（平成 24 年 9 月 25 日）
於：本部棟 1 階会議室
総合医療センター 2 階第 3 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 8 人
議事：a．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．
⑥第 6 回（平成 24 年 10 月 23 日）
於：本部棟 2 階会議室
総合医療センター 2 階第 3 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 3 人
議事：a．本委員会主催の学術集会 1 件と本委員会後援の学術集会 3 件が申請され，審議の結果 2 件承認，1
件非承認とされた．
b．本委員会主催の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
⑦第 7 回（平成 24 年 11 月 27 日）
於：本部棟 2 階会議室
総合医療センター 2 階第 3 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
議事：a．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．
⑧第 8 回（平成 24 年 12 月 25 日）
於：本部棟 2 階会議室
総合医療センター 5 階ゼミ室 1（テレビ会議）
国際医療センター教員棟 1 階会議室（テレビ会議）
出席者 5 人
議事：a．本委員会主催の学術集会 3 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．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．
⑨第 9 回（平成 25 年 1 月 22 日）
於：本部棟 2 階会議室
総合医療センター 2 階第 3 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
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 3 件が申請され，審議の結果承認された．
⑩第 10 回（平成 25 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 3 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
議事：a．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．
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b．持ち回り委員会において審査された学術集会 2 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の出席報告が提出され，確認が行われた．
⑪第 11 回（平成 25 年 3 月 26 日）
於：本部棟 1 階会議室
総合医療センター 2 階第 3 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 3 人
議事：a．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．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．
（2）卒後教育委員会主催学術集会
以下の 6 件の学術集会を主催とした．
第1回

講師：東京女子医科大学
吉岡俊正

副理事長

医学部医学教育学

教授

先生

演題：医科大学国際認証時代を迎えて
日時：平成 24 年 9 月 29 日（土） 16:30 〜 17:30
申請：医学教育センター
第2回

講師：NTT 東日本関東病院
斎藤健一

口腔外科部長

先生

演題：国際病院評価機構 JCI 認定取得の意義とその概要
日時：平成 24 年 12 月 5 日（水） 17:00 〜 18:00
申請：国際医療センター JCI 受審準備委員会
第3回

講師：山中温泉医療センター
大村健二

センター長

先生

演題：炎症・創傷の治癒と栄養管理
日時：平成 25 年 2 月 1 日（金） 18:30 〜 19:30
申請：大学病院 NST 運営委員会
第4回

講師：大阪大学医学部附属病院
朝野和典

感染制御部

先生

演題：多剤耐性緑膿菌（MDRP）制御からの出発
日時：平成 25 年 2 月 15 日（金） 18:00 〜 19:00
申請：大学病院院内感染対策室
第5回

講師：北里大学臨床薬理研究所
青谷恵利子

臨床試験コーディネーティング

先生

演題：臨床研究の倫理とは何か
日時：平成 25 年 3 月 13 日（水） 18:00 〜 19:00
申請：国際医療センター臨床試験支援センター
第6回

講師：社会保険京都病院整形外科主任部長

スポーツ整形外科センター長

京都府立医科大学臨床教授
原

邦夫

先生

演題：なでしこジャパンの奇跡：
チームドクターとしてワールドカップとロンドンオリンピックを支えて
日時：平成 25 年 3 月 14 日（木） 18:00 〜 19:00
申請：国際医療センター心臓リハビリテーション科
（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北海道大学大学院医学研究科循環病態内科学
真茅みゆき

先生

②順天堂大学医学部循環器内科
島田和典
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演題：①高齢心不全患者に対する疾病管理の重要性と心臓リハビリテーションの役割
②維持期高齢患者の心臓リハビリテーション
日時：平成 24 年 4 月 14 日（土） 14:30 〜 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：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救急災害医学分野
同医学部附属病院
大友康裕

教授

救命救急センター長

演題：3.11 から 1 年

先生
我が国の集団災害を考える

日時：平成 24 年 4 月 16 日（月） 18:00 〜 19:30
申請：国際医療センター救急医学科
第3回

講師：公益財団法人東京都医学総合研究所基盤技術研究センター
米川博道

先生

演題：ミトコンドリア DNA の遺伝：母性遺伝と急調分離
日時：平成 24 年 4 月 20 日（金） 17:00 〜 18:00
申請：ゲノム医学研究センター
第4回

講師：都立駒込病院脳神経外科
田部井勇助

先生

演題：髄膜がん腫症に対する治療
日時：平成 24 年 5 月 28 日（水） 17:00 〜 18:00
申請：国際医療センター脳神経外科
第5回

講師：①アメリカ空軍横田基地第 374 医療群

司令官

Dr.Lee H Harvis
②アメリカ空軍横田基地第 374 医療群横田空軍病院

家庭医

Dr.Shihshiang Cheng
演題：①オペレーション

トモダチ

② History of Western Medicine

” 西洋医学の歴史 ”

日時：平成 24 年 6 月 1 日（金） 18:00 〜 20:00
申請：大学病院リウマチ膠原病科
第6回

講師：Institute for Regenerative Medicine and Comprehensive Cancer
Center, Departments of Urology and Pathology, University of
California,
Dr.Robert Blelloch
演題：Small RNA Regulation of Pluripotency and Embryonic Development
日時：平成 24 年 6 月 12 日（火） 17:00 〜 18:00
申請：ゲノム医学研究センター

第7回

講師：長崎大学医学部法医学教室
山本琢磨

助教

先生

演題：Metabolic Auopsy を用いた乳幼児突然死症例の検討
〜先天性代謝異常症の観点から〜
日時：平成 24 年 6 月 19 日（金） 17:00 〜 18:00
申請：大学病院小児科
第8回

講師：武田薬品工業株式会社医薬研究本部中枢神経疾患
ドラッグディスカバリーユニット
森

俊介

研究アライアンスチームリーダー

先生

演題：日本におけるライフサイエンス分野の産学連携の阻害要因と解決策
日時：平成 24 年 6 月 26 日（火） 18:00 〜 19:00
申請：医学研究センター知財戦略研究推進部門
第9回

講師：京都大学医学部人間健康学科
青山朋樹

准教授

先生

演題：関節リウマチ患者と医療従事者の医療情報共有システムの開発
167

委員会・会議報告（医学部）

日時：平成 24 年 8 月 29 日（水） 18:30 〜 20:00
申請：大学病院リウマチ膠原病科
第 10 回

講師：北里大学医学部分子遺伝学
宮下俊之

教授

先生

演題：ヘッジホッグシグナル伝達経路の異常と疾患
日時：平成 24 年 9 月 5 日（水） 16:00 〜 17:00
申請：生理学
第 11 回

講師：Department of Biochemistry, National University of Singapore
Adjunct Associate Professo
Dr. Edwin Cheung
演題：Global Regulation of Chromatin Structure and Transcription by
Estrogen Receptor in Breast Cancer
日時：平成 24 年 10 月 19 日（金） 17:00 〜 18:00
申請：ゲノム医学研究センター

第 12 回

講師：ボッフム大学ノルドラインウェストファーレン心臓病糖尿病センター
胸部心臓血管外科心臓移植病棟

上級医

Dr.Uwe Schulz
演題：最新の心臓移植後免疫療法
日時：平成 24 年 11 月 19 日（木） 17:00 〜 18:00
申請：国際医療センター心臓内科
第 13 回

講師：①ボッフム大学ノルドラインウェストファーレン心臓病糖尿病センター
胸部心臓血管外科心臓移植病棟

病棟医

Dr. Holm Eickmeyer
②ボッフム大学ノルドラインウェストファーレン心臓病糖尿病センター
輸血医学部門

プレジェクトリーダー

Dr. Jan Weile
演題：① Bad Oeynhausen における心臓移植患者の感染症予防と治療
②移植患者の感染症への診断と治療

多パラメーターを用いた感染性疾患の診断

日時：平成 24 年 11 月 20 日（火） 16:00 〜 17:30
申請：国際医療センター心臓内科
第 14 回

講師：四谷メディカルキューブ
笠間和典

減量外科センター長

先生

演題：肥満・糖尿病に対する外科治療〜関連疾患・臓器に及ぼす効果〜
日時：平成 24 年 11 月 21 日（水） 19:00 〜 20:30
申請：大学病院リウマチ膠原病科
第 15 回

講師：ハワイ大学医学部シムチキ・シミュレーションセンター

ディレクター

Dr. Benjamin Worth Berg
演題：最新のシミュレーション基盤型教育
日時：平成 24 年 12 月 3 日（月） 15:00 〜 17:00
申請：医療人育成支援センター
第 16 回

講師：カナダトロント大学産科麻酔科部長
Dr. Jose CA Carvalho
演題：Management of Postpartum Hemorrhage

産褥出血の管理

日時：平成 24 年 12 月 10 日（月） 19:00 〜 20:00
申請：総合医療センター産科麻酔科
第 17 回

講師：金沢大学産科婦人科学
牧野田知

先生

演題：MRI を用いた胎児肺の成熟度診断
日時：平成 25 年 2 月 15 日（金） 19:00 〜 21:00
申請：総合医療センター産婦人科
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第 18 回

講師：東京大学医学部附属病院
岡崎充宏

感染制御部細菌検査室

副技師長

先生

演題：院内感染対策における東大病院の取り組み
日時：平成 25 年 2 月 22 日（金） 18:00 〜 19:00
申請：大学病院院内感染対策室
第 19 回

講師：特定非営利法人
小畑和馬

小児がん治療開発サポート

NPO 法人

SUCCES

先生

演題：患者（私）から見た小児がんと，一般からみた小児がん
日時：平成 25 年 3 月 4 日（月） 18:00 〜 19:30
申請：国際医療センター脳脊髄腫瘍科
第 20 回

講師：東京都立小児医療センター集中治療室
清水直樹

先生

演題：新しい「救命の連鎖」と小児救命治療
日時：平成 25 年 3 月 5 日（火） 18:45 〜 20:00
申請：総合医療センター小児科
第 21 回

講師：杏林大学医学部小児科主任教授
岡

明

先生

演題：周産期脳障害と脳性麻痺・発達障害
日時：平成 25 年 3 月 12 日（火） 19:00 〜 20:00
申請：国際医療センター小児科
第 22 回

講師：神奈川歯科大学大学院環境病理学・唾液腺健康医学
槻木恵一

先生

演題：歯科口腔領域の病理診断のポイント
日時：平成 25 年 3 月 14 日（木） 18:00 〜 19:00
申請：国際医療センター病理診断科
第 23 回

講師：シティー・オブ・ホープ病院付属ベックマン研究所
川又紀彦

先生

演題：16 番逆位を伴う急性骨髄性白血病における核局在 CBFb-SMMHC
キメラ蛋白の機能的重要性
日時：平成 25 年 3 月 15 日（金） 18:00 〜 19:00
申請：大学病院血液内科
第 24 回

講師：Chief of Gastrointestinal Pathology
Professor of Pathology at Paris Descartes University
Assistant Head of Pathology Department of Cochin Hospital, Paris
Dr. Benoît TERRIS
演題：At early or metastatic stage, pathological analysis gives important
clinical informations in colorectal cancer
日時：平成 25 年 3 月 19 日（火） 17:15 〜 18:10
申請：国際医療センター病理診断科

第 25 回

講師：帝京大学ちば総合医療センター地域医療学
井上和男

先生

演題：地域医療の 2 つの「学」と「楽」
日時：平成 25 年 3 月 25 日（月） 18:00 〜 19:00
申請：国際医療センター頭頸部腫瘍科

4．評価と次年度目標
本年度は，6 件の学術集会を主催し，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 2 件行われた．また，卒後
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教育委員会による主催学術集会の企画・開催について，年間を通じ意見交換がなされた．具体化すべく，来年度も課
題としたい．
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3．10）中央研究施設運営委員会
1．構成員
委員長：坂本

安（SAKAMOTO, Yasushi）
：中央研究施設・機能部門：教授：任期：H26 年 3 月 31 日

委員：村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：生化学教室：教授：任期：H26 年 3 月 31 日
委員：荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：神経内科学教室：教授：任期：H26 年 3 月 31 日
委員：中村晃一郎（NAKAMURA, Kouichiroh）
：皮膚科学教室：教授：任期：H26 年 3 月 31 日
委員：中山伸朗（NAKAYAMA, Nobuaki）
：消化器・肝臓内科学教室：准教授：任期：H26 年 3 月 31 日
委員：藤田恵子（HUJITA, Keiko）
：解剖学教室：准教授：任期：H26 年 3 月 31 日
委員：森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）
：化学教室：講師：任期：H26 年 3 月 31 日
委員：椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：IT センター：准教授：任期：H26 年 3 月 31 日
委員：小野

啓（ONO, Hiraku）
：内分泌・糖尿病内科学教室：講師：任期：H26 年 3 月 31 日

委員：仁科正実（NISHINA, Masami）
：中央研究施設・実験動物部門：准教授：任期：H26 年 3 月 31 日
委員：穐田真澄（AKITA, Masumi）
：中央研究施設・形態部門：教授：任期：H26 年 3 月 31 日
オブザーバー：和田

実（WADA, Minoru）
：経理部第二購買課：次長：任期：H26 年 3 月 31 日

オブザーバー：田島賢司（TAJIMA, Kenji）
：経理部：部長：任期：H26 年 3 月 31 日

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 52 回中央研究施設運営委員会
開催日：平成 24 年 5 月 9 日（水）
主な議題：Ⅰ）設置希望機器申請について

Ⅱ）中央研究施設運営委員会規則の変更について

Ⅲ）中央研究施設

規則の変更について
審議結果：
Ⅰ -1） 昨 年 度 の 私 学 助 成 金 申 請（ 設 備 整 備 助 成 ） に， 共 焦 点 レ ー ザ ー 顕 微 鏡（LSM 700Flexibe Confocal
Microscope : カールツアイス社）の申請を遂行し，不採択となったが，多光子励起レーザー顕微鏡に関する設置
希望が強いため本年度，再度この装置を同助成金に対する設置希望機器とする．その他の設置希望機器に関して
討議され，以下の装置が私学助成金申請対象機器としてリストアップ，ランク付けされた．
（1）共焦点スキャンボックス CellVoyager CV 100（横河電機）
（2）ED FACS Aria セルソーター 375 レーザー増設／古コンバージョンセット（TCO 付）増設（ベクトンディッキ
ンソン）
（3）ナノスケール遺伝子解析システム（Fluidigm）
Ⅰ -2）学内の予算での検討を希望する機器として以下について協議することとなった．
（1）全血／単球からのフルオート磁気細胞分離装置 RoboSep（VERITAS）
（2）多機能マイクロプレートリーダー Varioskan Flash（Thermo Scientiﬁc）
（3）超遠心機（日立）
Ⅱ）
中央研究施設運営委員会規則に関して，
メーリング会議に基づく変更点の説明があり，これに関して了承された．
Ⅲ）中央研究施設規則に関して，メーリング会議に基づく変更点の説明が有り了承された．
②第 53 回中央研究施設運営委員会
開催日：平成 24 年 10 月 5 日（金）
主な議題：Ⅰ）会計報告

Ⅱ）設置希望機器について

Ⅲ）医学研究センター・共同利用実験室に関して

Ⅳ）人

事に関して
審議結果：
Ⅰ）平成 23 年度（2011）各部門会計報告が行われ了承された．
Ⅱ -1）多光子励起レーザー顕微鏡 LSM710NLO（カールツアイス社）に関して，私学助成金（研究設備助成）へ
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の申請を行った旨報告された．
Ⅱ -2）以下の設置希望機器に関して説明が有り，その整備に関して検討を進めることとなった．
a）大気圧走査電子顕微鏡，b）X 線 CT 微細胞構造解析システム，c）化学発光イメージング装置，d）超遠心機
Ⅲ -1）基礎棟 3 階，旧分子生物教室実験室に共同利用実験室が開設され実際に利用が開始され，平成 24 年 9 月
10 日より申請を受け付け，現在数組の利用申請がある旨報告された．
Ⅳ -1）平成 24 年 7 月より，RI 部門の部門長として小野啓講師が着任された旨報告された．
③第 54 回中央研究施設運営委員会議
開催日：平成 25 年 1 月 8 日（火）
主な議題：Ⅰ）設置希望機器について
動物部門利用手引きについて

Ⅱ）各部門利用者協議会について

Ⅲ）感染性廃棄物について

Ⅳ）実験

Ⅴ）RI 部門放射性動物乾燥装置の購入申請に関して

審議結果：
Ⅰ）本年度私学助成（設備整備枠）で申請した高精度コンフォーカル顕微鏡（LSM710：カールツアイス社製）が
内定された旨報告された．
Ⅱ）昨年末（12 月 10 日）に開催された合同利用者協議会を受け，利用者協議会は運営方針並びに利用上の取り
決め等に変更点が生じた場合に利用者との意見の擦り合わせを重視し，部門ごとに必要に応じて開催することと
なった．また，各部門における教育訓練やテクニカルセミナーの場も利用者協議会の一端と位置付け，利用者の
意見を吸い上げて行く旨了承された．
Ⅲ）施設内における廃棄物分別用ラベルの統一化に関して提案があり了承された．
Ⅳ）実験動物部門・利用手引きについて実験動物施設の第三者評価の施行が予定されており評価資料の一部として
必要であることが報告・説明され，医学研究センター会議にこれらの手引きと書類を提出する旨了承された．こ
れらの書類は，実験動物施設のホームページにて公開するとともに実験動物部門の利用者協議会を年度内に開催
して利用者との内容の擦り合わせを遂行することとなった．また，併せて各利用者の施設内における実験動物の
利用状況の相互把握を目的とした協議内容を盛り込むことで了承された．
Ⅴ）RI 実験により放出される実験動物の処理を請け負う会社の倒産に伴い，これらの実験動物を施設内で処理す
る必要が生じているとの報告がなされた．これについて放射性動物乾燥装置が法律上必要不可欠である旨説明が
あり，購買課にて当該装置の購入に関して検討して頂くこととなった．

4．評価と次年度目標
医学研究センター・共同利用実験室が，9 月に開設され，同センターの共同利用施設運営部門と当該運営委員会が
連携して運営体制を整えることができた．また，施設利用登録プログラムが導入され，各部門の協力により円滑な利
用が行われている．設備の老朽化が課題のひとつであるが，ある適度の機器の更新に関して目処が立った．
P2 実験室の構造並びに老朽化設備に関する見直しを進めること，近年増加している大学院生，卒論生の利用に関
して合理的な取り決め等を進めることを次年度の目標とする．
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3．11）環境安全委員会
1．構成員
委員長

松下

委

吉田喜太郎 (YOSHIDA, Kitaro)：医学部教養教育･教授 ( 任期 : 平成 26 年 3 月 31 日 )

員

丸山

祥 (MATSUSHITA, Sho)：医学部免疫学･教授 ( 任期 : 平成 26 年 3 月 31 日 )
敬 (MARUYAMA, Kei)：医学部薬理学･教授 ( 任期 : 平成 26 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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3．12）医学部入学試験委員会
1．構成員
委員長

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長

（任期：H26.3.31）

副委員長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：皮膚科教授 入試実施委員会委員長

（任期：H26.3.31）

委

吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：副学長

（任期：H26.3.31）

員

片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院病院長

（任期：H26.3.31）

堤

（任期：H26.3.31）

晴彦（TSUTSUMI, Haluhiko）
：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

（任期：H26.3.31）

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitarou）
：医学基礎教授 入試実施委員会副委員長

（任期：H26.3.31）

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryouichi）
：神経精神科・心療内科教授 面接責任者

（任期：H26.3.31）

渡辺修一（WATANABE, Shuuichi）
：生理学教授 問題作成責任者

（任期：H26.3.31）

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：教育センター長

（任期：H26.3.31）

持田

（任期：H26.3.31）

智（MOCHIDA, Satoshi）
：消化器内科・肝臓内科教授

織田弘美（ODA, Hiromi）
：学生部長

（任期：H26.3.31）

上原政治（UEAHARA, Seiji）
：アドミッションセンター特任教授

（任期：H26.3.31）

濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）
：副理事長

（任期：H26.3.31）

堀口一夫（HORIGUCHI, Kazuo）
：事務局長

オブザーバー

オブザーバー

（任期：H26.3.31）

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：H26.3.31）

水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）
：アドミッションセンター事務部門

オブザーバー
（任期：H24.4.1 〜 H24.6.30）

内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：大学事務部教務課長
笠間

忍（KASAMA, Shinobu）
：大学事務部庶務課長

（任期：H24.7.1 〜 H26.3.31）

オブザーバー

小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：入試事務室長・大学事務部長

オブザーバー

オブザーバー

（任期：H26.3.31）
（任期：H26.3.31）

村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：大学事務部学生課長 事務局
アドミッションセンター事務部門

オブザーバー

（任期：H26.3.31）

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し，また，入学試験の実施の責任を負う．
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 24 年 4 月 17 日（火）
）：本部棟 2 階会議室

出席 13 人，欠席 7 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 年度入試委員
会日程について，平成 25 年度医学部入試日程（案）について，平成 24 年度医学部入試実施委員会日程（案）
について，平成 24 年度オープンキャンパス日程（案）について，他
第2回
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出席 15 人，欠席 5 人
議題：入試実施委員会からの報告について，センター試験ワーキンググループからの報告について，平成 24 年度
オープンキャンパス日程（案）について，入学試験に関するアンケート結果について，平成 25 年度学生募集要
項について，他
第3回

定例会議（平成 24 年 6 月 19 日（火）
）：本部棟 2 階会議室

出席 15 人，欠席 5 人
議題：文部科学省 大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会参加報告について，オープンキャンパスについて，
一般入試における入学者の受験歴について，一般入試合格者の入学校選択について，平成 25 年度入学試験日程
について，私立医科大学（医学部）の志願者・受験者・入学者の推移について，平成 24 年度入学者の入試と成
績の相関について，平成 24 年度私立医科大学（医学部）学生納付金について，平成 25 年度推薦入試指定校に
ついて，平成 24 年度入試問題第三者評価結果について，他
第4回

定例会議（平成 24 年 9 月 12 日（火）
）：本部棟 1 階会議室

出席 12 人， 欠席 8 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，平成 24 年度の入試面接評価と入学後の成績
について，オープンキャンパススケジュール表について，他
第5回

定例会議（平成 24 年 11 月 20 日）
：本部棟 1 階会議室

出席 18 人，欠席 2 人
議題：平成 25 年度推薦入学試験合否判定について，平成 25 年度推薦入試地域医療意向調査集計結果について，
平成 25 年度医学部推薦入学予定者に対する課題の原稿作成について，平成 25 年度センター試験利用入学試験
2 次試験について，平成 25 年度センター試験利用入学試験 他大学の日程について，医学部入試委員会日程の変
更について，他
第6回

定例会議（平成 25 年 1 月 16 日）
：本部棟 2 階会議室

出席 14 人，欠席 6 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，大学入試センター試験利用
入学試験について，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，平成 25 年度入試の実施に
向けての改善点について，平成 25 年度センター試験 2 次試験について，第 2 回オープンキャンパスアンケート
集計結果について，平成 25 年度私立医科大学合同入試説明会・相談会（案）について，他
第7回

定例会議（平成 25 年 1 月 29 日）
：本部棟 2 階会議室

出席 17 人，欠席 3 人
議題：平成 25 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 25 年 2 月 5 日）
：丸木記念館 7 階会議室

出席 18 人，欠席 2 人
議題：平成 25 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 25 年 2 月 19 日）
：本部棟 2 階会議室

出席 19 人，欠席 1 人
議題：平成 25 年度医学部後期入学試験 1 次試験結果について，平成 25 年度センター試験利用入学試験について，他
第 10 回 定例会議（平成 25 年 2 月 26 日）
：丸木記念館 7 階会議室
出席 18 人，欠席 2 人
議題：平成 25 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，平成 25 年度センター試験利用
入学試験 1 次試験結果について，平成 25 年度センター試験利用入学試験 2 次試験について，他
第 11 回 定例会議（平成 25 年 3 月 6 日）
：丸木記念館 7 階会議室
出席 15 人，欠席 5 人
議題：平成 25 年度センター試験利用入学試験 2 次試験結果について，他
（2）平成 25 年度新入生数
125 名（男 78 名，女 47 名）
推薦試験入学者

10 名（男 3 名，女 7 名）

前期試験入学者

49 名（男 29 名，女 20 名）

後期試験入学者

60 名（男 43 名，女 17 名）

センター入学者

6 名（男 3 名，女 3 名）

（3）平成 24 年度の主な活動内容
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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大学入試センター利用入学試験の実施についての検討
③入学試験合格者決定のための検討
④特待生決定のための検討
⑤入試問題作成のためのアドミッションセンター特任講師への指示と連携
⑥平成 25 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
⑦一般入学試験監督者の改善アンケート結果による検討
⑧入学試験問題作成についての検討
⑨地域医療への貢献に関する意向調査についての検討
⑩医学研究（研究医）に関する意向調査についての検討
⑪医学部オープンキャンパスの開催
・1 回目

平成 24 年 7 月 22 日（日）

・2 回目

平成 24 年 9 月 16 日（日）

⑫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
⑬大学入試センター試験における女子栄養大学との共同実施
⑭その他
（4）平成 25 年度医学部入学試験
①入学試験日程
・推薦入試

平成 24 年 11 月 18 日（日）

合格発表

平成 24 年 11 月 21 日（水）

・一般入試（前期）
一次試験

平成 25 年 1 月 27 日（日）

合格発表

平成 25 年 1 月 30 日（水）

二次試験

平成 25 年 2 月 3 日（日）

合格発表

平成 25 年 2 月 6 日（水）

・一般入試（後期）
一次試験

平成 25 年 2 月 17 日（日）

合格発表

平成 25 年 2 月 20 日（水）

二次試験

平成 25 年 2 月 24 日（日）

合格発表

平成 25 年 2 月 27 日（水）

・センター試験利用入学試験
一次試験

平成 25 年 1 月 19 日（日）
，20 日（日）

合格発表

平成 25 年 2 月 27 日（水）

二次試験

平成 25 年 3 月 3 日（日）

合格発表

平成 25 年 3 月 7 日（木）

②平成 25 年度入試募集人員
推薦入学試験募集人員

約 10 名

一般入学試験（前期）募集人員

約 60 名

一般入学試験（後期）募集人員

約 40 名

センター試験利用入学試験募集人員

約 10 名

③平成 25 年度推薦入学試験
・志願者数 42 名（内，男子 19 名，女子 23 名）
・受験者数 42 名（内，現役 28 名，浪人 14 名）
・合格者数 10 名（内，男子 3 名，女子 7 名）
（内，現役 6 名，浪人 4 名）
（内，指定校 4 校 4 名）
（埼玉県出身者 4 名）
④前期一般入学試験第一次試験
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〔出願者概要〕
・出願者数：2，079 名（前年比 114 名減）
・男子：1，298 名（62.4％）
，女子：781 名（37.6％）
・年令：18 才〜 20 才（75.6％）
・出身校：私立高校（73.6％）公立高校（23.7％）
・卒後経歴：現役（22.9％）予備校生（64.0％）
・高校在学中の評点平均：Ａ（18.1％）
，Ｂ（44.0％）
〔受験者概要〕
・受験者数：1，920 名（出願者の 92.3％）
・欠席者数： 159 名（出願者の 7.6％）
〔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 456 点

合計 500 点

最低点 88 点

平均点 284.2 点

〔合否判定結果〕
・合格者数：375 名（得点 344 点，366 位まで）
・男女の別：男子 207 名（55.2％）
，女子 168 名（44.8％）
⑤前期一般入学試験第二次試験
〔受験者概要〕
・前期第 2 次試験受験者数：328 名（欠席者数：47 名）
・男女別：男子 178 名（54.3％）
，女子 150 名（45.7％）
・現役，浪人年数：現役 36 名（11.0％）
，1 浪 103 名（31.4％），2 浪 77 名（23.5％）3 浪 54 名（16.5％）
，
4 浪以上 58 名（17.7％）
〔第 2 次試験（面接）統計〕
・最高点：20 点／最低点：6 点／平均点：13.41 点
・標準偏差：2.61
・評価結果集計：
（対象評価数 1,312 面接委員数 4 名×受験者 328 名）
評価 A：124（ 9.45％）※昨年度 評価 A：133 ／対象 1,264（10.52％）
評価 B：402（30.64％）※昨年度 評価 B：381 ／対象 1,264（30.14％）
評価 C：615（46.88％）※昨年度 評価 C：556 ／対象 1,264（43.99％）
評価 D：154（11.74％）※昨年度 評価 D：183 ／対象 1,264（14.48％）
評価 E：17（ 1.30％）※昨年度 評価 E： 11 ／対象 1,324（ 0.87％）
〔合否判定結果〕
・合格候補者：60 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：2,109 名
・男子：1,281 名（60.7％）
，女子：828 名（39.3％）
・年令：18 歳〜 20 歳（71.8％）
・出身校：私立高校 75.4％，公立校 21.8％
・現役，高卒後の経歴：現役 21.5％，予備校 65.4％
・高校在学中の評点平均：Ａ 17.7％，Ｂ 45.7％
・受験者数：1,813 名（86.0％）
，欠席者数：296 名（14.0％）
・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：330 名（得点 338 点，323 位まで）
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・男女別：男子 210 名（63.6％）
，女子 120 名（36.4％）
〔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：429 点， 最低点：69 点
（前期最高点：456 点，最低点：88 点）
・合計得点平均点：前期 284.2 点

後期 281.4 点

・科目別平均点（100 点換算）
英語：60.0 点，数学：51.8 点，物理：58.7 点，化学：50.1 点，生物：58.2 点，小論文：62.4 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：330 名
・男女別：男子 210 名（63.6％）
，女子 120 名（36.4％）
〔受験者概要〕
・後期第 2 次試験受験者数：294 名（欠席者数：36 名）
・男女別：男子 192 名（65.3％）
，女子 102 名（34.7％）
〔第 2 次試験（面接）統計〕
・最高点：20 点，最低点：5 点，平均点：13.50 点，標準偏差：2.54
・評価結果の集計
評価 A 8.25％，B 33.33％，C 47.02％，D 10.46％，E 0.94％
・面接評価と内申点の相関関係 0.390
〔合否判定結果〕
・合格者：46 名
〔特待生〕
・合格者特待生：成績上位 3 名
⑧センター試験利用入学試験一次試験
〔出願者概要〕
・第 1 次試験出願者数：689 名
・男女別：男子 408 名（59.2％）
，女子 281 名（40.8％）
〔受験者概要〕
・第 1 次試験受験者数：679 名（欠席者数：10 名）
〔合格者概要〕
・第 1 次試験合格者数：123 名（得点 447 点，114 位まで）
・男女別：男子 74 名（60.2％）
，女子 49 名（39.8％）
⑨センター試験利用入学試験二次試験
〔受験者概要〕
・第 2 次試験受験者数：37 名（欠席者数：86 名）
・男女別：男子 22 名（59.5％）
，女子 15 名（40.5％）
〔第 2 次試験（Ａ面接）統計〕
・最高点：19 点，最低点：9 点，平均点：14.68 点，標準偏差：2.44
・評価結果の集計
評価 A 16.89％，B 41.89％，C 32.43％，D 8.78％，E 0.00％
・Ａ面接評価と内申点の相関関係 -0.033
〔合否判定結果〕
・合格者：10 名
・男女別：男子 5 名（50.0％）
，女子 5 名（50.0％）

4．評価と次年度目標
平成 25 年度医学部入学者選抜試験は，平成 24 年度と同様に推薦入試と前期・後期 2 期制の一般入学試験を実施
するとともに，
センター試験利用入学試験を初めて実施した．昨年度は女子栄養大学に試験監督として教員を派遣し，
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今年度の本格実施に備える形となったが，本年度は試験監督の他に「試験室連絡係」として事務員も派遣した．平成
25 年度の募集定員は研究医枠 1 名が増員となり 121 名として実施した．志願者数を延べ人数でみると，平成 24 年
度一般入学試験志願者数 4，045 名に対し，平成 25 年度は，前期 2，079 名，後期 2，109 名で 143 名の増加となった．
センター試験利用入学試験の 689 名を併せると合計 4，877 名となり，832 名の増加である．推薦入試においては，
志願者数 42 名であり，昨年度比 4 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 125 名（男性 78 名，女性 47 名）の新入生が入学した．
入試方式としては，推薦入試は適性試験（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した．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，平成 24 年度入試で面接を担当した入学学生の面接評価と入学後の成績をフィードバッ
クし，平成 25 年度入試の面接評価の際の参考に供した．さらに，面接終了後にアンケートを行い，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特任講師と連携を取りながら何回にも渡る校正を重ね入試
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 25 年度の一般入試試験問題に対する第三者評価は，昨年度と同様に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．
今年度特筆すべきは，センター試験利用入学試験を実施し 10 名の合格者を発表できた点である．医学部入試委員
会の下に「センター試験ワーキングーグループ」を置き，2 次試験を実施方法について議論が重ねられた．一般入試，
推薦入試とは異なる観点から，アドミッションポリシーに沿った学生をいかに選抜できるかがテーマであった．選抜
した学生の入学後の結果はまだ出ていないが，本学が求める学生が選抜できたか否か継続的に調査する必要がある．
平成 26 年度入試においても，入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）に則り，求めるべき学生像と具体
的な方策等について，受験者や保護者あるいは社会一般に十分に理解いただくよう明確な形で発信していきたい．そ
のための手段として，
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，継続してオー
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く予定である．そのオープ
ンキャンパスは，入学試験実施委員会の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となった．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に応じ，大学からの情報提供に努めた．
平成 25 年度の医学部入試委員会は，本会の下部組織である医学部入試実施委員会と連携を密にとり，多様な入試
方式を模索しながら，広い範囲から有能な入学者を確保できるよう更なる検討を行っていきたい．
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3．13）医学部入学試験実施委員会
1．構成員
委員長

土田哲也（THUCHIDA, Tetsuya）：皮膚科学 教授

（任期：H26.3.31）

副委員長

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitarou）：医学基礎（化学）教授

（任期：H26.3.31）

科目責任者

赤間啓一（AKAMA, Keiichi）
：医学基礎（物理学）教授

（任期：H26.3.31）

科目責任者

笹島

茂（SASAJIMA, Sigeru）：医学基礎（英語）准教授

（任期：H26.3.31）

科目責任者

菅原

隆（SUGAWARA, Takashi）：医学基礎（生物）准教授

（任期：H26.3.31）

科目責任者

勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）：医学基礎（数学）准教授

面接担当

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryouichi）：神経精神科・心療内科学教授 （任期：H26.3.31）

小論文担当

渡辺修一（WATANABE, Shuuichi）：生理学 教授

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准教授（任期：H26.3.31）

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：H26.3.31）

実施に必要な者

森

茂久（MORI, Shigehisa）：医学教育センター 教授

（任期：H26.3.31）

実施に必要な者

荒関かやの（ARAZEKI, Kayano）：医学教育センター 講師

（任期：H26.3.31）

実施に必要な者

山田泰子（YAMADA, Yasuko）：医学教育センター 教授

（任期：H26.3.31）

実施に必要な者

山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：医学基礎（生物）准教授

（任期：H26.3.31）

実施に必要な者

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：生化学 教授

（任期：H26.3.31）

実施に必要な者

岡田浩一（OKADA, Kouichi）：総合診療内科 准教授

（任期：H26.3.31）

実施に必要な者

魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）：生化学 講師

（任期：H26.3.31）

実施に必要な者

小室秀樹（KOMURO, Hideki）：大学事務部 部長

（任期：H26.3.31）

実施に必要な者

水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）：アドミッションセンター事務部門

科目責任者

（任期：H26.3.31）
（任期：H26.3.31）

（任期：H24.4.1 〜 H24.6.30）
実施に必要な者

村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部学生課 課長

（任期：H26.3.31）

事務局
実施に必要な者

内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部教務課 課長

実施に必要な者

笠間

オブザーバー

別所正美（BESSHO, Masami）：学長・医学部長

（任期：H24.7.1 〜 H26.3.31）
忍（KASAMA, Shinobu）：大学事務部庶務課 課長

（任期：H26.3.31）

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 24 年 5 月 8 日（火））：本部棟 2 階会議室
出席 22 人

欠席 0 人

議事：平成 25 年度入試日程について，募集人数について，出題委員・面接委員について，問題作成日
程について，オープンキャンパス日程について，学生募集要項の作成について，入試実施委員会
日程について，センター試験利用入学試験について，他
・第 2 回

定例会議（平成 24 年 7 月 10 日（火））：本部棟 2 階会議室
出席 21 人

欠席 1 人

議事：センター試験利用入学試験 2 次試験について，第 1 回オープンキャンパスの開催について，試
験監督者・面接委員の依頼について，他
・第 3 回

定例会議（平成 24 年 9 月 11 日（火））：本部棟 2 階会議室
出席 20 人
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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，第 1 回オープン
キャンパスアンケート結果について，著作権について，面接委員委嘱のための事前調査について，
推薦入試実施要領（案）について，他
・第 4 回

定例会議（平成 25 年 1 月 8 日（火））：本部棟 2 階会議室
出席 19 人

欠席 3 人

議事：一般入試の実施に向けての改善点について，一般入試問題の納品日と袋詰めについて，センター
試験利用入学試験 2 次試験について，第 2 回オープンキャンパスの結果報告とアンケート結果
について，平成 25 年度私立医科大学合同入試説明会・相談会について，平成 25 年度一般入試
出願状況について，2 次試験の面接委員について，他
・第 5 回

定例会議（平成 25 年 3 月 26 日（火））：本部棟 2 階会議室
出席 20 人

欠席 2 人

議事：平成 26 年度医学部入試日程（案）について，平成 26 年度一般入試試験会場について，平成 25
年度オープンキャンパス日程（案）について，平成 25 年度私立医科大学合同入試説明会・相談
会の開催について，平成 25 年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会（第 8 回）（案）につ
いて，一般入試 1 次試験の問題作成の手続きの概要について，平成 26 年度センター試験利用入
学試験 2 次試験実施要領について，平成 25 年度前期・後期 一般入試 1 次試験実施 改善アンケー
ト結果について，平成 25 年度医学部入試実施委員会日程（案）について，平成 25 年度一般入
試 1 次試験マークシートのマークミスの取扱いについて，情報宣伝班からの報告について，平
成 25 年度医学部入試実施委員会構成員について，平成 25 年度医学部入試出題委員（案）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 25 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 25 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 1 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 2 次試験の最終検討
（4）センター試験利用入学試験（2 次試験）の実施について
（5）センター試験成績請求について
ホ．オープンキャンパスの実施
（1）実施内容の検討
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（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 22 日，9 月 16 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
本年度の特筆すべきことは，
センター試験利用入学試験に参入し，無事終了できたことである．特に本学毛呂山キャ
ンパスで実施した 2 次試験では，2 次試験受験者数がまったく予想できない中，小論文，面接試験と大きな問題もな
く実施し，10 名の合格者を発表できたことは評価できる．
本年度の医学部オープンキャンパスは，例年通り 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．
結果としては，平成 25 年度入試は募集定員 121 名（研究医枠 1 名が増員）で実施し，125 名の新入生を選抜した．
【総括】
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）
，セ
ンター試験利用入試，すべて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．

182

委員会・会議報告（保健医療学部）

4．1）教授会
1．構成員（任期：H26.3.31）
議長：大野良三（OHNO, Ryozo）
：保健医療学部長
別所正美（BESSHO, Masami）
：学長
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：看護学科 教授・学科長
石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
：看護学科 教授
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
：看護学科 教授
古地順子（KOCHI, Junko）
：看護学科 教授
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：看護学科 教授
湯澤八江（YUZAWA, Yae）
：看護学科 教授
冨田幸江（TOMITA, Sachie）
：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（KITAMURA, 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・学科長
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：28 名

定足数：19 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
山口哲郎（YAMAGUCHI, Tetsuro）
：川角分室 室長

3．開催日
（1）定時開催
第 66 回：4 月 26 日（木）出席者 25 名
第 67 回：5 月 24 日（木）出席者 26 名
第 68 回：6 月 28 日（木）出席者 25 名
第 69 回：7 月 26 日（木）出席者 26 名
第 70 回：9 月 27 日（木）出席者 24 名
第 71 回：10 月 25 日（木）出席者 27 名
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第 72 回：11 月 22 日（木）出席者 23 名
第 73 回：12 月 20 日（木）出席者 26 名
第 74 回：1 月 24 日（木）出席者 22 名
第 75 回：2 月 21 日（木）出席者 26 名
第 76 回：3 月 21 日（木）出席者 27 名
（2）臨時開催
3 年次編入合否判定：10 月 2 日（火）出席者 21 名（委任状 4 名）
推薦入試合否判定：11 月 13 日（火）出席者 25 名（委任状 2 名）
AO 入試合否判定：12 月 18 日（火）出席者 26 名（委任状 2 名）
一般入試前期 2 次合否判定：2 月 4 日（月）出席者 27 名（委任状 1 名）
一般入試後期合否判定：3 月 1 日（月）出席者 23 名（委任状 5 名）

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

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

5．人事
看護学科では湯澤八江教授の採用，冨田幸江準教授の教授昇任，石津みゑ子教授の特任教授就任，医用生体工学科
では石井郁夫教授の特任教授就任（いずれも平成 24 年 4 月 1 日付）があり，さらに，平成 25 年 3 月には看護学科
の石津みゑ子特任教授，健康医療科学科の間瀬年康教授，医用生体工学科の石井郁夫特任教授が退任された（平成
25 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 66 回教授会（4 月）では，既修得単位の認定に係る細則について，
3 年次編入学の認定単位上限を 92 単位とする改定案が承認されるとともに，3 年次編入学生 4 名および新入学生 1
名の既修得単位認定案が承認された．また，平成 25 年度入学試験日程最終案が承認され，退学 4 名，復学 1 名が承
認された．第 67 回教授会（5 月）では，平成 24 年度推薦入試指定校の選定案および平成 25 年度入試の問題作成委
員案が承認された．また，教員の教育業績評価表（修正案）および個別指導・支援報告書案，埼玉医科大学病原体等
安全管理規則の改正案が承認された．第 68 回教授会（6 月）では，埼玉医科大学保健医療学部危機管理委員会規則
（案）が承認された．第 69 回教授会（7 月）では，平成 24 年度学内グラント選考結果，埼玉医科大学中央研究施設
規則の改正と同運営委員会規則の改正案，埼玉医科大学自己点検・評価委員会規則（案）と医学部の自己点検・評価
委員会規則（案）が承認された．また，教育業績評価トライアル（2011）による自己評価基準（案），準教授選考委
員（案）および休学 1 名が承認された．第 70 回教授会（9 月）では，埼玉医科大学寄附研究部門設置委員会規則の
改正案，寄附研究部門に関する内規の改正案および健康医療科学科のコース制廃止に伴う学則別表第 3 の改正案が
承認された．また，
保健医療学部危機管理委員会で作成した危機管理マニュアル案，平成 24 年度保健医療学部プロジェ
184

委員会・会議報告（保健医療学部）

クト研究の選考結果および除籍 1 名が承認された．第 71 回教授会（10 月）では，埼玉医科大学医学部・大学院組
織図（新）
，埼玉医科大学教員の資格と職位に関する規則（案），埼玉医科大学特任教員・客員教員に関する規則（案）
及び埼玉医科大学非常勤講師・非常勤医師に関する規則（案），医学部の定員増に係る埼玉医科大学学則新旧比較対
照表，埼玉医科大学教員短期留学制度規則（案），埼玉医科大学附属図書館規程（案），埼玉医科大学附属図書館委員
会規則（案）
，埼玉医科大学附属図書館利用規則（案），埼玉医科大学附属図書館管理規則（案）及び埼玉医科大学附
属図書館日高キャンパス分館図書館委員会規則（案），埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査規則（案）および退学
1 名，
休学 2 名が承認された．第 72 回教授会（11 月）では，
「眼科医療における先端レーザー技術応用の研究と開発」
の寄附研究部門の更新，
教授選考委員（案）および 2 件の準教授選考委員（案）が承認された．第 73 回教授会（12 月）
では，学則第 26 条による再入学試験の実施，学習指導要領の改訂に伴う入試科目の改訂（案），準教授選考委員（案）
，
埼玉医科大学動物実験委員会規則（案）および休学 2 名，停学 1 名が承認された．第 74 回教授会（1 月）では退学
1 名が承認された．第 75 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 年生の学長賞，奨学賞案が承認された．第 76 回教授会（3 月）では，埼玉医科大学学生部規程（案）
，
埼玉医科大学の教員の任期に関する規程（案）と学校法人埼玉医科大学就業規程等の改正（案）が承認された．また，
各学科の進級判定（案）
，1 〜 3 年生の奨学賞案，退学 3 名，除籍 1 名，復学 2 名，理学療法学科の再入学試験の合
否判定（案）
，準教授選考委員（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 23 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，
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 24 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 24 年度奨学賞候補者の選定，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，自己点検・評価委員会では教員の教育業績評価制度について検討し，平成 25 年度からの本格運
用を可能とした．また，保健医療学部危機管理委員会では危機管理マニュアルを整備し，次年度における大規模な避
難訓練を予定した．看護学科では，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．また，
健康医療科学科では平成 25 年度からコース制を廃止して，開講科目の一部改訂を実施予定である．
学部開設から 8 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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4．1）
（1）保健医療学部教員組織運営会議
1．構成員
議

長

大野良三（OHNO, Ryozo）
：学部長（任期：H26.3,31）

委

員

佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：看護学科 教授・学科長（任期：H26.3,31）
和合和久（WAGO, Haruhisa）
：健康医療科学科 教授・学科長（任期：H26.3,31）
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：医用生体工学科 教授・学科長（任期：H26.3,31）
黒川幸雄（KUROKAWA, Yukio）
：理学療法学科 教授・学科長（任期：H26.3,31）

2．目的
（1）委員会の設置目的：本運営会議は保健医療学部の各学科に関して次に掲げる事項を審議する．
①各学科の基本方針に関すること
②各学科に共通する課題に関すること
③教授会の委嘱を受けた教員選考にかかわる委員の選出に関すること．
④教員人事委員会の要請に基づく教員の審査に関すること．
⑤教員の職位の変更に関すること．
⑥その他，教授会並びに教員人事委員会の諮問事項に関すること．
（2）平成 24 年度の活動目標：
①平成 24 年度および平成 25 年度以降の各学科の基本方針に関する検討
②教授会での審議事項に関する確認と意見交換
③教員人事にかかわる選考委員選出と教員の資格審査

3．活動報告
（1）平成 24 年度第 1 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 24 年 4 月 18 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①平成 24 年度以降の各学科の基本方針の確認
②第 66 回教授会議事内容の確認と意見交換
③教員人事
・医用生体工学科若山俊隆講師の準教授昇任の報告（平成 24 年 5 月 1 日付予定）
（2）平成 24 年度第 2 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 24 年 5 月 16 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 67 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事：とくになし
（3）平成 24 年度第 3 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 24 年 6 月 20 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 68 回教授会議事内容の確認と意見交換
・教育業績評価トライアル（2011）による自己評価基準（案）および埼玉医科大学保健医療学部危機管理委員
会規則（案）について意見が交換された．
②教員人事
・教員人事委員会の要請をうけ，健康医療科学科の間山伸講師の準教授昇格について，準教授選考委員会委員と
して役職指定の 3 学科長に加えて，市岡教授，間瀬教授，有田教授の 3 名を選任した．
（4）平成 24 年度第 4 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 24 年 7 月 23 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 69 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事
教員人事委員会の要請をうけ，以下の 3 名の講師昇格に関する審査を行った．
・健康医療科学科の内田康子助教の講師昇格について（承認）
・健康医療科学科の木村美智代助教の講師昇格について（承認）
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・医用生体工学科の駒形英樹助教の講師昇格について（承認）
（5）平成 24 年度第 5 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 24 年 9 月 19 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 70 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事
・教員人事委員会の要請をうけ，看護学科の坂本文子氏の準教授採用について，準教授選考委員会委員として役
職指定の 3 学科長に加えて，古地教授，千田教授，石津教授の 3 名を選任した．
（6）平成 24 年度第 6 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 24 年 9 月 27 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①教員人事
・教員人事委員会の要請をうけ，理学療法学科の新井智之助教の講師昇格について審査し，承認した．
（7）平成 24 年度第 7 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 24 年 10 月 17 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 71 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事：とくになし
③平成 24 年度教育研究費の執行状況報告
（8）平成 24 年度第 8 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 24 年 11 月 14 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 72 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事
・教員人事委員会の要請をうけ，看護学科の佐久間肇氏の教授採用について，教授選考委員会委員として役職指
定の 3 学科長に加えて，江連教授，千田教授，北村教授，荒木教授（医学部）の 4 名を選任した．また，看
護学科の小倉邦子講師の準教授昇任および大堀昇講師の準教授昇任について，準教授選考委員会委員として役
職指定の 3 学科長に加えて，前者では石津教授，千田教授，江連教授を，後者では冨田教授，千田教授，古
地教授の各 3 名を選任した．さらに，看護学科の大澤優子助教の講師昇格について審査し，承認した．
③平成 24 年度教育研究費の執行状況報告
（9）平成 24 年度第 9 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 24 年 12 月 12 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 73 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事：とくになし
（10）平成 24 年度第 10 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 24 年 12 月 17 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①教員人事
・教員人事委員会の要請をうけ，看護学科の辻脇邦彦氏の准教授採用について，准教授選考委員会委員として役
職指定の 3 学科長に加えて，石津教授，千田教授，冨田教授の 3 名を選任した．また，看護学科の青森広美
氏の講師採用について審査し，承認した．
（11）平成 24 年度第 11 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 25 年 1 月 16 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 74 回教授会議事内容の確認と意見交換
②文部科学省の平成 24 年度補正予算「大学等における教育研究基盤（施設・設備）の整備」による顕微鏡の購
入計画申請計画についての検討
③教員人事：とくになし
④平成 24 年度教育研究費の執行状況報告
（12）平成 24 年度第 12 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 25 年 1 月 30 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①教員人事
・教員人事委員会の要請をうけ，看護学科の大野明美氏の講師採用について審査し，承認した．
（13）平成 24 年度第 13 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 25 年 2 月 13 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 75 回教授会議事内容の確認と意見交換
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②教員人事：学長推薦による看護学科大野良三教授および理学療法学科黒川幸雄教授の特任教授就任について審
査し，承認した．
③平成 24 年度教育研究費の執行状況報告
（14）平成 24 年度第 14 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 25 年 3 月 13 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 76 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事
・教員人事委員会の要請をうけ，看護学科の大賀淳子氏の准教授採用について，准教授選考委員会委員として役
職指定の 3 学科長に加えて，湯澤教授，千田教授，冨田教授の 3 名を選任した．また，看護学科の藤井美穂
子氏の講師採用について審査し，承認した．
③平成 24 年度教育研究費の執行状況報告

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
①各学科の基本方針および各学科に共通する課題について必要な検討を行った．
②教員の人事に関して，教員人事委員会からの要請をうけ，教授・准教授の選考委員選出と講師候補者の資格審
査を適正に行った．
（2）次年度の目標
①平成 25 年度および平成 26 年度以降の各学科の基本方針に関する検討
②教授会での審議事項に関する確認と意見交換
③教員人事にかかわる選考委員選出と教員の資格審査
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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：H26.3,31）

委

古地順子（KOCHI, Junko）
：看護学科：教授（任期：H25.3,31）

員

富田幸江（TOMITA, Sachie）
：看護学科：教授（任期：H26.3,31）
有田

彰（ARITA, Akira）
：健康医療科学科：教授（任期：H25.3,31）

渡辺宏志（WATANABE, Hiroshi）
：健康医療科学科：准教授（任期：H26.3,31）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：医用生体工学科：教授（任期：H25.3,31）
脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi）
：医用生体工学科：講師（任期：H26.3,31）
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
：理学療法学科：教授（任期：H25.3,31）
国澤芳江（KUNISAWA, Yoshie）
：理学療法学科：講師（任期：H26.3,31）
間山

伸（MAYAMA, Shin）
：健康医療科学科：準教授（任期：H26.3,31）

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 24 年度の活動目標：
①平成 24 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
・学生名簿の作成
・Web 履修登録の実施
・卒業，進級判定案の策定
・成績優秀者の表彰実施
・定期試験日程の調整・実施，成績の開示・送付
・休学・退学者の認定
・夏季休暇中の特別プログラムの実施
・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の開催
②平成 25 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・教員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 25 年度以降のカリキュラム改訂の検討
③その他の事項
・年度ごとの住所録等確認の実施
・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
・各種の教育環境整備（学生部委員会と共同）
・大学メールの携帯電話への転送システムの普及
・学生の海外研修への支援
・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）
・各種国家試験と授業内容に対応チェック
・医療人教育者のためのワークショップ開催
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・公開講座の開催，市民公開講座への参加
・節電対策
・既修得単位の認定手順に関する検討
・Web 履修登録手順の見直し
・各種国家試験と授業内容に対応チェックの見直し
・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
・BLS 訓練の全学的実施
・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
・担任制度の見直し
・進級判定基準の見直し

3．活動報告
（1）第 67 回学務委員会
（平成 24 年 4 月 20 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席なし，議事録あり）
①委員交代（理学療法学科の細井講師から国澤講師へ）の紹介
②平成 23 年度活動概要の報告と平成 24 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 43 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（44 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 3 年次編入学生の既習得単位を 90 単位から 92 単位の変更する案の承認
⑭ 3 年次編入学生 4 名および新入生 1 名の既習得単位認定案の承認
⑮平成 25 年度からの健康医療科学科のコース制廃止に伴う開講科目等の変更案の承認
⑯退学者 4 名，復学者 1 名の承認
（2）第 68 回学務委員会
（平成 24 年 5 月 18 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席 1 名，議事録あり）
①学生名簿，Web 履修登録，現住所等の確認，大学メールの携帯電話への転送に関する現状報告
②医学部主催の市民公開講座への参加：看護学科および健康医療科学科
③夏季特別プログラムの現状報告
④第 10 回医療人教育者のためのワークショップ（8 月 22 日〜 23 日）および第 11 回医療人教育者のためのワー
クショップ（新任教職員対象：8 月 30 日，31 日）の日程承認
⑤防災マニュアルと避難誘導訓練についての検討
⑥各学科における成績不良者への対応に関する意見交換
⑦学生の出欠席管理についての意見交換
⑧ Web 履修登録手順に関する意見交換
（3）第 69 回学務委員会
（平成 24 年 6 月 15 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席なし，議事録あり）
①前期定期試験日程案の承認
② Web 履修登録の手順についての見直し案を承認
③各学科における担任制度の実情報告と意見交換
（4）第 70 回学務委員会
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（平成 24 年 7 月 20 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席なし，議事録あり）
①保健医療学部危機管理委員会規則の教授会承認報告
②平成 24 年度第 2 回公開講座の内容報告：健康医療科学科，平成 25 年 1 月 19 日
③夏季特別プログラム参加者数報告：保健医療学部（13 プログラム）に 96 名，医学部（24 プログラム）に
72 名が参加予定
④平成 25 年度学事予定の大枠案の承認
⑤休学者 1 名の承認
（5）第 71 回学務委員会
（平成 24 年 9 月 21 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席なし，議事録あり）
①平成 24 年度第 1 回公開講座（担当；看護学科）の日程変更：12 月 15 日に延期
②第 10 回および第 11 回医療人教育者のためのワークショップの実施報告：第 10 回では参加者 11 名（含む事
務職員 2 名）
，第 11 回では参加者 21 名
③各種国家試験問題と授業内容の対応の結果一覧表に関する意見交換
④健康医療科学科の平成 25 年度開講科目改訂案についての新旧対照表の承認
⑤除籍 1 名の承認（学費未納）
（6）第 72 回学務委員会
（平成 24 年 10 月 19 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席 1 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（10/6）
②解剖体慰霊祭の開催報告（10/13）
③学内外での実習における誓約書の導入に関する意見交換
④出席不良による受験資格喪失者等への厳格な対応についての確認
⑤理学療法学科の進級要件変更案の承認
⑥退学 1 名，休学 2 名の承認
（7）第 73 回学務委員会
（平成 24 年 11 月 17 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席なし，議事録あり）
①理学療法学科の平成 25 年度時間割変更案の承認
②新入生オリエンテーションスケジュールの新規案承認
③学内外の実習における誓約書の取得につき大枠で承認，次回成案の審議予定
④就職活動に伴う欠席の取り扱いにつき大枠で承認，次回成案の審議予定
（8）第 74 回学務委員会
（平成 24 年 12 月 14 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席なし，議事録あり）
①新入生オリエンテーション実施小委員会委員の任命
②夏季特別プログラムのポストアンケート集計結果の報告
③学内外施設における実習に関する誓約・同意書案の承認
④後期定期試験日程案の承認
⑤企業説明会に伴う授業欠席届案および就職活動（授業欠席）届案の承認
⑥理学療法学科の再入学試験実施の承認（学則第 26 条）
（9）第 75 回学務委員会
（平成 25 年 1 月 18 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席 1 名，議事録あり）
①総合医療センターにおける臨床実習時の学生用ロッカールームの設置についての意見交換
②退学 1 名の承認
（10）拡大学務委員会（平成 24 年度卒業判定会議）
（平成 25 年 2 月 15 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 2 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 92 名の卒業（判定保留 1 名），健康医療科学科では 67 名の卒業（留年 3 名），医用生体工学科
では 39 名の卒業（判定保留 1 名）
，
理学療法学科では 46 名の卒業（留年 2 名）となる卒業判定案が承認された．
（11）第 76 回学務委員会
（平成 25 年 2 月 15 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公開講座（12/15，看護学科担当，参加者 185 名および 1/19，健康医療科学科担当，参加者 230 名）の報
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告
③学長賞および 4 年生奨学賞候補者の選定
（12）拡大学務委員会（平成 24 年度進級判定会議）
（平成 25 年 3 月 15 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 1 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 88 名（留年 2 名）
，2 年生 84 名（判定保留 1 名），3 年生 93 名の進級（留年 2 名）
，健
康医療科学科では 1 年生 73 名（留年 1 名），2 年生 62 名（留年 2 名，判定保留 4 名），3 年生 71 名（留年
1 名，判定保留 7 名）の進級，医用生体工学科では 1 年生 43 名（留年 2 名），2 年生 39 名，3 年生 37 名の
進級，理学療法学科では 1 年生 49 名（留年 3 名），2 年生 54 名（留年 2 名），3 年生 44 名（留年 1 名）の
進級となる進級判定案が承認された．
（13）第 77 回学務委員会
（平成 25 年 3 月 15 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 0 名，議事録あり）
①看護学科および医用生体工学科の卒業判定保留者の卒業認定の承認
②理学療法学科再入学試験の実施報告
③新入生オリエンテーションの日程報告
④ 1 〜 3 年生の奨学賞候補者の選定
⑤看護学科の進級判定基準の一部改正案の承認
⑥退学 3 名，除籍 1 名，復学（2 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 24 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，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 25 年度カリキュラム等の準備：
平成 25 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 25 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）：
第 10 回および第 11 回医療人教育者のためのワークショップを開催し，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，これまで同様に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．
平成 25 年度以降の健康医療科学科のコース制廃止に伴う開講科目の一部改訂，理学療法学科および看護学
科の進級要件改定について承認した．また，出席不良による受験資格喪失の厳格適用，学内外の実習に関する
誓約・同意書の新規導入および企業説明会に伴う授業欠席届等の新規導入について承認した．
理学療法学科で疾病を事由に退学した学生 1 名から疾病の治癒による再入学願いが提出されたため，学則
第 26 条に則り再入学試験の実施を承認した．
なお，今年度未実施であった Basic Life Support 実習の全学的実施の再検討，電子シラバス等の見直し，成
績不良者への対応策の検討については，次年度の課題とする．また，TA 制度の活用，キャリアパスに関する
教育活動および授業期間の弾力的な設定についての検討を，新規事項として次年度活動予定に追加する．
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（2）次年度の目標
①平成 25 年度カリキュラム等の実施と評価
②平成 26 年度カリキュラム等の準備と評価
③ Web 履修登録手順の見直し（継続）
④夏季休暇中の特別プログラムの運営見直し
⑤防災訓練の実施に関する見直し（継続）
⑥ Basic Life Support 実習の全学的実施に関する再検討（今年度未実施）
⑦電子シラバス等の見直し（今年度未実施）
⑧成績不良者への対応策の検討（今年度未実施）
⑨講義の出欠席管理に関する見直し（継続）
⑩担任制度の見直し（継続）
⑪進級判定基準の見直し（継続）
⑫ TA 制度の活用についての検討（新規事項）
⑬キャリアパスに関する教育活動の検討（新規事項）
⑭授業期間の弾力的な設定についての検討（新規事項）
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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：H26.3.31）

委員

本山仁美（MOTOYAMA, Hitomi）
：看護学科：准教授（任期：H25.3.31）
小倉邦子（OGURA, Kuniko）
：看護学科：講師（任期：H26.3.31）
間山

伸（MAYAMA, Shin）
：健康医療科学科：講師（任期：H25.3.31）

見目恭一（KENMOKU, Kyouichi）
：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：H26.3.31）
細井俊希（HOSOI, Toshiki）
：理学療法学科：講師（任期：H25.3.31）
澤田

豊（SAWADA, Yutaka）
：理学療法学科：講師（任期：H26.3.31）

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）24 年度の活動目標
（1）保健健康管理の充実
（2）学生との交流の推進
（3）学生行事への支援
（4）学生生活上必要な福利厚生施設整備への支援
以上を目標とし，
平成 24 年 4 月 1 日より平成 25 年 3 月 31 日の間，計 15 回の委員会を開催し以下の審議を行った．
なお，そのうち 3 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 24 年 4 月 13 日）
①越華祭の企画運営についての検討
（2）第 1 回学生部委員会（平成 24 年 4 月 16 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 8 名 欠席 0 名）
①委員長挨拶と委員の自己紹介
②合同学生部委員会内容報告
③平成 24 年度活動目標と定例委員会開催日程の検討
④学生部委員の役割分担の検討
（3）第 2 回学生部委員会（平成 24 年 5 月 14 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 7 名 欠席 1 名）
①女子栄養大学大学祭（若葉祭）への本学学生の参加について検討
②スポーツ大会日程報告
③越華祭の企画運営について検討
（4）第 3 回学生部委員会（平成 23 年 6 月 18 日，於：川角 3F ゼミ室 出席 7 名 欠席 1 名）
①平成 23 年度学生会活動及び会計報告
②ハラスメント相談員の人選
③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
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④新聞への投書内容について，学生への指導方法の検討
（5）第 4 回学生部委員会（平成 24 年 7 月 9 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 7 名 欠席 1 名）
①学生のテレサホール及びラウンジヤマネ内におけるマナーについて，対策を検討
②たちばな会からの学生支援について報告
③学生懇談会での議事について検討
（6）第 2 回埼玉医科大学（医学部・保健医療学部）合同学生部委員会
（平成 24 年 7 月 17 日）
①越華祭の企画運営についての検討
②新グラウンド建設について検討
（7）第 5 回学生部委員会（平成 24 年 9 月 10 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 6 名 欠席 2 名）
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学生懇談会での内容報告及び対応の検討
③学内での宗教活動について対策を検討
（8）第 6 回学生部委員会（平成 24 年 10 月 15 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 8 名 欠席 0 名）
①次年度越華祭開催日について検討
②学内での宗教活動について対策を検討
③学生の通学時の車内マナーについて対策を検討
④学生へのカウンセリング手順について検討
⑤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
（9）第 7 回学生部委員会（平成 24 年 11 月 12 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 8 名 欠席 0 名）
①越華祭の反省と，今後の課題について検討
②学生の通学時の車内マナーについて対策を検討
③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
④学生懇談会の開催日程について検討
（10）第 8 回学生部委員会（平成 24 年 12 月 10 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 8 名 欠席 0 名）
①学生の通学時の車内マナーについて，教職員からのアンケート結果を基に対策を検討
②学生懇談会での議事について検討
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）臨時学生部委員会（平成 24 年 12 月 14 日，於：B 棟 1F 会議室 出席 7 名 欠席 1 名）
①試験中に不正行為を行った学生への処罰の検討
（12）第 3 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 24 年 12 月 14 日）
①越華祭の反省と今後の課題について検討
②医学部学生の駐車マナー違反について対策を検討
③新グラウンド建設について検討
（13）第 9 回学生部委員会（平成 25 年 1 月 7 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 8 名 欠席 0 名）
①学生の通学時の車内マナーについて対策を検討
②試験中の不正行為に対する対策を検討
（14）第 10 回学生部委員会（平成 25 年 2 月 4 日，於：川角 3F ゼミ室 出席 7 名 欠席 1 名）
①川角キャンパス内での問題について審議
②キャンパス内施設での学生のマナー問題について検討
（15）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 名 欠席 0 名）
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平成 24 年度学生部委員会活動の報告及び，次年度に向けての課題を検討

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 23 年度と同様に新入生オリエンテーションの前の週に日程を組み込んだ．大き
な問題もなく，円滑に業務が進んだ．
（2）学生の行事支援
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①学生会企画の年間行事の支援：七夕会（7 月初旬），大学祭（越華祭 10/27・28）などの学生が企画した行事を
指導・支援した．
大学祭の外ステージ企画で，近隣住民からの苦情が寄せられたため，次年度は近隣住民へのイベントの周知や対応
策などを学生に指導していく．
（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小島早織（理学療法学科 1 年）
：第 66 回全関東医歯薬獣医科大学対抗陸上競技大会
女子走幅跳び

優勝

②大濵安輝（理学療法学科 1 年）
：第 66 回全関東医歯薬獣医科大学対抗陸上競技大会
男子やり投げ

優勝

③青柳菜智香（看護学科 3 年）
：第 29 回関東医科大学対抗陸上競技大会
女子 100M ハードル

優勝

④山本遥菜（看護学科 3 年）
：第 29 回関東医科大学対抗陸上競技大会
女子やり投げ

優勝

⑤八房智範（理学療法学科 4 年）
：第 21 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，停学 4 週間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（H23/6/22，H24/12/7），学年代表 2 回（H24/7/13，H24/12/14）
，
クラブ・同好会・サークル代表者懇談会 2 回（H24/7/6，H24/11/30）を行った．日ごろの疑問点，要望など
を聞き，緊急性の高い事案および実行可能な事案から，関係部署と相談しながら対処していくこととした．
①改善された主な事案
・講義室の AV システムの改善
・部活動の楽器置場の調整
②未解決の主な事案
・屋外体育施設の設備（平成 25 年度完成予定）
・高麗川駅から学生専用バスの運行
・屋内体育施設の設備
・部室の整備
・バス停の風除け場所の設置
・駐車場の防犯対策（特に夜間）
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 24 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
体育施設の整備等，引き続き強く要望していく．
（5）就職支援
本学部では学科毎に種々の資格が取得でき，卒後の進路として多様な選択が可能である．そこで，学務委員会と
協働し各学科の教員や現場の医療人による放課後の体験開示講座「キャリアパス・セミナー」などの開催を検討し
ていく．
（6）その他
本学部学生の公共の場でのマナー違反については，今後も学生懇談会等を通じて根気よく指導する．
学内での布教活動について禁止するとともに，学生には自衛策を講ずるよう周知徹底する．
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4．4）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

山路真佐子（YAMAJI, Masako）
：看護学科

員

教授（任期：H.25.3.31.）

准教授（任期：H.25.3.31.）

若山俊隆（WAKAYAMA, Toshitaka）
：医用生体工学科
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）
：理学療法学科

准教授（任期：H.25.3.31.）

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．
今年度の活動目標
「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，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，冊子版の
みしか存在しない雑誌を除き，電子化されている雑誌は極力電子版に変更するといった，学術雑誌の入れ替えを計画
している．

3．活動報告
①

第1回

定例会議（平成 24 年 5 月 17 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

無し

議事の経過
1．報告事項
1）平成 24 年度新委員の紹介と委嘱状の配布．
看

護

学

科

医用生体工学科
吉田

真理

中島裕美子

山路真佐子

先生

若山

先生

俊隆

館員（付属図書館より）
館員（日高キャンパス新採用）

2）シラバス掲載図書の購入申請について作業中である．
所蔵状況を調査終了後，所蔵のない図書について書店に見積書の作成依頼予定．
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，〆切り 6 月中旬を予定．川角キャンパス
図書館と（見積もり等）一本化の方向．
4）新入生オリエンテーションで「学科別館内見学」を実施．
次年度からは，事前にオリエンテーションに組み入れるのか，又は，別日程を設定するのか早めに予定を依頼し
たい．
2．審議事項
1）平成 24 年度委員会日程（年 4 回の開催予定日）
第 1 回：5 月 17 日年間予定の検討

第 2 回：7 月下旬（夏期休暇前）

第 3 回：9 月下旬〜 10 月初旬

第 4 回：12 月下旬〜 2 月中旬

2）開館時間の変更について
利用者側の立場から検討し（授業前に入館希望），5 月 18 日（金）から 8：45 分に開館を試行する．
②

第2回

定例会議（平成 24 年 7 月 19 日）於：保健医療学部日高キャンパスＡ棟 2 階

ゼミ室（8）出席者

4名

欠席者：無し

議事の経過
1．報告事項
1）平成 23 年度の予算執行・事業報告について報告がされた．また，諸規程見直しについて，図書館関係規程の
改廃条項の追加を委員会で了承した．
2）
「学生用教育図書購入申請」は現在見積依頼中である．
3）利用者のカード忘れ入館について報告がされた．その他のマナー違反も含めて鈴木学生部委員長とも相談して
いきたい．
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4）学術雑誌の見直しについて，以下の報告があった．
ア．受入中の学術雑誌について，電子版で可読な雑誌について継続を中止し，電子版への切り替えを行う．その
経費は，新規購入に充てたい．
イ．外国雑誌に関しては出来るだけ電子版に変更したい．
ウ．優先順位を決め，購入誌の選定をする．
2．審議事項
1）夏期休暇中の開館日程と開館時間変更について節電が要求されているため，調査を行った結果が報告された．
その結果を踏まえて，半月間の休館をお願いしたい．
休館：8 月 1 日（水）〜 8 月 15 日（水）
開館：8 月 16 日（木）〜 8 月 31 日（金）
：8 時 45 分〜 17 時
休館中に図書館内の整理業務を行っていく．
③

第3回

定例会議（平成 24 年 10 月 15 日）於：保健医療学部日高キャンパスＡ棟 2 階

ゼミ室（8） 出席者

4名

欠席者

無し

1．報告事項
1）夏季休暇中の作業は無事終了した
（1）川角キャンパス図書館内の書架移動，館内整備
ア．視聴覚室から移動した低書架で玄関脇に読み物コーナーを新設．
イ．国試対策図書コーナーと卒論資料を 1 階に設置
（2）日高キャンパス図書館内整備・清掃
ア．
「医療系読み物コーナー」新設
イ．
「教育センターニュース掲載教員推薦図書コーナー」のリニューアル
2）日高キャンパス図書館設置 PC のハブ交換実施
ハブを交換した為，ネット環境が改善された．「カウンター用 PC の劣化」の懸念がある．
3）川角キャンパス図書館では PC 修理と，新規 PC の購入を購買課へ申請中である．
4）図書館規定の見直しについて
保健医療学部図書館として，
「図書館委員会規則」に改廃条項追加について申請し，9 月 27 日の保健医療学部
教授会において提示された．10 月 25 日の教授会にて承認予定である．
2．審議事項
1）学術雑誌の見直しについて
保健医療学部各学科で利用している雑誌について，電子ジャーナルでの可読可能な冊子と現状の可読状況，学内の
所蔵，購読料金を調査した．調査資料を基に，各委員会から意見をいただいた．
（1）4 学科への依頼（学科内での検討事項）
ア．電子版で可読な雑誌の継続を中止したい．
イ．外国雑誌に関しては出来るだけ電子版に変更したい．
〔例〕としてＩＥＥＥ Transactions の契約を冊子から電子版に変更する．
ウ．購読を中止する予定の雑誌について了解をいただきたい．
エ．新規購入誌の選定を学科内で検討する．
オ．経費削減目的ではなく，全学的視野に立ち，資料のシェアリングを目指す．
（2）継続購読している冊子についても一覧を作成いただき，こちらについても学科内で購読について検討する．
④

第4回

定例会議（平成 25 年 2 月 7 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

無し

1．報告事項
1）図書購入申請は入荷，整理が終了した．
（1）昨年 11 月に依頼した「教育用図書購入申請」は整理が終了した．
申請された図書・資料は全て購入対象として手続きされた．
一部絶版等で入手不可の図書もあった．シラバスに掲載されている教科書および学生用図書についても品切れや
絶版などが確認された為，絶版等の状況を各学科に報告いただき，今後のシラバスの教科書掲載内容を変更する．
2）図書館の次年度予算，事業計画について
昨年 11 月 16 日に別紙資料 1 のとおり提出した．
3）図書館規程類の見直しについて
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「図書館委員会規則」に改廃条項を追加する件について，昨年 10 月の理事会にて承認された．（大学ホームペー
ジ内：事務：総務部「規程集」参照）
2．審議事項
1）学術雑誌の見直しについて
（1）丸善との次年度契約の購入図書の見積依頼
ア．電子版で可読な雑誌の継続を中止要望．
イ．外国雑誌に関しては出来るだけ電子版に変更したい．
〔例〕としてＩＥＥＥ Transactions の契約を冊子から電子版に変更する．
（2）次期分館長の選出について（別紙資料 2）
ア．現在の分館長である間瀬年康先生の退職に伴い，次期分館長候補者を推薦したい．
イ．日高キャンパス分館図書館委員会規則第 3 条 2 項より，間瀬先生の任期があと 1 年あることから「健康医
療科学科」からの分館長選出（案）を検討し，教授会へ報告して承認いただく予定．
2）その他
（1）今年度の自己点検評価（別紙資料 3）
ア．学術雑誌の電子化が前進したことは評価できる．主に外国雑誌の電子化であった．次年度は国内雑誌にも拡
げ，さらなる調査を進める．
（2）次年度目標
ア．自己点検評価委員会からの指摘事項を踏まえ，図書館委員会の改善
事項について意見交換がされた．次年度の活動目標，委員会活動における自己点検評価について，議事録に記
録する．
イ．国内雑誌についてメディカルオンラインなどを有効に利用するための 7 施設の関係図書館・室のシェアユー
スについて検討を進めたい．
ウ．平成 24 年度の土曜日図書館開館を実施したことが評価された．開館延長を希望する意見もある為，図書館
の現状を分析しながら，開館延長について検討する．
（3）新規購入雑誌について
来年度の雑誌見直しについて 4 学科にお願いした結果，新規購入希望雑誌が 5 誌あった．審議の結果，購入す
ることで了承を得た．

4．評価と次年度目標
今年度の自己点検評価
学術雑誌の電子化が前進したことは評価できる．主に外国雑誌の電子化であった．次年度は国内雑誌にも拡げ，さ
らなる調査を進める．
次年度目標
国内雑誌についてメディカルオンラインなどを有効に利用するための 7 施設の関係図書館・室のシェアユースに
ついて検討を進めたい．
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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：H26.3,31）
委

員：湯澤八江（YUZAWA, Yae）
：看護学科教授（任期：H27.3,31）
菊池チトセ（KIKUCHI, Chitose）
：看護学科准教授（任期：H26.3,31）
村田栄子（MURATA, Eiko）
：健康医療科学科教授（任期：H27.3,31）
佐藤正夫（SATO, Masao）
：健康医療科学科准教授（任期：H26.3,31）
加納

隆（KANO, Takashi）
：医用生体工学科教授（任期：H26.3,31）

奥村高広（OKUMURA, Takahiro）
：医用生体工学科講師（任期：H27.3,31）
福田敏幸（FUKUDA, Toshiyuki）
：理学療法学科准教授（任期：H26.3,31）
神子嶋誠（KAMIKOJIMA, Makoto）
：理学療法学科講師（任期：H27.3,31）

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 24 年度の活動目標：
①研究業績データベースの運用支援

平成 22 年度人事考課の書式等検討

②学生による授業評価の実施
③教員表彰制度の運営
④平成 23 年度各種委員会の活動評価
⑤教育業績評価の最終案策定・実施
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）

3．活動報告
（1）第 1 回自己点検・評価委員会
（平成 24 年 4 月 10 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席なし，議事録あり）
①委員交代（看護学科の佐々木教授から湯澤教授へ，医用生体工学科の戸井田教授から奥村講師へ，理学療法学
科の小島教授から神子嶋講師へ）の紹介
②平成 23 年度活動概要の報告と平成 24 年度活動目標の確認
③平成 24 年度活動予定に関する意見交換
・教員組織のあり方について医学部を参考に検討する．
・認証評価対応も含め各種規程の整備は全体の自己点検・評価委員会で行う．
・FD 活動および学部プロジェクト研究の運用状況評価に取り組む．
③研究業績データベースの運用支援，担当者：菊池・神子嶋両委員
④教育業績評価トライアル（2011）を基にした教育業績評価体制構築
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・評価表改訂案の承認
・個別指導報告書案の承認
（2）第 2 回自己点検・評価委員会
（平成 24 年 6 月 13 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（予定）
②教育業績評価表案，個別指導報告書案の教授会承認（報告）
③教育業績評価の自己評価基準案の承認
④埼玉医科大学保健医療学部危機管理委員会規則案の承認
（3）第 3 回自己点検・評価委員会
（平成 24 年 9 月 12 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席なし，議事録あり）
①教育業績評価の自己評価基準案の教授会承認（報告）
・平成 25 年度から本格実施を開始する．
②埼玉医科大学保健医療学部危機管理委員会規則案の教授会承認（報告）
③平成 23 年度各種委員会の活動評価：担当委員の決定
④大学機関別認証評価の内容検証に基づく点検・評価
・平成 23 年度市民公開講座への参加状況（年 3 回）
・学生との懇談会（年 6 回）
・学生の海外研修（春季語学研修，理学療法学科による夏季中国研修）
・学生保健管理体制：臨床心理士によるケアの拡充が必要
・教員組織のあり方：資格と職位に関する制度（医学部）の踏襲を検討
（4）第 4 回自己点検・評価委員会
（平成 24 年 11 月 7 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席なし，議事録あり）
①危機管理マニュアル策定（危機管理委員会）に関する報告
②前期授業評価の実施報告
③教員組織のあり方に関する意見交換
・学科長の負担軽減，バランスのとれた学科運営が期待できる．
・より具体的に役割分担などについて検討を重ねる．
④平成 23 年度各種委員会の活動評価（報告書提出）
・平成 23 年度年報および各委員会議事録を基に評価
・すべての委員会がほぼ適正な運営，一部で委員の出席状況に若干の指摘
（5）第 5 回自己点検・評価委員会
（平成 25 年 1 月 9 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席なし，議事録あり）
①日高キャンパスにおける消防訓練
・危機管理委員会による消防訓練の計画は次年度に持越し
② FD 活動の実施成果検討
・平成 17 年の第 1 回から平成 24 年の第 10 回のワークショップの総合評価資料を基に，各委員で分担して
次回までに検討する．
（6）第 6 回自己点検・評価委員会
（平成 25 年 3 月 6 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席なし，議事録あり）
①学生による授業評価に基づいた教員表彰：次年度第 1 回会議で決定予定
②教育業績評価制度：3 月中に全教員に評価表と記入要領を送付予定
③ FD 活動の実施成果
・内容に関する肯定的意見が 90％を占め，時間量，難易度，教育法としての効果，興味について多くが適切
と評価をしている．

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
①研究業績データベースの運用支援
研究業績データベースについては，4 月の段階で各委員を通じて全教員に通達，さらに 6 月に説明会を開催する
ことで，円滑に入力作業が終了した．
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②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．
③教員表彰制度の運営
前年度委員会において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）．今年度は後期の
資料整理が遅れたため，平成 25 年 4 月の次年度第 1 回委員会で表彰者を選定する．
④平成 23 年度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 23 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，一部の委員会では委員の出席率が若干悪いこと
が指摘された．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（報告書）．
⑤教育業績評価の最終案作成・実施
教育業績評価トライアル（2011）の結果を基に，教育業績評価表，個別指導報告書とその記入要領，さらに，
自己評価基準を作成し，教授会承認のもと，平成 24 年度分の教育業績評価の実施を開始した．全教員は平成
24 年度教育業績につき評価表に記載，個別指導報告書等の資料を添えて学科長および事務室に提出する．
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．評価表は，大学院を含む授業実績，定期試験および入学試験の問題作成，
監督，採点等，各種委員会への貢献，各種行事の要員参加，学生や保護者への個別指導実績などを対象とした定
量的な構成となっている．なお，自己評価基準は資格ごとに定めたが，これは毎年行われる全学的な人事考課に
おける教育面での自己評価の目安として利用可能である．
⑥学部プロジェクト研究の運用状況評価
今年度は未実施であったので，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，
各委員で分担して実施成果について検討した（報告書）．
内容に関する肯定的意見が 90％を占め，時間量，難易度，教育法としての効果，興味について多くが適切と評
価をしており，効果的な FD 活動が実施できたものと判断した．なお，通算で 100 名を越える参加者の約 75％
が在職中であったが，
学部開設後 7 年間で FD 参加者の約 25％が何らかの事情で離職したことになり，新たなテー
マによる FD の継続と並行して，旧来のテーマによる新規教員の FD も持続する必要が生じている．
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，平成 23 年度から医学部で行っている市民公開講座に
部分的に参入，
今年度は 3 テーマに参加している．保健医療学部独自での市民公開講座の開催も検討中である．
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（前
期・後期各 3 回）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．他学科での同様の試みも次年度以降に検討した
い．
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．臨床心理士による心理的ケア（週 1 回）の需要
が高まっていることもあり，臨床心理士の増員も視野に入れて検討を重ねたい．
ｅ．教員組織のあり方については，本委員会において意見を交換している．医学部における “ 資格と職位 ” 制度
を踏襲する形で検討し，その利点と欠点を勘案しながら，新たな体制構築に向けて取り組んでいる．
⑨保健医療学部危機管理委員会規則の策定と危機管理委員会
平成 24 年 6 月，本委員会において保健医療学部危機管理委員会規則案を策定し，同月の教授会で承認された．
7 月の教授会で同規則に基づく保健医療学部危機管理委員会が発足し，危機管理マニュアルの作成が行なわれた．
地震や火災等での大規模な避難訓練についてはこれまで未実施であるので，消防署とも相談し次年度での早期の
開催を検討中である．
（2）次年度の目標
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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：H26.3,31）

副委員長：市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）
：健康医療科学科教授（任期：H26.3,31）
委

員

：別所正美（BESSHO, Masami）
：学長（任期：H26.3,31）
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：看護学科学科長（任期：H26.3,31）
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：H26.3,31）
和合治久（WAGO, Haruhisa）
：健康医療科学科学科長（任期：H26.3,31）
北村邦男（KITAMURA, Kunio）
：健康医療科学科教授（任期：H26.3,31）
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：医用生体工学科学科長（任期：H26.3,31）
戸井田昌弘（TOIDA, Masahiro）
：医用生体工学科教授（任期：H26.3,31）
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：H26.3,31）
時田幸之輔（TOKITA, Konosuke）
：理学療法学科講師（任期：H26.3,31）
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 24 年度の活動目標：
①平成 24 年度入学試験の見直し
②平成 25 年度入学試験の募集要項作成
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
④平成 25 年度入学試験の問題選定，印刷，保管
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）
⑥平成 25 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示
⑦平成 25 年度入学試験の見直し
⑧平成 26 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の概要検討

3．活動報告
（1）第 1 回入学試験委員会
（平成 24 年 4 月 13 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 1 名，議事録あり）
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①委員交代（医用生体工学科の小林教授から戸井田教授へ，理学療法学科の細井講師から時田講師へ）の紹介
②平成 23 年度活動概要と平成 24 年度活動予定についての説明と意見交換
③平成 24 年度入学試験結果の報告
④平成 24 年度委員会日程の確認
⑤平成 25 年度入学試験日程および選抜方法などの最終確認
⑥入学試験実施小委員会の委員選出（市岡委員長，江連，宮本，乙戸各委員）
⑦オープンキャンパスでの入試説明担当者の決定（主：丸山委員，副：北村委員）
⑧センター試験の導入に関する意見交換
（2）第 2 回入学試験委員会
（平成 24 年 5 月 11 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 4 名，議事録あり）
①入試問題の内部監査，外部監査に関する方針の決定
②平成 21 〜 23 年度過去問題集の作成方針の決定
③推薦入試指定校案の決定
④入試問題作成者案の決定
（3）第 3 回入学試験委員会
（平成 24 年 6 月 8 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 3 名，議事録あり）
①推薦入試指定校への文書送付
②平成 24 年度入試の出題責任者および問題作成者への委嘱状送付
③入試問題の内部監査者（医学部教員）への依頼
④平成 24 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．
・高等学校学習指導要領変更に伴う出題内容変更
⑤平成 25 年度学生募集要項案の承認
⑥障害者の受験希望対応についての意見交換
（4）第 4 回入学試験委員会
（平成 24 年 7 月 13 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 4 名，議事録あり）
①入試問題の外部監査者（埼玉平成高校教員）への依頼
②高等学校学習指導要領変更に伴う出題内容変更への対応策の検討
（5）第 5 回入学試験委員会
（平成 24 年 9 月 14 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 4 名，議事録あり）
①平成 25 年度募集要項のホームページ掲載
②外国人に対する「個別入学試験受験資格審査」と「障害のある方への受験体制について」のホームページ掲載
③看護学科 3 年次編入学試験の準備状況報告
④高等学校学習指導要領変更に伴う出題内容変更への具体的な対応策の検討
（6）臨時入学試験委員会
（平成 24 年 10 月 1 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 30 日実施）の合否判定案の作成：1 名合格（受験者数 2 名）
（7）第 6 回入学試験委員会
（平成 24 年 10 月 12 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 3 名，議事録あり）
①看護学科 3 年次編入学試験，医用生体工学科 2 年次編入学試験の実施報告
②看護学科 3 年次編入学の廃止に関する意見交換
③推薦入学試験の準備状況報告
④推薦入学試験の小論文採点方法の見直しに関する意見交換
（8）第 7 回入学試験委員会
（平成 24 年 11 月 9 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 1 名，議事録あり）
①推薦入学試験の準備状況報告
② AO 入試および一般入学試験の準備状況報告
（9）臨時入学試験委員会
（平成 24 年 11 月 12 日，於：大会議室，出席 14 名，欠席なし，議事録あり）
①推薦入学試験（11 月 11 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 41 名合格（受験者数 61 名），健康医療科
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学科 22 名合格（受験者数 25 名）
，医用生体工学科 19 名合格（受験者数 19 名），理学療法学科 20 名合格（受
験者数 34 名）
（10）第 8 回入学試験委員会
（平成 24 年 12 月 6 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 2 名，議事録あり）
① AO 入試および一般入学試験の準備状況報告
②推薦入試小論文の採点方法に関する意見交換
③高等学校学習指導要領変更に伴う出題内容変更（出題範囲の決定）
・化学は “ 化学基礎 ”，生物は “ 生物基礎 ”，数学は “ 数学Ⅰ，数学Ⅱ ”，物理は “ 物理基礎 ” とする．
（11）臨時入学試験委員会
（平成 24 年 12 月 17 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 14 名合格（受験者数 22 名），医用生
体工学科 2 名合格（受験者数 4 名）
（12）第 9 回入学試験委員会
（平成 25 年 1 月 11 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 2 名，議事録あり）
①一般入学試験（前期）の準備状況報告
②平成 26 年度入学試験日程案の承認
（13）臨時入学試験委員会
（平成 25 年 1 月 30 日，於：大会議室，出席 13 名，欠席 1 名，議事録あり）
①一般入学試験
（前期）
第一次試験
（1 月 30 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 102 名合格（受験者数 253 名）
，
健康医療科学科 63 名合格（受験者数 92 名），医用生体工学科 32 名合格（受験者数 38 名），理学療法学科
55 名合格（受験者数 80 名）
（14）臨時入学試験委員会
（平成 25 年 2 月 2 日，於：大会議室，出席 14 名，欠席なし，議事録あり）
①一般入学試験（前期）第二次試験（2 月 1 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 55 名合格（受験者数 102
名）
，健康医療科学科 40 名合格（受験者数 63 名），医用生体工学科 22 名合格（受験者数 31 名），理学療法
学科 27 名合格（受験者数 53 名）
（15）第 10 回入学試験委員会
（平成 25 年 2 月 8 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 2 名，議事録あり）
①一般入学試験（後期）の準備状況報告
②平成 25 年度入試委員会日程案の承認
③一般入学試験（前期）の事後評価
④再入学試験実施の承認
（16）臨時入学試験委員会
（平成 25 年 2 月 28 日，於：大会議室，出席 13 名，欠席 1 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 6 名合格（受験者数 61 名），健康医療
科学科 7 名合格（受験者数 43 名）
，医用生体工学科 4 名合格（受験者数 11 名），理学療法学科 3 名合格（受
験者数 19 名）
（17）第 11 回入学試験委員会
（平成 25 年 3 月 8 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 1 名，議事録あり）
①理学療法学科の再入学試験結果案（1 名受験，合格）の承認
②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

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 24 年度入試の見直し
平成 24 年度入学試験では，定員 250 名に対して受験者数 717 名（前年比 113％），入学者数 257 名（定員
充足率約 103％）と，平成 23 年度入試の受験者数 634 名，入学者数 253 名（定員充足率 101％）と比較し
て，
受験者数の増加がみられた．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．
その要因としては，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，新たに導入した初年度納付金の減額が大きく影響したものと
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考えられた．
なお，平成 25 年度入学試験では，受験者数 765 名（前年比 106％），入学者数 257 名（定員充足率 103％）と，
受験者数の微増がみられているが，さらに安定した受験者数の確保を目指し工夫を重ねていく．
②平成 25 年度入学試験の募集要項を作成，配布した．
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・委嘱を，概ね前年度に準じて実施した．
④平成 25 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 25 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 25 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 25 年度入試の見直し
⑧平成 26 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 25 年度入試の結果をふまえ，平成 26 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 25 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，26 年度入試の改善につなげていく．
②平成 26 年度入学試験の募集要項作成：7 年間の経験をもとに遅滞のない作成を心がける．
③平成 26 年度入学試験の出題・採点委員，面接委員等の選定・委嘱：25 年度に準じる．
④平成 26 年度入学試験の問題選定，印刷，保管：25 年度に準じる．
⑤平成 26 年度入学試験の実施（試験場設営，試験監督者選定）：25 年度に準じる．
⑥平成 26 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示：25 年度に準じる．
⑦平成 26 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 27 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の決定：26 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 24 年 4 月 1 日より
（任期：平成 25 年 3 月 31 日）
大森智美（OHMORI, Tomomi）
：看護学科准教授：平成 24 年 4 月 1 日より

（任期：平成 26 年 3 月 31 日）

原田真里子（HARADA, Mariko）
：看護学科准教授：平成 24 年 4 月 1 日より

（任期：平成 25 年 3 月 31 日）

長谷川正博（HASEGAWA, Masahiro）
：健康医療科学科准教授：平成 24 年 4 月 1 日より
（任期：平成 25 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）
加藤綾子（KATOH, Ayako）
：医用生体工学科講師：平成 24 年 4 月 1 日より

（任期：平成 26 年 3 月 31 日）

福田敏幸（FUKUDA, Toshiyuki）
：理学療法学科准教授：平成 24 年 4 月 1 日より （任期：平成 25 年 3 月 31 日）
澤田

豊（SAWADA, Yutaka）
：理学療法学科講師：平成 24 年 4 月 1 日より

（任期：平成 26 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 24 年度の活動目標
①平成 26 年度保健医療学部パンフレット及び，平成 25 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 24 年 4 月 2 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 7 人

欠席者 1 人

①平成 24 年度活動予定について検討
（パンフレットの作成，HP の改装，高校教員対象キャンパス見学会の実施など）
（2）第 2 回広報委員会（平成 24 年 5 月 18 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 4 人

欠席者 4 人

①本学部出身校の進路指導担当教員を対象とした見学会の実施について検討
②昨年度第 1 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 24 年 6 月 15 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 4 人

欠席者 4 人

①第 1 回オープンキャンパスの報告及び昨年度第 3 回オープンキャンパスのプログラムを基に，第 2 回オープ
ンキャンパスプログラムの詳細検討
② 2014 年版学部パンフレットについて，3 社からプレゼンテーションの実施
（4）第 4 回広報委員会（平成 24 年 7 月 11 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 7 人

欠席者 1 人

①昨年度第 3・4 回オープンキャンパスのプログラムを基に，第 3・4 回オープンキャンパスプログラムの詳細
検討
②平成 24 年度彩の国進学フェアについて，出展内容及び人員の検討
③中学生向けオープンキャンパスプログラムの検討
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（5）第 5 回広報委員会（平成 24 年 7 月 24 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 4 人

欠席者 4 人

①昨年度第 3・6 回オープンキャンパスのプログラムを基に，第 5・6 回オープンキャンパスのプログラムの詳
細検討
（6）第 6 回広報委員会（平成 24 年 9 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 7 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
②一般入試直前分析講座について，日程及び開催場所の検討
③新規学部ホームページについて，構造等詳細及びホームページ管理運営小委員会設置の検討
④越華祭期間中の個別相談会実施について詳細検討
（7）第 7 回広報委員会（平成 24 年 10 月 22 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 7 人

欠席者 1 人

① 2014 年度保健医療学部案内及び平成 25 年度オープンキャンパスポスター制作について検討
②来年度オープンキャンパス日程について検討
（8）第 8 回広報委員会（平成 24 年 11 月 21 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 6 人

欠席者 2 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
（9）第 9 回広報委員会（平成 25 年 1 月 10 日）於：C 棟 4 階会議室

出席者 7 人

欠席者 1 人

①来年度オープンキャンパス日程及び企画について検討
②保護者対象病院見学会について検討

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
埼玉医科大学保健医療学部広報委員会規則に基づき，上記の 9 回の委員会を開催し，以下の活動を策定し実施
した．
①平成 24 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 3 日（36 名）
，6 月 24 日（116 名）
，7 月 21 日（198 名）
7 月 22 日（113 名）
，8 月 25 日（157 名），8 月 26 日（141 名）
10 月 14 日（158 名）
（B）高校教員対象キャンパス見学会（6 月 1 日・6 月 2 日） 13 校参加
（C）個人見学

36 名対応

（D）個別相談会

10 月 27 日，10 月 28 日（越華祭との共催） 相談者 18 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

29 箇所

3 箇所

（C）高校の進学相談会
（D）高校の出張講義

23 箇所
2 箇所

（E）保護者対象国際医療センター見学会

34 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）リクルート「進学辞典」
（い）リクルート「オープンキャンパス告知・学校見学へ行こう」
（う）教育広報社「旺文社蛍雪時代」
（え）新宿セミナー「プログレス」
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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
（E）毎日新聞「医療系の資格にチャレンジ」
（F）高校生対象「進路新聞（7 月号）
」連合ポスター
（G）毎日新聞（埼玉版）への広告掲載
⑧その他
（A）進学相談会等で説明する際のマニュアルの作成（Ｑ＆Ａ）
（B）新宿セミナー講師による「一般入試直前分析講座」の実施
（C）夏季休暇を利用して，出身高校に里帰りした際に，本学部のパンフレットを持参してもらう．
（1 学年対象）
（D）医用生体工学科オリジナルリーフレットの作成（学科作成）
（2）次年度の目標
今年度同様，以下の 9 項目を実施する．
①学部パンフレットの作成
②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．
（B）オープンキャンパスにおける外部講師による受験生向け講座が集客に効果があると考えられるので，その
拡大をめざす．
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：村田栄子（MURATA, Eiko）
：健康医療科学科教授，任期：平成 24 年 4 月より 2 年間
委

員：田邊一郎（TANABE, Ichiro）
：医用生体工学科准教授，任期：平成 23 年 4 月より 2 年間
山路真佐子（YAMAJI, Masako）
：看護学科准教授，任期：平成 23 年 4 月より 2 年間
淺川典子（ASAKAWA, Noriko）
：看護学科准教授，任期：平成 24 年 4 月より 2 年間
佐藤正夫（SATOH, Masao）
：健康医療科学科准教授，任期：平成 23 年 4 月より 2 年
小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
：医用生体工学科教授，任期：平成 24 年 4 月より 2 年間
小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）
：理学療法学科教授，任期：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，任期：平成 24 年 4 月より 2 年間
幸田恵幸（KODA, Keiko）
：真言宗光明寺住職，任期：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
埼玉医科大学保健医療学部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 24 年度保健医療学部倫理委員会は，平成 25 年 3 月までに 11 回開催した．
第 1 回：平成 24 年 4 月 19 日
第 2 回：平成 24 年 5 月 17 日
第 3 回：平成 24 年 6 月 14 日
第 4 回：平成 24 年 7 月 12 日
第 5 回：平成 24 年 9 月 13 日
第 6 回：平成 24 年 10 月 11 日
第 7 回：平成 24 年 11 月 8 日
第 8 回：平成 24 年 12 月 13 日
第 9 回：平成 25 年 1 月 10 日
第 10 回：平成 25 年 2 月 14 日
第 11 回：平成 25 年 3 月 14 日
2）申請課題平成 23 年度実施報告書の提出
・対象件数

39 件

・報告件数

17 件（研究終了：15 件，研究継続：2 件）

3）主な審議事項
（1）申請課題の審査：審査件数 37 件

新規申請 34 件（内大学院学生の申請 16 件），変更申請 3 件（内大学院学

生の変更申請 1 件）
1．申請番号 71：大腿直筋肉離れ後の筋硬度及び柔軟性の特徴

−サッカー競技経験者を対象として−

申請者：乙戸崇寛（理学療法学科）
審議結果：承認（6 月 14 日）
2．申請番号 72：運動前のストレッチ方法の違いが足関節底屈筋持久運動後の羽状角に与える影響
申請者：乙戸崇寛（理学療法学科）
審議結果：承認（6 月 14 日）
3．申請番号 73：肩関節等尺性内旋および内転収縮による肩峰骨頭間距離の変化
申請者：乙戸崇寛（理学療法学科）
審議結果：承認（6 月 14 日）
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4．申請番号 74：等尺性筋収縮を用いた頸部のウォーミングアップ運動が頸部筋反応時間に及ぼす影響
申請者：乙戸崇寛（理学療法学科）
審議結果：承認（6 月 14 日）
5．申請番号 75：乳幼児を持つ女性看護師の育児支援に関する研究
申請者：丸山昭子（看護学科）
審査結果：承認（6 月 14 日）
6．申請番号 76：平成 24 年度日高市健康づくり応援隊事業委託調査

−日高市民の健康習慣に関する調査−

申請者：千田みゆき（看護学科）
審査結果：承認（6 月 14 日）
7．申請番号 77：行動科学の理論・モデルを取り入れた運動指導が地域在住高齢者の運動実施に与える影響
申請者：細井俊希（理学療法学科）
審査結果：承認（6 月 14 日）
8．申請番号 78：地域高齢者に対するロコモーショントレーニングの運動指導効果の検証
申請者：新井智之（理学療法学科）
審査結果：条件付承認（7 月 12 日）
，承認（11 月 8 日）
9．申請番号 79：理学療法学科に属する学生の年齢差別と高齢者に対する知識の調査
申請者：新井智之（理学療法学科）
審査結果：条件付承認（9 月 13 日）
，承認（11 月 8 日）
10．申請番号 80：ストレス計測における作業負荷最適化の研究
申請者：小林直樹（医用生体工学科）
審査結果：承認（9 月 13 日）
11．申請番号 81：重心移動を用いたインタラクティブ映像における生体影響の研究
申請者：小林直樹（医用生体工学科）
審査結果：承認（9 月 13 日）
12．申請番号 82：障害のある子ども（人）の親へのグリーフケア
申請者：佐鹿孝子（看護学科）
審査結果：承認（10 月 11 日）
13．申請番号 83：3 Ｄ映像による乗り物酔いシミュレーションの検討
申請者：小林直樹（医用生体工学科）
審査結果：条件付承認（10 月 11 日）
，承認（11 月 8 日）
14．申請番号 84：中堅看護師の職業的アイデンティティと「診療の補助」に対する認識との関連
申請者：舩津沙織（看護学科）
審査結果：承認（11 月 8 日）
15．申請番号 85：片脚立ちバランストレーニングにおけるライトタッチの効果に関する研究
申請者：新井智之（理学療法学科）
審査結果：承認（11 月 8 日）
16．申請番号 86：循環器疾患患者への終末期ケアにおける看護職の役割・機能に関する研究
申請者：藤村朗子（看護学科）
審査結果：条件付承認（2 月 14 日）
，転出により申請取り下げ
17．申請番号 87：ハムストリングスのストレッチが腰椎骨盤リズムに及ぼす影響
申請者：大久保雄（理学療法学科）
審査結果：承認（3 月 14 日）
18．申請番号 88：幼児が医療機関を受診する際の親の説明に関する研究
申請者：藤沼小智子（看護学科）
審査結果：承認（3 月 14 日）
19．申請番号 M-22：高齢者を対象とした歩行停止能力評価法の妥当性
申請者：小関要作（医学研究科修士課程）
審査結果：承認（5 月 17 日）
20．申請番号 M-23：構造的，機能的足関節機能が主観的足関節不安定感に及ぼす影響
申請者：田村慧介（医学研究科修士課程）
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審査結果：承認（6 月 14 日）
21．申請番号 M-24：施設入所者に対する，負荷量および反復回数を規定した低負荷下肢伸展筋力強化トレーニン
グが ADL に及ぼす影響
申請者：増井義哲（医学研究科修士課程）
審査結果：非該当（6 月 14 日）
，大学倫理委員会あるいは病院 IRB へ申請指導
22．申請番号 M-25：異なる組み合わせから成る Core Stabilization Exercise がパフォーマンスに与える影響
申請者：柴田弘樹（医学研究科修士課程）
審査結果：承認（6 月 14 日）
23．申請番号 M-26：Augmented Low Dye Taping (ALD) による下肢筋活動，足底圧，動作パフォーマンスへの影
響
申請者：杉山真一（医学研究科修士課程）
審査結果：承認（6 月 14 日）
24．申請番号 M-27：高齢者の慢性腰痛保持者の転倒リスク・運動機能と QOL の関連について
申請者：旭

竜馬（医学研究科修士課程）

審査結果：承認（6 月 14 日）
25．申請番号 M-28：精神科病院に勤務する看護師が専門的ケア行動を実施できる要因
申請者：小林由起子（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（6 月 14 日）
26．申請番号 M-29：精神科における患者の暴力行為への身体介入に対する CVPPP トレーナーの自己効力感
申請者：丸山達也（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（6 月 14 日）
27．申請番号 M-30：地区組織活動の支援における保健師のコンピテンシー

−Ａ県行政保健師への質問紙調査か

ら−
申請者：町田ふさ子（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（7 月 12 日）
28．申請番号 M-31：精神科訪問看護に用いられている看護実践能力

−統合失調症患者の看護に焦点を当てて−

申請者：濱野勝史（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（7 月 12 日）
29．申請番号 M-32：介護予防の属性間にみられる身体的・心理的特徴についての調査研究
申請者：丸谷康平（医学研究科修士課程）
審査結果：承認（9 月 13 日）
30．申請番号 M-33：急性期病棟の看護師と一般病棟の看護師における看護実践力に関する研究
申請者：皆藤広美（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（9 月 13 日）
31．申請番号 M-34：医療安全業務に携わる看護師の仕事意欲へ影響する要因
申請者：是村利幸（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（9 月 13 日）
32．申請番号 M-35：看護師の専門職業人としてのコンピタンスに影響する要因の検討
申請者：平松由美子（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（9 月 13 日）
33．申請番号 M-36：看護学生が認識した終末期患者と看護学生の援助関係の成立と影響要因
申請者：横山ひろみ（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（12 月 13 日）
34．申請番号 M-37：安定性の異なる座位での下腹部引き込み動作が腹部深層筋に与える影響
申請者：永井秀幸（医学研究科修士課程）
審査結果：承認（3 月 14 日）
35．変更申請番号 60-2：心の健康に関する研究

−首都圏近郊住民を対象として−

申請者：山路真佐子（看護学科）
変更申請：変更内容（研究期間の変更）
審査結果：承認（7 月 12 日）
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36．変更申請番号 64-2：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）
変更申請：変更内容（研究期間の変更）
審査結果：承認（1 月 10 日）
37．変更申請番号 M-22-2：高齢者を対象とした歩行停止能力評価法の妥当性
申請者：小関要作（医学研究科修士課程）
変更申請：変更内容（研究実施施設の変更）
審査結果：承認（9 月 13 日）

4．評価と次年度目標
24 年度の審査件数 37 件うち，新規申請 34 件（内大学院学生の申請 16 件）については，承認 32 件（内大学院
学生 16 件）
，非該当 1 件，取り下げ 1 件であった．非該当の 1 件については大学倫理委員会あるいは病院 IRB への
申請を指導した．また，変更申請 3 件（内大学院学生の再申請 1 件）も承認され，審査は問題なく行われた．また，
年度末に提出が義務づけられている実施報告書と終了報告書の提出率が低いことから，引き続き事務から提出を求め
ることとした．
25 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・終了報告書を申請者が報告しやすいように改良すること．
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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 26 年 3 月 31 日）
委員長

岡﨑

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

委

奥田

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

黒川

理樹（KUROKAWA, Riki）
：ゲノム医学研究センター・教授（6 月まで）

員

井上

聡（INOUE, Satoshi）
：ゲノム医学研究センター・客員教授

片桐

岳信（KATAGIRI, Takenobu）：ゲノム医学研究センター・教授

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

正彦（NISHIYAMA, Masahiko）：ゲノム医学研究センター・教授

赤塚

俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：基礎医学部門・教授

粟田

卓也（AWATA, Takuya）
：臨床医学部門（大学病院）・教授

木崎

昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：臨床医学部門（総合医療センター）・教授

佐伯

俊昭（Saeki，Toshiaki）: 臨床医学部門（国際医療センター）・教授

（5 月より）
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 61 回（平成 24 年 5 月 8 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 13 人，欠席 3 人

事：

・プロジェクト研究部門の新規参加の辞退について
・設備・備品搬入申請について
・疾患制御医学部門の設置について
・防災訓練の輪番について
第 62 回（平成 24 年 7 月 10 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 14 人，欠席 1 人

事：

・プロジェクト研究部門の新規参加について
・大型機器使用申請について
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・プロジェクト研究部門代表者変更について
・運営委員抹消について
・防災訓練の輪番について
・第 10 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムの進捗状況について
第 63 回（平成 24 年 9 月 11 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 15 人，欠席 0 人

事：

・疾患制御医学部門の管理運営責任者について
・平成 20 年度の戦略的研究基盤形成支援事業の外部評価について
・ゲノム医学研究センター 10 周年記念誌発刊について
・第 10 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムの企業ブースについて
第 64 回（平成 24 年 11 月 13 日（火）
）
於：メール会議 出席 15 人，欠席 0 人
議

事:

・第 10 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムの終了報告について
第 65 回（平成 25 年 1 月 15 日（火）
）
於：メール会議 出席 15 人，欠席 0 人
議

事:

・平成 25 年度運営委員と日程について
第 66 回（平成 25 年 3 月 12 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 13 人，欠席 2 人

事:

・プロジェクト研究部門について
終了報告審査 2 件，中間報告審査 3 件，新規申請審査 3 件
・疾患制御医学部門の廃止について
・平成 20 年度の戦略的研究基盤形成支援事業の成果報告について
・平成 25 年度の戦略的研究基盤形成支援事業の構想調書について
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 145 回
講

日

時：平成 24 年 4 月 12 日（木） 17:00 〜 18:00

師：国立遺伝学研究所・系統生物研究センター
センター長

城石

俊彦

先生

テーマ：遠隔エンハンサーによる Shh 遺伝子の発現制御
主

催：遺伝子治療部門

第 146 回
講

日

時：平成 24 年 4 月 24 日（火） 16:00 〜 17:30

師：埼玉医科大学
准教授

医学部

千本松

薬理学

孝明

先生

テーマ：21 世紀のレニン・アンジオテンシンシステム
主

催：ゲノム科学部門

第 147 回
講

日

時：平成 24 年 5 月 30 日（水） 16:00 〜 17:15

師：京都大学 iPS 細胞研究所
准教授

長船

健二

先生

テーマ：iPS 細胞技術を用いた糖尿病と慢性腎臓病の解決に向けた研究
主

催：所長室

第 148 回
講

日

時：平成 24 年 5 月 30 日（水） 17:15 〜 18:30

師：京都大学 iPS 細胞研究所
教授

川口

義弥

先生

テーマ：細胞系譜解析法（genetic lineage tracing）の有用性と限界
主

催：所長室

第 149 回
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講

師：東京大学大学院総合文化研究科
教授

太田

邦史

先生

テーマ：長鎖非コード RNA（lncRNA）によるクロマチン・遺伝子発現制御
主

催：遺伝子構造機能部門

第 150 回
講

日

時：平成 24 年 6 月 26 日（火）16:00?17：30

師：Director,Oregon Stem Cell Center,Oregon Health & Science University
Markus Grompe,M.D.

テーマ：肝疾患に対する細胞治療と遺伝子治療
主

催：遺伝子治療部門

第 151 回
講

日

時：平成 24 年 7 月 13 日（ 金 ）16：00 〜 17：30

師：横浜市立大学医学研究科
教授

松本

直通

遺伝学

先生

テーマ：遺伝性疾患のエクソーム解析
主

催：所長室

第 152 回
講

日

時：平成 24 年 8 月 22 日（水）16：00 〜 17：15

師：Hospital for Special Surgery, New York
Instructor（Junior Faculty）
Baohong Zhao

先生

テーマ：Diﬀerential regulation of homeostatic and pathological bone resorption by Notch-RBP-J signaling
主

催：病態生理部門

第 153 回
講

日

時：平成 24 年 9 月 24 日（月）16：00 〜 17：30

師：筑波大学生命環境系
教授

林

純一

先生

テーマ：哺乳類ミトコンドリアゲノムの生理機能の全貌解明を目指して
主

催：所長室

第 154 回
講

日

時：平成 24 年 10 月 9 日（火）14：30 〜 15：30

師：大阪大学大学院医学系研究科
教授（副研究科長） 岡村

康司

先生

テーマ：イオンチャネル入門講座
主

催：ゲノム科学部門

第 155 回
講

日

時：平成 24 年 10 月 9 日（火）16：00 〜 17：30

師：大阪大学大学院医学系研究科
教授（副研究科長） 岡村

康司

先生

テーマ：電位依存性プロトンチャネルの構造と機能
主

催：ゲノム科学部門

第 156 回
講

日

時：平成 24 年 11 月 3 日（土）11：20 〜 12：10

師：理化学研究所 横浜研究所 オミックス基盤研究領域
領域長

林﨑

良英

先生

テーマ：New gene expression regulation world based on transcriptome analysis
主

催：ゲノム科学部門

第 157 回
講

日

時：平成 24 年 11 月 3 日（土）13：10 〜 14：00

師：The Children's Hospital of Philadelphia
Director

Douglas C.Wallace

先生

テーマ：Energyomics-Energenomics: A mitochondrial etiology of complex diseases
主

催：ゲノム科学部門

第 158 回
講

日

時：平成 24 年 11 月 3 日（土）14：00 〜 14：50

師：ワシントン大学医学部発生生物学部門
Associate Professor

今井

眞一郎

先生

テーマ：The function of hypothalamic SIRT1: Is the brain a control center of aging and longevity in mammals?
主

催：ゲノム科学部門
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第 159 回
講

日

時：平成 24 年 11 月 3 日（土）15：10 〜 16：00

師：Department of Genetics, King Faisal Specialist Hospital and Research Center, Riyadh, Saudi Arabia
Professor

Fowzan S.Alkuraya 先生

テーマ：A New Era for Human Knockout Research
主

催：ゲノム科学部門

第 160 回
講

日

時：平成 24 年 11 月 3 日（土）16：00 〜 16：50

師：公益財団法人 東京都医学総合研究所
所長

田中

啓二

先生

テーマ：The proteasome: from basic mechanisms to immunological roles
主

催：ゲノム科学部門

第 161 回
講

日

時：平成 24 年 11 月 13 日（火）16：00 〜 17：00

師：Department of Biology and Biochemistry - University of Houston
Director, Center for Nuclear Receptors and Cell Signaling
Director

Jan-Ake Gustafsson

先生

テーマ：The biology and pathology of estrogen receptor beta
主

催：遺伝子情報制御部門

第 162 回
講

日

時：平成 25 年 1 月 25 日（金）16：00 〜 17：15

師：名古屋大学附属病院整形外科
講師

鬼頭

浩史

先生

テーマ：軟骨無形成症の低身長に対する治療
主

催：病態生理部門

第 163 回
講

日

時：平成 25 年 2 月 28 日（木）16：30 〜 17：00

師：ゲノム医学研究センター疾患制御部門
客員教授

西山

正彦

先生

テーマ：がん創薬トランスレーショナルリサーチとがん薬物療法個人応答バイオマーカー研究（プロジェクト研究
「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」終了報告）
主

催：プロジェクト研究部門（西山チーム）

第 164 回
講

日

時：平成 25 年 2 月 28 日（木）16：00 〜 16：30

師：大学病院腎臓内科
准教授

岡田

浩一

先生

テーマ：CCN2 の腎線維化促進作用機序の検討
主

催：プロジェクト研究部門（鈴木チーム）

第 165 回
講

日

時：平成 25 年 3 月 8 日（金）16：00 〜 17：30

師：高知大学・医学部・環境医学研究室
特任准教授

清澤

秀孔

先生

テーマ：ES 細胞の in vitro 分化系を用いた機能性アンチセンス RNA 解析
主

催：所長室

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

日

時：平成 24 年 4 月 17 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：遺伝子治療部門
助

教

曽根

岳史

テーマ：成熟骨芽細胞を標識できる新しい蛍光タンパク質レポーターシステムの開発
第2回

日

時：平成 24 年 5 月 15 日（火）10：00 〜 11：00

演

者：プロジェクト研究部門（池田チーム）
教授

池田

正明

テーマ：マルチレポータ ? システムの時間生物・医学への応用
演

者：プロジェクト研究部門（西山チーム）
ポストドクター

宮良

晶子

テーマ：Urokinase-type plasminogen activator 感応性細胞融合能を持ったセンダイウイルスベクターの卵
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巣がん治療への応用
第3回

日

時：平成 24 年 6 月 19 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：遺伝子情報制御部門
ポストドクター

宮崎

利明

テーマ：前立腺がん増殖制御における APP と EBAG9 の役割
第4回

日

時：平成 24 年 7 月 17 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：遺伝子構造機能部門
ポストドクター

藤本

健太

テーマ：Xenopus の腸管幹細胞の発生において甲状腺ホルモンは c-Myc の発現を直接誘導することで
PRMT1 の発現を促進する
第5回

日

時：平成 24 年 9 月 18 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：病態生理部門
大学院修士課程 1 年

塚本

翔

テーマ：BMP が誘導する異所性骨誘導活性を伝達する転写因子 Smad の解析
第6回

日

時：平成 24 年 10 月 9 日（火）10：00 〜 11：00

演

者：プロジェクト研究部門（藤田チーム）
講師

藤田

健一

テーマ：透析を要するほど腎機能の低下したがん患者におけるイリノテカンの至適投与に向けた臨床試験
演

者：プロジェクト研究部門（千本松チーム）
准教授

千本松

孝明

テーマ：レニン・アンジオテンシンシステムと生活習慣病
第7回

日

時：平成 24 年 12 月 18 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：実験動物施設
助教

横尾

友隆

テーマ：新規消化管ホルモン IBCAP による膵β細胞分化に与える影響
第8回

日

時：平成 25 年 2 月 19 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：発生・分化・再生部門
特任技術員

平木

啓子

テーマ：TET1 は現行のヒト iPS 細胞の欠陥を補って細胞分化効率を飛躍的に上昇させる
第9回

日

時：平成 25 年 3 月 19 日（火）10：00 〜 11：00

演

者：トランスレーショナルリサーチ部門
助教

仲地

豊

テーマ：新生仔マウス脳の遺伝子発現解析による性同一性障害関連遺伝子探索の試み
演

者：ゲノム科学部門
研究員

菅原

泉

テーマ：新規 PPARg ターゲット遺伝子 Fam57b はセラミド合成を介して脂肪細胞分化を制御する
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：
・千本松チーム（国際医療センター循環器内科）
2）中

間：

・三村チーム（埼玉医科大学病院リウマチ・膠原病内科）
・池田チーム（埼玉医科大学医学部生理学）
・藤田チーム（国際医療センター臨床腫瘍内科）
3）延

長：

なし
4）終

了：

・鈴木チーム（埼玉医科大学病院腎臓内科）
・西山チーム（ゲノム医学研究センター疾患制御医学）
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）
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研究課題：末梢時計遺伝子の機能と疾患
2）藤田

健一チーム（国際医療センター臨床腫瘍内科）

研究課題：抗悪性腫瘍薬の個別化医療に向けた PK/PD，PGx を駆使した開発的治療研究
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（ゲノム医学研究センター疾患制御医学）

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
6）千本松

孝明チーム（国際医療センター循環器内科）

研究課題：心房皮膚線維芽細胞を用いた iPS 細胞作成又は直接的心筋細胞誘導法樹立の検討

4．評価と次年度目標
今後，更に臨床研究が深く関与し発展しつつあることを鑑み，共同研究がスムーズに遂行できるように配慮し，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，
後押しをしたいと考える．
②学術集会を 21 件開催した．日高キャンパスでの開催にもかかわらず，他のキャンパスからも研究者や医師など
多数の出席をいただいた．
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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：H26.3.31）

◇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：H26.3.31）
◇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：H26.3.31）
坂本

安（SAKAMOTO, Yasushi）
：共同利用施設運営部門（任期：H26.3.31）

※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：知財戦略研究推進部門（任期：H26.3.31）
村越隆之（MURAKOSHI,Takayuki）: 研究支援管理部門（任期：H26.3.31）
赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）
：安全管理部門 ( 感染分野 )（任期：H26.3.31）
丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：フェローシップ部門（任期：H26.3.31）

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：研究評価部門（任期：H26.3.31）
◇部門長代理（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 （任期：H26.3.31）

◇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：H26.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）
：研究主任部門（任期：H26.3.31）
※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：研究主任部門（任期：H26.3.31）
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：研究主任部門（任期：H25.3.31）
森

圭介（MORI, Keisuke）
：共同利用施設運営部門（任期：H26.3.31）

※田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）
：共同利用施設運営部門（任期：H26.3.31）
小林国彦（KOBAYASHI,Kunihiko）: 共同利用施設運営部門（任期：H26.3.31）
西山正彦（NISHIYAMA, Masahiko）
：知財戦略研究推進部門（H24.7.31 退職により退任）
安河内正文（YASUKOCHI, Masafumi）
：知財戦略研究推進部門（任期：H26.3.31）
仁科正実（NISHINA, Masami）
：研究支援管理部門（任期：H26.3.31）
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：安全管理部門（廃液等環境分野）（任期：H26.3.31）
三谷幸之介（MITANI, Kounosuke）
：安全管理部門（DNA 分野）（任期：H26.3.31）
森

隆（MORI, Takashi）
：安全管理部門（動物分野）（任期：H26.3.31）

※丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：安全管理部門（薬物分野）（任期：H26.3.31）

小野
森

啓（ONO, Hiraku）
：安全管理部門（RI 分野）（任期：H24.6.1 〜 H26.3.31）
茂久（MORI, Shigehisa）
：フェローシップ部門（任期：H26.3.31）

伊崎誠一（IZAKI, Seiichi）
：研究評価部門（任期：H26.3.31）
◇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：H26.3.31）

※田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）
：総合医療センター担当（任期：H26.3.31）
※小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）
：国際医療センター担当（任期：H26.3.31）
※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：ゲノム医学研究センター担当（任期：H26.3.31）
※重複構成員
計 22 名（第 72 回〜第 74 回）
計 23 名（第 75 回）
計 22 名（第 76 回〜第 81 回）
◇事務局
鈴木

勝（SUZUKI, Masaru）：医学研究センター 教授

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
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小池秀雄（KOIKE, Hideo）
：産学官連携コーディネーター
山田栄一（YAMADA, Eiichi）：医学研究センター 実験助手
井田

唯（IDA, Yui）：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 24 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 22 名で構成されている．

3．活動報告
◇定期開催
第 72 回：4 月 17 日（火）出席者 22 名（委任状 4 名）
第 73 回：5 月 15 日（火）出席者 21 名（委任状 6 名）
第 74 回：6 月 12 日（火）〜 18 日（月）メール会議

出席者 15 名（未返信 7 名）

第 75 回：7 月 10 日（火）出席者 22 名（委任状 4 名）
第 76 回：9 月 18 日（月）出席者 21 名（委任状 8 名）
第 77 回：10 月 16 日（火）出席者 21 名（委任状 9 名）
第 78 回：11 月 6 日（火）〜 12 日（月）メール会議

出席者 17 名（未返信 5 名）

第 79 回：12 月 11 日（火）〜 17 日（月）メール会議

出席者 19 名（未返信 3 名）

第 80 回：1 月 15 日（火）出席者 20 名（委任状 8 名）
第 81 回：2 月 12 日（火）〜 18 日（月）メール会議

出席者 18 名（未返信 4 名）

第 82 回：3 月 12 日（月）出席者 18 名（委任状 7 名）
◇開催回数
定期開催：11 回

平均 20.7 名（委任状平均 6.6 名）

※但し，第 74 回，第 78 回，第 79 回，第 81 回は，電子メール会議なので，平均値は 7 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 82 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．
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 , 学内ホームページにおいて
議事録を公開している．
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川越キャンパスや日高キャンパスの構成員も多いため，今年度は電子メールで会議が成立する議事については，あ
えて招集せず電子メールで議論し各構成員の負担を軽減した．
構成員が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継続して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：H26.3.31）

副委員長

三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：リウマチ膠原病科：教授（任期：H26.3.31）

委員

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：大学病院神経内科：教授（任期：H26.3.31）
田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理学：教授（任期：H26.3.31）
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授（任期：H26.3.31）
篠塚望（SHINOZUKA, Nozomi）
：消化器・一般外科：教授（任期：H26.3.31）
奥田晶彦（OKUDA, Akihiko）
：ゲノム医学研究センター：教授（任期：H26.3.31）
石原正一郎（ISHIHARA, Shoichiro）：国際医療センター脳神経外科：教授（任期： H26.3.31）
乙戸崇寛（OSTUDO, Takahiro）
：保健医療学部理学療法学科：講師（任期：H26.3.31）
市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）
：保健医療学部健康医療科学科：教授（任期：H26.3.31）
村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センタ ? 心臓内科：准教授（任期：H26.3.31）
千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：医学部薬理学：准教授（任期：H26.3.31）
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：医学部病理学：准教授（任期：H26.3.31）
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：保健医療学部：准教授（任期：H26.3.31）

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）
：医学基礎：准教授（任期：H26.3.31）

飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）
：国際医療センタ ? 心臓内科 : 講師（任期：H26.3.31）
ゴッドフリーチャド（GODFREY, Chad）：医学基礎：特任講師（任期：H26.3.31）
菅

理江（SUGE, Rie）
：医学部生理学：助教（任期：H26.3.31）

水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）
：大学事務部教務課：次長（任期：H26.3.31）※平成 24 年 7 月まで
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：大学事務部教務課：次長（任期：H26.3.31）※平成 24 年 7 月から
劉文甫（LIU, Wenfu）
：顧問（任期：H26.3.31）
オブザーバー 野村正彦 （NOMURA, Masahiko）：顧問（任期：H26.3.31）
小山勇 （KOYAMA, Isamu）
：国際医療センタ ? 消化器外科：教授（任期：H26.3.31）
丸木清之 （MARUKI, Kiyoyuki）
：専務理事（任期：H26.3.31）

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 24 年 4 月 12 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 7 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
②第 2 回（平成 24 年 5 月 24 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 12 人 欠席者 11 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 24 年 6 月 28 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 11 人 欠席者 12 人
議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
④第 4 回（平成 24 年 7 月 18 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 24 年 8 月 17 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 9 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
⑥第 6 回（平成 24 年 9 月 220 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 9 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 24 年 10 月 25 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 10 人 欠席者 13 人
議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
⑧第 8 回（平成 24 年 11 月 15 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 12 人 欠席者 11 人
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議事：学生相互交換留学制度，春季語学研修，教員短期留学制度，等
⑨第 9 回（平成 24 年 12 月 14 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 6 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 25 年 1 月 11 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 5 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
⑪第 11 回（平成 25 年 2 月 12 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 10 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
⑫第 12 回（平成 25 年 3 月 8 日）於：保健医療学部 C304 号室 出席者 7 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
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，主に「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」
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
別所

正美（BESSHO, Masami）

：センター長，医学部ブランチ長

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

大野

良三（OHNO, Ryozou）

：副センター長，保健医療学部ブランチ長

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

土田

哲也（THUCHIDA, Tetsuya） ：副センター長，入試問題統括部門長

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

椎橋

実智男（SHIIBASHI, Michio） ：調査・研究・解析部門長，IT センター長

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

丸木清之（MARUKI, Kiyoyuki）

：広報部門長，専務理事

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

田島

賢司（TAJIMA, Kenji）

：事務部門長，常務理事

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

小室

秀樹（KOMURO, Hideki）

：大学事務部長，医学部入試事務室長

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

松尾

有裕（MATHUO, Arihiro）

：保健医療学部事務室長

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

【その他センター長が必要と認めた者】
堀口一夫（HORIGUCHI, Kazuo）

：大学事務部顧問

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

上原

政治（UEHARA, Seiji）

：アドミッションセンター特任教授

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

吉田

喜太郎（YOSHIDA, Kitarou） ：教養教育教授

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

川島

祝（KAWASHIMA, Hajime）

：短期大学副学長，短期大学入試委員長

（任期 : 平成 25 年 3 月 31 日）

：短期大学教授学科長

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

所

ミヨ子（TOKORO, Miyoko）

梶田

幸子（KAJITA, Sachiko）

：総合医療センター看護専門学校副校長
：総合医療センター看護専門学校入試責任者 （任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

中村美智子（NAKAMURA, Mithiko） ：総合医療センター看護専門学校教務主任
館

瓊子（TATE, Kuniko）

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

：毛呂病院看護専門学校副校長，毛呂病院看護専門学校入試責任者
（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

市岡

正適（ICHIOKA, Masayuki） ：保健医療学部教授，保健医療学部入試実施委員長
（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

渡辺

修一（WATANABE, Shuuithi） ：医学部問題作成責任者，医学部科目出題責任者・小論文
（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）

：医学部科目出題責任者・英語

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

菅原

隆（SUGAWARA, Takashi）

：医学部科目出題責任者・生物

（任期 : 平成 25 年 3 月 31 日）

山崎

芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito） ：医学部科目出題副責任者・生物

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

勝浦

一雄（KATSUURA, Kazuo）

：医学部科目出題責任者・数学

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

赤間

啓一（AKAMA, Keiichi）

：医学部科目出題責任者・物理

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

向田

寿光（MUKAIDA, Toshimithu）：医学部科目出題副責任者・物理

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

下岡

聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）：保健医療学部科目出題責任者・数学

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

戸井田

：保健医療学部科目出題責任者・物理

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

間山

伸（MAYAMA, Shin）

昌宏（TOIDA, Masahiro）

：保健医療学部科目出題責任者・英語

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

和合

治久（WAGOU, Haruhisa）

：保健医療学部科目出題責任者・生物

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

【オブザーバー】
濱口

勝彦（HAMAGUCHI, Kathuhiko）
：副理事長

三澤

善道（MISAWA, Yoshimithi）

：特任講師・生物

長戸

康孝（NAGATO, Yasutaka）

：特任講師・国語

松村

秀（MATHUMURA, Hide）

：特任講師・科学

齋藤

直樹（SAITOU, Naoki）

：特任講師・英語

丸山

光夫（MARUYAMA, Mithuo） ：特任講師・数学

杉山

崇（SUGIYAMA, Takashi）

：特任講師・物理

【事務局】
村嶌

226

隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：大学事務部次長

委員会・会議報告（各種センター）

2．目的
アドミッションセンターの業務目的は，埼玉医科大学アドミッションセンター規程第 1 条に示す通りであるが，
アドミッションセンター運営委員会は，アドミッションセンターの目的を円滑に遂行するため定期的に開催するもの
である．
【アドミッションセンターの目的】
埼玉医科大学及び関連する学校における入学者選抜が適切に行われ，本学の教育目標を達成しうる学生を受け入れ
るために，入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）に即した入試システムの構築，円滑な入試の実施，調査
研究および入試に関する業務を統括し，支援することを目的とする．

3．活動報告
平成 24 年 5 月 11 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，
各学校の担当者から，
平成 24 年度入試報告（受験者数，入学者数等）ならびに平成 25 年度入試の実施計画等
（日
程，募集人数等）が報告された．医学部では，平成 25 年度入試の一つとして，センター試験利用入学試験の実施を
予定しており，女子栄養大学（坂戸市）に試験監督者（教員）を派遣した旨が報告があった．

4．自己点検・評価と次年度目標
特任講師の増員により，各関連学校への支援の強化が図られ，各学校の入試問題作成関連業務を円滑に進めること
ができ，
概ね良好な運営ができた．また，
各学校の入試状況等の情報交換を行なったことにより，相互理解に図られた．
医学部のセンター試験利用入学試験は，平成 24 年度入試で女子栄養大学に試験監督者を派遣するなど経験を積み，
さらに 2 次試験の実施方法について綿密に準備を進めたことにより，大きな問題もなく終了することができた．
以上の点から，平成 24 年度における「アドミッションセンター運営委員会」の目的は，ほぼ達成できたと判断し
ている．
次年度も，引き続き関連学校が相互に連携を強化し，情報交換等を図り，各学校の入試業務が円滑的に実施される
よう当委員会も更に充実を図っていきたい．
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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：H26.3.31）

委

員

勝浦

一雄 （KATSUURA, Kazuo）
：基礎医学部門医学基礎：准教授（任期：H26.3.31）

委

員

永井

正規 （NAGAI, Masaki）
：基礎医学部門公衆衛生学：教授（任期：H26.3.31）

委

員

丸山

敬 （MARAUYAMA, Kei）
：基礎医学部門薬理学：教授（任期：H26.3.31）

委

員

依田

哲也 （YODA, Tetsuya）
：大学病院口腔外科：教授（任期：H26.3.31）

委

員

藤原

恵一 （FUJIWARA, Keiichi）
：国際医療センター産婦人科：教授（任期：H26.3.31）

委

員

前田

平生 （MAEDA, Hirao）
：総合医療センター輸血・細胞治療部：教授（任期：H26.3.31）

委

員

片桐

岳信 （KATAGIRI, Takenobu）：基礎医学部門ゲノム医学研究センター：教授（任期：H26.3.31）

委

員

有田

彰 （ARITA, Akira）
：保健医療学部健康医療科学科：教授（任期：H26.3.31）

オブザーバ

別所正美 （BESSHO, Masami）
：学長（任期：H26.3.31）

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，ネットワークのセキュリティーと教育への活
用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：H26.3.31）

委

員

大野

良三（OHNO，Ryouzou）
：保健医療学部：学部長（任期：同上）

委

員

千田

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

委

員

宮山

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

委

員

足立

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

委

員

柴﨑

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

委

員

大野

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

委

員

荒木

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

委

員

宮﨑

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

委

員

椎橋

実智男（SHIIBASHI，Michio）
：IT 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 24 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．文部科学省大学間連携共同教育推進
事業への申請，実施について検討した．
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．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 2 年生に選
択必修地域医学入門 2 を開始するなど，総合力，連携力を高める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が，対象者のニーズにより，より教育的立場での支援方
法を今後検討していく．
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，
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．また，疫学統計解析支援の中から，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については積極的に取り組むことが了
承された．

4．評価と次年度目標
平成 24 年度は，文部科学省の補助金を連携大学の 1 つとして取得し，埼玉県の連携づくりに取り組むことになっ
た．これを中心として，卒前の学生に対する連携教育を充実し，1 年生から 6 年生までを通した地域医療に貢献でき
る医師の育成に取り組み，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

委

員

森

委

員

千田

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

委

員

足立

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

委

員

柴﨑

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

委

員

大野

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

委

員

荒木

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

委

員

宮﨑

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

委

員

冨永

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

学外委員

洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学･医療センター：センター長（任期：H26.3.31）
茂久（MORI，Shigehisa）
：医学教育センター：教授（任期：同上）

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

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

3．活動報告
平成 24 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 30 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 19 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 1 を 15 名の学生が 2 年生でも地
域医学入門 2 を 15 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．
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るとともに，プライマリケア，患
者中心の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．医学部
2 年生の臨床入門では，モデルコアカリキュラムの改訂に併せて，介護業務体験実習を開始し担当した．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．
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）文部科学省大学間連携共同教育推進事業に埼玉県立大学，城西大学，日本工業大学とともに申請し，ステーク
ホルダーの埼玉県とともに，連携を模索した．採択後には 4 大学連携の IPW 試行実習を行い，医学，薬学，看護，
理学療法，作業療法，社会福祉，臨床検査等の保健医療福祉専門職に加え , 今後高齢社会に必要な環境デザイン
の専門職の視点を加えた連携方法について検討した．

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．県内大学
との連携を進めるとともに , 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 :H24.4.1-H26.3.31）

委

員：椎橋

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

委

員：柴﨑

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

委

員：大野

洋一（OHNO Yoichi）
：地域医学・医療センター：講師（任期：同上）

委

員：荒木

隆一郎（ARAKI Ryuichiro）
：地域医学・医療センター：助教（任期：同上）

委

員：宮﨑

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

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
通信技術をハードウェア・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必要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）
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．また各小中学校を対象とし
たインフルエンザ（H1N1）2009 および他の季節性インフルエンザに関するアンケートを解析し，学会発表を
2 件行った．
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 24 年度は支援件数 71 件（再依頼を含む），論文 8 件（共著 7 件，
謝辞 1 件）
，学会発表 2 件であった．公表された成果は年毎に論文の比重が高まり学会発表が相対的に減少して
いる．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
内からの依頼を経由して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）として参画している．

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ている．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．現在のところ依頼はすべて受け入れているがマンパワーの限界に近づきつ
つある問題もあり，今後体制の検討が必要となろう．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：H26.3.31）

委員

千田

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

委員

宮山

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

委員

足立

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

委員

柴﨑

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

委員

大野

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

委員

荒木

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

委員

宮﨑

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

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 25 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：H26.3.31）

真（NAGATA, Makoto）: 埼玉医科大学病院呼吸器内科：教授（任期：H26.3.31）

委員

松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：埼玉医科大学免疫学：教授（任期：H26.3.31）

中村晃一郎（NAKAMURA, Koichiro）：埼玉医科大学病院皮膚科：教授（任期：H26.3.31）
徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）
：埼玉医科大学病院小児科：教授（任期：H26.3.31）
上條
森

篤（KAMIJYO, Atushi）: 埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：講師（任期：H26.3.31）
圭介（MORI, Keisuke）
：埼玉医科大学病院眼科：准教授（任期：H26.3.31）

植松和嗣（UEMATSU, Kazutsugu）
：総合医療センター呼吸器内科：准教授（任期：H26.3.31）
和合治久（WAGO, Haruhisa）
：国際医療センター保健医療学部：教授（任期：H26.3.31）
事務局

杣

知行（SOMA, Tomoyuki）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：講師（任期：H26.3.31）

2．目的
アレルギーセンターは 2009 年 4 月に開設された本学のアレルギー領域に関わる教員の合同連携組織であり，
卒前・
卒後教育活動，先端的治療をふくむ包括的診療活動，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行う目的に
おいて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，月に 1 回を原則として開催してきた．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領域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．組織構築，資金運用，
事業展開などについて討議を行うとともに，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 30 回

定例会議（平成 24 年 4 月 6 日）於：基礎研究棟 B2 会議室

出席 9 名

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
②第 31 回

定例会議（平成 24 年 5 月 17 日）於：本部棟 3 階会議室

出席 7 名

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
③第 32 回

定例会議（平成 24 年 6 月 15 日）於：本部棟 3 階会議室

出席 5 名

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
④第 33 回

定例会議（平成 24 年 7 月 15 日）於：本部棟 3 階会議室

出席 7 名

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
⑤第 34 回

定例会議（平成 24 年 9 月 14 日）於：本部棟 3 階会議室

出席 10 名

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
⑥第 35 回

定例会議（平成 24 年 10 月 12 日）於：本館 12 階会議室

出席 8 名

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
⑦第 36 回

定例会議（平成 24 年 12 月 14 日）於：本館 12 階会議室

出席 9 名

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
⑧第 37 回

定例会議（平成 25 年 1 月 11 日）於：本館 12 階会議室

出席 10 名

議事：組織構築，資金運用，事業展開，プロジェクト検討
⑨第 38 回

定例会議（平成 25 年 3 月 1 日）於：本部棟 3 階会議室

出席 10 名

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部門長は全員留任であった．
②臨床研究の補助などの目的で非常勤職員を雇用している．
（3）資金運用
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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
定した．
（4）事業展開
各部門の年報を参照
（5）プロジェクト検討
センター組織を活用し，関連する基本学科によるアレルギー領域の基礎・臨床研究について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
今年度は，資金活用も活発となり，また毎月の関連スタッフによるプロジェクト紹介も活発な討議が行われた．共
同研究の推進の点でも順調であり，ほぼ目標は達成されたと思われる．次年度においては国際喘息学会日本北アジア
部会の主催を控える．さらに卒前・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，議論を重ねていきたい．また本運営会議は各科若手医師な
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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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 25 年 3 月末現在 1230 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 25 年 3 月末現在 24 件の学位 ( 修士 ) を授与した．
平成 24 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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1．構成員
石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）
：研究科長：教授：代表指導教員：基礎看護学・看護管理学：修士
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
湯沢八江（YUZAWA, Yae）
：教授：基礎看護学・看護管理学：博士
冨田幸江（TOMITA, Satie）
： 教授：基礎看護学・看護管理学：修士
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
： 教授：代表指導教員：地域看護学：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
坂本文子（SAKAMOTO, Fumiko）
：准教授：成人看護学：博士
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
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：基礎看護学・看護管理学：修士
大堀 昇（OHORI, Noboru）：講師：基礎看護学・看護管理学：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，
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
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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．
看護管理学演習Ⅱでは，医療制度の改革が看護管理に与える影響について学び，それぞれが置かれた立場からみえ
る現在の看護管理の課題を討議する．そして，各人が課題とした問題解決にはどのような資源や材料，または方法が
求められているかなどを科学的に探究する方法について学ぶ．
基礎看護学特別研究では，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．看護管理学特別研究では，看護管理学演習で学んだ課題とその解決法について多角的に検討し，疑
問や課題を解決するために研究という手法を活用できる力を磨く．研究計画を立て，実行して修士論文を作成すると
いうプロセスを経験する．
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，実践的に学習を深める．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（湯沢八江）
・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（千田みゆき , 佐鹿孝子）
・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（湯沢八江）
・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（湯澤八江）
【専門科目】
・がん看護学特論Ⅰ：1 年生，2 単位 30 時間（伊藤まゆみ非常勤講師）
・がん看護学特論Ⅱ：1 年生，2 単位 30 時間（原田真里子）
・がん看護学特論Ⅲ：1 年生，2 単位 30 時間（佐伯俊昭 , 伊藤まゆみ）
・がん看護学演習Ⅱ：1 年生，2 単位 60 時間（原田真里子）
・がん看護学実習Ⅰ：1 年生，2 単位 90 時間（原田真里子）
・成人看護学特別研究：1・2 年生，8 単位 240 時間（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）
・小児看護学特論Ⅱ : 1 年生，3 単位 45 時間（佐鹿 孝子）
・小児看護学演習Ⅰ：1 年生，3 単位 90 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）
・小児看護学特別研究：2 年生，8 単位 240 時間（佐鹿孝子）
・精神保健看護学特論Ⅰ：1 年生，3 単位 45 時間（粟生田友子）
・精神保健看護学特論Ⅱ：1 年生，3 単位 45 時間（粟生田友子）
・精神保健看護学演習Ⅰ：1 年生，3 単位 90 時間（鈴木英子 , 丸山昭子）
・精神保健看護学実習Ⅱ：2 年生，4 単位 180 時間（丸山昭子）
・精神保健看護学課題研究：1・2 年生，4 単位 120 時間（石津みゑ子 , 千田みゆき , 佐鹿孝子，湯沢八江）
・看護技術学特論Ⅰ：1 年生，3 単位 45 時間（石津みゑ子 , 冨田幸江 , 小倉邦子）
・看護技術学演習Ⅱ：2 年生 , 3 単位 90 時間（石津みゑ子 , 冨田幸江 , 小倉邦子）
・看護管理学演習Ⅱ：2 年生，3 単位 90 時間（湯沢八江 , , 大堀昇）
・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 , 湯沢八江 , 冨田幸江）
・地域活動看護学特論Ⅰ：1 年生，3 単位 45 時間（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子）
・地域活動看護学特論Ⅱ：1 年生，3 単位 45 時間（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子）
・地域地域活動看護学演習Ⅰ：1 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 , 菊池チトセ , 山路真佐子）
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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では緩和ケア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Ⅱ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について実践をとおして学んだ．がん看護学では教授不在のた
め，特論Ⅰ・Ⅲは非常勤講師による教授であった．そのため，特論Ⅰは夏期休暇における集中講義となり，特論Ⅱは
通常通り前期に開講された．しかし，学修進度としては，CNS の概要を含めた，がん看護学の基盤をなす特論Ⅰを
先行して学修した方が，効果的な学びが望めると思われた．クリティカルケア学は，今年は特別研究についての指導
が主となったが，院生個々に能力差があるため，データ収集に先駆けたインタビュー訓練や半構造的面接の技術につ
いて指導を強化する必要があった．また，研究方法についての学修にも力を入れ，適切な研究方法を選択できるよう
指導した．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，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．学生は社会人であり 1 名であったが討議が深まった．発達理論
や家族システム理論などの諸理論を活用し，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学生の研究課題を考える動機に繋がり，目標は達成できた．
小児看護学特論Ⅱでは，特論Ⅰを基盤にして健康上の問題を抱える子どもと家族を支えるために発達理論や家族シ
ステム論などを活用し，ディスカッションを行った．学生は小児看護の臨床での実践があるため，理解が深まった．
小児看護学演習Ⅰは，小児看護学特論Ⅰ・Ⅱの学びを活用し，あらゆる健康状態と発達段階の子どもと家族につい
て事例を通してディスカッションを行った．また，学会やワークショップに参加し，看護学研究についての動機づけ
と研究計画の立案に活用できていた．小児看護学演習Ⅱは，平成 23 年度に長期に療養中であった学生 1 名が履修し
た．長期履修の 3 年次であり，小児看護学特別研究と関連をさせて進めた．文献検討を行い，研究の概念や研究計
画書の再検討も行い目標が達成できた．小児看護学特別研究は，1 名の研究指導であった．倫理審査を 2 年次に申請
し承認を得ていたので，3 年次の 4 月当初より進めることができた．質的研究であり，面接結果の分析には時間を要
した．分析については，関連の研究会に参加し学習を進めながら手法を活用できていた．社会人であるため，研究に
時間をかけるのが難しかったが工夫をしながら論文作成をしていた．研究プロセスをたどり，結論まで抽出できたの
で課題は達成できた．
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
制等について概要を教授した．それをもとに学生は，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主体的に学修した．受講生は 1 名のみであり，精神
看護の臨床経験のないリエゾン看護師志望であったため，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については概要を教授した．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）については具体的に教授し，いずれも教員とのディ
スカッションにより考察を深めることができた．精神保健看護学演習Ⅰ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，リエゾン精神看護，コンサルテーション活動における高度実践看
護の役割・機能について教授し，事例検討により学びを深めた．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 3 名，駒木野病院において 1 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，3 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，及び看護技術学演習Ⅰは，学生の休学，退学により履修生がなかったため開講しなかった．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内容を教授した．学修方法は看護技術教育（看護基礎教育，
および現任教育）に関する文献を読みディスカッションし考察を行った．学生は主体的に学習し意見交換を行い，技
術教育における課題を見つける等により十分な達成状況であった．
看護管理学演習Ⅱでは，2 年生 3 名が対象となった．それぞれが置かれた立場からみえる現在の看護管理の課題が
出され，皆で討議し，収集してきた関連研究のクリティークを行った．これらの演習の中で各人の課題は明確となり，
多様な方法論について検討が進んだ．
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看護管理学特別研究では，3 名の学生に研究指導を行った．研究計画は予定通り進められ，倫理審査委員会を通過
して質問紙調査が開始された．現在，結果の分析中であるが，修士論文提出までにはまだ十分な時間が残されている
ことから，学生はいろいろな分析方法にチャレンジすることができ，主体的な学びがさらに促進されると考える．
地域活動看護学領域：特論Ⅰ・Ⅱは地域看護の基本を学びなおすとともに実践と理論を関連づけて探究した．保健
福祉行政の現状と課題については特別講師の講義を入れ，最新の情報提供に努めた．演習Ⅰでは研究課題を絞るため，
各種地域保健活動の現状と課題を検討した．学生は 1 名であったため，教員が複数名授業に参加したが，学生の視
点からのディスカッションが十分できず達成度は 70% と考える．特別研究は，1 名の学生を指導した．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 95% と考える．
2-4．自己評価と次年度計画
成人看護学領域：院生自らが主体的に学修することを教授し，大学院における本来的教育が充実できることを目指
す必要がある．がん看護学では教授不在のため，引き続き専任教授の就任に向けて努力する必要がある．CNS コー
スの充実のため，臨床実践例の事例検討を深め，がん看護ケアモデルの作成を目指す．クリティカルケア学では，同
じく臨床実践例の事例検討を深め，クリティカル看護ケアモデルの作成を目指すとともに，クリティカルケア領域に
おける看護の専門性追及として看護実践におけるエビデンスの獲得に努める必要がある．
小児看護学領域：小児看護学特論Ⅰ・Ⅱは，学生は 1 名であったが小児看護を臨床の場で長年経験した学生であっ
たので，理論を踏まえて特論Ⅰ・Ⅱの学習目標は達成できるようにディスカッションを多くした．小児看護学演習Ⅰ
は特論を履修した学生であったので，特論Ⅰ・Ⅱを基盤として特別研究につながる工夫し課題が達成できた．小児看
護学演習Ⅱは，受講該当学生が昨年度より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した．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した．提出期限まで，根気よ
く推敲を重ね，修士論文審査に合格した．今後は，学会発表や学術論文に投稿をすすめるのが課題である．
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・関心を示せるよう臨床でよ
く遭遇する事例を用いて，学修内容が具体的にイメージしやすいように努めことから，学修内容が深められたと考え
る．次年度は，学生のより積極的な授業参加を推し進め，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していく．
看護管理学演習は履修生の意欲が高く，学修成果をあげてきている．来年度もこのまま学びを進めていけば成果は
おのずと付いてくるものと期待している．看護管理学特別研究においては履修生が今の時期に到達しておくべき目標
には到達している．来年度は修士論文提出になる．学生が満足した成果を出せるよう指導していきたい．
地域活動看護学領域：特別研究・課題研究については，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 2 年次生が在籍するため，特論Ⅰ，特論Ⅱ，演習Ⅰ，演習Ⅱ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．また，ゼミでの積極
的な討議ができるよう促していく．

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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1．構成員
組織コーディネーター兼実務マネージャー：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：
腫瘍外科学指導者コース：佐伯俊昭

同上

集学的臨床腫瘍学指導者コース：佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）：教授（国際医療センター・腫瘍内科
H24/4/1-6/30）
，畝川芳彦（SEGAWA, Yoshihiko）：教授（国際医療センター・腫瘍内科

H24/8/1-）

放射線・粒子線腫瘍学指導者コース：加藤真吾（KATO, Shingo）：教授（国際医療センター・放射線腫瘍科）
包括的がん治療・ケア医療者・指導者コース：佐伯俊昭

同上

高度実践看護学（がん看護）コース：石津みゑ子（ISHIZU, Mieko）：特任教授（保健医療学部看護学科）
がん医療開発研究指導者コース：小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）：教授（国際医療センター・呼吸器内科）
総合がん治療医療人養成コース（インテンシブコース）：佐伯俊昭

同上

がん緩和ケア多職種養成コース（インテンシブコース）：石津みゑ子

同上

がん指導薬剤師養成コース（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）
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）
以下の第一期がんプロ大学院コースについては学生が在学中であるため，コースを併設しているが平成 24 年度
より新規学生募集は行っていない．
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

同上

H24/4/1-6/30，畝川芳彦

同上

H24/8/1-

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：石津みゑ子

同上

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
医学物理士養成コース（インテンシブコース）：熊崎

同上

祐 （KUMAZAKI, Yuu）：講師（国際医療センター・放射

線腫瘍科）
実務担当者
和田

智 （WADA, Satoru）
：助教（国際医療センター・乳腺腫瘍科

兼担国際医療センター・乳腺腫瘍科

H24/4/1-10/31，情報技術支援推進センター

H24/11/1-）

清水恵美 （SHIMIZU, Emi）
：非常勤事務員（国際医療センター・乳腺腫瘍科

H24/4/1-10/31）

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

H24/8/1-）

2．概要
本学では，平成 19 年度に採択された文部科学省補助事業・がんプロフェッショナル養成プラン「関東広域多職種
がん専門家チーム養成拠点」
（千葉大学，筑波大学，茨城県立医療大学との共同事業）に引き続き，本年よりがんプ
ロフェッショナル養成基盤推進プラン「国際協力型がん臨床指導者養成拠点」（筑波大学，千葉大学，群馬大学，日
本医科大学，独協医科大学，茨城県立医療大学，群馬県立県民健康科学大学との共同事業）が採択された．このプロ
グラムは，がん専門医療者の養成システムの改善を目的とした前回の補助事業による成果をさらに発展させ，日本の
がん医療の中心で活躍できる国際感覚に富んだがん専門医療人，指導者を育成する大学院コースの構築を目的とした
ものである．大学院医学研究科臨床医学研究系専攻の臨床腫瘍学講座には，学生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がすでに設置されているが，この事業採択に伴い，これら既存コー
スをさらに発展させた内容の新規大学院コースを設置した（コース内容は上記参照）．それぞれのコースでは，各分
野における専門医取得に必要な知識と臨床技能，さらに今後がん医療の現場でリーダーとして活躍できるようなスキ
ル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で構成されている．なお，既存のコースには所属す
る学生がいるため，順次新コースへ移行する予定である．臨床実習，学位研究を進めるにあたり，がん医療を専門と
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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・補完する体制がすでに確立されており，国際医療センターに付設された
教員研究棟の実験機器やスペースを利用することが出来る．学位研究の内容などに関しては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が必要に応じて教育・指導支援を行っている．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）．また，学生の大半は「がん専門診療科」医療職員の社
会人大学院生であり，e- ラーニングによる聴講システムによって，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が可能となっている．

3．活動報告
平成 24 年度の入学者は，
新設した
「包括的がん治療・ケア

医療者・指導者コース」選択者 1 名のみであった．これは，

がんプロフェッショナル養成基盤推進事業の採択初年度で大学院コースの内容公知が期待以上に進まなかったことが
原因であり，今後，学内のみにとどまらず広く広報活動を進めることで改善されると考える．前がんプロ大学院コー
スに所属していた学生については，口腔外科専門医など資格取得状況は順調であり，学位研究面においても，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いる．また，平
成 24 年 10 月から平成 25 年 1 月にかけ，
全 7 回の短期型のインテンシブコースとして「がん緩和ケア多職種養成コー
ス」を開講し，県内の医療施設から 27 名の医師，看護師，薬剤師，社会福祉士などの参加者を集めることが出来た．
このインテンシブコースの取り組みは，国際医療センター・緩和医療科，がん相談支援センター，薬剤部や保健医療
学部などの複数部署の連携によって行われ，がん治療における緩和ケアの多職種連携の強化に貢献出来たと考える．
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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）
：客員教授：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解明し，化学，生物学，医学，工学などに諸科学の原理的基礎を与
える学問であり，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負うところが大きい．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）学生自
主企画実験，
5）選択必修の物理学での必修物理学の進度に即した個別指導，6）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，多くの学生が参加し，
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，意欲，成績の向上が見られた．

3．研究
3-1．目的，目標
1）膜宇宙の理論：Braneworld（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継続して収集する．今年度は，ビス
マス系超電導線材（Bi（ビスマス）-Sr（ストロンチウム）-Ca（カルシウム）-Cu（銅）-O（酸素）で構成）を導
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入し各種実験を実施予定である．
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，総合的に内容の研究を推進する．
5）科学伝達の研究：電子画面によるわかりやすい科学伝達の研究を行う．特に数理科学の研究・教育・学習に適
用し，伝達システムを構築し，電子画面言語の基礎研究を行う．
6）チーム基盤型学習「測定・可視化」の実施
7）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．医学部以外の調査データの分析を実施予定である．
以下，3-2 〜 3-4 の 1）〜 7）は本節の 1）〜 7）の研究に対応します．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）膜宇宙の理論：赤間啓一，向田寿光（埼玉医大），服部孝（神奈川歯科大）
2）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
滝澤俊治（群馬大名誉教授）
，所澤
5）科学伝達の研究：赤間啓一，赤羽

数理設計研究所），赤羽

明（埼玉医大），高橋

浩，

潤（群馬大教育学部）
明，勝浦一雄，向田寿光（埼玉医大），服部孝（神奈川歯科大）

6）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）
7）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）
3-3．研究内容と達成度
1）膜宇宙模型とは我々の 4 次元時空が高次元時空に埋め込まれた超曲面であるとする模型である．この模型の基
本方程式の Schwarzschild 条件の下での一般解を導いた．この解は，法線座標に関する級数解の形で与えられる
が，その係数を帰納的に決定し，それに必要な係数の膜宇宙上での形を任意関数を用いて決定した．
2）鞍点法の中で用いられるレプリカ法の結果と，厳密な数学的な結果を比較することにより，レプリカ法の正当
性について考察した．
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
定準備を継続して実施した．ビスマス系超電導線材（30m）を入手した．
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．その後，全国展開で
筆記類が見つかっている．関連研究者とのシンポジウムを第 60 回科学史学会（日本大学）にて実施を予定して
いる．
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―電子画面言語―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，電子画面
言語を用いてその内容（特に 1）
）を伝達するシステムを作成し，国内外での研究発表，コミュニケーションに
試用した．また，学生の教育・学習システムを改良し，講義・自習に適用した．電子画面言語の基礎的研究を行
い，報告書「電子画面言語の研究」を作成した．これらの研究は文部省科学研究費（下記 6-1 の 1））の補助を
受けて行われた．
6）学生を小グループに分け，測定や可視化に対する実習を行い，その結果について討論し，不足した部分を補充
する体験型実習を行った．
7）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．その後，保健医療学部，他大学でも同様の調査を実施し，一部データの分析を実施して
いる．
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）分配関数の実数乗が計算できる模型を用い，レプリカ法と比較することにより，その正当性を確かめる．
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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
者と連携して第 60 回科学史学会（日本大学）にてシンポジウムの開催を予定している．
5）教育システムについて，学生の高い評価の反面，問題点も明らかになった．電子教科書を含むシステム全体を
改良する．あわせて電子画面言語の基礎研究を進める．
6）学生の感想等を参考にして，カリキュラムに改良を加える．
7）昨年度，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，調査結果を医学
教育学会等で報告した．来年度はより詳細な分析を行い，医学教育学会，ICPE2013（物理教育国際会議，プラ
ハ開催）で講演を予定している．

4．診療 該当なし
5．その他：
5-1．自治体，政府関連委員

有

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

有

埼玉医科大学雑誌編集委員（赤間啓一）
日本物理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）
日本物理教育学会会誌検討委員会委員長（勝浦一雄）
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・著書
①著書

赤間啓一，赤羽明，勝浦一雄，向田寿光，服部孝，国際文献社，電子画面言語の研究，2013 年，200 ページ．

②図書監訳

エドワード・レディッシュ著，日本物理教育学会監訳（高橋憲明，井田哲夫，伊土政幸，影森徹，勝

浦一雄他）
，訳者

覧具博義，池田敏，石井登志夫，岩間徹，右近修治他，科学をどう

教えるか，丸善出版，

2012/6/30
③原著

赤羽

④学会発表

明，
『物理筆記』の研究動向，大学の物理教育 ,18-3，査読有，（2012），p.140.
赤間啓一，Induced Gravity vs．Brane Induced Gravity，日本物理学会第 68 回年次大会，2013 年 3

月 29 日，広島大学．
⑤学会発表

赤間啓一，赤羽

明，勝浦一雄，向田寿光，服部

孝，画面言語の基礎理論と研究・教育・学習にお

ける科学伝達への応用，日本物理学会第 68 回年次大会，2013 年 3 月 27 日，広島大学．
⑥学会発表
会

赤間啓一，服部

孝，向田寿光，Braneworld 上の静的球対称一般解：諸表式と特殊解，日本物理学

2012 年秋季大会，2012 年 9 月 11 日，京都産業大学．

⑦学会発表

赤羽

明，医学生の放射能・放射線に対する意識・理解度調査，日本物理教育学会第 27 回物理教育

研究大会，2012 年 8 月 12 日，北海道大学理学部．
⑧学会発表

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，医学生の放射能・放射

線に対する意識・理解度調査，日本医学教育学会，2012 年 7 月 27 日，慶応大学．
⑨学会発表

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，演習「測定・可視化」
，

準備教育としての体験とチーム基盤学習の試み，第 44 回医学教育学会，2012 年 7 月 27 日，慶應大学．
⑩学会発表

赤羽

明，伊能せう著『物理筆記』の背景を探る―群馬県における理科実験普及活動と小学理科実験
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法の開発―，招待講演，科学教育の形成・課題・新展開」研究会・シンポジウム，2013 年 3 月 16 日，新潟大
学教育学部．
【総数：論文 4 件，学会発表 11 件，講演 2 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

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素粒子論セミナーは 11 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研究と対策は一応の成果をあげているが，十分と
はいえない．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，球対称一般解
の導出し，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，昨年度までのハイデルベルク大学，ミネソタ
大学，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の専門家向け講演に引き続き，本年度はメルボル
ン大学（オーストラリア）
，ヴィクトリア大学（ニュージーランド）で講演と討論を行った．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．学生自ら能動的に学習する態度を涵養したい．次年度から新たに
鈴木正，西脇洋一両講師が着任されることとなり，教育，研究の両面でさらに充実を図っていきたい．
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1．2）医学基礎（化学）
1．構成員
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：教授：運営責任者・教育副主任：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」,「医学の化学 2」では，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．
「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・森口・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］
（1 年 ,8 時間 , 吉田担当）
原子軌道 , 混成軌道 , エンタルピー , エントロピー , 自由エネルギーについて講義した．定期試験及び再試験により
評価を行い，履修者全員を合格とした .
「医学の化学 2」
（1 年，8 時間，磯部担当）
日常的な現象やわれわれを取り巻く物質を化学的な側面から理解する力を身につけ , 医学を修得するための基礎学
力を養成するため , 以下の点について講義した .（1）物質の状態（固体 , 液体 , 気体）についての基本的な考え方（液
晶 , 沸点上昇 , 凝固点降下 , 浸透圧 , 蒸気圧）
（2）化学変化の速度（一次反応 , 二次反応 , 半減期 , 酵素反応速度論）
（3）
化学平衡（緩衝作用 , ネルンストの式）
（4）エネルギー資源（メタンハイドレート , 燃料電池）
「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）幾何異性体，共鳴構造 , ならびに光学異性体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 129 名中 15 名が再試験該当者となったが，再試験後，1 名を除き履修
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，1 名（出席日
数不足）を除き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）
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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
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 27 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．
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，24 年度も「医学の化学 1」
，
「医学の化学 2」，「医学の化学 3」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」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 .

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）2 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．
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6．業績
6-1．論文・学会発表
① Takeshi Moriguchi, Souhei Nakagawa. Photo-Fenton reaction of dyes with Fe（III）-treated hydroxyapatites as
heterogeneous catalysts in water. Phosphorus Research Bulletin, vol.26, p.117-130（2012）.
②

森口武史，中川草平．鉄処理型ヒドロキシアパタイトの腐植物質吸着処理による光フェントン反応触媒能の向
上の検討．第 22 回無機リン化学討論会．平成 23 年 9 月 25-26 日，神戸．

③

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 - 腐植物質による触媒の
賦活化 ‒．日本化学会第 92 春季年会．平成 24 年 3 月 22-25 日，滋賀．

【総数：論文 1 件 , 学会発表 2 件】
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

なし

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 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：教育副主任・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，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 10
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・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 補佐は荒木智之（生
化学・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．
生化学教室が DNA・遺伝子およびタンパク質・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 16 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．また，今年度は学生の自主学習を援
助する目的で，オンデマンド専用の講義を録画して，配信システムに公開した．
5）
「良医への道 1 コース，選択必修ユニット」
（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 時間でビタミンの研究史および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．
250

医学基礎（生物学）

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．自主学習用のオンデマンド講義の視聴数は少なかった．
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．2 日間にわた
る合同発表会の開催により，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
74.0 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．自主学習用のオンデマン
ド教材は余り利用されなかったようで，成績が振るわない学生の支援方法の工夫がさらに必要と考える．
4）
「選択必修」
：
「実験動物学入門 1」の中の ｢ 遺伝子操作動物とは？ ｣ の講義で，多くの学生が興味を持って聴講
してくれた．
「細胞生物学」コースの内容を含まれる部分が多いので次年度は，そのことを強調した構成にした
いと考えている．

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．今年度は，GFAP 様遺伝子の全配列を得るために，
RACE 法を用いた実験を開始した．
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，椎橋美智男，持田智，荒木
信夫，別所正美 . 学生と教員とで実施する 3 形式の会議：1 年生で実施した場合の学生による評価．医学教育 .
2012:43suppl.:133
②川村勇樹 , 高平修二 , 岸田全人 , 井上勉 , 長坂浩 , 山田泰子 , 辻美隆 , 森茂久 , 荒木信夫 . 埼玉医科大学スキルスラ
ボで行われているＢＬＳ講習・演習の現状と課題，医学教育 .2012:43

suppl.:144

学会発表
③川村勇樹 , 田中嘉代子 , 山崎芳仁 , 菅原隆 . ゴカイ心臓のコネクチン様タンパク質，日本動物学会第 83 回大会 ,2012
年 9 月 , 大阪
④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，椎橋美智男，持田智，荒木
信夫，別所正美 . 学生と教員とで実施する 3 形式の会議：1 年生で実施した場合の学生による評価 . 第 44 回日
本医学教育学会大会，2012 年 7 月，神奈川
⑤川村勇樹 , 高平修二 , 岸田全人 , 井上勉 , 長坂浩 , 山田泰子 , 辻美隆 , 森茂久 , 荒木信夫 . 埼玉医科大学スキルスラ
ボで行われているＢＬＳ講習・演習の現状と課題，第 44 回日本医学教育学会大会，2012 年 7 月，神奈川
⑥兼松

悠 , 川村勇樹 , 奥泉和也 , 半澤直人 , 中内祐二 . 日本産およびパラオ産ミズクラゲ 3 種間における刺胞形態

の比較．日本動物学会第 83 回大会 ,2012 年 9 月 , 大阪
⑦中村洋輔，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）の上皮筋細胞の構造
と収縮制御機構の検討 . 日本動物学会第 83 回大会 ,2012 年 9 月 , 大阪
⑧山田泰子 , 辻美隆 , 今井幸紀 , 川村勇樹 , 高平修二 , 脇本直樹 , 森茂久 , 岡政志 , 荒木信夫 . 埼玉医科大学医学部に
おけるスキルスラボの利用状況．第 44 回日本医学教育学会大会，2012 年 7 月，神奈川
⑨有田和恵 , 森茂久 , 有田彰 , 大西京子 , 柴崎智美 , 山田泰子 , 稲葉宗通 , 辻美隆 , 川村勇樹 , 荒木隆一郎 , 渡辺修一 ,
間嶋満 , 持田智 , 荒木信夫 , 別所正美．埼玉医科大学医学部における SP 参加型コミュニケーション実習における
ポストアンケートの分析．第 44 回日本医学教育学会大会，2012 年 7 月，神奈川
⑩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 , 間嶋満 , 及川

斎藤栄子 , 野口久美子 , 荒木信夫 , 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

泰 , 藤山トキ ,
第 3 報．第

44 回日本医学教育学会大会，2012 年 7 月，神奈川
【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
生物学教室は主に 1 年生を対象として，授業および様々な生活支援を担当しているので，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：教育主任：研究副主任

Chad Godfrey：特任講師
川端一男（KAWABATA, Kazuo）
：客員教授
斉藤直樹（SAITO, Naoki）
：非常勤講師：アドミッションセンター特任講師
飯塚英夫（IIZUKA, Hideo）
：非常勤講師
Michael Gilroy：非常勤講師
Martin Woodall：非常勤講師
Steven OʼToole：非常勤講師
Frances Gleeson：非常勤講師
Riu Santos：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 24 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, CLIL（Content and Language Integrated Learning）（医療系の
内容を英語で学ぶ）の 4 つのサブユニットに分けて実施した．これら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．
特に，
「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に重点を置いた．それぞれのサブユニットの活動を通じて，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）39 時間，3 学期（英語 3）38 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, OʼToole, 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，Godfrey 特任講師 ,Santos 非常勤講師）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，
斉藤，
飯塚非常勤講師）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, OʼToole, Gleeson 各非常勤講師）では，健康
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科学（health sciences）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．
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
期に英語医療用語のテストを実施し，基本的な英語医療用語の定着を図った．さらに，学生の個々のニーズに対応で
きるように適宜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，効果的な少人数での授
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充実させることにより，
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 に関しては，教科書も開発し，授業で
効果的に利用し，成果も発表した．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 で健康科学を題材に学
習する機会を与え，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 などと関連させながら，英語の総合的な能力の育成を図った．
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，CLIL を中心に少人数教育を実施できたことにより，
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，筆記試
験の結果だけではなく，平常の授業内における活動の評価を重要視し，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．
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．研究グループ（研究プロジェクト） 該当なし
3-3．研究内容
個人別研究分野としては，笹島は小学生から社会人までの幅広い英語教育及び Languages for speciﬁc purposes
（LSP）
（特定及び明確な目的のための言語教育）を含む幅広い実際的英語教育研究を専門分野とし研究を継続してい
る．具体的には，LSP 教員研修プログラム開発のための研究を中心として，ヨーロッパの言語教員研修を実践的に研
究し，授業においては，ヨーロッパで注目されている CLIL を研究し，Godfrey や非常勤講師の協力を得て，その推
進研究を進めている．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
知研究会を主宰し，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
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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
笹島の研究の評価は上記と重なるが，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, 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．診察 該当なし
5．その他 該当なし
6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①笹島茂，江原美明，志村昭暢（編）JACET 言語教師認知研究会

研究集録

第 2 号 .2012.ttps://www.box.com/

shared/static/9f872779fe6fed4b50b6.pdf.
② Sasajima, S, Godfrey, C, Gilroy, M, Gleeson, F&OʼToole, S.CLIL Health Sciences. 東京：三修社 .2013.
③ Sasajima, S. & Godfrey, C. CLIL in an EFL Context: Discoveries and Possibilities. CLIL Conference 2012. Utrecht,
Netherlands. 2012.
④ Sasajima,S.&Ikeda,M. Effective INSET programmes for CLIL teachers in an EFL context. 46th International
Annual IATEFL Conference and Exhibition. Glasgow, the UK. 2012.
⑤ Sasajima,S., Oka,H., & Kawanari, M. Adapting the CEFR to the Japanese context:0how can it be done? 9th annual
EALTA conference 2012: University of Innsbruck, Austria. 2012.
⑥ Sasajima, S., Nishino, T., Ehara, Y., & Nagamine, T. Aspects of Japanese EFL teachers' cognitions on
communicative. languageteaching（CLT）[JACET-SIG on LTC]. JACET International Convention. 名古屋 , 愛知県
立大学 .2012.
⑦ Sasajima, S. Focus on Content‒CLIL Can Change EFL teachersʼ perceptions. ETA-ROC. The 21st International
Symposium and Book Fair on English Teaching. Taipei, Taiwan.2012.
⑧ Sasajima, S. Microteaching, observation and reﬂection in an English teaching methods course: a case of lesson
study in Japan. WALS 2012, Singapore. 2012.
【総数：学会発表 6 件，著書 2 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 B「外国語コミュニケーション能力育成のための日本型

CEFR 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，国際交流基金知的交流会議助成人材育成グラント．事業名：日本とボスニアヘルツエゴビナの教員研修授
業研究ラウンドテーブル（代表）. 平成 24 年 .1,33.2 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
前年同様 , 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．英語は講義ではなく演習であるとの合意が確立したので，受動的な授業活動
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．その成果が着実に表れてきている．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，ある程度の英語力は必須となっている．その
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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，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．語学学習環境が他大学並みに整うことを期待するとともに，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，研究主任：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）：血管新生：博士
駒﨑伸二（KOMAZAKI，Shinji）
：准教授：教育員，研究員：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，研究員：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：教育員，研究副主任：大学院教員（大学院）：発生生物学：博士
栗﨑知浩（KURISAKI，Tomohiro）
：講師：教育員，研究員：大学院教員（大学院）：細胞生物学：博士
矢部勝弘（YABE，Katsuhiro）
：助教：教育員，研究員：大学院教員（大学院）：博士
松本英子（MATSUMOTO，Hideko）
：助教：教育員，研究員：大学院教員（大学院）：博士
青地英和（AOCHI，Hidekazu）
：助教：教育員，研究員：修士
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）
大学院生：高橋知子（TAKAHASHI，Tomoko）
客員教授：松村讓兒（MATSUMURA，George）
専攻生：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），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（3 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，髙野が務めた．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）を実施して体験学習の機会を増やした．永島（40 限，実習 11 限，演習 18 限）
，
藤田（14 限，実習 11 限，演習 18 限）
，髙野（13 限，実習 23 限，演習 18 限），栗﨑（2 限，実習 21 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，20 章「細
胞のつくる社会：組織，幹細胞およびがん」
（駒﨑 ;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）
〕
，駒﨑〔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（7 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）
〕
，栗﨑〔組織・発生（5 限）
，感覚器（実習 2 限），構造系実習（72 限）〕が講義ならびに実習を担
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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）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）では永島がユニッ
トディレクターを務めた．
6 年生では永島が「内科総論」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，藤田，髙野，栗﨑が 1 限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 限）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；髙野〈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，駒﨑〈CD 補佐〉
，組織・発生 ; 永島〈UD〉，髙野〈UD 補佐〉，腎・泌尿器；髙野〈UD 補佐〉
，
呼吸器；藤田〈UD 補佐〉
，内分泌；駒﨑〈UD 補佐〉，生殖器；駒﨑〈UD 補佐〉，消化器；駒﨑〈UD 補佐〉，感覚器；
駒﨑〈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〉
，髙野〈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 24 年度収集遺体数 59 体（通算収集遺体数 1,910 体），解剖学実習使用遺体数 32 体，
臨床系教室研修および研究用遺体数 28 体．埼玉医科大学篤志献体登録者（平成 25 年 3 月末の登録者総数 2,612 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
1 年生の「人体の構造と機能 1-1」ユニットの中で「演習（測定・可視化）」を実施した．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貢献できた
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）骨格筋形成，6）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，肝芽腫幹細胞，子宮内膜培養系の確立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：軸索側枝発芽と軸索伸長の関係
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．胚発生期における原腸胚形成機構についての総合的研究
6．骨格筋形成：筋融合を制御する分子機構の解明
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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，懸案の「脊髄神経後枝の局所解剖学
的解析」の研究成果を脊椎外科の国際学術誌に公表することができた（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発現の変化
（駒﨑）
，
胚発生期の細胞運動の制御機構（高野）
，
骨格筋形成過程で起きる細胞融合を制御する分子機構の解明（栗﨑）
，
神経軸索の側枝形成と伸長の分子機構（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．
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
○コメディカル非常勤講師：毛呂病院看護専門学校・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 Ishizuka K, Sakai H, Tsuzuki N, Nagashima M. Topographic anatomy of the posterior ramus of thoracic spinal
nerve and surrounding structures. Spine. 2012; 37, E817-822.
② Tanaka J, Nagashima M, Kido K, Hoshino Y, Kiyohara J, Makifuchi C, Nishino S, Nagatsuka S, Momose
A. Cadaveric and in vivo human joint imaging based on differential phase contrast by X-ray Talbot-Lau
interferometry. Z Med Phys. 2012; S0939-3889（12）, 00149-3.
③ Tao S, Yamazaki D, Komazaki S, Zhao C, Iida T, Kakizawa S, Imaizumi Y, Takeshima H. Facilitated
hyperpolarization signaling in vascular smooth muscle-overexpressing TRIC-A channels. J Biol Chem. 2013; 288,
15581-15589.
④ Zhao X, Moloughney JG, Zhang S, Komazaki S, Weisleder N. Orai1 mediates exacerbated Ca（2+）entry in
dystrophic skeletal muscle. PLos One. 2012; 7（11）, e49862.
⑤ 永 島 雅 文 . 臨 床 解 剖 学 の 生 涯 学 習 と 共 同 研 究（Life-long learning and research collaboration of clinical
anatomy）. 第 118 回日本解剖学会総会・全国学術集会 . 2013 年 3 月 . 香川 .
⑥藤田恵子，松本幸子，藤田一正，栗﨑知浩，穐田真澄，永島雅文 . ヒト肝芽腫細胞における CD133 の発現局在
と機能的意義について . 第 118 回日本解剖学会総会・全国学術集会 . 2013 年 3 月 . 香川 .
⑦高野和敬，小畑秀一，増本三香，駒﨑伸二，浅島誠，永島雅文 . 原腸胚細胞にみられる自律的な細胞運動と細胞
内カルシウムシグナリング . 第 118 回日本解剖学会総会・全国学術集会．2013 年 3 月．香川 .
⑧栗﨑知浩，中井雄治，瀬原淳子，永島雅文 . 融合活性マーカーを用いた筋細胞融合制御遺伝子の探索 . 第 118 回
日本解剖学会総会・全国学術集会 . 2013 年 3 月 . 香川 .
⑨松本英子，永島雅文 . マウス胎生期大脳皮質ニューロンにおけるネトリン -1 作用の転換の解析 . 第 118 回日本
解剖学会総会・全国学術集会 . 2013 年 3 月 . 香川 .
⑩猪股玲子，駒﨑伸二，亀澤一 .

亜鉛イオンの影響による神経管閉鎖障害のメカニズムの解析 .

第 118 回日本

解剖学会総会・全国学術集会 ,2013 年 3 月 , 香川 ,
【総数：論文 6 件，学会発表 12 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
1．駒﨑伸二（代表）
，猪股玲子，亀澤一（共同研究者）：磁気健康科学研究振興財団；「低周波電磁波が細胞内の
カルシウムイオン濃度調節系を乱す分子メカニズムの解明」,100 万円
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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 22591985，78 万円 .
3．高野和敬（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））;「新た
な視点で解明する原腸胚形成のしくみ」課題番号 24590240，286 万円．
4．栗﨑知浩（分担）: 日本学術振興会・科学研究費補助金 , 基盤研究（C）;「神経細胞産生を制御する増殖因子シ
グナルの新たな作用機序解明」課題番号 23500389，30 万円 .
5．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 23590225，91
万円．
6．猪股玲子・駒﨑伸二・高野和敬 : 埼玉医科大学学内グラント ;「連続切片を用いた立体モデルの作製技術の開発
とそのデータベース化」
，80 万円．
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：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，教育主任，研究主任，藤田（准教授）が教育副主任，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．
1 年生の「人体の構造と機能 1」コースでは，平成 23 年度に演習「測定・可視化」を開始した．前年の経験から
本年度はグループの数を倍増（班員数を半減）した．タスクフォースに年度初めに新規採用された解剖学と生化学の
教員を加え，学生との接触機会を増やした．医学基礎の教員（タスクフォースのひとり）が第 44 回日本医学教育学
会で紹介した（向田寿光ほか「測定・可視化」―体験とチーム基盤学習の試み―）．討論では教養・準備教育をめぐ
る問題意識を共有する他大学の担当者と有益な情報交換ができた．このように統合カリキュラムの中で基本学科の枠
を超えた教員相互の連携が充実してきた．
長期間におよぶワーキンググループや卒前教育合同会議の議論を経て，平成 25 年度より 2 年生の「人体の構造と
機能 2」コースのユニットが再編されることとなった．基礎医学の教育目標は，学生が基礎知識を獲得し，基幹概念
を理解し，臨床の判断力を身につけることである．病態生理の理解に基づいた臨床推論力を育成することを念頭に，
再編後のユニットディレクター予定者のほか，新任教員も加わり，解剖学，生理学，生化学のコア・メンバーが知恵
をしぼった．この結果，次年度以降のカリキュラム設計は，講義形式の授業を削減し，演習・実習の時間数を増やす
ことを基本方針とした．
基礎医学の教員は，従来型の講義担当と実習指導のほか，小グループ学習のテューターやタスクフォースなど，多
岐にわたる教育技能が求められる．教育力の向上には，カリキュラム・プランニング（目標設定と企画立案）とオン・
ザ・ジョブ・トレーニング（現場経験）が不可欠である．授業担当者は教育の実効性を評価し，自らの指導力を批判
的に点検しなければならない．特に新規のカリキュラムでは，経過と結果を相互批判的に検討し，省察することが求
められる．この意味からも教育活動の公開性と透明性が重要である．教員個人の能力向上に留まらず，カリキュラム
の絶えざる検討（試行と評価）によりチーム全体の力量を上げることが，あるべきファカルティ・デベロップメント
であると考える．
医学教育では卒業生の質保障のために「学習成果（アウトカム）基盤型教育」が唱導され，近い将来には，分野別
国際認証評価への対応が求められる．医学部では「期待される医療人像」やディプロマ・ポリシーに基づいて，卒業
時点での具体的な能力（コンピテンシー）が検討され始めている．医師の能力の基盤となるのは，個別離散的な知識
の単なる蓄積ではなく，必要に応じて情報と経験を再構築できる合理性と柔軟性である．卒業生に求められる能力が
明確に表現される頃には，このことが広く共有されているだろう．6 年間の卒前教育を通じて，縦割り行政の弊害を
排し，多くの学問領域（基本学科）の統合と連携を深めなければならない．
初期臨床研修の必修化やマッチング制度に伴って，医師のキャリアが多様になりつつある．生涯学習の視点からキャ
リア形成に寄与する教育を構築しなければならない．この問題を「良医への道」コースの担当者を中心としたワーキ
ンググループで検討した結果，卒前教育の中で医師のキャリア・デザインを考える機会を設けることが望ましいとい
う結論となった．今後は「医学概論」ユニットの中で，低学年のうちから計画している．
卒後教育の課題は，
臨床研修の充実と大学院教育の発展である．本年度は医学部に続いて大学院博士課程のポリシー
260

解剖学

（ディプロマ・カリキュラム・アドミッション）が制定された．基礎医学の教育・研究を担う立場から，大学院共通
科目の運営と厳正な学位審査に努力してきた．今後も臨床医学との共同研究を推進することで，リサーチ・マインド
のある臨床医（フィジシャン・サイエンティスト）を育成し，多くの卒業生がアカデミック・キャリアを形成するこ
とを支援したいと考える．
（永島）
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医学部（基礎医学部門）

3．生理学
1．構成員
渡辺修一（WATANABE，Shu-Ichi）
：教授：運営責任者：教育主任：研究員：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（国立精神神経医療研究センター客員研究員）
：教育員：研究主任：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（埼玉大学非常勤講師）
：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
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：指導教員（大学院）
：
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
高橋清久（Takahashi, Kiyohisa）
：非常勤講師
宮下俊之（Miyashita, Toshiyuki）: 非常勤講師
藤谷与士夫（Fujitani, Yoshio）: 非常勤講師

順天堂大学医学部准教授

長根光男（NAGANE，Mitsuo）
：
（特別）協力研究員
小泉恵太（Keita Koizumi）
：特別協力研究員

金沢大学医学部特任准教授

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．
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【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，
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）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，渡辺，池田）
，
皮膚・運動器（渡辺）
，呼吸器（中平，戸塚）
，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，藤谷），感覚器（渡辺，中平，伊丹，戸
塚）
，神経（池田，渡辺，高橋，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）（坂本，青葉），2）消化器（腸管運動，糖質の消化）（金子，
戸塚）
，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，熊谷），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，熊谷），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）．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，田丸，菅，金子，青葉，戸塚，熊谷），人体の
科学入門 2（医学セミナー）
（渡辺，池田，金子），細胞生物学 1（渡辺，高田，中平），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，宮下），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（perl プログラミング入門：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）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
Bmal1 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．
今年度から従来型の夏期休暇プログラムは，通年型の研究プログラムに発展的に拡張されたが，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，佐々木（神経内科））というプログラムを実
施した．参加した医学部の学生達は，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眼咽頭筋ジストロフィーの原因遺伝子 PABPN1 の正常型と変異型を
蛍光タンパク質 RFP の発現ベクターと共に導入し 1 〜 8 ヶ月日後に還流固定・凍結切片を作成し，導入した遺伝子
の発現とその効果を検出する実験を行い日本分子生物学会にて英語のポスター発表を行った．こうした経験を通して，
リサーチマインドを養成し，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
事を理解させるよう努めた．
金子は，
「網膜神経細胞の個性を分子レベルで見てみよう」を実施した．参加した学生は，ラット網膜から単離細
胞を作成し，核染色や抗体染色を行い，様々な網膜神経細胞を観察した．また，ラット網膜切片に対しても抗体染色
を行い，
網膜組織構造への理解を深めた．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，田丸），生体・病態医科学特論（渡辺），統計情報解析特論（博士課程）
，
同（修士課程）
（椎橋）
，大学院医学研究科大学院生指導（池田），実用実験医学特別実験（池田），を担当した．卒後
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教育委員会後援学術集会として宮下俊之教授（北里大学医学部分子遺伝学）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）の講演を企画し司会を行った（池
田）
．
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）
，

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（解剖生理学Ⅱ：渡辺，田丸，菅，
金子）
，慶應義塾大学看護医療学部（生化学・生理学の看護への応用：渡辺），愛知医科大学医学部（薬理学特論時間
薬理学：池田）
，埼玉県立大学保健医療福祉学部（生理学特論：池田），埼玉大学理学部（現代生体制御学 : 中尾）
【大学院教育】
医学研究科医科学専攻（生体機能科学分野脳科学特論 ; 池田），医学研究科医科学専攻（生体機能科学分野生体・
病態医科学特論 ; 渡辺）
，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
講義をしていただくことにより，学生に研究マインドを養成する共に，教科書には載っていない最新医学の知識を学
び取ることの重要性も学ばせることができた．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．
2 年生の人体の構造と機能 2 コースではユニットの統合・改編が行われる．卒前教育委員会で示された学生の統合
的理解と演習・実習の充実に向けて授業内容等を関係教員と連携して改革していく．
また，研究マインドの育成も学部の方針となっており，課外学習プログラムの充実，学生への授業内外での一層働
きかけを行う．
【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
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
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進める．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
［感覚・イオンチャネル研究グループ］
（代表：渡辺．メンバー：高田，中平，田丸，菅，金子，青葉，戸塚）
［神経科学グループ］
（代表：池田．メンバー：伊丹，中尾，熊谷）
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）
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）
2．上皮の形態と機能分化の機構（高田，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．ヒヨコ刻印付けを用いた記憶と干渉の脳内表象の検
討．
5．大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）
6．概日リズムの研究（池田，熊谷）
7．1）膀胱癌モデルマウスで癌の進行を抑制できるかを解析する研究，
2）眼咽頭筋ジストロフィー（OPMD）の原因遺伝子 PABPN1 の疾患変異型をマウス筋肉組織に in vivo 電気穿
孔法により導入し，OPMD の疾患モデル動物を作出し，治療法の開発を目指す研究．（中尾，池田，熊谷）
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が，その後の実験は進展できなかった．
2）網膜杆体経路の解析
野生型マウスと TRPM1 欠損マウスそれぞれの AII アマクリン細胞から温度を変えて記録し，解析をおこなった．
野生型マウスでは温度に依存して EPSC の頻度と振幅が劇的に増大したが，TRPM1 欠損マウスでは温度による
影響が見られなかった．これまでの研究結果から，野生型マウスで観察された温度依存性の EPSC は TRPM1 チャ
ネル由来であり，その開口確率が温度と細胞内リガンドによって制御されている可能性が極めて高いことがわ
かった．
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（Nav）サブタイプの同定を試みた . その結果，Nav1.2，Nav1.3，
Nav1.6 を発現する DA 細胞をそれぞれ見いだしたが，全ての DA 細胞がそれらを発現しているわけではなかっ
た . つまり DA 細胞にはサブグループが存在するらしいことが明らかとなった .
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
上皮は生体の保護作用を有する組織であるとともに osmoregulation に関わる組織でもある．Osmoregulation に
は種々の機能分子が関わるが，上皮を横切る Na 輸送に関わる，上皮 Na チャネル（ENaC）もその一つである．
我々は，上皮における ENaC の局在と機能発現とを研究している．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．昨年度は，我々のα -ENaC の抗体（anti- α -fENaC）の特異性を検討し，抗体の信
頼性に確証を得た．本年度は，この抗体を用い，上皮における ENaC の ontogeny を研究した．成果は平成 25
年の春から夏かけて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 はグルタミン酸刺激により ER から樹状突起へと移行するが，株化細胞では，
チャネル結合たんぱく質である KChIP-1 を強制発現させるとゴルジ体への移行がみられた．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
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系の検出感度上昇を試みた．
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
糖尿病由来の学習障害に伴う脳内酸化酵素の増加に関する論文を Brain Research 誌に発表した．糖尿病モデル
ラットの海馬における神経新生について現在検討を続けている．今年度よりヒヨコの刻印付けを用いて，学習に
よる神経細胞活性の変化から，学習の脳内表象を検討するプロジェクトを開始した．ケンブリッジ大学動物行動
学との共同研究であり，今年度は菅が同大学にて行動実験と免疫組織化学実験プロトコルの立ち上げを行った．
記憶の固着が進行する時期に刻印付けの獲得維持に不可欠な脳部位 IMM において，刺激の提示なしに神経細胞
活動が増加することを明らかにした．
5．大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）
今回，我々は，4 層− 2/3 層間シナプスにおいて，STDP の性質を生後発達を追って調べたところ，生後 13 − 15
日を境にその性質が劇的に変化することを初めて見出した．生後 15 日以降では 4 層→ 2/3 層順で長期増強（LTP）
，
逆に 2/3 層→ 4 層順で長期抑圧（LTD）となることは先行研究と同一であったが，生後 13 日以前には 4 層− 2/3
層順でも 2/3 層− 4 層順でもいずれも LTP を示すことが明らかとなった．また，LTP のメカニズムも，15 日以降
は Ca-CaM 依存性プロテインカイネースを介するにもかかわらず，生後 13 日以前ではＰＫＡ依存性であった．また，
LTD が欠落すると入力依存性の可塑性は起こらないことも明らかとなった．臨界期可塑性は，その発見がノーベル
賞受賞対象の一部でもあった重要な現象であり，そのメカニズムの重要な一部を明らかにできたことは意義が大きい．
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
実験の進展が無かったので，人員配置等も含めて抜本的に計画を立て直す．
2）網膜杆体経路の解析
実験とデータ解析に予想以上の時間がかかり今年度論文としてまとめることが出来なかった．次年度は，これま
で得られたデータを全てまとめて論文として発表する．
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 RT-PCR 法等を用いて，DA 細胞に発現する Nav サブタイプの多様性を
明らかにしていきたい .
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
本年はウシガエルの embryo を用いて研究展開した．免疫組織化学上の同定にはほぼ満足しているが，embryo
の発生の speed が速いこと，embryo が小さく組織の選別が難しいことから，RT-PCR，Western blotting に足る
量と質の sample を得るのは難しく，これらの実験方法による結果に問題が残った．達成度は 60% である．ウ
シガエルの embryo の入手の難易性を考慮すると，アフリカツメガエルを用いた実験のほうが研究効率が上がる
と考えている．次年度はアフリカツメガエルを用いて，ウシガエルの結果を追試するとともに，現象の一般化を
検証する．さらに生理実験を加え，ENaC の動態を明らかにする．
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
引き続き改変タンパクの検出感度をあげることで，局在制御に応答するチャネル分子の分子メカニズムを明らか
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，神経内科，糖尿病内分泌内科，腎・高血圧内科との共同研究が論文として発表でき
た．腎・高血圧内科を中心としたプロジェクトでも論文が発表され，これまでの共同研究の成果が形になった年
となった．来年度は海馬に関する研究をまとめたい．また新たに始まった刻印付けのプロジェクトは科学研究費
補助金を獲得し，プロジェクトの基盤となる成果も得られたため，よいスタートの年となった．今年度の成果は
北米神経科学学会での発表が予定されており，次年度には論文としてまとめられる．
5．大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）
4 層− 2/3 層間には，生後第 2 週目にこれまで知られていなかった STDP があることを我々は見出した．これがな
ぜ 3 週目のように LTD を示さないのかそのメカニズムを次に明らかにする．これについては既に，4 層終末に LTD
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を起こすカンナビノイド受容体が機能していないことを明らかにした．同時に意外なことに，生後 2 週目には視床
から 2/3 層へも多くの投射があり，この終末にはカンナビノイド受容体が機能していることも見出している．また，
この終末は，驚くべき事にプレ - ポスト，ポスト - プレのいずれの方向にも LTD だけを示す STDP を示すことも見出
している．すなわち，2/3 層へは，この時期，4 層からと 2/3 層からと逆向きの STDP が集束していることになる．
視床の活動は 4 層をメインにドライブすること，また視床− 2/3 層投射はアベラントであることを考えると，4 層
からの投射と視床からの投射は 2/3 層で STDP により回路編成が起こっている可能性が考えられるので，これを検
証する．

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
日本医学教育学会編集委員会副委員長（椎橋），動物心理学研究編集委員（菅），査読：Life Sciences;1 件（菅）
，
International Journal of Medical Sciences;1 件（菅），Zoological Science;1 件（髙田）
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，高田，椎橋，中平，伊丹，田丸，菅，金子），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・情報基盤開発委員会委員長（椎橋），日本医学教育学会評議員（椎橋），医療系大学間共用試
験実施評価機構医療系 CBT 実施小委員会ブラッシュアップ専門部会委員（椎橋）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
① Suge, R., Shimazu, T., Hasegawa, H., Inoue, I., Hayashibe, H., Nagasaka, H., Araki, N., Katayama, S., Nomura, M.
and Watanabe, S-I. “Cerebral antioxidant enzyme increase associated with learning deﬁcit in type2diabetes rats”
Brain Research, 2012, 1481, p97-106.
② 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. Cerebral Cortex 2013; 23: 847-858
③ Itami C, Kimura F. Developmental switch in the spike-timing dependent plasticity contributes to the initiation of
the critical period. The Journal of Neuroscience 2012; 32: 15000-15011
学会発表
④ Suge, R., Shimazu, T., Inoue, I., Tozuka, H., Watanabe, S-I. “Onset and course of learning deﬁcits and enzymic antioxidant defense alteration in type 2 diabetes model rats” The 8th FENS Forum of Neuroscience, Barcelona, Spain,
2012, Jul.
⑤金子優子，渡辺修一．ラット網膜に発現する電位依存性 Na チャネル，第 90 回日本生理学会大会，東京，
2013，3 月
⑥高田真理，青葉（藤牧）香代，Jensik, Philip，駒崎伸二（2013, 03）発生過程における上皮 Na チャネル（ENaC）
の発現局在：水棲期と陸棲期の両生類皮膚における比較．第 118 回日本解剖学会総会・全国学術集会（香川，
高松）
⑦田丸文信，戸塚博子，渡辺修一

杆体入力型双極細胞から AII アマクリン細胞へのグルタミン酸放出の制御：温

度依存性 TRPM1 チャネルの関与？

第 16 回視覚科学フォーラム

埼玉

2012 年 8 月

⑧中平健祐 , 椎橋実智男 , 戸塚博子 , 青葉香代 , 熊谷恵 , 渡辺修一 : 短期の実習プログラム「人体の科学入門」によ
る医科学教育への早期適応誘導の試み .

第 44 回日本医学教育学会大会 , 横浜 , 2012

⑨ Itami C, Kimura F. Cooperative heterosynaptic interaction of spike timing-dependent plasticity in the developing
barrel cortex. Society for Neuroscience, 2012,（42th Annual meeting）October 2012, USA
講演
⑩中平健祐：導入教育プログラム「人体の科学入門」への生理学実習の適用．教育プログラム

教育講演

第 90
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回日本生理学会大会，船橋，2013
【総数：論文 4 件，学会発表 15 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費
菅

理江（研究代表者）
：科学研究費補助金基盤研究（C）

「記憶と干渉の脳内表象と臨界期終了に伴う変化」
田丸文信（研究代表者）
：平成 24 年度学内グラント
「TRPM1 チャネルを介した網膜内シナプス伝達は体温で最適化されているのか？」
伊丹千晶（研究代表者）
：平成 24 年度学内グラント
「発達期体性感覚野スパイクタイミング可塑性における BDNF の役割」
伊丹千晶（分担）
：科学研究費補助金基盤研究（B）（研究代表者

沼川忠広）

「神経栄養因子とストレスホルモンの相互作用に着目した精神疾患病態の生物学的研究」
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 16 回視覚科学フォーラム，8 月 24-25 日，2012（渡辺）
岐阜大学医学教育開発センター・医学教育ワークショップ

講師（椎橋）

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：代表指導教員（大学院）
：神経生化学：博士
小谷典弘（KOTANI, Norihiro）
：准教授：生化学・分子生物学・細胞生物学：博士
穂苅

茂（HOKARI, Shigeru）
：講師：教育主任：指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：生化学・分子免疫学：博士
荒木智之（ARAKI, Tomoyuki）
：講師：指導教員（大学院）：生化学・分子生物学：博士
中野貴成（NAKANO, Takanari）
：助教：指導教員（大学院）：博士
瀬尾

誠（SEO, Makoto）
：助教：指導教員（大学院）：博士

向井秀夫（MUKAI, Hideo）: 助教：指導教員（大学院）：博士
篠﨑吏那（SHINOZAKI, Rina）
：助手

2．教育
2-1．目的･目標
6 年一貫教育を柱とする本学医学部の教育において，生化学科は主として医学・生物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，生体の構造や生体分子機能，及び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，考察力及び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」を魚住，向井，瀬尾，中野，また「人体の科学入門 2（医
学セミナー）
」を村越，穂苅，小谷，魚住，中野が担当した．「人体の構造と機能 1」では，村越，小谷，魚住，向井
がそれぞれ 2 日分担当した．
「細胞生物学 1」では，細胞の観察を村越，穂苅，荒木 3 名が，講義として小谷が 1 コマ，
村越が 6 コマ，中野が 4 コマ担当した．さらに「細胞生物学 1 実習」では，穂苅がユニットデイレクターを務め，4
日間の実習を村越，小谷，穂苅，魚住，荒木，中野，瀬尾，向井，篠崎の 9 名で受け持った．「良医への道 1」コース「臨
床入門 1」のユニットの病院見学では，魚住が 1 グループの引率を受け持った．
2 年生の「細胞生物学 2」のうち実習は，穂苅がユニットデイレクターを務め，村越，小谷，穂苅，魚住，荒木，中野，
瀬尾，向井，篠崎の 9 名で担当した．
「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 11 コマの講義と口頭試問，穂苅が同じく 6 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」ユニットで穂苅がそれぞれ 1 コマの講義を分担した．「遺伝学」ユニットでは，荒木がユニッ
トデイレクターを務め 4 コマの講義を，
小谷が 1 コマの講義を，村越が口頭試問を担当した．「臨床推論」コースでは，
チューターとして村越，小谷，穂苅，荒木が 2 コマずつ，魚住が 4 コマ担当した．「良医への道 2」コース「臨床入
門 2」のユニットでは，魚住がチューターとして 3 コマ担当した．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，小谷が細胞生物学 2 実習の補講 1 名行った．村越が細胞生物学 1 の補講 1 名を担当した．
その他，4 年生の共用試験 OSCE，6 年生の advanced OSCE では，魚住がスタッフ協力を行った．学生アドバイザー
を村越，穂苅，魚住，荒木が担当した．夏期プログラムにおいては，中野が 7 名，篠崎・村越両名が 6 名，魚住が
1 名の学生を指導した．保健医療学部の卒業研究生を中野が 1 名，瀬尾が 4 名（受け入れ時は 3 年生，10 月より卒
業研究）受け入れた．また，村越が大学院医学研究科博士課程学生への講義，保健医療学部修士過程学生への連続講
義を行った．毛呂病院看護専門学校第二学科の代謝栄養学（生化学分野）については，瀬尾が 7 コマの講義を担当
した．
2-3．達成度
教室全体の教育における達成度は新しく 2 人の教員が加わったことを加味して，約 80％といったところであろう．
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
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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．また，実習内容も分子生物学の内容を取り入れ，より時代に即した実習形態を目指してい
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，学生の机上学習（
『エッセンシャル細胞生物学』による学習）の内容に即した実習内容にするには，
もう少し内容の刷新が必要になってくるかと考えられ，今後の課題となっている．

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，創薬研究など，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）
2．新しいタイプの抗体医薬の開発（研究員：小谷）
3．ラット細胞ミトコンドリアでの dUTPase の発現（研究員：穂苅）
4．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）
5．オミックス解析に基づくがん分子標的薬の開発（研究員：荒木）
6．消化管が繰り広げる代謝制御（研究員：中野）
7．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．具体的にはストレス負荷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．抗体医薬は次世代の医薬品として，特に悪性新生物に対する治療効果が期待されている．しかし，その標的抗
原の探索は年々難しくなっており，
全く新しいコンセプトによる標的抗原探索が必要とされている．本研究では，
がん細胞特異的な細胞膜上 2 分子会合体を標的として抗体医薬を創薬するシステムの開発を目指している．
3．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．
4．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．平成 24 年度は学内グラント（24-B-1-14）の助成も受け，新たな変異体の作出と性質
の解析を推進した．TRL4 の変異体のいくつかが，予想外の表現型を持つことを発見した．TRL4 活性化機序に
ついて新たな分子モデルが構築できると期待されている．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．
5．遺伝子発現（トランスクリプトーム）
，タンパク質の構造機能解析（プロテオーム），遺伝子多型（SNP），代謝
産物解析（メタボローム）等の網羅的分子情報解析から新規がん分子標的薬の開発と遺伝子マーカーの探索を行
う．
6．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．
7．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
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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
本年度の 2 名の人員増により，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
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 Fujimaki-Aoba K, Komazaki S, Philip J. Jensik, Hokari S, Takada M.

Larval bullfrog skin lacks amiloride-

blockable epithelial transport because α -ENaC is located within intracellular vesicles in epidermal apical cells
and not in the apical plasma membrane: Acta Histochemica., 115（1）: 357-362. 2013 Jan
② Ishihara K, Miyazaki A, Nabe T, Fushimi H, Iriyama N, Kanai S, Sato T, Uozumi N, Shimizu T, Akiba S. Group IVA
phospholipase A2 participates in the progression of hepatic ﬁbrosis. Faseb J., 26, 4111-4121. 2012
③ Jiang S, Kotani N, Ohnishi T, Miyagawa-Yamguchi A, Tsuda M, Yamashita R, Ishiura Y, Honke K. A proteomics
approach to the cell surface interactome using the enzyme-mediated activation of radical sources reaction.
Proteomics, 12:54-62, 2012.
④ Kotani N, Ishiura Y, Yamashita R, Ohnishi T, Honke K. FGFR3 associated with the CD20 antigen regulates the
rituximab-induced proliferation inhibition in B-cell lymphoma cells. J. Biol. Chem., 287:37109-37118, 2012.
⑤ Seo M, Kobayashi R, Okamura T, Ikeda K, Satoh M, Inagaki N, Nagai H, Nagase H. Enhancing effects of
trichloroethylene and tetrachloroethylene on type I allergic responses in mice. J. Toxicol. Sci., 37（2）439-445,
2012.
⑥ Makoto Seo, Ikuo Inoue, Shigehiro Katayama, Takuya Awata, Takayuki Murakoshi「Simvastatin induces
PPAR α / γ expression and activation in HepG2 cells」（第 44 回日本動脈硬化学会総会・学術集会 福岡）
⑦中野貴成 , 井上郁夫 , 片山茂裕 , 粟田卓也 , 村越隆之：「Ezetimibe による細胞内ステロール輸送阻害はそのコレ
ステロール吸収抑制効果とキロミクロン産生抑制に関連している」（第 55 回日本糖尿病学会年次学術集会 2012
年 5 月横浜）
⑧橋本登 , 濱村和紀 , 小谷典弘 , 金子慶 , 本家孝一 , 古川圭子 , 古川鋼一：「ガングリオシド関連膜タンパク質のプロ
テオーム解析」
（第 85 回日本生化学会大会，2012 年 福岡）
⑨向井秀夫 , 篠崎吏那 , 村越隆之：
「帯状回皮質のカイニン酸誘発性神経振動リズム」（第 35 回日本神経科学大会．
2012 年 9 月 名古屋）
⑩村越隆之 ,「辺縁系神経回路オシレーションの発生・調節と生理機能」,（第 90 回日本生理学会大会シンポジウ
ム発表 , 2013 年 3 月

東京）

【総数：論文 11 件，学会発表 13 件，招待講演 0 件】
6-2．獲得研究費
1．荒木智之：株式会社ヤクルト本社

受託研究費「腫瘍特異的不死化因子とその治療への応用」
（代表：西山正彦）

603 千円
2．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
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化の役割の解明」,（代表：魚住）総額 4,000 千円
3．魚住尚紀：平成 24 年度埼玉医科大学学内グラント「単量型マウス TLR4 による細胞内情報伝達の分子機序と
意義の解明」
（代表：魚住）総額 800 千円
4．小谷典弘：平成 24 年度

文部科学省

科研費（基盤（C））「癌化に伴い過剰発現する細胞膜上分子の分子間相

互作用と癌形質への影響」
（代表：小谷）3 年間 4,100 千円
5．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
6．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

7．瀬尾誠：平成 24-26 年度 立教大学学術推進特別重点資金 重点領域プロジェクト研究「新規機能性材料の創出
と応用」
（研究分担者）総額 45,000 千円
8．瀬尾誠：平成 24 年度 研究助成（公益財団法人

浦上奨学会）「慢性拘束ストレス負荷による脳機能低下に対

する味噌摂取による改善効果」
（ 代表：瀬尾）総額 1,000 千円
9．瀬尾誠：平成 24 年度

研究助成（一般社団法人

中央味噌研究所）「慢性拘束ストレス負荷による海馬機能低

下に対する味噌摂取による改善効果」
（代表：瀬尾）総額 1,000 千円
10．中野貴成：平成 24 年度

MSD 株式会社

研究寄付金「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」
（代表：中野）総額 700 千円
11．向井秀夫：平成 24 年度埼玉医科大学学内グラント「光操作による情動行動を担う脳リズム回路の解明」
（代表：
向井）総額 800 千円
6-3．受賞
小谷典弘：平成 24 年度

第 27 回 JB 論文賞（日本生化学会）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
村越隆之：
「脳研究会」
（学内）1 回

7．自己点検・評価
本年は村越の赴任 3 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．また，2 名
の人員増により，教室の教育力・研究力が増しており，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＞

講義に関しては村越以下准教授，講師を中心に分担，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．薬理学
1．構成員
丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：教授：運営責任者，教育主任，研究副主任：代表指導教員（大学院）
：分子神経薬理学：
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（国際医療センター・心臓内科兼担）：指導教員（大学院）：
angiotensin II 受容体と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）：気道反射の生理学と薬理学：博士

淡路健雄（AWAJI, Takeo）
：講師：研究主任：指導教員（大学院）：分子画像解析学：博士
吉川圭介（YOSIKWA, Keisuke）
：助教：学位論文審査教員（大学院）：博士
栁下聡介（YAGISHITA, Sosuke）
：助教：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
（16 章「細胞の情報伝達」
）
，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．佐々木康綱教授（昭和大学医学部）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
ステムは学生の評価も高かった．今後は全面的な移行を目指したい．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髙橋茉莉香歯科医師（東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科博士課程大学院生）にもご協力いただいた．
＜卒後教育＞学位審査を行った．
（丸山：主査 1 件，副査 2 件，千本松：副査 3 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．社会人大学院生 1 名を千本松が指導した．
＜他大学教育＞
他教育機関における講義・実習については積極的に行うこととした．
毛呂病院看護専門学校：薬理学・系統講義（田中）
上福岡高等看護学院：薬理学・系統講義（田中）
熊谷医師会看護専門学校：生化学・系統講義（田中）
東京女子医科大学医学部：薬理学・実習 / 講義（淡路）
群馬大学医学部：生化学，薬理学・講義（丸山）
北里大学理学部：生化学・講義（丸山）
千葉科学大学・薬学部：分子生物学・講義（丸山）
武蔵野大学・薬学部：薬理学・講義（丸山）
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．
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＜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．

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．アルツハイマー病の分子病態

栁下，丸山，鈴木（星）（院）

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，岩佐，山本（院）

3-3．研究内容と達成度
a．アルツハイマー病の分子病態
アルツハイマー病では，脳内に顕著な蓄積が認められる 2 種類のタンパク質，アミロイドβタンパク質（A β）と
タウとが，その発症に関与していると考えられている．当研究室では，2 つのタンパク質について基礎的な研究を実
施しており，従来の研究の主流であった遺伝子改変マウスとは一線を画した，なるべく自然に近い状態のモデルマウ
スを開発することで，研究を推進している．A βに関しては，ある天然生理活性成分に着目して研究を実施している．
タウに関しても，新規モデルマウスを作成した．このモデルマウスは，新規性が高く，なおかつ産業的利用価値も高
いものであるため，特許申請準備も並行して実施した．
b．プロレニン受容体の機能解析
千本松はレニン・アンジオテンシン新規因子の 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
リポポリサッカライド（LPS）は内毒素であり，気管内適用することにより慢性閉塞性肺疾患（COPD）モデル動
物の作製に用いられている．マウスに LPS を点鼻適用した後の気道抵抗の変化と，透過電子顕微鏡を用いて組織学
的変化を観察した．LPS の連続適用により，COPD に特有の気道抵抗の増加と，これに伴う気管支のクララ細胞の増
大が観察された．このマウスの COPD モデルの作製は各種疾患モデルのノックアウトマウスを用いての実験に応用
される．
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
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理学の分野と対象として研究を行っている．残念ながら大規模研究組織に対抗できるような研究成果は得られていな
いが，学生教育については幅広い観点からの授業を行うことができよう．今後とも各個人の興味を尊重した研究活動
を遂行する．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Toxicology and Applied Pharmacology 査読委員（丸山）
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 Ogata M, Awaji T, Iwasaki N, Fujimaki R, Takizawa M, Maruyama K, Iwamoto Y, Uchigata Y. A new mitochondrial
pH biosensor for quantitative assessment of pancreatic β -cell function. Biochem Biophys Res Commun 2012;
27; 20-26
② Sato K, Tanabe C, Yonemura Y, Watahiki H, Zhao Y, Yagishita S, EbinaM, Suo S, Futai E, Murata M, Ishiura S.
Localization of mature neprilysin in lipid rafts, J. Neurosci Res 2012; 90; 870-877
③ Watahiki W, Yagishita S, Futai E, Ishiura S. CTF1-51, a truncated carboxyl-terminal fragment of amyloid
precursor protein, suppresses the eﬀects of A β -42-lowering γ -secretase modulators, Neurosci Lett 2012;
526; 96-99
④吉川圭介，北芳博，古川絢子，丸山敬，清水孝雄，島田厚良．海馬興奮毒性における二相性プロスタグランジン
の持続的神経細胞死への影響．第 54 回日本脂質生化学会 2012 博多
⑤吉川圭介，島田厚良，北芳博，清水孝雄，丸山敬加齢性神経変性モデル SAMP10 脳における脂質メディエーター
の網羅的定量解析．第 126 回日本薬理学会関東支部会 2012 東京
⑥栁下聡介，浅井将，岩田修永，西道 隆臣，石浦 章一，丸山 敬 カテプシン B を介したアミロイド前駆体タンパ
ク質の代謝経路第 127 回日本薬理学会関東部会 2012 年，東京
⑦田中求，村井則子，田中嘉代子，丸山敬マウスの気道系に対するリポポリサッカライドの作用．第 86 回日本薬
理学会年会，2012，大阪
【総数：論文 3 編，学会発表 4 編】
6-2．獲得研究費
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）
：
研究代表者

丸山敬

科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究種目名：若手研究（B）：アルツハイマー病モデルマウスに
おける記憶学習障害の分子メカニズムの解明（110 万円）：研究代表者

栁下聡介

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（50 万円）：研究代表者
吉川圭介
日本私立学校振興・共済事業団・平成 25 年度学術研究振興資金（若手研究者奨励金）：神経細胞死を左右する脂
質メディエーターの生理活性調節（50 万円）：研究代表者

吉川圭介

一般財団法人横山臨床薬理研究助成基金：プロスタグランジン F2 α系を創薬標的とする多発性硬化症の薬理学的
治療戦略（50 万円）研究代表者

吉川圭介

公益財団法人薬理研究会：プロスタグランジン F2 α系を創薬標的とする多発性硬化症の薬理学的治療戦略（50
万円）
：研究代表者

吉川圭介

6-3．受賞
該当無し
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6-4．特許，実用新案
発明者：室伏きみ子，後藤真里，丸山敬，吉川圭介，山本梓司．特許名：「脱髄疾患治療薬」，特許出願日：
2013.1.28
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
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）臨床試験が可能な神経変性疾患治療薬の候補を特定した．（2）循環器研究ではプロレニ
ン受容体の機能解析で高い評価を受けている．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．本年度は論文発表や学会報告の数では減少したが，獲得研究費は増加している．また，特許申
請も行うことができた．平成 25 年度は本年度の研究成果の発表件数が増加することが期待される．
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6．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：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）
：客員講師（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
人体の正常構造や機能に関する知識を基礎に，様々な疾病の原因，形成機序，形態学的特徴，転帰などについて教
育する．病理学総論 : 臨床医学を理解するために必要不可欠な基本的な疾病の成り立ちと病理形態学について教育す
る．
臓器別病理各論講義 : それぞれの臓器に特有な疾病の形態学的変化を詳細かつ具体的に解説する．病理各論実習 :
病変の肉眼所見，組織所見の基礎を身に付け，疾病の臨床像と形態学的変化とを関連づける能力を高める．
2-2．教育内容（担当者）
〈2 年生〉
「病理総論」ユニット：講義 29 時間，実習 8 時間（担当：病理学，国際医療センター病理診断科及び総
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，本間），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）

〈6 年生〉総合実習（茅野）
〈研修医〉Clinicopathological conference（CPC）年 11 回（分担，教員全員）
2-3．達成度
病理学に総論と各論の双方の講義があった以前と比較して，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，
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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 年生臨床推論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
して一人の教員がきめ細かく指導にあたった．5 年生の BSL は国際医療センター病理診断科と総合医療センター病理
部で主に行い，毛呂山キャンパスの教員も分担する形をとり，各班あたり 1.5 日間と短いが，基礎医学的知識と臨床
的知識の統合的整理に有用と考えられ，満足度の高いものとなっている．研修医を主な対象とした学内 CPC も年 11
回行われ，卒前卒後の病理学教育カリキュラムは整備されていると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
医学部 2 年の病理総論の教育に際しては指定教科書による講義を行い，学生の理解の補助とした．実習では，終
了時に教員が学生全員の実習レポートのチェックを行い，学生の理解度の把握に努めた．4 年生臨床推論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．また，研修医を主
な対象とする臨床病理検討会（学内 CPC）を年間 11 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』
『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，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・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
9 編の英文論文，16 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 7,000 件の外科病理診断，10,000 件を超える細胞診，45 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
Pathology International: 査読
BRAIN and NERVE : 査読

佐々木

佐々木

佐々木

惇

惇

惇

Brain tumor pathology ：編集委員査読

佐々木

日本臨床細胞学会埼玉県支部会誌：査読

茅野

惇
秀一，佐々木

惇

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

惇

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委員長，学会員選考委員，教育委員：佐々木
日本脳腫瘍病理学会理事：佐々木

惇

日本病理学会病理医，研修医の育成とリクルート委員会：茅野
東京骨髄病理研究会世話人：茅野
日本血液学会問題作成員：茅野

秀一

秀一
秀一

（社）医療系大学間共用試験実施評価機構医学系ＣＢＴモニタ委員：茅野
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秀一

惇
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６．業績
6-1．論文・学会発表
Homma T, Mochizuki Y, Mizutani T: Phosphorylated α -synuclein immunoreactivity in the posterior pituitary lobe.
Neuropathology,32（4）:385-9, 2012
本間

琢，佐々木

惇：脳腫瘍の新たな免疫組織化学的マーカー . 病理と臨床 30（4）：391-396, 2012

田久保秀樹，本間 琢，内原俊記，河村満 : 経過 7 年で進行性のパーキンソニズム，発語障害を呈した 74 歳男性 .Brain
and Nerve 64（10）:1181-1190, 2012
Ishizawa K, Hirose T, Sugiyama K, Kageji T, Nobusawa S, Homma T, Komori T, Sasaki A. Pathologic diversity of
glioneuronal tumor with neuropil-like islands: a histological and immunohistochemical study with a special
reference to isocitrate dehydrogenase 1（IDH1）in 5 cases. Clin Neuropathol 31: 67-76, 2012
Adachi J, Mishima K, Wakiya K, Suzuki T, Fukuoka K, Yanagisawa T, Matsutani M, Sasaki A, Nishikawa R.
O6-methylguanine-DNA methyltransferase promoter methylation in 45 primary central nervoussystem
lymphomas: Quantitative assessment of methylation and response to temozolomide treatment. J Neurooncol.
2012:107:147-153
Ishizawa K, komori T, Aihara Y, Maruyama T, Okada Y, Ikuta S, Muragaki Y, Hirose T, Homma T, Sasaki A. Clear cells
are associated with proliferative activity in ependymoma: a quantitative study. Clin Neuropathol 31:146-151,
2012
Fukuoka K, Sasaki A, Yanagisawa T, Suzuki T, Wakiya K, Adachi J, Mishima K, Fujimaki T, Matsutani M, Nishikawa
R. Pineal parenchymal tumor of intermediate diﬀerentiation with marked elevation of MIB-1 labeling index. Brain
Tumor Pathol 29:229-234, 2012.
Adachi J, Mishima K, Wakiya K, Suzuki T, Fukuoka K, Yanagisawa T, Matsutani M, Sasaki A, Nishikawa R. O6methylguanine-DNA methyltransferase promoter methylation in 45 primary central nervoussystem lymphomas:
Quantitative assessment of methylation and response to temozolomide treatment. J Neurooncol. 107:147-153,
2012
Ohta A, Yoshida S, Imaeda H, Ohgo H, Sujino T, Yamaoka M, Kanno R, Kobayashi T, Kinoshita S, Iida S, Inoue K,
Okada H, Kin R, Kayano H, Yamamoto K, Nakamoto H: Scurvy with gastrointestinal bleeding.Endoscopy, 45（Suppl
2）:E147-8, 2013
Abe Y, Ijichi N, Ikeda K, Kayano H, Horie-Inoue K, Takeda S, Inoue S: Forkhead box transcription factor, forkhead
box A1, shows negative association with lymph node status in endometrial cancer, and represses cell
proliferation and migration of endometrial cancer cells. Cancer Sci,103（4）:806-12, 2012
Duan H, Takagi A, Kayano H, Koyama I, Morisseau C, Hammock BD, Akatsuka T: Monoclonal antibodies reveal
multiple forms of expression of human microsomal epoxide hydrolase.Toxicol Appl Pharmacol, 260（1）:27-34,
2012
草野 武，大庫 秀樹，今枝 博之，小林 威仁，菅野 龍，山岡 稔，筋野 智久，木下 俊介，井上 清彰，岡田 浩一，金 玲，
茅野 秀一，山本 啓二，中元 秀友 : 慢性好酸球性肺炎に好酸球性胃腸炎を合併した 1 例，Progress of Digestive
Endoscop

81（2）
：90-91,2012

山岡 稔，大庫 秀樹，筋野 智久，小林 威仁，岡田 浩一，高木 誠，浅野 博，小宮山 謙一郎，茅野 秀一，山本 啓二，
篠塚 望，金澤 實，中元 秀友，今枝 博之， 大腸と小腸に転移を認めた肺癌の一例，日本大腸検査学会雑誌

29

（2）, 54-58, 2013
神垣 多希，難波 聡，瀬戸 さち恵，矢島 沙織，高橋 幸子，鈴木 元晴，菅野 優貴，多賀 誠，茅野 秀一，西林 学，板
倉 敦夫，石原 理： 産褥 7 日目に発症した腹膜炎により胃癌の結腸転移が発見された 1 例，埼玉県医学会雑誌
47（1）, 276-279, 2012
三木 明徳，田丸 俊輔，菊地 真理子，佐藤 加寿子，新澤 麗，岡垣 竜吾，鈴木 元晴，難波 聡，茅野 秀一，板倉 敦夫，
石原 理：中期中絶後の胎盤遺残に対し子宮動脈塞栓術を行った後子宮鏡下にて胎盤を切除した 1 例，埼玉産科
婦人科学会雑誌 42, 156-160, 2012
瀬山幸子，政岡秀彦，土居美枝子，望野唯明，金野美年子，金玲，茅野秀一，新井栄一，佐々木惇，清水道生：ワ
ルチン腫瘍の穿刺吸引細胞像の検討，日本臨床細胞学会雑誌第 51（4）：241-247，2012.7.22
佐々木惇：Pineal parenchymal tumor,Clinical Neuroscience 別冊，vol.30 No.11，1216-17，2012.11.1
望野唯明，茅野秀一，佐々木惇，清水道生：術中圧挫標本が診断に有用であった異型性髄膜腫の１例，日本臨床細
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胞学会雑誌

第 52 巻第 1 号別刷，43-44，2013.1.22

瀬山幸子，茅野秀一，佐々木惇，安田政実，清水道生：頸部皮下腫瘍として穿刺吸引細胞診が施行された髄膜腫の
１例，日本臨床細胞学会雑誌

第 52 巻第 1 号別刷，41-42，2013.1.22

金野美年子，佐々木惇，安田政実，清水道生：腹水中に腺癌細胞と扁平上皮癌細胞の両者を認めた膵腺扁平上皮癌
の１例，日本臨床細胞学会雑誌

第 52 巻第 2 号別刷，169-170，2013.3.22

太田 充彦，吉田 佳弘，大庫 秀樹，筋野 智久，山岡 稔，菅野 龍，小林 威仁，木下 俊介，飯田 慎一郎，井上 清彰，
岡田 浩一，金 玲，茅野 秀一，山本 啓二，今枝 博之，中元 秀友：消化管病変を認めた壊血病の一例，Progresso
fDigestiveEndoscopy（1348-9844）82 巻 Suppl. Pages116（2012.12）
土居 美枝子，清水 禎彦，三橋 智子，金野 美年子，茅野 秀一，佐々木 惇，安田 政実，清水 道生：腹水中に出現し
た卵巣 yolk sac tumor の細胞像の検討，
日本臨床細胞学会雑誌（0387-1193）51 巻 2 号 Page137-142（2012.03）
三木 明徳，田丸 俊輔，菊地 真理子，佐藤 加寿子，新澤 麗，岡垣 竜吾，鈴木 元晴，難波 聡，茅野 秀一，板倉 敦夫，
石原 理：中期中絶後の胎盤遺残に対し子宮動脈塞栓術を行った後子宮鏡下にて胎盤を切除した 1 例，埼玉産科
婦人科学会雑誌（2186-4349）42 巻 Page156-160（2012.09）
草野 武，今枝 博之，大庫 秀樹，菅野 龍，小林 威仁，荒木 靖人，木下 俊介，山岡 稔，中村 玲，井上 清彰，岡田
浩一，金 玲，茅野 秀一，山本 啓二，中元 秀友：慢性好酸球性肺炎に消化器症状を合併した一例，Progress of
Digestive Endoscopy（1348-9844）81 巻 1 号 Page124（2012.06）
中村 清邦，脇本 直樹 , 島田 恒幸 , 伊藤 善啓，中村 裕一，森 茂久，別所 正美，茅野 秀一：高度の形質細胞増加症を
伴った血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫，臨床血液（0485-1439）53 巻 5 号 Page555（2012.05）
【総数：論文 25 件，学会発表 23 件，講演 6 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
2012 年 5 月 25 − 26 日（土曜日，日曜日）の 2 日間にわたり「第 10 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
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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7．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：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：指導教員（大学院）：免疫学：博士

小林信春（KOBAYASHI, Nobuharu）
：講師：：教育主任：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 5 章（守屋，松井，小林，赤塚，堀内，各 1 時間）
第 6 章（守屋 5 時間）第 10 章（守屋 3 時間）
「医学セミナー」
（守屋 15 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 7 時間），臨床推論（2 学年）（松井 2
時間，堀内 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 3 日間）
，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
講義と実習の形式，内容共に昨年度までとほぼ同じ形を維持して教育を行ったが，今年度の 3 学年は従来より極
端に勉強が浅く，成績が振るわなかった．再試該当者は前年度 4 名に対し本年度は 25 名もあり，総合成績の平均点
も 76.9 から 70.8 へと低下した．実習を指導して感じたが，一見まじめに説明を聞いているようで．いざ実験を始
めると何をして良いのか把握していない学生が目立った．また前年度の学生が作成したレポートのコピーを持ち込ん
でそれを写す者もいたが，今まで一度も見たことのないことであった．学生教育を低学年から見直す必要を感じる．

3．研究
3-1．目的・目標
感染症の病因・病態の解明と，その予防・治療法の研究を行う．その対象として，日本の国民病ともいわれる C
型肝炎と，感染予防が特に緊急課題となっている新型インフルエンザ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）新規ナノプラットフォームを用いた細胞傷害性 T 細胞誘導剤の開発（松井，赤塚，免疫学・川野，東京工業大学・
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半田との共同研究）
（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）
（4）新規の抗原提示関連分子の同定（松井，赤塚，免疫学・川野）
（5）腫瘍ワクチンの研究（赤塚，堀内，小林，高木，赤塚博江，感染研内田らとの共同研究）
3-3．研究内容と達成度
（1）既知の HCV 由来の CTL エピトープ 15 種類について，①ペプチド表面結合リポソームワクチン，②ペプチド
+ 不完全アジュバントワクチン，③組換えアデノウイルス免疫の 3 つの免疫法における免疫原性の違いを検討し
た結果，①では他の免疫法とは非常に異なる免疫原性が発揮されることが判明した．中には細胞傷害活性をほと
んど誘導せず IFN- γ産生誘導が主であるにもかかわらず，強い抗ウイルス効果を発揮するものがあることが分
かった．こういったワクチンは従来の細胞傷害活性誘導型ワクチンと比べて副作用の少ないワクチンとしての効
果が期待された．達成度 50%
（2）効率の高い CTL 誘導型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 の表面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 を誘導でき，ウイルスを排除することがわかった．また，SV40-VLP 内部に
抗原タンパク質を導入する事でも，効率よく CTL を誘導できた．現在，SV40-VLP のナチュラルアジュバント
としての機能のメカニズムを解析中であり，がんワクチンへの応用を試みている．達成度 50％
（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まとめた 2 つの論文が
Toxicol.Appl.Pharm. に掲載された．共同研究を行なっている U.C.Davis の B.D.Hammock の研究室に mEH 抗体と
mEH 発現プラスミドを供与した．達成度 40%
（4）合成ペプチドを CTL に抗原提示できるが，内在性ペプチドは抗原提示できない HLA class I mutant を複数個
みつけた．この機能不全に関わる，新しい抗原提示関連分子を同定しようと試みている．達成度 10％
（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を作
成し，抗原表面結合リポソームワクチン用の新規抗原の探索を行った．その結果，今まで TERT エピトープとし
て報告のない 6 種のアミノ酸配列を候補として絞り込んだ．このうちの少なくとも 2 つのエピトープは，リポソー
ム表面に結合しマウスに免疫することで，TERT 陽性腫瘍細胞に反応して IFN- γを産生し，細胞傷害活性を発揮
する CD8 リンパ球を誘導した．達成度 50%
3-4．自己評価と次年度計画
ペプチド表面結合リポソームによる慢性 C 型肝炎治療ワクチンの開発は，細胞傷害活性誘導効果を伴わずにウイ
ルスを排除するエピトープが見つかったことにより，より臨床応用に近づくことができた．他のワクチン研究も順調
に進んでいると考えられる．

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
“Toxicology and Applied Pharmacology” 査読（4 回），“Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry” 査読，“Journal
of Biomedicine and Biotechnology” 査読，“Human Immunology” 査読：赤塚，“Antiviral Research” 査読：松井
埼玉医大雑誌編集 : 赤塚
5-3．その他
（1）Infection Control Team（ICT）活動（小林）
（2）中央手術部落下菌検査：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）獣医アトピー・アレルギー・免疫学会 2013 年臨床免疫検討会パネリスト（堀内）
（7）埼玉医科大学
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医学博士課程学位審査（赤塚，松井），修士課程学位審査（赤塚）
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6．業績
6-1．論文・学会発表
① Hongying Duan, Kazunori Yoshimura, Nobuharu Kobayashi, Kazuo Sugiyama, Jun-ichi Sawada, Yoshiro Saito,
Christophe Morisseau, Bruce D. Hammock, Toshitaka Akatsuka. Development of monoclonal antibodies to human
microsomal epoxide hydrolase and analysis of “preneoplastic antigen”-like molecules. Toxicology and Applied
Pharmacology 260（1）: 17-26, 2012.
② Hongying Duan, Akira Takagi, Hidekazu Kayano, Isamu Koyama, Christophe Morisseau, Bruce D. Hammock,
Toshitaka Akatsuka. Monoclonal antibodies reveal multiple forms of expression of human microsomal epoxide
hydrolase. Toxicology and Applied Pharmacology 260（1）: 27-34, 2012.
③ Akira Takagi, Nobuharu Kobayashi, Maiko Taneichi, Tetsuya Uchida, Toshitaka Akatsuka., Coupling to the
surface of liposomes alters the immunogenicity of hepatitis C virus-derived peptides and confers sterile
immunity. Biochemical and Biophysical Research Communications 430（1）: 183-189, 2012.
④ Kawano, M., M. Matsui, and H. Handa. SV40 virus-like particles as an effective delivery system and its
application to a vaccine carrier. Expert Rev. Vaccines 12（2）:199-210, 2013.
⑤高木
誌

徹

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

第 39 巻

⑥川野

第1号

雅章，松井

トフォームの開発

埼玉医科大学雑

14-18, 2012.

政則，禾

泰壽，半田

埼玉医科大学雑誌

宏

第 39 巻

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
第1号

9-13, 2012.

⑦ Akira Takagi, Nobuharu Kobayashi, Yutaka Horiuchi, Osamu Moriya, Toshitaka Akatsuka,, Takeya Tsutsumi,
Kazuhiko Koike, Maiko Taneichi, Tetsuya Uchida, Successful immunotherapy of chronic HCV infection model
mice with liposomes coupled with a non-immunogenic HCV peptide and anti-PD-L1 antibody. 19th International
Symposium on Hepatitis C Virus & Related Viruses. Venice, Italy, Oct. 5-9, 2012.
⑧ Yutaka Horiuchi, Akira Takagi, Nobuharu Kobayashi, Osamu Moriya Takeya Tsutsumi, Kazuhiko Koike and
Toshitaka Akatsuka, The eﬀect of the infectious dose and the presence of HCV core gene on mouse intrahepatic
CD8 T-cell. 19th International Symposium on Hepatitis C Virus & Related Viruses. Venice, Italy, Oct. 5-9, 2012.
⑨ Akira Takagi, Nobuharu Kobayashi, Yutaka Horiuchi, Osamu Moriya, Toshitaka Akatsuka,, Takeya Tsutsumi,
Kazuhiko Koike, Maiko Taneichi, Tetsuya Uchida, Successful immunotherapy of chronic HCV infection model
mice with liposomes coupled with a non-immunogenic HCV peptide and anti-PD-L1 antibody. 第 41 回日本免疫
学会 神戸，Dec. 5-7, 2012.
⑩ Yutaka Horiuchi, Akira Takagi, Nobuharu Kobayashi, Osamu Moriya Takeya Tsutsumi, Kazuhiko Koike and
Toshitaka Akatsuka, The eﬀect of the infectious dose and the presence of HCV core gene on mouse intrahepatic
CD8 T-cell. 第 41 回日本免疫学会 神戸，Dec. 5-7, 2012.
【総数：論文 6 件，学会発表 4 件】
6-2．獲得研究費
1．H24 年度学内グラント丸木記念特別賞，
「臨床試験に向けた慢性 C 型肝炎治療ワクチン研究とインフルエンザ
ワクチンへの応用」
（赤塚，小林，堀内，高木）300 万円
2．H24 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）120 万円
3．H24 年度科学研究費補助金
基盤研究」
（松井）分担金

基盤研究（A）（一般）「医療用バイオナノデバイスの実用化と用途拡大に向けた

100 万円

4．H24 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）117 万円
5．H24 年度学内グラント，
「抗原表面結合リポソームを用いた抗腫瘍ワクチン開発の基礎研究」（堀内，赤塚，小林）
100 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
細胞傷害性 T 細胞誘導剤（PCT/JP2012/60910）（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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8．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
川野雅章（KAWANO, Masaaki）
：助教：大学院教員（大学院）
：細胞傷害性 T 細胞誘導剤の開発，潰瘍性大腸炎の解析：
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）

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・川野・町田（医学研究センター）），人体の科学入門 1,20 時間（曽根）
，
40 時間（川野）
，
人体の科学入門 2（医学セミナー）,28 時間（曽根），8 時間（川野）良医への道 1 臨床推論 ,2 時間（川野）
3 年生：病気の基礎 2：免疫 , 76 時間（松下・曽根・川野），病気の基礎 2：感染，30 時間（仁科（医学研究センター）
・
曽根・町田（医学研究センター）
）
，
夏期休暇中プログラム「アレルゲンに対するヒト免疫応答の解析」,30 時間（松下・
川野・高木）4 年生：ヒトの病気 2：救急・中毒，2 時間（曽根）
｢ 大学院教育 ｣【大学院講義】最新医学特別講義 2 時間（松下），東京慈恵会医科大学非常勤講師（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・川野・東・橋本・高木
医動物学研究：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．
潰瘍性大腸炎の解析： 硫酸デキストランの飲水によって潰瘍性大腸炎をモデルマウスに誘導するための条件を確立
し，リンパ球から Th1/Th2Th17 反応を解析するための系を作製した．この実験系を用いて，潰瘍性大腸炎に対する
種々の薬剤の効能を解析する予定である．
細胞傷害性 T 細胞誘導剤の開発：ウイルス粒子を構成しているタンパク質のみで作られた非感染性のウイルス様
粒子（VLP）を用いて，目的の細胞傷害性 T 細胞エピトープに対して強力に細胞傷害性 T 細胞を誘導することのでき
る誘導剤を構築した．成果は論文として投稿中である．
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
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して，質量分析の 1 測定手法である Post Source Decay 法を試み，de novo sequencing を試みた．35 種類のペプチ
ドにおいてペプチド内の置換アミノ酸を同定することに成功した．これらの成果により，クルーズトリパノソーマの
株間で見出されたアミノ酸置換の割合が高く，クルーズトリパノソーマは種として高度に分化している（系統樹では
広範囲に分岐している）ことが示唆された．研究成果の一部は学会で発表した．（達成度 90％）
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

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）

センター長

6．業績
6-1．論文・学会発表
代表的なもの 10 編
① Nakagome, K., Matsushita, S., Nagata, M. Neutrophilic inﬂammation in severe asthma. Int. Arch. Allergy Immunol
.2012;158:96-102.
②東

丈 裕， 松 下

祥： 母 乳 中 の コ エ ン ザ イ ム A と ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎． 臨 床 免 疫・ ア レ ル ギ ー 科 ,57（2）

197-202, 2012.
③松下

祥：樹状細胞のドーパミン産生とＴｈ 17 細胞の誘導．臨床免疫・アレルギー科 58:165-170, 2012

④ Ohyama H, Kato-Kogoe N, Takeuchi-Hatanaka K, Yamanegi K, Yamada N, et al. T-cell Responses Involved in the
Predisposition to Periodontal Disease: Lessons from Immunogenetic Studies of Leprosy. J Clin Cell Immunol
S1:005. doi: 10.4172/2155-9899.S1-005, 2012.
⑤ 曽 根 敏 雄： 寄 生 虫 感 染 に 対 す る 生 体 防 御 機 構． 特 集： 図 で み る 免 疫 学 の ABC
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Otolaryngology, Head and Neck Surgery，東京医学社版），29:442-448，2013 年 3 月
⑥松下

祥：文部科学省地域イノベーション戦略プログラム（都市エリア型）【埼玉・圏央エリア】平成 24 年度

研究交流会 「ペプチド医薬の目指すもの」平成 25 年 1 月 28 日（月）新都心ビジネス交流プラザ
⑦松下

祥：アレルギーと自然免疫：基本から先端研究まで

平成 24 年 2 月 18 日

第 75 回日本皮膚科学会東

京支部学術大会＠京王プラザホテル
⑧川野 雅章「Chimeric VP1 of Simian Virus 40 induces IL-12 production from DC,facilitating CTL induction! against
an inserted CTL epitope within the VP1」第 41 回日本免疫学会学術集会 神戸 2012
⑨曽根敏雄，松下

祥，大城

聰：プロテオーム解析による Trypanosoma cruzi 発現タンパク質のアミノ酸置換部

位の同定．第 85 回日本生化学会大会，福岡国際会議場，2012 年 12 月 15 日．
【総数：論文 5 件，学会発表 2 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
松下 祥：受託研究

株式会社

株式会社ツムラ（210 万）

「好中球性気管支喘息の動物モデルにおける黄連解毒湯の薬効検討」
松下 祥：受託研究株式会社

森永乳業株式会社（210 万）

「母乳および育児用ミルクの Th2 アジュバント活性」
松下 祥：一般研究

一般財団法人

化学及血清療法研究所（50 万）

松下 祥：文部科学省研究費基盤研究（C）―代表
「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（90 万）
川野 雅章 : 文部科学省研究費基盤研究（A）―分担
「医療用バイオナノデバイスの実用化と用途拡大に向けた基盤研究」
課題番号 24241043（100 万）
川野 雅章 : 文部科学省研究費若手研究（B）―代表
「汎用抗ウイルス細胞傷害性Ｔ細胞誘導剤の開発」
課題番号 24790169（170 万）
川野 雅章 : 文部科学省研究費基盤研究（C）―分担
「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」
課題番号 23590550（20 万）
東

丈裕：文部科学省研究費若手研究（B）―代表
「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（70 万）
高木 理英：文部科学省研究費若手研究（B）―代表
「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：
川野

雅章：
「細胞傷害性 T 細胞誘導剤」出願番号 PCT/JP2012/60910

松下

祥：
「Th17 細胞クローン並びにその製造及び利用」特許第 5180526 号

特許権者

有限会社イムノ

登録日

平成 25 年 1 月 18 日

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし

7．自己点検・評価
教育：医学部，免疫学にとどまらず，さまざまな教育領域を担当している．教員数が維持できる限りはこの体制を
続けていきたい．
研究：原著論文の投稿数を増やす必要がある．
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9．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：代表指導教員（大学院）
：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：指導教員（大学院）：疫学 , 公衆衛生学：博士
高橋美保子（TAKAHASHI, Mihoko）
：講師：教育員・研究員：指導教員（大学院）：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，高橋 2 コマ）
，3 学年「病気の基礎 -2」コ−ス・「疫学」ユニット（永井 12 コマ），ヒトの
病気 -1「循環器」
（太田 1 コマ）
，4 学年「社会と医学」コース・「疾病の予防と対策」ユニット（永井 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 2 コマ）
，
「医療総論」
（太田 5 コマ，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）
大学院医学研究科博士課程「最新医学特別講義」（永井 1 回）
2-3．達成度
3 年生「疫学ユニット」では 131 名中 26 名再試験を行い 23 名合格，3 名不合格であった．不合格者 3 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 110 名中 10 名再試験を行い，全員合格した .1 名欠席であった .
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 24 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）「自然災害時を含
めた感染症サ−ベイランスの強化・向上に関する研究」
2．平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業）
「自己免疫疾患に関する調査研究」
3．平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業）
「特発性造血障害に関する調査研究」
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
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
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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）
，
厚生労働統計協会評議員（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−キンググル−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（永井）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
「該当なし」
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
相模女子大学管理栄養学部栄養学科非常勤講師（高橋），山梨産業保健推進センタ−

産業保健特別相談員（高橋）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① A.Ohta, M.Nagai, M.Nishina, H.Tomimitisu, H.Kohsaka.: Age at onset and gender distribution of systemic Iupus
erythematosus, polymyositis/dermatomyositis, and systemic sclerosis in Japan. Mod heumatol 2012.08; 19（8）:
DOI 10.1007/s10165-012-0733-7
② M.Yamaguchi, K.Arisawa, H.Uemura, S.Kasuura-Kamano, H.Takami, F.Sawachika, M. Nakamoto, T.Juta, E.Toda,
K. Mori, M.Hasegawa, M.Tanto, M.Shima, Y.Sumiyoshi, K.Morinaga, K.Kodama, T. Suzuki, M. Nagai and H.Satoh.:
Consumption of Seafood, Serum Liver Enzymes, and Blood Levels of PFOS and PFOA in the Japanese Population.
Journal of Occupational Health 2013.03; 55:184-194.
③近江雅代，鷲尾昌一，掘内孝彦，塚本

浩，多田芳史，澤部琢哉，佐々木

永井正規 .：全身性エリテマト−デス発症に関連する食事因子

敏，岡

由紀子，城田知子，森

満，

〜栄養素等摂取状況および食品群別摂取量につ

いて〜 . 日本病態栄養学会誌 2013.01；16（1）：99-106.
④ 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.Hirota, M.Nagai and Fukuoka Kinki Parkinson's Disease Study Group.：Lack of
association between BST1 polymorphisms and sporadic Parkinson's disease in a Japanese population. Journal of
the Neurological Sciences. 2012.09; 323:162-166.
⑤ T.Akamizu, T.Satoh, O.Isozaki, A.Suzuki, S.Wakino, T.Iburi, K.Tsuboi, T.Monden, T.Kouki, H.Otani, S.Teramuklai,
R.Uehara, Y.Nakamura, M.Nagai, and M.Mori for the Japan Thyroid Association.: Diagnostic criteria, Clinical
Features, and Incidence of Thyroid Storm Based on Nationwide Surveys. THYROID 2012.07; 22（7）:661-679.
⑥ 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.Hirota, M.Nagai and Fukuoka Kinki Parkinson's Disease Study Group.: UCHL1 S18Y
variant is a risk factor for Parkinson's disease in Japan. BioMedical Central. 2012.07; 12（62）.
⑦ K.Tsuboi, S.Suzuki and M.Nagai.: Descriptive Epidemioology of Fabry Disease Among Beneficiaries of the
Specified Disease.: Treatment Research Program in Japan. Japan Epidemiological Association. 2012.06; 22
（4）:370-374.
⑧太田晶子，仁科基子，永井正規 .: 臨床調査個人票による多発性筋炎，皮膚筋炎の疫学特性 第 71 回日本公衆衛生
学会総会 2012.10; 山口
⑨太田晶子，橋本修二，川戸美由紀，村上義孝，谷口清州，多田有希，重松美加，永井正規：警報・注意報の検討
− 2011 年の警報・注意報の発生と都道府県警報の発生について− . 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「自然災害時を含めた感染症サ−ベイランスの強化・向上に関する研究」平成
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24 年度

総括・分担研究報告書 2013.03; 66-79.

⑩太田晶子，島田直樹：臨床調査個人票による再生不良性貧血の基本的疫学特性の観察 . 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」平成 23 年度総括・分担研究報告書 2012.05;
64-70.
【総数：論文

16 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）「自然災害時を含
めた感染症サ−ベイランスの強化・向上に関する研究」80 万円
2．太田晶子：厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等克服研究事業（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」150 万円
3．太田晶子：厚生労働科学研究費補助金

難治性疾患等克服研究事業（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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10．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：代表指導教員（大学院）：突然死の病理，
交通外傷：医学博士
髙田

綾（TAKADA, Aya）
：准教授→教授（H25.1）：教育副主任，研究員：指導教員（大学院）：突然死の病理 , 創
傷の法医診断：医学博士

原

正昭（HARA, Masaaki）
：講師：教育員，研究副主任：指導教員（大学院）
：遺伝標識の法医学的応用：医学博士

木戸

啓（KIDO, Akira）
：客員教授（元山梨大学准教授）

中西宏明（NAKANISHI, Hiroaki）
：客員講師（山梨県警科学捜査研究所）
非常勤講師：舟山眞人（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，髙田，原
救急・中毒：4 年生，UD 補佐：齋藤，講義担当：齋藤，髙田
医学概論：2 〜 4 年生，医事法，医療事故関係の講義，担当：齋藤
周産期：児童虐待関係，担当：齋藤
PBL（2 年生）
：齋藤，髙田
臨床入門・CPC 実習（4 年生）
：齋藤，髙田
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，髙田，法医免疫遺伝学：原，中西，木戸
共同研究は，山梨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
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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．

4．診療
該当なし

5．その他：法務実務など
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉県解剖嘱託医（齋藤，髙田）
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 24 年度に当教室で行った解剖は 134 体（司法 119 例・行政 15 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．24 年度も，齋藤，髙田が，警察庁検視官講習（法医専科）や同交通検視官講習な
どに出講し，現場での司法関係者への啓蒙にも努め，多くの効果を挙げた．なお，当教室は，東大等とともに警察庁
検視官講習の解剖研修機関であり，
全国の検視官予定者（幹部警察官）が春秋通算 2 ヶ月にわたり多数解剖研修を行っ
た．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Kajihara H, Tachiyama Y, Hirose T, Takada A, Saito K, Murai T, Yasui W. Eosinophilic coronary periarteritis
（vasospastic angina and sudden death）, a new type of coronary arteritis: report of seven autopsy cases and a
review of the literature. Virchows Arch 2013;462:239-48.
② Nakanishi H, Shojo H, Ohmori T, Hara M, Takada A, Adachi N, Saito K, Identiﬁcation of feces by detection of
Bacteroides genes. Forensic Sci Int Genet 2013;7:176-9.
③髙田綾，勝又純俊，齋藤一之，村井達哉，濱松晶彦，影山則正．睡眠時無呼吸症候群による突然死が疑われ
た不整脈源性右室心筋症（ARVC）の 1 剖検例− ARVC の剖検診断に関する一考察−．法医学の実際と研究
2012;55:145-152.
④ 齋 藤 一 之， 高 田 綾， 原 正 昭， 黒 田 直 人： 失 血 の 原 因 と し て の 頭 皮 損 傷 に つ い て． 法 医 学 の 実 際 と 研 究
2012;55:153-156.
⑤ Sakai K, Saito K, Takada A, Fukunaga T, Iwadate K. Useful Pathological Features for the Diagnosis of Endocardial
Fibroelastosis（EFE）without Congenital Cardiac Abnormalities: A Case of Sudden Infant Death（先天性心臓異
常のない心内膜線維弾性症（EFE）の診断に有用な病理学的特徴 : 乳幼児突然死の 1 症例）．法医学の実際と研究
2012;55:229-234.
⑥髙田綾，齋藤一之，村井達哉，村井直子，増田智樹．機能的単冠動脈による心筋虚血が死因と考えられた突然死
例．第 101 回日本病理学会総会，東京．
⑦中西宏明，大森毅，原正昭，髙田綾，猩々英紀，安達登，齋藤一之．Bacteriodes 属の検出による糞便の証明．
第 96 次日本法医学会学術全国集会，静岡．
⑧永井淳，原正昭，木戸啓，武内康雄．DXS10146 の 4 人類集団における INDEL 多型解析．第 96 次日本法医学
会学術全国集会，静岡．
⑨前田一輔，村上千香子，原正昭，入江渉，渡邉利真，大石桃子，佐々木千寿子，中丸尚美，古川理孝，中村茂基，
髙田綾，齋藤一之，栗原克由：TBONE EX KIT を用いた白骨死体の個人鑑別．第 22 回日本 DNA 多型学会学術集
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会 , 京都．
⑩永井淳，原正昭，木戸啓，武内康雄 . DXS10146 のフランキング領域における INDEL 多型．第 22 回日本 DNA
多型学会学術集会 , 京都．
【総数：論文 5 件，学会発表 6 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費
中西宏明（代表）
：文部科学省・科学研究助成金，若手研究（B）；「CNV 測定原理を応用した法医試料における女
性由来証明法の構築」課題番号 24790642．130 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：該当なし

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．寡産ではあるが密度の高い研究を指向した．突然死領
域の研究については，臨床領域にも還元されつつある．
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1．1）消化器内科・肝臓内科
1．構成員
持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：教授：運営責任者：診療科長：教育員：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

岡

政志（OKA, Masashi）
：教授：診療副科長：教育副主任：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：教育員：研究員：指導教員（大学院）：消化器病学，門脈圧亢進
症の内視鏡的治療と IVR 治療，肝癌の IVR 治療，消化器領域の核医学：博士
中山伸朗（NAKAYAMA, Nobuaki）
：准教授：外来医長：教育主任：研究員：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）
：講師：病棟医長：教育員：研究員：指導教員（大学院）：肝臓病学，消化器病学：博士
本谷大介（MOTOYA, Daisuke）
：助教：教育員：研究員：医員：指導教員（大学院）
濱岡和宏（HAMAOKA, Kazuhiro）
：助教：教育員：研究員：医員：指導教員（大学院）
菅原通子（SUGAWARA, Michiko）
：助教：教育員：研究員：医員：指導教員（大学院）：博士
安藤さつき（ANDOU, Satsuki）
：助教：教育員：研究員：医員
水野芳枝（MIZUNO, Yoshie）
：助教：教育員：研究員：医員
吉野廉子（YOSHINO, Kiyoko）
：助教：教育員：研究員：医員
近山

琢（CHIKAYAMA, Taku）
：助教：教育員：研究員：医員

中澤

学（NAKAZAWA, Manabu）
：助教：教育員：研究員：医員

渡邊一弘（WATANABE, Kazuhiro）
：助教：教育員：研究員：医員
打矢

紘（UCHIYA, Hiroshi）
：助教：教育員：研究員：医員

平原和紀（HIRAHARA, Kazunori）
：助教：教育員：研究員：医員
山岡

稔（YAMAOKA, Minoru）
：助教：教育員：研究員：医員

繁田貴博（HANDA, Takahiro）
：助教：教育員：研究員：医員
藤井庸平（FUJII, Youhei）
：助教：教育員：研究員：医員
塩川慶典（SHIOKAWA, Keisuke）
：助教：教育員：研究員：医員
内田義人（UCHIDA, Yoshihito）
：社会人大学院生：医員
松井

淳（MATUI, Atushi）
：非常勤講師

藤盛健二（FUJIMORI, Kenji）
：非常勤医師
齋藤詠子（SAITOU, Eiko）
：非常勤医師
中尾雅美（NAKAO, Masami）
：非常勤医師
喜多宏人（KITA, Hiroto）
：教授（国際医療センター兼担）：消化器病学，内視鏡的治療：博士
森吉美穂（MORIYOSHI, Miho）
：講師（中央検査部兼担）：指導教員（大学院）：肝臓病学：博士
新井

晋（ARAI, Shin）
：講師（国際医療センター兼担）：消化器病学，消化器癌の内視鏡的治療：博士

石川恵子（ISHIKAWA, Keiko）
：講師（国際医療センター兼担）：消化器病学，大腸の内視鏡的治療
中尾将光（NAKAO, Masamitu）
：助教（国際医療センター兼担）：消化器病学

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，症例を提示する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
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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，シミュ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（岡

政志），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）
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，
シミュ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 25 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，シミュレーターを用いた実習を更に拡充し，これを用いた卒前，卒後の
一貫した教育を実施する予定である．
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
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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（中山伸朗，稲生実枝，本谷大介，菅原通子）
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（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 24 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，今井幸紀，中山伸朗，濱岡和宏，

菅原通子）
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，専門医を取得している．各種検査法，治療法の手技に関するトレー
ニングを積むともに，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 24 年度における専門医数は
日本消化器病学会 10 名，日本肝臓学会 7 名，日本消化器内視鏡学会 7 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 24 年度は 11 月 3 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 728 名の埼玉県認定肝疾
患診療医が誕生し，うち 121 名が 5 年ごとの更新を行う教育事業に貢献した．
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の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を設定し，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
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変異を同定，更にこれらを in vitro 実験で検証する系を確立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」などの確立へ
の行政的な仕事に繋がっている．
当診療科では食道胃静脈瘤などの消化管出血に対して内視鏡治療とともにバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術
（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，
肝癌症例に対してはラジオ波焼灼療法（RFA）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．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
24 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
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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
（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
我々が中心となって作成した「わが国における急性肝不全の診断基準」に準拠して，2010 〜 11 年に発症した
急性肝不全，遅発性肝不全の全国調査を実施し，その実態と治療法上の問題点を明確にした．また，2009 年まで
の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
測法とデータマイニングを駆使して決定木法，radial basis function（RBF）法，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が，平成 24 年度は更にこれらを統合したハイブリッ
ト型統合モデルも開発した．また，これら手法に関して，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．更に，全国で新たに発生した劇症肝炎症例に関しては，臨床成績を on-line で登録すると，これ
ら各手法による予測死亡率を算出して，返却するスタンドアローン・システムを確立した．平成 25 年 3 月からこの
サービス事業を開始しており，劇症肝炎で脳死肝移植のレシピエントとして登録された症例を中心に予測死亡率を算
出している．
2）B 型肝炎の再活性化に関する研究
免疫抑制薬，抗悪性腫瘍薬による B 型肝炎ウイルス（HBV）再活性化の実態を解明し，対策法を確立するために，
全国 99 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た．平成 24 年 3 月末日までに 330 例が登録され，このうち既往感
染例は 289 例を中心に，治療期間が 1 年以上に亘った場合の再活性化の頻度を観察している．これら既往感染例で
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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 2％存在し，また，5 〜 6％で再活性化を生じる
ことが明らかになったが，核酸アナログによる治療を開始するのは血清 HBV-DNA 量が 2.1 Log copy/mL 以上に上昇
してからで十分であり，要治療例の頻度は約 2％であることを明確にした．また，免疫抑制療法に関しては，再活性
化が生じるのは治療開始ないしは治療法を変更して 6 か月以内が大部分であることを明らかにした．これに伴って，
日本肝臓学会の B 型肝炎診療ガイドラインにおける HBV 再活性化予防の指針も改編された．
3）ウイルス性肝疾患の治療
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
要因とアドヒアランス，治療中の反応性などに応じた有効な治療体系の確立を，埼玉県下の病院の協力の基に進め
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，
Adherence, Gene and Response-Guided Trial（AG ＆ RGT）を考案し，全県下での共同研究を開始した．平成 24 年度
末までに 300 例以上の症例が登録され，このトライアルのアルゴリズムに従って治療を実施したところ，genotype
1b 型，高ウイルス量の難治例であってもほとんど全例で治癒に持ち込めることを実証している．また，テラプレビ
ルを用いた治療では眼底病変が副作用として重要であることを実証し，全国に警鐘を鳴らした．
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
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，その調節機構に関して，各種転写因子を knock-down する in vitro での研究を
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 の実験で確認した．現在はウイルス遺伝子の組み換え実験によって，
これら変異の意義を更に明確にするための実験を進めている．
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．
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
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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，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した．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を整理することが，今後の課題である．また，劇症肝炎の肝移植ガイドラインとしては，
データマイニングの手法を駆使して統合ハイブリットモデルも含めた 5 種類の予後予測法を確立した．これら方法は，
全国で発症した劇症肝炎症例を対象として，on-line で利用できるシステムに発展させたが，未だスタンドアローン・
システムであり，今後はクライアントサーバー・システムへと進化させることが課題である．
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ており，極めて高い治療効果を達成できている．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より明確とし，これを次世代の direct-acting antiviral agents（DAAs）による
治療で応用することが，今後の課題となる．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，また，免疫抑制療法に関しては，長期に及んだ場合の
ハイリスクの時期も明確になってきている．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，
これを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に繋げることが問題点として残っている．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，その意義も明確になった．組替え実験で，その意義をより確固たるものにすることが，平成 25 年度の課
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．特にインターフェロン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，アドヒア
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．
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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ムマブ（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
内視鏡的粘膜切除術（EMR）を行っているが，悪性腫瘍の内視鏡治療は国際医療センターの消化器内科で実施して
いる．
また，消化器領域全般を担当する診療科の利点を生かして，重症型アルコール性肝炎に対する副腎皮質ステロイド
のパルス投与を顆粒球除去療法の sequential 療法，難治性炎症性腸疾患に対する合成プロテアーゼ阻害薬を併用した
抗 TNF- α療法など新規考案した治療法を，高度先進医療への移行を念頭に置いて積極的に実施している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
持田

智：埼玉県肝炎対策協議会（委員）

埼玉県肝疾患連携拠点病院等協議会（委員長）
埼玉県肝炎治療審査委員会（委員長）
埼玉県肝がん集検委員会（委員）
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（医学教育委員会委員，国家試験改善検討ワーキンググループ座長，
医師養成のグランドデザイン検証ワーキンググループ委員）
肝がん撲滅運動埼玉県責任者
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）

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．B 型肝炎：重症化と再活性化に関する最近の話題．HBV Reactivation Seminar, 札幌，2012 年 4 月 21 日．

2．持田

智．C 型肝炎の治療：Telaprevir 承認後の動向．テラプレビル学術講演会，旭川，2012 年 4 月 27 日．

3．持田

智．C 型慢性肝炎，肝癌の病態と診断：C 型慢性肝炎，なぜ治療しなくてはいけないの？市民公開講座，

三郷，2012 年 5 月 13 日．
4．持田

智．B 型肝炎：重症化と再活性化に関する最近の話題．山口 B 型肝炎セミナー，宇部，2012 年 5 月 17 日．

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．第 7 回実地医家消化器病研究会，高松，2012

年 5 月 22 日．
6．持田

智．ランチョンセミナー「B 型肝炎の再活性化：わが国における現状」．第 49 回日本肝臓学会，金沢，

2012 年 6 月 8 日．
7．持田

智．急性肝不全の診断と治療．第 49 回日本肝臓学会

8．持田

智．C 型肝炎の治療：Telaprevir 承認後の動向．日本消化器病学会四国支部

前期教育講演会，金沢，2012 年 6 月 9 日．
第 21 回教育講演会，高松，

2012 年 6 月 10 日．
9．持田

智．B 型・C 型肝炎：最新の治療．蕨・戸田市医師会学術講演会（日本医師会生涯教育講演会），戸田，

2012 年 6 月 13 日．
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．多摩 B 型肝炎 Reactivation セミナー，立川，

2012 年 6 月 19 日．
11．持田
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月 21 日
12．持田

智．急性肝不全：わが国における診断基準，実態と治療．第 58 回かもがわ肝臓カンファレンス，京都，

2012 年 6 月 23 日．
13．持田

智．C 型肝炎の治療：Telaprevir 承認後の動向．第 42 回秩医クリニカルカンファレンス，秩父，2012

年 6 月 26 日．
14．持田

智．B 型肝炎の治療：最近の話題．県南西部肝疾患勉強会，川口，2012 年 6 月 27 日．

15．持田

智．B 型肝炎：重症化と再活性化に関する最近の話題．B 型肝炎治療経験交流会，水戸，2012 年 6 月 29 日．

16．持田

智．B 型肝炎の再活性化：リツキシマブ以外の免疫抑制・化学療法による実態．GSK HBV Infection

Forum 2012，品川，2012 年 7 月 14 日．
17．持田

智．C 型慢性肝炎：埼玉県における共同研究．埼玉肝臓病研究会，大宮，2012 年 7 月 17 日．

18．持田

智．B 型・C 型肝炎の診断と治療．Abbott Fair 2012 埼玉，さいたま新都心，2012 年 7 月 26 日．

19．持田

智．B 型肝炎の治療：最近の話題．第 5 回和歌山肝疾患セミナー，和歌山，2012 年 8 月 4 日．

20．持田

智．C 型肝炎の最新治療．日本肝臓学会：市民公開講座「ウイルス性肝炎の最近の話題」，大宮，2012

年 8 月 12 日．
21．Mochida S. Maximizing eﬃcacy and safety of combined ribavirin plus pegylated interferon therapy: Flexibility
using pegylated interferon- α 2b. The MSD China Lecture Series, Haerbin, China, 18th August.
22．Mochida S. Maximizing eﬃcacy and safety of combined ribavirin plus pegylated interferon therapy: Flexibility
using pegylated interferon- α 2b. The MSD China Lecture Series, Tianjin, China, 19th August.
23．Mochida S. Maximizing eﬃcacy and safety of combined ribavirin plus pegylated interferon therapy: Flexibility
using pegylated interferon- α 2b. The MSD China Lecture Series, Chengdu, China, 20th August.
24．持田

智．C 型慢性肝炎の 3 剤併用療法：埼玉県における現状．The 11th Hepatitis Expert Meeting，新宿，

2012 年 8 月 25 日．
25．持田

智．B 型肝炎：重症化と再活性化に関する最近の話題．HBV Reactivation Seminar，福山，2012 年 8 月

30 日．
26．持田

智．急性肝不全：わが国における実態．第 26 回千葉県重症患者管理研究会，千葉，2012 年 9 月 15 日．

27．持田

智．C 型慢性肝炎の治療：3 剤併用療法の現状．埼玉県西部地区 C 型肝炎学術講演会，川越，2012 年 9

月 18 日．
28．持田

智．B 型肝炎の治療：最近の話題．Hepatitis B Forum in Kawagoe, 川越，2012 年 9 月 25 日．

29．持田

智．C 型慢性肝炎の 3 剤併用療法：埼玉県での経験．C 型肝炎学術講演会，徳島，2012 年 9 月 27 日．

30．持田

智．C 型慢性肝炎の 3 剤併用療法：埼玉県における共同研究．第 19 回 C-MACS 学術講演会，新宿，

2012 年 9 月 28 日．
31．持田
32．持田

智．ウイルス肝炎：最近の話題．第 61 回肝臓クリニカルセミナー，福岡，2012 年 10 月 3 日．
智．教育講演：生物学的製剤による B 型肝炎ウイルスの再活性化．第 20 回リウマチ薬物治療研究会，
千葉，

2012 年 10 月 12 日．
33．持田

智．C 型慢性肝炎，肝癌の病態と診断：C 型慢性肝炎．さいたま市

市民公開講座，浦和，2012 年 10

月 14 日．
34．持田

智．B 型肝炎：免疫抑制療法・化学療法による再活性化と重症化．Saitama HBV Reactivation Seminar，

浦和，2012 年 10 月 24 日．
35．持田

智．B 型肝炎：急性肝不全をめぐる最近の話題．第 12 回『PEG クラブ in 広島』，広島，2012 年 11 月 2 日．

36．持田

智．C 型肝炎：治療の最前線．肝疾患診療拠点病院等連絡協議会（埼玉県）主催医療研修会「ウイルス

性慢性肝疾患の病態と治療の実際」
，浦和，2012 年 11 月 3 日．
37．持田

智．B 型肝炎：治療の最前線．肝疾患診療拠点病院等連絡協議会（埼玉県）主催医療研修会「ウイルス

性慢性肝疾患の病態と治療の実際」
，浦和，2012 年 11 月 3 日．
38．持田

智．C 型慢性肝炎の 3 剤併用療法：埼玉県における共同研究．弘前インターフェロン研究会，弘前，

2012 年 11 月 5 日．
39．持田

智．C 型慢性肝炎の 3 剤併用療法：埼玉県における現状．城北地区肝炎学術講演会，池袋，2012 年 11

月 7 日．
40．持田

智．C 型慢性肝炎の 3 剤併用療法：埼玉県での経験．テラプレビルミーティング in 新宿，早稲田，

2012 年 11 月 16 日．
41．持田

智．ウイルス肝炎：B 型・C 型肝炎の最前線．平成 24 年度第 3 回市民公開講座「兵庫県肝疾患診療連
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携フォーラム」
，神戸，2012 年 11 月 17 日．
42．持田

智．B 型肝炎：免疫抑制・化学療法による再活性化と重症化．長岡 HBV 再活性化対策セミナー，長岡，

2012 年 11 月 20 日．
43．持田

智．ランチョンセミナー：製造販売後の使用経験に基づいた 3 剤併用療法の効果的な使い方，第 39 回

日本肝臓学会東部会，高輪，2012 年 12 月 6 日．
44．持田

智．基調講演：わが国における急性肝不全の定義，分類と最近の実態，第 39 回日本肝臓学会東部会，
高輪，

2012 年 12 月 7 日．
45．持田

智．B 型肝炎の診断と治療：再活性化をめぐる最近の話題．日本内科学会 第 47 回近畿支部教育講演会，

大阪，2012 年 12 月 8 日．
46．持田

智．C 型慢性肝炎の治療：最近の進歩．「第 2 回糖尿病と肝疾患」病診連携学術集会講演会，坂戸，

2012 年 12 月 12 日．
47．持田

智．C 型慢性肝炎の 3 剤併用療法：埼玉県での経験．テラビック社内講演会，日本橋，2013 年 1 月 17 日．

48．持田

智．肝機能障害．身体障害者福祉法

49．持田

智．肝臓病の理解のために：肝の画像診断．第 33 回メディコピア教育講演シンポジウム「肝臓の病気」
，

第 15 条指定医師研修会（平成 24 年度），大宮，2013 年 1 月 20 日．

大手町，2013 年 1 月 26 日．
50．持田

智．C 型慢性肝炎の 3 剤併用療法：埼玉県での経験．テラビック関東甲信越講演会，高輪，2013 年 1

月 26 日．
51．持田

智．B 型肝炎：免疫抑制・化学療法による再活性化と重症化．呉市 B 型肝炎セミナー，呉，2013 年 2 月 1 日．

52．持田

智．肝炎検診の現状と対策．第 10 回埼玉県肝がんセミナー，浦和，2013 年 2 月 2 日．

53．持田

智．B 型肝炎の治療と再活性化の話題．東入間医師会学術講演会，ふじみ野，2013 年 2 月 8 日．

54．持田

智．C 型慢性肝炎の 3 剤併用療法：埼玉県での経験．テラビック関東甲信越講演会，名古屋，2013 年

2 月 9 日．
55．持田

智．急性肝不全：B 型劇症肝炎の実態と肝移植医療の展望．第 14 回

R24 肝臓カンファレンス，京都，

2013 年 2 月 16 日．
56．持田

智．B 型肝炎：免疫抑制・化学療法による再活性化と重症化．下関 B 型肝炎セミナー：B 型肝炎ウイル

ス再活性化対策をめぐって，下関，2013 年 2 月 28 日．
57．持田

智．C 型慢性肝炎の 3 剤併用療法：埼玉県での共同研究．第 8 回神戸肝疾患治療研究会，神戸，2013

年 3 月 9 日．
58．持田

智．B 型肝炎：重症化と再活性化に関する最近の話題．岐阜市内科会 3 月内科会，岐阜，2013 年 4 月 14 日．

59．持田

智．ランチョンセミナー「C 型慢性肝炎の 3 剤併用療法：埼玉県における AG&RGT トライアル」．第 99

回日本消化器病学会総会，鹿児島，2013 年 3 月 21 日．
60．持田

智．ランチョンセミナー「急性肝不全：Ｂ型肝炎の劇症化とその対策」．第 99 回日本消化器病学会総会，

鹿児島，2013 年 3 月 22 日．

6．業績
6-1．論文・学会発表（10 編）
① Imai Y, Nakazawa M, Ando S, Sifawara K, Hamaoka K, Oka M, Mochida S. Balloon-occluded retrograde
transvenous obliteration using a microballoon catheter for intractable gastric fundal varices. J Gastroenterol
Hepatol (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 Imai Y, Mizuno Y, Ando S, Nakazawa M, Chikayama T, Watanabe K, Sugawara K, Motoya D, Inao M, Oka M,
Mochida S.. Long-term therapeutic eﬃcacy of endoscopic coagulation for gastric vascular ectasia according to
the type of lesions. World J Gastroenterol (in press).
④ Oketani M, Ide A, Nakayama N, Takikawa Y, Naiki T, Yamagishi Y, Ichida T, Mochida S, Ohnishi S, Tsubouchi H
and the Intractable Hepato-Biliary Diseases Study Group of Japan. Etiology and prognosis of fulminant hepatitis
and late-onset hepatic failure in Japan: Summary of the annual nationwide survey between 2004 and 2009.
Hepatol Res 2013; 43: 97-105.
⑤ Ueda T, Tsuchiya K, Hashimoto S, Inoue T, Enomoto N, Inao M, Tanaka A, Kaito M, Imazeki F, Nishiguchi S,
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Mochida S, Yokosuka O, Yatsuhashi H, Izumi N, Kudo M; RETRY Study Group. Retreatment with Peginterferon
α -2a + ribavirin in patients who failed previous peginterferon α -2b + ribavirin combination therapy. Dig Dis
2012; 30: 554-560.
⑥ Harigai M, Mochida S, Mimura T, Koike T, Miyasaka N. The proposal for management of rheumatic disease
patients with hepatitis B virus infection receiving immunosuppressive therapy. Mod Rheumatol 2012 Dec16
[Epub ahead of press]
⑦ Sugawara K, Nakayama N, Mochida S. Acute liver failure in Japan: deﬁnition, classiﬁcation, and prediction of the
outcome. J Gastroenterol 2012; 47: 849-861.
⑧ 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 2012; 47: 849-861.
⑨ Yamashiki N, Sugawara Y, Tamura S, Nakayama N, Oketani M, Umeshita, Uemoto S, Mochida S, Tsubouchi H,
Kokudo N. Outcome after living donor liver transplantation for acute liver failure in japan; results of a nationwide
survey. Liver Transplant 2012; 18: 1069-1077.
⑩ Nishida N, Sawai H, Matsuura K, Sugiyama M, Ahn SH, Park JY, Hige S, Kang JH, Suzuki K, Kurosaki M, Asahina
Y, Mochida S, Watanabe M, Tanaka E, Honda M, Kaneko S, Orito E, Itoh Y, Mita E, Tamori A, Murawaki Y, Hiasa Y,
Sakaida I, Korenaga M, Hino K, Ide T, Kawashima M, Mawatari Y, Sageshima M, Ogasawara Y, Koike A, Izumi N,
Han KH, Tanaka Y, Tokunaga K, Mizokami M. Genome-Wide Association Study Conﬁrming Association of HLADP with Protection against Chronic Hepatitis B and Viral Clearance in Japanese and Korean. PloS One 2012; 7:
e39175.
【総数：論文 72 件，学会発表 59 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（平成 23 年から）
（2）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（平成 23 年から）
（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）「がん化学療法およ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：「免疫抑制療法分科
会」分科会長（平成 24 年から）
6-3．受賞
特記すべき事項なし
6-4．特許，実用新案
特記すべき事項なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
「5-3．その他：社会あるいは医学的貢献に関わる業務」を参照．

7．自己点検・評価
埼玉医科大学病院の消化器内科・肝臓内科は，
埼玉県西北部地区（人口約 120 万人）の 2 次医療機関であるとともに，
県下全体（人口約 720 万人）における 3 次医療機関として，肝・胆道，膵，消化管疾患の診療を担当している．このため，
症例数が極めて多く，医員は一致団結して多忙な中で最先端の医療を推進している．これら診療による成果は，卒前，
卒後医学教育に反映させるとともに，
基礎的，
臨床的および疫学的研究として，新たな知見を得ることを目指してきた．
また，市民公開講座，医療従事者の研修会など社会的活動も積極的に行い，埼玉県全体での医療レベルの向上にも貢
献している．更に，当科は厚生労働省の多数の研究班における研究代表者，研究分担者および研究協力者などを担当
しており，
「免疫抑制・化学療法による HBV 再活性化」，「急性肝不全の診断基準の確立」，「劇症肝炎の肝移植ガイド
ラインの改変」
，
「肝病態と治療効果の個体差を規定する宿主要因の検討」などの研究に関与して，社会的意義も大き
い多数の研究成果を発信してきた．平成 25 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．特に次年度では，肝炎検診の普及に関する社会事業の展開を埼玉
県から求められており，この分野でも成果を挙げることが課題となる．
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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：指導教員（大学院）
：循環器病学：
博士
飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）
：講師：総合診療内科兼担：医員：指導教員（大学院）：循環器病学，心不全，高血
圧，糖尿病：博士
菅野

龍（KANNO, Ryu）
：助教：総合診療内科兼担：医員：循環器病学

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（飯田 2 日間）
，4 年臨床推論（山本 4 日間），4 年臨床入門（山本 2 日間，飯田 1 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，飯田 2 単位：本態性高血圧・2 次性高
血圧）
，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 1 単位：感染性心
内膜炎，飯田 2 単位：失神・ショック）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，飯田，菅野）．
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，飯田，菅野）
．
2-3．達成度
学生，研修医ともに病歴聴取，身体所見のとり方，心電図所見，心エコー所見などの基本的事項は，ある程度でき
るようになったが，さらに習練する余地がある．
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，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．次年度も，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）
心不全および肺高血圧．
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．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検討する．
肺高血圧の病態や薬剤による肺高血圧への影響を右心カテーテル（スワン・ガンツカテーテル）検査や心エコー検
査により解析する．
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の検討，および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の検討は不十分で，今後も検討する必要がある．
右心カテーテル（スワン・ガンツカテーテル）検査や心エコー検査をルーチンに行い，肺高血圧の病態や薬剤によ
る肺高血圧への影響を解析することができたが，次年度症例数の蓄積がさらに必要である．
次年度は，心不全および肺高血圧に加え，発作性心房細動に対する薬剤の影響を検討する．

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 1458 例，
入院患者数は 116 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，
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Holter 心電図 1198 件，経胸壁心エコー 5590 件，経食道心エコー 48 件を施行・判読した．冠動脈 CT 検査は 82 件，
薬物負荷心筋シンチ検査は 47 件行った．肺循環を解析するための右心カテーテル検査は 8 例行った．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，冠動脈 CT 検査，右心カテーテル検査を増やし，循環器診療のさらなる充実を目指したい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本循環器学会，日本心臓病学会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石

雄介，大庫秀樹，今枝博之，児玉圭司，井上清彰，根田

玲，草野

保，菅野

龍，本谷大介，木下俊介，中村

武，天野博明，中嶋京一，横田和浩，高木英爾，岡田浩一，山本啓二，中元秀友．当科における

Clostridium diﬃcile 関連下痢症の検討．日本高齢消化器病学会誌．14:29-34, 2012.
②山本啓二．大災害時の心筋梗塞発症の頻度．心臓．44:753-756, 2012.
③山本啓二．浮腫の鑑別診断．Fluid Management Renaissance. 2:226-232, 2012.
④草野

武，大庫秀樹，今枝博之，小林威仁，菅野

一，金

龍，山岡

稔，筋野智久，木下俊介，井上清彰，岡田浩

玲，茅野秀一，山本啓二，中元秀友．慢性好酸球性肺炎に好酸球性胃腸炎を合併した一例．Prog Dig

Endosc. 81:90-91, 2012.
⑤山岡

稔，大庫秀樹，筋野智久，小林威仁，岡田浩一，高木

二，篠塚

望，金澤

誠，浅野

博，小宮山謙一郎，茅野秀一，山本啓

實，中元秀友，今枝博之．大腸と小腸に転移を認めた肺癌の一例．日本大腸検査学会雑誌．

29:54-58, 2013.
【総数：論文

5 件，学会発表

7 件】

6-2．獲得研究費
該当なし．
6-3．受賞
該当なし．
6-4．特許，実用新案
該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし．

7．自己点検・評価
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，徐々に診療・教育・研究を充実させている．本学国際医療センター心臓センターとの病診連携は同センターの
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（KANAZAWA, Minoru）
：教授：運営責任者：診療科長：副院長：指導教員（大学院）：呼吸器感染症，
びまん性肺疾患，呼吸生理学：博士

萩原弘一（HAGIWARA, Koichi）
：教授：研究主任：副診療科長：大学院講師：代表指導教員（大学院）
：肺癌，遺伝子，
先進医療：博士
永田

眞（NAGATA, Makoto）
：教授：教育主任：研究副主任：副診療科長：指導教員（大学院）
：喘息，アレルギー・
免疫学：博士

臼井

裕（USUI, Yutaka）
：准教授：外来医長：教育副主任：指導教員（大学院）：びまん性肺疾患：博士

仲村秀俊（NAKAMURA, Hidetoshi）
：准教授：慢性閉塞性肺疾患，呼吸リハビリテーション：博士
中込一之（NAKAGOME, Kazuyuki）
：講師：指導教員（大学院）：喘息，アレルギー・免疫学：博士（2010 年 8 月
より Wisconsin 大学へ留学中）
杣

知行（SOMA, Tomoyuki）
：講師：研修管理医長：指導教員（大学院）：喘息，アレルギー・免疫学：博士

鈴木朋子（SUZUKI, Tomoko）
：講師：病棟医長：指導教員（大学院）：慢性閉塞性肺疾患，睡眠時無呼吸症候群：
博士
山口剛史（YAMAGUCHI, Takefumi）
：助教：博士（毛呂病院 出向中）
宮下起幸（MIYASHITA, Tatsuyuki）
：助教：博士（2013 年 1 月 留学先 Charing Cross Hospital より帰院）
小宮山謙一郎（KOMIYAMA, Kenichiro）
：助教：医局長
加藤冬実（KATO, Fuyumi）
：助教
平間

崇（HIRAMA, Takashi）
：助教：博士（2012 年 8 月より The Hospital for sick children 555 University へ留学）

小林威仁（KOBAYASHI, Takehito）
：助教：博士（大学病院 総合診療内科 出向中）
嶺崎祥平（MINEZAKI, Shohei）
：助教
川島彬子（KAWASHIMA, Akiko）
：助教
塩野文子（SHIONO, Ayako）
：助教
増本

愛（MASUMOTO, Ai）
：助教

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・治療法から現代医学の基礎概念を明確に教えること）を目標に
掲げた．
5 年生の BSL では，検査実技の見学及び，可能なものについては体験，受け持ち患者の問診，診察所見の記載，鑑
別診断，初期検査計画の立案，外来実習，クルズスと多面的な実地教育を行った．
6 年生では国家試験突破を主眼にした総合教育を行った．具体的には過去の試験問題を分類し，積極的に講義に活
用した．
各学年とも講師以上のスタッフを中心にコースユニットの系統講義，臨床総論，臨床実習のクルズスを中心に実施
した．学生教育に関しては，コアとしての知識を整理し，それを応用できる機会を与えたい．
講師および助教は臨床実習，臨床入門，OSCE の実施・協力を行った．
また助教は短期大学，毛呂病院看護専門学校での講義を担当した．
＜卒後教育＞
病棟業務ではでの屋根瓦方式を整備し，濃密で安全な教育を進めた．
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
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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おり，呼吸器臨
床の専門的知識を講演している．今年度実施された講演会としてはさいたま呼吸器フォーラム，呼吸器セミナー，埼
玉急性肺損傷研究会，埼玉呼吸療法研究会，アレルギーフォーラム，チェストカンファレンス，埼玉膠原病肺研究会，
などである．
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も例年同様，本院での外来業務の他に，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，間質性肺炎の発症・増悪因子の解析などである．
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，現代医学の基礎概念を明確に教え，また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，
呼吸器臨床の専門的知識を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：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）
．
・学外活動：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，呼気凝縮液をもちい
た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（萩原，平間，嶺崎，塩野ら）
肺炎起炎菌同定法 HIRA-TAN の有用性の検討，QFT 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，非結核性好酸菌感染症の薬剤感受性の検討や臨床的背景の検討など
3．肺癌（萩原，宮澤，小宮山ら）
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 を中心
とした臨床第Ⅲ相試験の検討，既治療肺癌患者における Docetaxel と S-1 併用療法の臨床第Ⅰ／Ⅱ相試験の検討，
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
（実施された臨床試験）
EGFR 遺伝子変異を有する未治療進行非小細胞肺癌に対するゲフィチニブ単独療法とゲフィチニブ／カルボプラチ
ン／ペメトレキセド併用療法との第Ⅲ相比較試験（NEJ009）
癌性胸膜炎を伴う非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）に対するカルボプラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブ併用療
法の臨床第Ⅱ相試験（NEJ013A）
高齢者非扁平上皮癌に対する Weekly Paclitaxel / Carboplatin / Bevacizumab 併用療法の忍容性と有効性を検討す
るための第Ⅱ相試験
4．遺伝子解析（萩原，宮澤，石川ら）
特発性肺線維症急性増悪，薬剤性肺障害の原因遺伝子の同定
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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
（実施された臨床試験）
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（NEJSG 019 study）
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（NEJSG 012 study）
3-3．研究内容と達成度
上記 1-4 における各研究グループで自己研究資金獲得を達成し，研究推進を図った．新規研究の足掛かりとなる臨
床データを取ることに成功した．同時に下級医師への研究指導は，学会発表へ導くことができ，また研究資金の獲得
に成功させた．
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，今年度は，データの解析を進め，基礎研究へも取り組むとした．全体
の目標達成度は 70％くらいと判断する．

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．
今年度は入院および外来における稼働率，稼働額いずれも前年度目標よりも大幅に超えて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
厚生労働省 難治性疾患等克服研究事業「特発性肺線維症急性増悪および薬剤性肺障害に寄与する日本人特異的遺
伝因子に関する研究」
（萩原）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
編集委員
Cancer Science：萩原
日本画像医学会誌 (JJDI)：金沢
査読委員
Cancer Science：萩原
European Respiratory Journal：仲村
Internal Medicine：金沢，萩原
Journal of Cellular and Molecular Medicine：萩原
Journal of Thoracic Oncology：萩原
Lung Cancer：萩原
Respiology：永田
Respiratory Investigation：金沢
喘息：永田
日本結核病学誌：金沢
日本呼吸器学会誌：金沢
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
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6．業績
6-1．論文・学会発表
① Importance of the cytological samples for the epidermal growth factor receptor gene mutation test for non-small
cell lung cancer.
Hagiwara K, Kobayashi K. Cancer Science. 2013 Mar 104(3):291-7.
② Phase I/II trial of a biweekly combination of S-1 plus docetaxel in patients with previously treated non-small cell
lung cancer (KRSG-0601).
Komiyama K, Kobayashi K, Minezaki S, Kotajima F, Sutani A, Kasai T, Mori K, Hoshi E, Takayanagi N, Koyama
S, Eguchi K, Nakayama M, Kikuchi K; Kanto Respiratory Disease Study Group. Br J Cancer. 2012 Oct
107(9):1474-80.
③ Neutrophilic inﬂammation in severe asthma.
Nakagome K, Matsushita S, Nagata M. Int Arch Allergy Immunol. 2012 158 Suppl 1:96-102.
④ Eﬀect of Formoterol on Eosinophil Trans-Basement Membrane Migration Induced by Interleukin-8 Stimulated
Neutroplhils
Kawashima A, Suzuki T, Nishihara F, Kobayashi T, Takaku Y, Nakagome K, Soma T, Hagiwara K, Kanazawa M,
Nagata M Int Arch Allergy Immunol 2013; 161(2): 10-15
⑤ Omalizumab attenuates airway inﬂammation and interleukin-5 production by mononuclear cells in patients with
severe allergic asthma.
Takaku Y, Soma T, Nishihara F, Nakagome K, Kobayashi T, Hagiwara K, Kanazawa M, Nagata M. Int Arch Allergy
Immunol. 2013; 161(2): 107-17.
⑥ポジトロン断層法の所見から肺動脈原発血管肉腫が疑われた 1 剖検例
小 宮 山 謙 一 郎， 嶺 崎 祥 平， 市 村 隆 也， 清 水 禎 彦， 金 澤

實， 小 林 国 彦

日本呼吸器学会誌 2 巻 2 号

Page143-147(2013.03)
⑦抗菌薬と抗凝固薬で治療し，画像を中心にその経過を観察することができた Lemierre 症候群の 1 例
宇 津 木 春 枝， 中 島 怜 子， 西 原 冬 実， 中 込 一 之， 酒 井 文 和， 金 澤

實

呼 吸 と 循 環 60 巻 4 号

Page433-437(2012.04)
⑧ Imaging Diagnosis of Interstitial Pneumonia with Emphysema (Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema),"
Fumikazu Sakai, Junya Tominaga, Akiko Kaga, Yutaka Usui, Minoru Kanazawa, Takashi Ogura, Noriyo Yanagawa,
and Tamiko Takemura. Pulmonary Medicine, vol. 2012, Article ID 816541, 9 pages,
⑨ Golimumab monotherapy in Japanese patients with active rheumatoid arthritis despite prior treatment with
disease-modifying anti-rheumatic drugs: results of the Phase 2/3, multicenter, randomized, double-blind,
placebo-controlled GO-MONO study through 24 weeks.
Tsutomu Takeuchi1, Masayoshi Harigai2, Yoshiya Tanaka3, Hisashi Yamanaka4, Naoki Ishiguro5, Kazuhiko
Yamamoto6, Nobuyuki Miyasaka7, Takao Koike8, Minoru Kanazawa9, Takuya Oba10, Toru Yoshinari11, Daniel
Baker12 and the GO-MONO study group: Annals of the Rheumatic Diseases September 14, 2012 as 10.1136/
annrheumdis-2012-201796
⑩ Updated overall survival results from a randomized phase III trial comparing geﬁtinib with carboplatin-paclitaxel
for chemo-naive non-small cell lung cancer with sensitive EGFR gene mutations (NEJ002).
Inoue A, Kobayashi K, Maemondo M, Sugawara S, Oizumi S, Isobe H, Gemma A, Harada M, Yoshizawa H, Kinoshita I,
Fujita Y, Okinaga S, Hirano H, Yoshimori K, Harada T, Saijo Y, Hagiwara K, Morita S, Nukiwa T. Ann Oncol. 2013
24(1):54-9.
【総数：論文 83 件，学会発表 48 件】
6-2．獲得研究費
平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金

呼吸器機能障害の身体障害認定に関する研究（金澤）

文部科学省科学研究費補助金 1 件（萩原）
厚生労働省科学研究費補助金 5 件（萩原）
喫煙科学財団助成金 1 件（萩原）
埼玉医科大学内若手医師育成研究費助成 HIRA-TAN を用いた COPD 急性増悪における原因微生物の解析（嶺崎）
科学研究費補助金

若手研究（B）HIRA-TAN を利用した COPD 急性増悪における原因微生物の解析（嶺崎）
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科学研究費補助金

若手研究（B）肺胞のバリア機能に着目した急性呼吸不全の病態解明と治療への試み（太田）

6-3．受賞
American Thoracic Society Travel award.
Retrospective Investigation of Pulmonary Nontuberculous Mycobacterium in patients with Rheumatoid Arthritis
（嶺崎）
6-4．特許，実用新案
致死性びまん性肺胞障害の原因となる MUC4 遺伝子多型（萩原）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 32 回 日本画像医学会総会
会長（金澤

實）

東京ステーションコンファレンス

平成 25 年 2 月 22 日，23 日

7．自己点検・評価
教育面では現代医学の基礎概念を明確に教えることを目標に，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．
研究面ではアレルギー，肺癌分子標的，遺伝子研究の基礎研究から，睡眠障害や肺癌診療の臨床試験，包括的呼吸
リハビリテーションなどの臨床研究まで幅広い分野でテーマを掲げ研究に取り組んだ．論文発表も一定の効果を得る
ことができた．
診療面では呼吸器臨床の専門的知識を教える傍ら，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：研究副主任：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
稲葉宗通（INABA, Munemichi）
：准教授（毛呂病院，当科兼担）：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：教育副主任：研究主任：指導教員（大学院）：代謝学（特に糖尿病）：博士

保坂利男（HOSAKA, 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）
：講師（総合医療センター内分泌・糖尿病内科，当科兼担）
皆川晃伸（MINAGAWA, Akinobu）
：助教：外来医長
安田重光（YASUDA, Shigemitsu）
：助教：病棟医長
保川信行（YASUKAWA, 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，平成 24 年 7 月 31 日に退職
池袋香織（IKEBUKURO, Kaori）
：助教
大堀哲也（OHORI, Tetsuya）
：助教
伊藤大輔（ITO, Daisuke）
：助教
諏訪絵美（SUWA, Emi）
：助教
中島理津子（NAKAJIMA, Ritsuko）
：助教
住田

崇（SUMITA, Takashi）
：助教

大竹啓之（OHTAKE, Hiroyuki）
：助教
桑原悠理子（KUWABARA, Yuriko）
：助教
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
井内卓次郎（IUCHI, Takujiro）
：大学院生（博士課程）
酒井豪太（SAKAI, Gota）
：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，毎週 5 〜 6 人の small group 分け実施した．さらに，本年度は特別演習を土曜日 3 時間の問題中心の
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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，
毎週水曜日朝 8 時から 11 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，週 1 回の抄読会により国外の最新の臨床・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．また，当大学の学位審査委員会の委員として，学位審査に
も貢献した．
2-3．達成度
「卒前教育」
3 年生の期末試験では 19 人
（内 1 人，
本試験欠席）が再試験を受けた．本年度も昨年と同様，すべての再試験受験者，
全員を再試前に，授業を数時間実施し，該当内容の理解に努めさせた．しかしながら，4 人が不合格で，1 人が再試（追
試）も欠席し不合格であった．
「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」
講義に対しては，概ねすべての学年からの評価は良好であったが，さらなる向上を図りたい．また，5 年生の BSL
の学生からの評価もまた良好であったが，当科の内分泌・代謝学の学問の性格上，座学に偏りがちになるので，来年
度は臨床実習の主旨を生かしながら，患者の診察体験の機会を十分与えるよう努力したい．また，BSL のクリニカル
クラークシップには，数年前から取り入れた，6 年生が 5 年生を教える形態を取り入れた．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．加えて，来年度の BSL のクリニカルクラークシップも本学と日高医療
センターの外来見学も取り入れ，多く体験する機会を学生に与えたい．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て，改善を図りたい．

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はなかった．
3-4．自己評価と次年度計画
進行中の研究も含めて，オリジナルで一流の実績を来年度以降増やしていきたい．

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
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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．外来および入院診療は安定した実
績を継続し，外来新患数，新入院患者数は増加した．今後とも，近隣の医療機関との連携を維持しながら，さらに充
実をはかっていく．

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，埼玉県医療対策協議会委員，埼玉県公的病院協議会委員
・井上郁夫：消費者庁，消費者委員会委員（新開発食品調査部会，新開発食品評価第一調査会）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
・編集委員：
粟田卓也：TheScientiﬁcWorldJOURNAL, Genetics domain (Editorial Board), World Journal of Diabetes (Editorial
Board), Recent Patents on Endocrine Metabolic & Immune Drug Discovery (Editorial Board)
井上郁夫：日本肥満症治療学会，治療ガイドライン委員会執筆委員，Recent Patents on Cardiovascular Drug
Discovery (Editorial Advisory Board), Open Journal of Molecular and Integrative Physiology (Editorial Board),
PPAR Research (Guest Editors)
・査読：
粟田卓也（J Clin Endocrinol Metab など 7 編）
井上郁夫（J Atheroscler Thromb など 7 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
保坂利男：埼玉医科大学市民公開講座（2012 年 10 月 20 日，「ガン治療時の栄養」）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Menne J, Izzo JL Jr, Ito S, Januszewicz A, Katayama S, Chatzykirkoua C, Mimran A,. Rabelink TJ, Ritz E, Ruilope
LM, Rump LC, Viberti G, Haller H, for the ROADMAP investigators. Prevention of microalbuminuria in patients
with type 2 diabetes and hypertension. J Hypertens. 30(4):811-818, 2012.
② Imagawa A, Hanafusa T, Awata T, Ikegami H, Uchigata Y, Osawa H, Kawasaki E, Kawabata Y, Kobayashi T,
Shimada A, Shimizu I, Takahashi K, Nagata M, Makino H, Maruyama T. Report of the Committee of the Japan
Diabetes Society on the Research of Fulminant and Acute-onset Type 1 Diabetes Mellitus: New diagnostic criteria
of fulminant type 1 diabetes mellitus (2012). Journal of Diabetes Investigation. 3 (6):536-539, 2012.
③ Miida T, Nishimura K, Okamura T, Hirayama S, Ohmura H, Yoshida H, Miyashita Y, Ai M, Tanaka A, Sumino H,
Murakami M, Inoue I, Kayamori Y, Nakamura M, Nobori T, Miyazawa Y, Teramoto T, Yokoyama S. A multicenter
study on the precision and accuracy of homogeneous assays for LDL-cholesterol:Comparison with a betaquantification method using fresh serum obtained from non-diseased and diseased subjects. Atherosclerosis.
225(1):208-15, 2012.
④ Sone H, Tanaka S, Tanaka S, Imuro S, Ishibashi S, Oikawa S, Shimano H, Katayama S, Ohashi Y, Akanuma Y,
Yamada N for the Japan Diabetes Complications Group. Comparison of various lipid variables as predictor of
coronary heart disease in Japanese men and women with type 2 diabetes. Diabetes Care. 35:1150-1157, 2012.
⑤ Li Q, Hosaka T, Harada N, Nakaya Y, Funaki M. Activation of Akt through 5-HT2A receptor ameliorate serotonininduced degradationo of insulin receptor substrate-1 adipocytes. Mol Cell Endocrinol. 365(1):25-35, 2013.
⑥ Tanaka S, Tanaka S, Imuro S, Ishibashi S, Yamashita H, Katayama S, Akanuma Y, Yamada N, Araki A, Ito H, Sone
H, Ohashi Y for the Japan Diabetes Complications Group, the Japanese Elderly Diabetes Intervention Trial Group.
Predicting Macro- and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes. The Japan Diabetes Complications
Study/the Japanese Elderly Diabetes Intervention Trial risk engine. Diabetes Care. 36:1193-1199, 2013.
⑦ Yang F, Inoue I, Kumagai M, Takahashi S, Nakajima Y, Ikeda M. Real-Time Analysis of the Circadian Oscillation of
the Rev-Erb β Promoter. J Atheroscler Thromb. 20(3):267-76, 2013.
⑧ Yasuda S, Wada S, Kono S, Miyajima T, Oda H, Katayama S, Awata T. Tumor-Induced Osteomalacia: Benign
Tumor Recurrence after two Surgical Resections at two Diﬀerent Medical Institutions. Endocr Pract. 19:1-20,
2013.
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⑨平田

匠，島田

朗，今川彰久，粟田卓也，池上博司，内潟安子，大澤春彦，川崎英二，川畑由美子，小林哲

郎，清水一紀，高橋和眞，永田正男，牧野英一，丸山太郎，花房俊昭：1 型糖尿病調査研究委員会（劇症および
急性発症 1 型糖尿病分科会）
報告：2 型糖尿病経過中に劇症 1 型糖尿病様の発症様式を呈した症例の臨床的特性．
糖尿病 55(7):505-511, 2012．
⑩大堀哲也，犬飼浩一，今井健太，安田重光，神垣多希，小野

啓，栗原

進，片山茂裕，粟田卓也：長期に意

識障害を認めたが救命し顕著な意識状態の改善を認めた 2 型糖尿病患者における低血糖脳症の 1 例．糖尿病
55(10):774-780, 2012．
【総数：論文

27 件，学会発表

53 件】

6-2．獲得研究費
・粟田卓也：平成 24 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，80 万円
・粟田卓也：平成 24 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，80 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：平成 24 年度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，80 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，80 万円
・保坂利男：平成 24 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C）「インスリン感受性機構と脂肪酸の質との関
係の解明」
，研究代表者，180 万円
・保坂利男：受託研究費（長野 JA）
「ブナシメジ抽出物の糖脂質代謝に与える影響について」，研究代表者，120
万円
6-3．受賞
日本糖尿病合併症学会平成 24 年度 Expert Investigator Award（受賞対象：
「糖尿病腎症の早期診断と発症予防を目
指した治療」
）
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 24 年 4 月 1 日付けで，桑原悠理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，酒
井豪太君が大学院生として入局した．平成 24 年 4 月 1 日付けで，住田

崇君が当科大学院生から助教に就任した．

平成 24 年 4 月 1 日付けで，大竹啓之君が南カリフォルニア大学からの異動で助教に就任した．平成 24 年 8 月 1 日
に，大堀哲也君が出向していた埼玉よりい病院から助教に復帰した．平成 24 年 8 月 1 日に，伊藤大輔君が配置転換
となっていた総合診療内科から助教に復帰した．平成 24 年 7 月 31 日に，山下富都助教が退職した．
教育については，学生からの評価も良好であり，概ね目標は達成されているが引き続き向上に努めたい．外来患者
数，入院患者数ともに前年度をわずかに下回っているが，外来新患数，新入院患者数は増加している．近隣の医療機
関との連携の増加を反映するものと考えているが，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
多いが論文発表は医局員数から考えても物足りない．大学・病院のデューティーや雑務処理，特に診療面での負担の
増加が研究実績をトレードオフしていることは否めないが，大学病院としての質の高い研究実績の向上を目指してい
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）
：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
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
桑山善夫（KUWAYAMA, Yoshio）
：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：「お茶の水血液検討会」による多発性骨髄腫の治療研究に
参加し，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 9 例を登録した．また，移植非適応
症例に対しては「BROAD-J study」に参加し，移植非適応症例に対しての新規治療薬を組み入れた治療プロトコー
ルに 2 例を登録した．
「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」では，前年度までに登録した 4 例の症例につき引き続き解析中である．
3-4．自己評価と次年度計画
1）分子・細胞遺伝学的手法を用いた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
中村裕一：臨床血液，査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本内科学会評議員：別所正美
日本血液学会代議員：別所正美，中村裕一，脇本直樹
日本血液学会教育委員会委員：別所正美
日本骨髄腫学会幹事：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 Yokota S, Nakamura Y, Bessho M: A novel five-way translocation t(7;11;9;22;9)(q22;q13;q34;q11.2;q34)
involving Ph chromosome in a patient of chronic myeloid leukemia: a case report. Mol Cytogenet 5:20-24, 2012.
学会
② Nakamura Y, Wakimoto N, Ito Y, Bessho M: Long-term administration of bortezomib for patients with relapsed
or refractory multiple myeloma. The 3rd JSH International Symposium 1012 in Kawagoe, 川越市，2012.
③ Nakamura Y, Wakimoto N, Ito Y, Bessho M, Takiguchi K, Kuramochi A, Tsuchida T, Kayano H: Myelomaassociated n necrobiotic xanthogranuloma, successfully treated with low-dose thalidomide. 第 37 回日本骨髄腫
学会学術集会，京都市，2012.
④中村裕一，伊藤善啓，脇本直樹，茅野秀一，別所正美：重症筋無力症の長期経過中に T-cell / histiocyte-rich
large B-cell lymphoma と PTCL を発症した 1 例．第 168 回日本血液学会例会，東京都，2012.
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⑤ Nakamura Y, Ito Y, Wakimoto N, Kayano H, Shimada T, Kakegawa E, Uchida Y, Mori S, Sasaki A, Bessho M, Two
cases with variant form of t(14;18)/BCL2-IgH-positive B-cell lymphoma. 第 74 回日本血液学会学術集会，京都市，
2012.
⑥ Wakimoto N, Ito Y, Nakamura Y, Mori S, Niitsu N, Bessho M. Intravascular large B cell lymphoma with cerebral
lesion resembling tumor involvement. 第 74 回日本血液学会学術集会，京都市，2012.
⑦萩原由貴，島田恒幸，羽山弥享，脇本直樹，高橋直樹，川井信孝，松田

晃，伊藤善啓，中村裕一，森

茂久，

猪野裕英，別所正美：シクロスポリン A が奏功した後天性血友病 A．第 74 回日本血液学会学術集会，京都市，
2012.
⑧ Hiraoka N, Kikuchi J, Wada T, Mori S, Nakamura Y, Kano Y, Furukawa Y. Rapid activation of Chk1 and Chk2 is
critical for bendamustine cytotokity against lymphoid tumors. 第 74 回日本血液学会学術集会，京都市，2012.
【総数：論文 2 件・学会発表 7 件】
6-2．獲得研究費
中村裕一：平成 24 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」「癌化学療法および免疫抑制
療法中の B 型肝炎ウィルス再活性化予防対策法の確立を目指したウィルス要因と宿主要因の包括的研究」班（班員）
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，
80 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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：代表指導教員（大学院）：脳循環代謝，頭痛：博士
山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）
：教授：教育主任：指導教員（大学院）：自律神経学，変性疾患：博士
中里良彦（NAKAZATO, Yoshihiko）
：准教授：研究主任：指導教員（大学院）：自律神経学：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：指導教員（大学院）：脳循環代謝，認知症：博士
二宮充喜子（NINOMIYA, Mikiko）
：講師：大学院教員（大学院）：頭痛，自律神経学：博士
伊藤康男（ITO, Yasuo）
：講師：大学院教員（大学院）：脳循環代謝，頭痛：博士
田中

愛（TANAKA, Ai）
：助教：臨床神経学

光藤

尚（MITSUHUJI, Takashi）
：助教：頭痛

三宅晃史（MIYAKE, Akifumi）
：助教：臨床神経学

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）
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
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3）発汗障害に関する臨床的研究
4）頭痛の臨床的検討
5）認知症の臨床的検討
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)，およびフリーラジカルに及ぼす薬剤の影響や代謝の検討を行っている．また，脳組織の病理変化も検討
している．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）厚生労働省，特発性後天性全身性無汗症の病態解析及び治療指針の確立班会議の班員（中里）として無汗症の
臨床研究を行っている．
4）片頭痛患者で MRI を用いた arterial spin labeling による片頭痛，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．
5）認知症の基礎・臨床的研究：アルツハイマー病の危険遺伝子の機能解析およびアルツハイマー病患者の遺伝子
多型ならびに主に画像を用いた臨床的検討を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
各研究グループとも積極的に学会発表を行ってきた．今後は更に多数の論文にまとめるように努力を行う．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
神経内科では，一般内科診療に加え神経内科領域の全ての疾患を対象としている．頭痛，しびれ，めまい，痴呆症，
脳卒中およびその後遺症，脱髄疾患，変性疾患（パーキンソン病，アルツハイマー病など）など多岐にわたる．対象
患者は高齢者が多いため，地域医療機関との密接な連携は不可欠で，通院の都合や家庭の状況に応じて，最も適した
近隣の医療機関へ随時紹介している．当科は 43 床を有し，常に満床に近い．入院患者総数 473 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，日本神経学会指
導医が多数．

6．業績
6-1．論文・学会発表
①山元敏正，田村直俊：パーキンソン病の自律神経症状．神経研究の進歩 64,394-402,2012
②三宅晃史，荒木信夫：Adie 徴候と Argyll Robertson 徴候．Clinical Neuroscience 30,508-509,2012
③光藤

尚，山元敏正，溝井令一，田村直俊，荒木信夫：補中益気湯と五苓散が有効だった東日本大震災後に起立

性頭痛を呈した片頭痛の 4 例．日本東洋心身医学研究 27, 38-40,2012
④佐々木貴浩，荒木信夫．神経内科疾患と自動車運転．Progress in Medicine 32,1625-1630,2012
⑤二宮充喜子，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, 2012
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⑥「特発性後天性全身性無汗症診療ガイドライン」作成委員会 委員長 中里良彦ら．特発性後天性全身性無汗症診
療ガイドライン．自律神経 50：67-74, 2013
⑦伊藤康男，光藤

尚，三宅晃史，田中

愛，荒木信夫：特集／頭痛 update 群発頭痛の病態生理．神経内科

77:352-8,2012
⑧ Itokawa K, Sekine T, Funayama M, Tomiyama H, Fukui M, Yamamoto T, Tamura N, Matsuda H, Hattori N, Araki
N.: A case of α -synuclein gene duplication presenting with head-shaking movements. Mov Disord. 28; 384-387,
2013
⑨ Ishizawa K, Ninomiya M, Nakazato Y, Yamamoto T, Araki N.: "Heart appearance" infarction of the pons: a case
report. Case Rep Radiol. 2012; 2012
⑩ Ishizawa K, Tomioka R, Nakazato Y, Araki N: Isolated myelopathy probably associated with Hashimoto's disease.
Neurology India: 60; 235-236, 2012
【総数：論文 32 件，学会発表 82 件】
6-2．獲得研究費
平成 24 年度学内グラント
「アルツハイマー病発症の危険因子 Nedd9 遺伝子多型のβアミロイド毒性への影響」
佐々
木貴浩
6-3．受賞
2012 年第 65 回日本自律神経学会賞
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
該当なし

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．

322

臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

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：教育副主任：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
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：学位論文審査教員（大学院）
：博士

荒木靖人（ARAKI, Yasuto）
：助教：専門医員（医局長）：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
太田宗夫（OTA, Muneo）
：助教：医員
島田祐樹（SHIMADA, Yuki）
：助教：医員：博士
立花秀介（TACHIBANA, Hideyuki）
：助教：医員
山本晃範（YAMAMOTO, Akinori）
：助教：医員
丸山崇（MARUYAMA, Takashi）
：助教：医員
柳澤麻依子（YANAGISAWA, Maiko）
：助教：医員
坂本真裕子（SAKAMOTO, Mayuko）
：非常勤医師
和田

琢（WADA, Takuma）
：大学院生

井熊大輔（IKUMA, Daisuke）
：大学院生
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
神田浩子（KANDA, Hiroko）
：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
埼玉医科大学の建学の理念にあるような実社会で実力を発揮出来る良医を育てることが目標である．具体的には，
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
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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．
＜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お
よびスライドにて講義した（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）
．
5 年生特別演習において実践的な症例検討と知識の整理が行えるような講義をおこなった（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
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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＞
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．演習的な要素も含んで講義内容の改善
に努めた．
BSL：本年度も教授回診では各患者の診察に時間をかけ，医療面接の重要性を示すと共に，同行する学生が特徴的
な所見を積極的に確認出来るようにした．学生には病態生理を考えるという習慣が不足しており，引き続き意識改革
を進める．
5 年生特別演習において実践的な症例検討とクリッカーでの解答で興味深く授業を進めることが出来た．
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
325

リウマチ膠原病科

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：c-Maf の免疫系における機能解析
佐藤，三由：臨床検体を用いた Th 応答の解析．
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．それらを基にしていくつかの論文報告が
出来た．アメリカリウマチ学会，日本リウマチ学会，日本臨床免疫学会などで発表をおこなった．
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：
「当科におけるトシリズマブの治療成績」 アクテムラ特定使用成績調査中間結果報告会

2012.4.5

舟久保ゆう：
「関節リウマチの最新治療〜病診連携の実際〜」 第 5 回毛呂山リウマチ性疾患病診連携の会
2012.6.27
荒 木 靖 人：
「 Ｃ Ｄ 8 陽 性 Ｔ 細 胞 分 化 お よ び 機 能 に お け る ヒ ス ト ン 修 飾 の 役 割 」 第 7 回 Biomedical Frontier
TOKAI(BMFT) 〜 NIH(New Information of Health) in Japan

2012.7.6

横田和浩：
「炎症性サイトカインにより誘導される新規破骨細胞文化メカニズムの解析」第 3 回彩の国骨フォーラ
ム

2012.6.29（埼玉医科大学

丸木記念館）

三村俊英：
「関節リウマチの最新治療」 第 4 回関節リウマチスタッフセミナー

2012.7.28

秋山雄次：
「ＤＭＡＲＤ s 療法におけるタクロリムスの位置づけと使用経験」 埼玉タクロリムスカンファレンス
2012.7.13
舟久保ゆう：
「関節リウマチの最新治療」 第 2 回ＳＲＪミーティング

2012.7.28

島田祐樹：
「全身性エリテマトーデス患者における血漿 Pentraxin3 濃度の意義」第 4 回埼玉医大膠原病研究会
2012.7.29
三村俊英：
「関節リウマチの最新診療」第 20 回『けやき医療連携懇話会』 2012.7.31
梶山

浩：
「CKD 患者の現状について」慢性疼痛薬物治療を考える会

三村俊英：第 7 回関節リウマチの診療を考える会

2012.8.5

2012.8.6

三村俊英：
「関節リウマチ診療における B 型肝炎再活性化の問題」第 9 回東京抗サイトカイン療法研究会
2012.9.1
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秋山雄次：
「病診連携の重要性と生物製剤ケーススタディ」第 21 回南大阪リウマチ研究会 2012.9.5
横田和浩：
「関節リウマチ線維芽細胞における NOD1 の役割」第 11 回リウマチ膠原病・よつやセミナー
2012.9.8
横田和浩：
「リウマチ膠原病領域における結核感染症」第 8 回腎・膠原病治療研究会

2012.9.14

秋山雄次：
「関節リウマチ治療の最新の見地」第 3 回地域医療連携リウマチセミナー

2012.10.4

三村俊英：
「関節リウマチの最新治療

B 型肝炎再活性化」第 3 回バイオクリニカルカンファレンス

秋山雄次：
「基礎からわかる樹状細胞

〜関節リウマチ，膠原病を中心に〜」第 3 回バイオクリニカルカンファレ

ンス

2012.10.26

2012.10.26

舟久保ゆう：
「関節リウマチの最新治療」関節リウマチと感染症ケア

2012.11.2

秋山雄次：
「膠原病と肺高血圧症」第 2 回山梨県肺高血圧症フォーラム

2012.11.24

三村俊英：
「RA 薬物療法の注意点『② HBV キャリアや既往感染症に対する免疫抑制剤，生物学的製剤使用の留意
点』
」第 2 回関節リウマチ・ベーシック治療セミナー
梶山

2013.2.9

浩：
「当科におけるインフリキシマブ時間短縮投与」第 1 回埼玉ＲＡ治療セミナー

秋山雄次：
「関節リウマチの診断と治療

2013.2.14

〜漢方薬の果たす役割〜」KAMPO 実践セミナーＩＮ本庄

秋山雄次：
「Up To Date 〜 T2T の重要性と行田クリニック自験例〜」リウマチ性疾患医療連携の会

2013.2.18
2013.3.8

横田和浩：
「早期関節リウマチ治療におけるプレドニゾロン短期併用の有用性について」トシリズマブクリニカル
セミナー

2013.3.13

井熊大輔：
「生物学的製剤の有効性について」 埼玉タクロリムスカンファレンス

2012.7.13

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Yokota K, Miyazaki T, Hemmatazad H, Gay RE, Kolling C, Fearon U, Suzuki H, Mimura T, Gay S, Ospelt C. The
Pattern-Recognition Receptor NOD1 Promotes Production of Inﬂammatory Mediators in Rheumatoid Arthritis
Synovial Fibroblasts. Arthritis Rheum. 2012;64(5):1329-1337
② Asanuma YF, Shimada Y, Kouzu N, Yokota K, Nakajima K, Sato K, Akiyama Y, Isozaki M, Mikami AS, Kobayashi H,
Mimura T. Serum osteoprotegerin concentration is associated with carotid atherosclerotic plaque in patients with
rheumatoid arthritis. Mod Rheumatol. 2013;23(2):269-275
③ Nakajima R, Sakai F, Mimura T, Tokuda H, Takahashi M, Kimura F. Acute- or Subacute-Onset Lung Complications
in Treating Patients with Rheumatoid Arthritis. Can Assoc Radiol J. 2012 (in press)
④ Harigai M, Mochida S, Mimura T, Koike T, Miyasaka N. A proposal for management of rheumatic disease patients
with hepatitis B virus infection receiving immunosuppressive therapy. Mod Rheumatol. 2012 (in press)
⑤ Ota M, Sakamoto M, Sato K, Yoshida Y, Funakubo Asanuma Y, Akiyama Y, Yamakawa M, Mimura
T. Immunopathological analysis of Erdheim-Chester disease with massive ascites. Intern Med.
2012;51(19):2825-2830
⑥ Kanemaru K, Nakamura Y, Sato K, Kojima R, Takahashi S, Yamaguchi M, Ichinohe M, Kiyonari H, Shioi G,
Kabashima K, Nakahigashi K, Asagiri M, Jamora C, Yamaguchi H, Fukami K. Epidermal phospholipase C δ 1
regulates granulocyte counts and systemic interleukin-17 levels in mice. Nat Commun. 2012;3:963
⑦ Watanabe K, Sakai R, Koike R, Sakai F, Sugiyama H, Tanaka M, Komano Y, Akiyama

Y, Mimura T, Kaneko

M, Tokuda H, Iso T, Motegi M, Ikeda K, Nakajima H, Taki H, Kubota T, Kodama H, Sugii S, Kuroiwa T, Nawata
Y, Shiozawa K, Ogata A, Sawada S, Matsukawa Y, Okazaki T, Mukai M, Iwahashi M, Saito K, Tanaka Y, Nanki T,
Miyasaka N, Harigai M. Clinical characteristics and risk factors for Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients
with rheumatoid arthritis receiving adalimumab: a retrospective review and case-control study of 17 patients.
Mod Rheumatol. 2012 (in press)
⑧ Shimada Y, Asanuma FY, Yokota K, Yoshida Y, Kajiyama H, Sato K, Akiyama Y, Mimura T. Pentraxin 3 is
associated with disease activity but not atherosclerosis in patients with systemic lupus erythematosus. Mod
Rheumatol.2013 Feb (in press)
⑨中嶋京一，進藤靖史，神津教倫，三村俊英．関節リウマチにおける BAFF と臨床的指標

ならびに SDAI との関連．

埼玉医科大学雑誌．2013;39(2):113-120
⑩ Sato K, Mimura T: THE TRANSCRIPTION FACTOR C-MAF PLAYS AN ESSENTIAL ROLE IN A MEMORY TH-CELL
DEPENDENT MODEL OF INFLAMMATION. EULAR 2012, 8 June 2012 (Berlin, Germany)
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【総数：論文 9 件，学会発表 22 件，講演 26 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．3,500,000 円
2．三村俊英：厚生科学研究費補助金：がん化学療法およ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．800,000 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 500,000 円（間接経費 150,000 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 1,100,000 円（間接経費 330,000 円）
5．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 1,300,000 円（間接経費 390,000 円）
7．荒木靖人：第 41 回かなえ医薬振興財団 研究助成金受賞：エピゲノムと転写因子の観点からの CD8 陽性 T 細
胞記憶の統合的理解．
8．坂本真裕子：落合記念賞研究助成金：細胞増殖における転写因子 c-Maf の関与の解析− c-Maf Tg マウスの解
析−．
9．横田和浩：学内グラント：TNF と「因子 X」により誘導される新規破骨細胞分化メカニズムの解析．800,000
円
10．三由文彦：学内グラント：シミュレーションによる関節リウマチ末梢血のサイトカイン抑制機構の理解．
1,000,000 円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1．第 6 回埼玉リウマチ・膠原病フォーラム（三村俊英：代表世話人）
2．第 3 回埼玉抗ＩＬ -6 療法研究会（三村俊英：代表世話人）
3．第 59 回埼玉リウマチ研究会（三村俊英：代表世話人）
4．第 60 回埼玉リウマチ研究会（三村俊英：代表世話人）
5．第 20 回埼玉骨・関節疾患研究会（三村俊英：代表世話人）
6．卒後教育委員会後援学術集会「オペレーション
:

トモダチ」
「History of Western Medicine “ 西洋医学の歴史 ”」
：

2012.6.1（三村俊英：司会）
7．卒後教育委員会後援学術集会 「
: 関節リウマチ患者と医療従事者の医療情報共有システムの開発」2012.8.29（梶
山

浩：司会）

8． 卒 後 教 育 委 員 会 後 援 学 術 集 会 :「 肥 満・ 糖 尿 病 に 対 す る 外 科 治 療
2012.11.21（梶山

〜 関 連 疾 患・ 臓 器 に 及 ぼ す 効 果 〜」

浩：司会）

7．自己点検・評価
学部；学部教育に関しては，4 年生の試験問題では記述して解答できる力を育てるように記述問題を増やした．
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：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）
：
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：指導教員（大学院）：腎臓病学，透析療法，高血圧：博士
岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：准教授：腎臓病学，透析療法：博士：総合診療内科兼担
大野洋一（OHNO, Yoichi）
：講師：腎臓病学，高血圧：博士：地域医学医療センター兼担
高平修二（TAKAHIRA, Shuji）
：講師：腎臓病学，透析療法：博士：国際医療センター救命救急部兼担
高根裕史（TAKANE, Hiroshi）
：講師：腎臓病学，透析療法：博士
井上

勉（INOUE, Tsutomu）
：講師：副診療科長：研究副主任：教育副主任：指導教員（大学院）
：腎臓病学，透析療法：
博士

渡辺裕輔（WATANABE, Yusuke）
：講師：指導教員（大学院）：腎臓病学，透析療法：博士：国際医療センター血液
浄化部兼担
菊田知宏（KIKUTA, Tomohiro）
：講師：外来医長：研修医長：医局長：腎臓病学，透析療法：博士
星

均（HOSHI, Hitoshi）
：助教

末吉慶多（SUEYOSHI, Keita）
：助教：国際医療センター血液浄化部兼担
内田幸助（UCHIDA, Kosuke）
：助教：病棟医長
新井鐘大（ARAI, Jonde）
：助教
野平由香（NODAIRA, Yuka）
：助教
小島恵理子（KOJIMA, Eriko）
：助教
瀬戸

建（SETO, Takeru）
：助教

岡山美香（OKAYAMA, Mika）
：助教
野辺香奈子（NOBE, Kanako）
：助教
＜出向中＞
三村

卓

＜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正確な
病歴の聴取ができること

②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 を実践することが目標である．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意味がある．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透析学会専門医を取得する．加えて，腎臓学・透析学に関しては，情報発

信者になる事を求めている．
大学院教育：Physician-scientists が目標である．臨床活動のなかから研究テーマを抽出し，発展させることのでき
る研究者としての能力を身につける．臨床医としては日本内科学会，日本腎臓学会，日本透析医学会など関連各学会
の専門医資格を取得し，常に最新の知識と生命への畏敬の念をもって実診療に携われる高度専門医を目指している．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：24 年度から 3 年生の系統講義は岡田准教授，竹中准教授を中心として，複数の医局員が各専門分野を
生かして担当する体制に移行した．複数の担当者が講義を行うため，内容の漏れや重複を調整する目的で，教科書を
指定し各講義内容と該当ページの詳細な対応表を配布した．3，4 年生の小グループ学習のチュータ，OSCE の評価者，
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運営スタッフ，外部評価者としても要請に応じて医局員を派遣している．5 年生の BSL（Bed Side Learning）は，試
みとしてレポートを作成しない実習，グループで行動し担当患者や指導医の多忙に左右されない均一な教育内容を目
標にプログラムを調整した．6 年生の授業は鈴木教授が担当している．具体的なテーマに則して，国家試験も視野に，
より実践的な内容を講義している．
（担当者：医局員全員）
卒後教育：総合内科・救急医療を含んだ広い領域を学ぶほか，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．週 4 回
午前 7 時 30 分より教授以下全医局員で入院患者カンファレンスまたは回診を行っている．加えて，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．
（担当者：医局員全員）
大学院教育：講義と文献抄読を中心として，腎臓病学および関連する基礎医学領域の知識を習得する．また学会や
研究会，講習会などにも積極的に参加することにより，広い知識を得て，研究テーマを決定するバックグラウンドと
する．
（担当者：鈴木，竹中，井上，渡辺）
2-3．達成度
卒前・卒後教育とも 8 割程度の達成度と考えている．
大学院教育：該当なし
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：授業内容の大幅な改変の初年度であり，暫くは調整が必要である．授業担当者や学生のアンケート結果
を 25 年度のシラバス作成に反映した．
試験問題のブラッシュアップ委員会，OSCE の認定評価者講習会への参加，
学内・
学外評価者の要請にも応えている．臨床入門や小グループ学習のチュータ，学生の臨床現場の見学も必ず受け入れる
姿勢を守ってきた．次年度も努力する．
卒後教育：各専門医取得者数は順調に増加している．症例報告の学会発表数も多く，研修医が内科認定医を受験す
る際に，当科研修を役立てて頂きたいと考えている．初期研修医には 7-8 年目以降の医局員が man-to-man で指導す
る体制を維持し「厳しいが身につく」と評価される当科の研修体制を維持していきたい．
大学院教育：25 年度は大学院入学者が予定されており，専修生の教育と併せて鋭意取り組む予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床に直結する，診療に役立つ研究を目指している．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）
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．具体的な研究プロジェ
クトは次の通り．
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，世間から最も評価を得てきた研究
テーマである．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．達成度は概ね 8 割と考える．
①鈴木教授，竹中准教授，星助教の研究グループでは，透析患者のライフスタイルや希望に合わせて，家庭透析，
腹膜透析，施設透析，腎移植を様々に組み合わせる試みを継続している．医学的な妥当性を担保するために，臨
床検査データ，生命予後の比較を常に行っており国内外の学会，雑誌に発表している．
②外来・病棟担当医を中心に，放射線科との共同研究で，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．24 年度から稼働した 3 テスラ MRI にプロトコールを移す作業をすすめた．線維化の具合と MRI パラメー
タの相関を検討するための基礎研究に関しては，1.5T では検討が困難である可能性高く，臨床研究を先行する
方針となった．
③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．心血管病の
中で血圧に代表される変動性の高い要因を危険因子として一時点のデータから発症予測する場合と時系列データ
から発症予測をする場合の差について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．
④高血圧の代謝性因子に関する遺伝要因研究
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慶應義塾大学内科（腎内分泌代謝科）との共同研究で，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．
⑤高血圧患者の中心血圧に降圧薬が及ぼす影響について多施設共同研究に参加している．大動脈基部での血圧は上
腕動脈での血圧よりも患者予後に強く関係している．上腕血圧に比較して中心血圧はカルシウム拮抗薬やアンジ
オテンシン変換酵素阻害薬や受容体拮抗薬などのレニン−アンジオテンシン系の阻害薬，カルシウム拮抗薬でよ
り低下した．腎不全患者を対象に中心血圧を含む動脈伸展性の調査を行い，心血管合併症のリスク評価を可能に
することで，より効果的な治療介入を目指している．慢性腎臓病患者では高血圧は非常に頻繁に認められる合併
症であるが，近隣施設と協力して維持透析患者の血圧の季節間変動について家庭血圧を用いて検討をおこなって
いる．収縮期，拡張期血圧ともに夏季に比べ冬季が高く，四季を通じて早朝血圧は就寝前血圧に比べて高かった．
日内変動も冬季で最も大きく，夏季で最小であった．血圧絶対値のみでなく，血圧変動の大きさも心血管病の発
症に関与する可能性が示唆された
基礎研究：教室発足当時からの一貫した基礎研究テーマとして，慢性腎臓病進行に関わる尿細管間質病変の形成機
序を研究している．これまで多数の遺伝子改変マウスを用いて細胞特異的に遺伝子発現を制御する手法で，多くの研
究業績を重ねてきた．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，マウス腎疾患モデルにおける caspase の機能の差違に関して明らか
にした．
最近は，糖尿病腎症の増加を背景に高血圧から糖尿病へ研究課題を遷移している．糖尿病における糸球体過濾過の
原因として傍糸球体装置にあるギャップ結合に異常があることをギャップ結合の構成タンパクであるコネキシンの解
析から明らかとした．また，老化遺伝子として，そしてカルシウム−リン代謝に関わる因子としてクロト遺伝子につ
いて慢性腎臓病モデルにおける検討を開始している．アメリカ生理学会や日本腎臓学会で招請講演の機会を頂いてい
る．基礎研究に関して達成度は概ね 7 割と考える．
3-4．自己評価と次年度計画
研究体制は今年度も大きな改変は無かった．高血圧に関しては地域医学・公衆衛生学的思想を取り込み，疫学的な
視点にまで発展，継続している．腎尿細管間質病変に関する研究分野では，遺伝子改変マウスを用いた一連の研究が
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．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，広範囲から入院・
転院の受け入れ要請が届く様になった．加えて，研修医制度の変更後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ている．年間の外来患者数は
32654 人，入院患者数は 822 人（1 日平均 34.4 人），新患数は 733 人にのぼった．内シャント造設術を当科でも行
うようになり，24 年度は 55 件であるが更に増加している．今後もニーズに応えられるよう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．
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
該当なし
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, Journal of American Society of Nephrology
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・著書
① Inoue T, Suzuki H, Okada H. Targeted expression of a pan-caspase inhibitor in tubular epithelium attenuates
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interstitial inﬂammation and ﬁbrogenesis in nephritic but not nephrotic mice. Kidney international 2012; 82:
980-989.
② Suzuki H, Hoshi H, Inoue T, et al. New modality of dialysis therapy: peritoneal dialysis ﬁrst and transition to
home hemodialysis. Advances in peritoneal dialysis Conference on Peritoneal Dialysis 2012; 28: 106-111.
③ Suzuki H, Hoshi H, Inoue T, et al. Early start of combination therapy with hemodialysis and peritoneal dialysis
prolongs survival and reduces cardiovascular events in male patients. Advances in peritoneal dialysis Conference
on Peritoneal Dialysis 2012; 28: 68-73.
④ Suzuki H, Shimada Y, Fujiwara K. Combination therapy with losartan/hydrochlorothiazide for blood pressure
reduction and goal attainment in a real-world clinical setting in Japan. Therapeutic advances in cardiovascular
disease 2012; 6: 237-244.
⑤ Takenaka T, Inoue T, Ohno Y, et al. Elucidating mechanisms underlying altered renal autoregulation in diabetes.
American journal of physiology Regulatory, integrative and comparative physiology 2012; 303: R495-504.
⑥ Takenaka T, Nobe K, Okayama M, et al. Aliskiren reduces morning blood pressure in hypertensive patients with
diabetic nephropathy. Clinical and experimental hypertension (New York, NY : 1993) 2012; 34: 243-248.
⑦ Takenaka T, Seto T, Okayama M, et al. Long-term effects of calcium antagonists on augmentation index
in hypertensive patients with chronic kidney disease: a randomized controlled study. American journal of
nephrology 2012; 35: 416-423.
⑧ Suzuki H, Dogi M, Takenaka T. Various approaches for vascular health in elderly women. Clinical and
experimental hypertension (New York, NY : 1993) 2013; 35: 295-299.
⑨ Takenaka T, Okayama M, Kojima E, et al. Aliskiren reduces morning blood pressure in hypertensive patients with
diabetic nephropathy on hemodialysis. Clinical and experimental hypertension (New York, NY : 1993) 2013; 35:
244-249.
⑩ Takenaka T, Watanabe Y, Inoue T, et al. Fibroblast growth factor 23 enhances renal klotho abundance. Pﬂugers
Archiv : European journal of physiology 2013; 465: 935-943.
【総数：学術論文 35 件，学会発表 122 件，総説 48 件，講演 50 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
日本腎臓学会優秀演題賞
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
急性血液浄化学会，補完代替医療学会，日本在宅透析研究会，埼玉西部透析医学会

7．自己点検・評価
教育，研究，診療どれに於いても概ね目標は達成された．卒前教育に関しては，講義内容やコマ割りの見直しなど
改訂の途上にある．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，卒後 10 年目までに各種専門医・
指導医の取得を目標とし，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地域
医療に貢献していく事が使命である．
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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

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】火曜日（14 時〜 17 時）
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．
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
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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．
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
今年度で現在在籍の大学院生の，学位論文の作成および公表が終了した，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．研究グループ（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
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
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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
なし

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 篇以内を記載）
① Yanagihara K, Araki N, Watanabe S, Kinebuchi T, Kaku M, Maesaki S, Yamaguchi K, Matsumoto T, Mikamo H,
Takesue Y, Kadota J, Fujita J, Iwatsuki K, Hino H, Kaneko T, Asagoe K, Ikeda M, Yasuoka A, Kohno S. Antimicrobial
susceptibility and molecular characteristics of 857 methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates from 16
medical centers in Japan (2008-2009): nationwide survey of community-acquired and nosocomial MRSA. Diagn
Microbiol Infect Dis.;72:253-7,2012
② Tarumoto N, Kinjo Y, Ueno K, Okawara A, Watarai H, Taniguchi M, Maesaki S, Miyazaki Y. A limited role of iNKT
cells in controlling systemic Candida albicans infections. Jpn J Infect Dis.;65:522-6,2012.
③ Tarumoto N, Sujino K, Yamaguchi T, Umeyama T, Ohno H, Miyazaki Y, Maesaki S. A ﬁrst report of Rothia aeria
endocarditis complicated by cerebral hemorrhage. Intern Med.;51:3295-9,2012.
④ 前﨑繁文．臨床医学の展望

2012

感染症．日本医事新報

⑤ 樽本憲人．尿路感染症．日本医師会雑誌

459：79-83，2012．

141：1017-1019，2012.

⑥ 前﨑繁文．抗真菌薬．日本胸部臨床 71：873-883,2012.
⑦ 前﨑繁文．真菌感染症．内科学会雑誌 101:2610-2615,2012
⑧ 前﨑繁文．耐性アシネトバクターとその感染症．からだの科学

246:120-125, 2012.

⑨ 前﨑繁文．テトラサイクリン系薬．IDSA ガイドライン MRSA p88-90, 東京，2012.
⑩ 前﨑繁文．肺結核，非結核性抗酸菌症，肺真菌症．＋呼吸器病学

p128-154, 東京，2012．

【総数：論文 18 件，学会発表 15 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
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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
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．今後，臨床検査部や看護部などともに院内感染対策などより実践的な研究課題に取り組む必要がある．
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1．10）総合診療内科
1．構成員：
中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）
：教授：診療科長：代表指導教員（大学院）：腎臓・透析：博士
山本啓二（YAMAMOTO, Keiji）
：教授：心臓内科診療科長：指導教員（大学院）：循環器：博士
今枝博之（IMAEDA, Hiroyuki）
：教授：副診療科長：指導教員（大学院）：消化器：博士
岡田浩一（OKADA, Hirokazu）
：准教授：病棟医長：指導教員（大学院）：腎臓・透析：博士
大庫秀樹（OOKO, Hideki）
：講師：消化器：大学院教員：博士
飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）
：講師：循環器：博士
井上清彰（INOUE, Kiyoaki）
：講師：外来医長：大学院教員：内分泌・糖尿病：博士
中村

玲（NAKAMURA, Akira）
：講師：学生担当：指導教員（大学院）：腎臓・透析：博士

筋野智久（SUJINO, Tomohisa）
：講師：呼吸器：博士
木下俊介（KINOSHITA, Syunsuke）
：助教：医局長：大学院教員：神経
吉田佳弘（YOSHIDA, Yoshihiro）
：助教：リウマチ：博士
小林威仁（KOBAYASHI, Takehito）
：助教：呼吸器：博士
菅野

龍（KANNO, Ryu）
：助教：循環器

山岡

稔（YAMAOKA, Minoru）
：助教：消化器

伊藤大輔（ITOH, Daisuke）
：助教：内分泌

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．
「総合医」は新しい標榜診療科として認められ，その重要性も日々増している．我々「埼玉医科大学総
合診療内科」も平成 18 年度にオープンし，すでに開設 6 年目となった．
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．また，
「総合医」としての臨床能力を基本に，個々が得意とする分野を「専門性」として追求す
る事の重要性も認識し，各自の目指す方向性の「専門医」を取得する事，さらに科学的な考察力を身につけるため，
積極的に研究・発表を行う事を新たな目標として科の運営を行っている．
2-2．教育主任：中元秀友
卒後教育：
総合診療内科発足 6 年目の本年度は，主として大学卒業後 1，2 年目の初期研修医，さらに卒業後 3 年目以後の後
期研修医師の卒後教育を行った．
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 ER の救急診療に対して
も，積極的に関わった．さらに，中央棟 2 階の入院患者を中心に入院診療研修を行った．
臨床研修医への教育目標として昨年度と同様以下のような目標設定を決め，研修医教育を行った．
医師としてきちんとした 1）問診および診察：きちんとした患者対応ができること，患者の問診がとれること，臨
床所見を取ることができること，きちんとしたカルテの記載ができること，以上を基本課題とした．さらに 2）診療
計画：
（初期診療の基本的な問診，診察所見から）適切な検査計画を立てられること，さらに 3）診断：個々の検査
から鑑別診断を列記できること，4）検査：個々の検査を判断できること，個別には X 線写真が読影できること，心
電図が判読できること，CT，MRI を読影できること，外来での緊急検査（血液型判定，グラム染色など），さらに超
音波検査ができること，
5）情報提供：以上の結果を適切に患者，ならびに家族に説明できること，そして 6）トリアージ：
以上の診断から適切なトリアージができること，7）治療：適切な治療計画を立案できること，以上を目標課題とした．
さらにケーススタデイーを基本とし，診療計画の作成，それに基づいた鑑別診断，治療計画の作成，他科との連携
の判断ができるよう教育計画をたて，実行した．
具体的に行った教育プログラムとして全研修医を対象として毎朝行う症例カンファレンス，ここでは前日に初診外
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来を受診した全症例のカルテチェックを行った．さらに定期的に行う専門医による勉強会，ここでは診療に直結する
話題を各専門医にお願いした．また各診療科の協力のもと，多くの先生に定期的な講義をお願いした．その他にも週
一回行う英文論文を中心とした抄読会によって，研修医たちの知識の把握に努めた．
卒前教育：
今年度も引き続き 5 年生の BSL
（Bed Side Learning）学生の受け入れを行った．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しっかりした問診，診察ができ，それを記録に残せること，
そのために「できるだけ多くの患者さんの診療を見学し，積極的に診療参加してもらうこと」とした．具体的な教育
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 点を到達目標として BSL 実習を展開した．講師以上
の先生には，クルズスを行うようにし，さらに外来実習で教育に参加して頂いた．
また 5 年，6 年のクリニカルクラークシップの学生を積極的に受け入れた．
その他これまで通り，4 年生の臨床入門を中心とした医療面接，問診，診察の講義，実習を中心に教育を行った．
5 年生の Bed Side Learning に向けた臨床実習教育を中心に，卒前教育を行った．その他に，個々の医局員の専門分
野に関する講義を，専門各課と協同して行った．医学教育，特に卒前教育における「総合診療」の重要性は確実に高
まっている．今後の教育において「総合診療」は教育の中心となり，益々その重要性を高めて行く事は間違いのない
方向性であろう．
2-3．達成度
総合診療内科開設 6 年目の教育の分野では，昨年に引き続き学生の臨床実習教育（BSL）に参加した．また例年と
おり，臨床入門，臨床推論等で積極的に卒前教育に関わった．また卒後教育でも積極的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よう努力してきたと
考えている．また卒後教育でも積極的に研修医教育を行い，研修医達からの評判も確実に改善している．
自己評価としては 80％の達成度と評価したい．
2-4．自己評価と次年度計画
達成度としては目標の 80％と考えている．総合診療内科に循環器を専門とする山本教授ならびに消化器を専門と
する今枝教授に赴任して頂いたことから，本年度はより高いレベルの教育体制を構築できた．当科の特徴として「総
合診療」を標榜し，診療能力を養い，十分な鑑別能力を持つ医師の育成を第一目標としている．そのためには我々医
局員は常に研鑽を積み，総合医としての能力を高めるよう努力して行く必要がある．特に大学病院で行う最も重要な
事は「総合診療」の「教育」である．如何に「総合診療」の教育体制を確立し，着実に行って行くのか，今後の大き
な課題である．
また，総合医の重要な役割に他の診療科との連携があげられる．的確な診断を下し，治療を行っていくためには内
科専門各科との協力体制の維持が必須である．そのためにも，今後も埼玉医科大学の全診療科で総合診療内科をバッ
クアップできる体制に持って行く必要がある．この点も含めて，全診療科と連携できる教育システムを構築して行き
たい．
現在は入院患者の受け入れも積極的に行っており，中央棟 2 階病棟を中心に入院患者数も確実に増加している．
その多くは，他の病院や診療所からの紹介入院である．病診連携を含めて，埼玉県全体での勉強会を行って行く事等
も重要である．
今後は外来診療から入院対応まで，プライマリケアの教育を中心とし前期研修医，後期研修医への教育，さらに学
生教育が十分に可能となる体制の構築を目標としたい．
そのために重要なことはこれまで以上に優秀な指導医スタッフの獲得，そして育成である．そのためにも，しっか
りとした教育システムの構築と運営は必須であると考えている．

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 6 年目であり，引き続き生活習慣病に関する臨床研究を継続して行った．高血圧，
糖尿病，肥満，さらに慢性腎疾患などの心血管合併症の発症誘因となる疾患を中心に，その疫学調査，さらに生活状
況の影響，さらに治療の状況，介入試験などの臨床研究を行った．今後は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
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に腎臓内科に関する臨床研究を積極的に行っていく．
基礎研究：高血圧に伴う腎疾患進展の機序に関して，その発症進展機序，治療に関する基礎研究を行う．また，慢
性腎不全の在宅療法として広く普及している腹膜透析の腹膜障害進展機序，さらにその保護療法に関する基礎研究を
行う．
3-2．研究グループ
研究プロジェクト
生活習慣病研究グループ
Telemedicine を用いた在宅血圧の検討（中元秀友）
これまで行っていた遠隔医療監視システム（Telemedicine）を用いた家庭血圧，血糖，体重の監視システムを用い
た各種大規模臨床研究を継続して行った．家庭血圧での降圧効果を比較検討する I 手帳研究や PRETTY HOME 研究
等の成果を各学会において発表した．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．腹膜透析患者等在宅患者のバック
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在宅患者の診療とモニタリングが可能となるシステムの構
築を行っている．
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．
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．
循環器内科プロジェクト（山本啓二）
心臓内科の年報参照
アレルギー診療プロジェクト（小林威仁）
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呼吸器内科アレルギーの永田教授と共にアレルギー疾患の研究プロジェクトをスタートさせるべき検討を開始して
いる．大学院を含めた研究体制を考えている．
3-3．研究内容と達成度
今年度の目標であった年間 10 編以上の英文論文の発表を達成することはできなかった．未だ基礎研究は十分に開
始できない状況である．しかしながら現在少ない医局構成員で，可能な限りの研究業績を上げるよう努力をしている．
このような状況下それなりの成果は達成できたものと考えている．
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
かった．現在はスタッフの増員に伴い，幾つかの研究グループを立ち上げ，臨床研究を中心に研究をスタートしてい
る．今後は，現在行っている研究を継続して行って行く事，さらにそれを論文としてまとめて行く事を目標としたい．
今年度の達成率は 70％と考えている．
3-4．自己評価と次年度計画
現在の総合診療内科開設後人員の増員に努力し，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
てきた．しかしながらその成果として，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 編以上の学会発表ならびに論文発表を行っている．しかしながら，十分な英文論文の掲載目標は達成
できていなかった事を含め，70％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，きちんと成果をまとめて行く事，特に英文雑誌に
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 23 年度は「総合診療内科」として南館 1 階外来診療センターでの初診患者の外来診療，さらに病棟運営を積
極的に行った．さらに急患センター（ER）における時間外診療体制も 6 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「総合診療」を実践して行くことにある．
本年度はまだまだ十分なスタッフの確保が困難な状況下，各診療科からの医師の協力のもと，問題なく外来診療を運
営することができた．
本年度の大きな変化は心臓内科山本教授と消化器内科今枝教授の参加に伴う，循環器，消化器チームの充実であっ
た．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
診察し，
必要とあれば専門性の高い「専門医」へ紹介する．そして大学病院の総合診療科の重要な役割は，
「総合診療」
ができる優秀な「総合医」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も引き続き優秀な専属スタッフの拡充と，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ゆきたい．
今後も皆様のご協力をお願いして最後としたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連役員の有無
特になし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
学術誌編集委員長，編集委員
中元秀友：日本透析医学会雑誌和文誌編集委員長
中元秀友：日本腹膜透析学会学術誌編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
特になし．

6．業績
英文論文
1．Nakamoto H: How automated peritoneal dialysis is applied and maintained in Japan. Contribution Nephrology
177:13-23, 2012.
2．Iseki K, Nakai S, Yamagata K, Tsubakihara Y; Committee of Renal Data Registry of the Japanese Society:
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Tachycardia as a predictor of poor survival in chronic haemodialysis patients. Nephrol. Dial. Transplant. 26:
963-969, 2011.
3．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. Endcri J. 59: 239-246, 2012.
4．Nakai S, Iseki K, Itami N, Ogata S, Kazama JJ, Kimata N, Shigematsu T, Shinoda T, Shoji T, Suzuki K, Taniguchi
M, Tsuchida K, Nakamoto H, Nishi H, Hashimoto S, Hasegawa T, Hanafusa N, Hamano T, Fujii N, Masakane
I, Marubayashi S, Morita O, Yamagata K, Wakai K, Wada A, Watanabe Y, Tsubakihara Y: Overview of Regular
Dialysis Treatment in Japan (as of 31 December 2009). Ther. Apher. Dial. 16: 11-53, 2012.
5．Hayashi M, Takamatsu I, Kanno Y, Yoshida T, Abe T, Sato Y; for the Japanese Calciphylaxis Study Group: A
case-control study of calciphylaxis in Japanese end-stage renal disease patients. Nephrol. Dial. Transplant. 27:
1580-1584, 2012.
6．Yamagata K, Nakai S, Masakane I, Hanafusa N, Iseki K, Tsubakihara: Committee of Renal Data Registry of
the Japanese Society for Dialysis Therapy: Ideal timing and predialysis nephrology care duration for dialysis
initiation: from analysis of Japanese dialysis initiation survey. Ther. Apher. Dial. 16: 54-62, 2012.
7．Yamagata K, Nakai S, Iseki K, Tsubakihara Y; Committee of Renal Data Registry of the Japanese Society for
Dialysis Therapy: Late dialysis start did not aﬀect long-term outcome in Japanese dialysis patients: long-term
prognosis from Japanese Society of Dialysis Therapy Registry. Ther. Apher. Dial. 16:111-120, 2012.
8．Kumagai H, Ebata T, Takamori K, Miyasato K, Muramatsu T, Nakamoto H, Kurihara M, Yanagita T, Suzuki H:
Eﬃcacy and Safety of a Novel -Agonist for Managing Intractable Pruritus in Dialysis Patients. Am. J. Nephrol. 36:
175-183, 2012.
9．Nakai S, Iseki K, Itami N, Ogata S, Kazama JJ, Kimata N, Shigematsu T, Shinoda T, Shoji T, Suzuki K, Taniguchi
M, Tsuchida K, Nakamoto H, Nishi H, Hashimoto S, Hasegawa T, Hanafusa N, Hamano T, Fujii N, Masakane
I, Marubayashi S, Morita O, Yamagata K, Wakai K, Wada A, Watanabe Y, Tsubakihara Y: Overview of Regular
Dialysis Treatment in Japan (as of 31 December 2010). Ther. Apher. Dial. 16(6): 483-521, 2012.
邦文論文 2012 年
1．中井

滋，井関邦敏，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

聡，風間順一郎，木全直樹，重松

裕志，橋本整司，長谷川

隆，篠田俊雄，庄司哲雄，鈴木一之，

毅，花房規男，濱野高行，藤井直彦，政金生人，

治，山縣邦彦，若井健志，和田篤志，渡邊有三，椿原美治：わが国の慢性透析療法の現況（2010

年 12 月 31 日現在） 透析会誌

44：1-47，2012.（原著）

2．中元秀友：V- 精神・心理的問題とその対応，In：上月正博編著

腎臓リハビリテーション

pp309-pp320，

2012，医歯薬出版株式会社，東京
3．中元秀友：3）呼吸器疾患，In：
（社）日本透析医学会
7版

専門医制度委員会発行

4．中元秀友：3）腹膜透析調査，In：日本透析医学会統計調査委員会編
2011 年 12 月 31 日現在
5．草野

専門医試験問題解説集改訂第

pp195-pp200，2012，
（社）日本透析医学会，東京
図説

我が国の慢性透析療法の現況

pp37-pp45，2012，日本透析医学会，東京

武（埼玉医科大学 総合診療内科）
，大庫秀樹，今枝博之，小林威仁，菅野

木下俊介，井上清彰，岡田浩一，金

龍，山岡

稔，筋野智久，

玲，茅野秀一，山本啓二，中元秀友：慢性好酸球性肺炎に好酸球性胃腸炎

を合併した 1 例（原著論文／症例報告）Progress of Digestive Endoscopy 81: 90-91，2012.
6．三村

卓（たむら記念病院 腎臓内科）
，中元秀友，長浦

博，内藤真礼男，本多暢子，宇ノ澤仁美，遠藤栄子，

香取ひとみ：維持透析患者の肩こり，腰痛に対する芍薬甘草湯の有用性（原著論文） 腎と透析
膜透析 2012
7．西山

73: 417-418，2012.08

強（所沢腎クリニック）
，佐藤

とチーム医療

73 巻別冊 腹

医師・看護師

忍，前薗道子，遠藤政博，関智恵子，長浦

腹膜透析の医療経済性の問題点（解説） 腎と透析

博，中元秀友：病診連携

73 巻別冊 腹膜透析 2012

73: 283-284，2012.08
8．花島文成（埼玉医科大学附属病院 泌尿器科），中平洋子，堀永
通：当院における CAPD カテーテル挿入症例 160 例の臨床的検討
著論文） 腎と透析

73 巻別冊 腹膜透析 2012

実，矢内原仁，朝倉博孝，中元秀友，鈴木洋
中止理由ならびに死亡原因に関する検討（原

73: 217-218，2012.08

9．前園道子（所沢腎クリニック 看護部）
，沢田千明，西山

強，遠藤政博，佐藤

忍，関智恵子，長浦

博，中元秀友：

PD 患者の在宅管理と介護のポイント 在宅診療における腹膜透析患者の管理のポイントは？（解説） 腎と透析
73 巻別冊 腹膜透析 2012

73: 133-134，2012.08.
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10．小畑陽子（長崎大学 医学部第 2 内科）
，宮崎正信，西野友哉，川西秀樹，中山昌明，中元秀友，西谷隆宏，笠井健司，
長谷川廣文，平松

信，有薗健二，濱田千江子，赤井靖宏，伊丹儀友，伊藤恭彦，杉山

太郎，今田聰雄，中本雅彦，福井博義，栗山

斉，武田敏也，横山啓

哲，大平整爾，川口良人：日本発 PD 療法のエビデンスを目指し

て Japan Fluid Study からの報告（原著論文） 腎と透析

73 巻別冊 腹膜透析 2012

11．樋口千恵子（東京女子医科大学東医療センター），山本忠司，中元秀友，佐中

73: 29-31，2012.08.

孜，大塚邦明，太田和夫：日

本発 PD 療法のエビデンスを目指して 多施設・前向き観察試験による中性腹膜透析液の評価（原著論文） 腎と
透析

73 巻別冊 腹膜透析 2012

73: 25-28，2012.08.

12．中元秀友（埼玉医科大学 総合診療内科）
：日本発 PD 療法のエビデンスを目指して 腹膜透析ガイドラインとそ
の後

PD レジストリ 2010（解説） 腎と透析

73 巻別冊 腹膜透析 2012

73: 19-21，2012.08.

13．中元秀友（埼玉医科大学 総合診療内科）
：日本人による日本人のための腹膜透析（解説） 腎と透析
冊 腹膜透析 2012

73 巻別

73: 9-14，2012.08.

14．中元秀友（埼玉医科大学 総合診療内科）
，日本透析医学会統計調査委員会：統計調査の現状と未来 PD レジス
トリ

第 57 回日本透析医学会学会委員会企画より（解説） 日本透析医学会雑誌

15．中元秀友（埼玉医科大学 総合診療内科）
，西山

強，高城慶衣子：【新たなエビデンスにつなげるために

栄養士からみた透析患者の食事療法のポイント】外来通院症例から学ぶ
臨床透析

45: 823-825，2012.09.

腹膜透析

管理

透析導入期（解説／特集）

28： 1569-1578，2012.11.

16．前園道子（所沢腎クリニック 看護部）
，遠藤政博，佐藤
医療の現状と問題点

忍，関智恵子，長浦

医療経済性の面から（解説） 腎と透析

博，中元秀友：高齢者腎不全

73: 414-420，2012.09.

17．中元秀友（埼玉医科大学 総合診療内科）
：高齢者腎不全医療の現状と問題点

医療経済性の面から（解説）

Source：腎と透析 73: 414-420，2012.09.
18．林

松彦（慶応義塾大学 医学部血液浄化・透析センター），高松一郎，吉田

橋口明典，細谷龍男，秋葉

隆，中元秀友，梅澤明弘，重松

理，菅野義彦，佐藤裕史，阿部貴之，

隆，深川雅史，川村哲也，田中

勝，杉野吉則，

「Calciphylaxis の診断・治療に関する調査・研究」班：全国調査に基づくカルシフィラキシス診断基準の提案（解
説） 日本透析医学会雑誌 45: 551-557，2012.07.
19．熊谷裕生（防衛医科大学校 腎臓内分泌内科），丸山資郎，江畑俊哉，高森建二，中元秀友，鈴木洋通：【今後期
待の皮膚科治療薬】(Part3) 透析の痒み （総説 07）ナルフラフィン塩酸塩（解説／特集） Visual Dermatology
11: 718-725，2012.06.
20．中山昌明（福島県立医科大学 腎臓高血圧・糖尿病内分泌代謝内科学講座），宮崎正信，笠井健司，本田一
穂，友

雅司，中元秀友，川西秀樹：
【腹膜透析療法−ポストガイドラインの方向性】課題と対策

NEXT-PD 研究（解説／特集） 臨床透析

離脱基準

28：595-600，2012.05.

21．中元秀友（埼玉医科大学 総合診療内科）
：【腹膜透析療法−ポストガイドラインの方向性】腹膜透析の実態調
査

統計調査からみた在宅透析（解説／特集） 臨床透析

22．石

28: 531-538，2012.05.

雄介（埼玉医科大学 総合診療内科），大庫秀樹，今枝博之，児玉圭司，井上清彰，根田

龍，本谷大介，木下俊介，中村

玲，草野

保，菅野

武，天野博明，中嶋京一，横田和浩，高木英爾，岡田浩一，山本啓

二，中元秀友：当科における Clostridium diﬃcile 関連下痢症の検討（原著論文） 日本高齢消化器病学会誌 14：
29-34，2012.04.
23．中元秀友（埼玉医科大学 総合診療内科）
：【自己管理および在宅医療のための機器と治療法の発展】家庭透析
吸着型血液浄化器および腹膜透析（解説／特集）成人病と生活習慣病

42: 442-451，2012.04.

24．和中敬子，中元秀友，血栓止血研究神戸プロジェクト：【腎臓症候群（第 2 版）下−その他の腎臓疾患を含め
て−】維持透析患者にみられる病態

ヘパリン起因性血小板減少症（解説／特集）日本臨床 別冊腎臓症候群（下）

Page176-179，2012.03.
学会発表
1． 中 元 秀 友， 統 計 調 査 委 員 会：PD レ ジ ス ト リ（ 会 議 録 ）日 本 透 析 医 学 会 雑 誌 (1340-3451)45 巻 Suppl.1
Page388，2012.05. 第 57 回日本透析医学会
他学会発表 30 件以上
邦文論文
1．中元秀友，勝部真弓：透析の中止と非導入におけるコメデイカルの役割
2．中元秀友，内田

理，鯨井

昇，竹ノ内正徳，武藤

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− JSH ガイドライン改訂を受けて− Pharma Medica 28: 77-81， 2010.
3．中元秀友，樋口千恵子：第 54 回透析医学会ワークショップ「CAPD エキスパートの教育に向けて」 透析会誌
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43: 407-408，2010.
4．中元秀友，石

雄介，中村

玲：生活習慣病の管理とテレメデイシン

5．中元秀友：多臓器不全，肝不全におけるアフェレシス療法
6．中元秀友：腹膜透析導入法とその処方
東京

Life Style Medicine 4: 71-80，2010.

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

pp58-pp70，2010.

7．中元秀友：透析・腎移植患者の血圧異常とその管理

腎と透析

69: 307-313，2010.

8．中元秀友：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−
修

診断と治療社，

腹膜透析 2010 東京医学社，東京

In: 内藤秀宗監

pp65-pp69，2010.

9．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.
10．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

11．今枝博之：大腸内視鏡 これが私の治療法

pp722-pp725，2010.

止血術．消化器内視鏡 23(2):315-319，2011.2

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：80 点
本年度は「総合診療内科」開設後 5 年目の年であり，心臓内科山本教授，さらに消化管内科の今枝教授を迎えいれ，
新たな体制での総合診療内科スタートをきった一年であった．中央棟 2 階病棟の開設という慌ただしい一年でもあっ
た．そのような状況下で可能な限りの実績は作れたものと考えている．
来年度は診療の充実を最大の目標とし，
「総合診療内科」専任の医師の確保と，診療内容診療体制，研究体制の充
実に努めて行きたい．

343

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：代表指導教員（大学院）
：消化器一般外科：
博士

淺野

博（ASANO, Hiroshi）
：講師：病棟医長：大学院教員：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：大原泰宏，深野敬之，和田将栄，荻野直己，小島和人，守麻理子，伏島雄輔
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
24 年度の年間の新規入院患者数は 1287 人，年間手術件数は 981 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（担当者）
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
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後期研修医に対して専門医師の指導の下に実際の手術経験を含め患者治療の一旦を担う事で外科専門医の育成を充実
させることである．

3．研究
3-1．目的・目標
当教室では常に臨床応用可能な研究テーマを考案している．そして，外科治療の進歩に貢献出来る結果を出すこと
が目標である．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
篠塚班：消化器外科手術における自己血輸血について，特に黄疸を持つ患者の自己血保存中のサイトカインの変化
についての研究．また，内視鏡的胆道ステントについての研究．
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．
3-4．自己評価と次年度計画
各班における研究の成果は，
国内外の学会にて報告し評価を受けている．更に，膨大な臨床データをもとに研究テー
マを広げてゆく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
埼玉県西部をはじめ近接する地域に対し地域医療に貢献する為に，24 時間体制で患者を受け入れ，適切な治療を
行う体制をとることを目標としている．平成 24 年度の新規入院患者総数は 1287 人，外来患者数は 9861 人，新患
数 608 人，手術総数 981 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．胃・十二指腸穿孔 27 例，結腸・
直腸穿孔 21 例であった．甲状腺・副甲状腺疾患は 16 例，鼠径ヘルニア 204 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，政府関連委員の有無
該当無し
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
該当無し
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当無し

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① 多賀

誠

埼玉県西部腹部救急フォーラム

当科でのリコモジュリンの使用経験

② 淺野

博

第 48 回日本腹部救急医学会

③ 篠塚

望

第 122 回日本外科学会定期学術集会

当科で施行した下部消化管穿孔症例での術式選択に関する検討
胆管空腸吻合良性狭窄における対策と治療成績

④ 下部消化管穿孔に合併した播種性血管内凝固症候群に対する遺伝子組み換え型トロンボモジュリン製剤の使用
経験．多賀

誠，大原泰宏，浅野

博，篠塚

⑤ 開腹歴のないイレウス手術の検討．多賀

望 日本外科系連合学会誌 37(5) 906-911(2012.10)
誠，菅野優貴，守麻理子，小島和人，浅野

博，篠塚

望 外科

博，篠塚

望 外科

74(11) 1209-1212(2012.11)
⑥ 腹壁瘢痕ヘルニア術後の漿液腫の検討．多賀

誠，守麻理子，小島和人，廣岡映治，浅野

74(8) 862-864(2012.08)
⑦ 鼠径ヘルニア嵌頓に合併した傍上行結腸窩ヘルニアの 1 例．多賀
篠塚

誠，小島和人，深野敬之，広岡映治，浅野

博，

望 手術 66(9) 1295-1298(2012.08)
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⑧ 腹腔鏡下手術．篠塚

望

救急医学 36(11) 1501-1504

⑨ 鼠径ヘルニアの手術：小児と成人の違い

成人（Kugel 法）．淺野

博，篠塚

望，小山

勇：小児外科 44(9)

860-863
⑩ 成人鼠径ヘルニア・大腿ヘルニア．廣岡映治，小山

勇

消化器外科 35(5) 766-768

【総数：論文 8 件，学会発表 17 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
該当無し

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
松浦一生（MATSUURA, Kazuo）
：講師：診療科長：教育主任：研究主任：代表指導教員：乳癌の遺伝子学的効果予
測因子：博士
佐野

弘（SANO, Hiroshi）
：助教：乳癌の画像診断，乳癌の手術：博士

大崎昭彦（OSAKI, Akihiko）＊：教授：診療副科長：教育主任：研究副主任：代表指導教員（国際医療センター）
：
乳癌の予後因子と効果予測因子，手術手技：博士
＊国際医療センター兼担

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．
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 Diﬀuse optical spectroscopy による乳癌薬物療法の治療効果モニターリングの有用性の検討② OncotypeDX，
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 ER 関連蛋白とホルモン耐性の
基礎的研究⑤ 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⑥乳癌診
療ガイドライン作成のためのデータベース構築⑦乳癌における non-codingRNA の臨床的意義に関する研究⑧治療効
果の画像診断および病理診断⑨ CTC の同定と臨床的意義⑩ Triple negative 乳癌の生物学的特徴について⑪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）の研究をさらに広げ，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，その成果を全国学会のシンポジウムで発表
できた（第 20 回日本乳癌学会学術総会，熊本）．新規研究プロジェクトとして薬物療法における早期効果予測と
して functional imaging を取り入れ，promising な臨床データが蓄積されている（Int J Clin Oncol 17(2): 276-282，
2012）
．
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，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とホルモン療法耐性にかかわる ER 関連蛋白の研究を
柱にしてさらに研究を推し進めたい．乳癌における ncRNA によるサブタイピング，その発現パターンで相関のある
nRNA を検出しうるか否かなど ncRNA の臨床的意義を明らかにする研究も手がけ，中間報告を国際学会で発表した．
さらに，最近注目されている large intergenic non-coding RNA (lincRNA) に関する研究も推し進めたい．

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
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．大崎昭彦は日本乳癌検診学会の理事とし活動
し乳癌の診断，治療両面から活躍している．
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．10 月の乳癌月間に日高キャンパスで行われる市民公開講座も多くの参
加者を得，定着してきた．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① 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.
② Shigekawa T, Sugitani I, Takeuchi H, Misumi M, Nakamiya N, Sugiyama M, Sano H, Matsuura K, Takahashi T,
Fujiuchi N, Osaki A, Saeki T.: Axillary ultrasound examination is useful for selecting patients optimally suited for
sentinel lymph node biopsy after primary systemic chemotherapy. Am J Surg. 2012 Oct;204(4):487-93.
③大崎昭彦，島田浩子，宮原か奈，佐野

弘，中宮紀子，松浦一生，三角みその，高橋孝郎，佐伯俊昭：70 歳以

上の手術可能高齢者乳癌の治療選択と予後．第 20 回日本乳癌学会学術総会，熊本，2012
④ Shi YB, Matsuura K, Fujimoto K, Wen L, Fu L. Thyroid hormone receptor actions on transcription in amphibia:
The roles of histone modiﬁcation and chromatin disruption. Cell Biosci. 2012 Dec 20;2(1):42.
⑤ Sterling J, Fu L, Matsuura K, Shi YB. Cytological and morphological analyses reveal distinct features of intestinal
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development during Xenopus tropicalis metamorphosis. PLoS One. 2012;7(10):e47407.
⑥ Matsuura K, Fujimoto K, Das B, Fu L, Lu CD, Shi YB. Histone H3K79 methyltransferase Dot1L is directly activated
by thyroid hormone receptor during Xenopus metamorphosis. Cell Biosci. 2012 Jul 16;2(1):25.
⑦松浦一生，大崎昭彦，佐伯俊昭，藤内伸子，中宮紀子，佐野

弘，宮原か奈，島田浩子，高橋孝郎，永田耕治：

Luminal type 乳癌の再発リスク検討．第 20 回日本乳癌学会学術総会，熊本，2012
⑧佐野

弘，和田

智，江口英孝，大崎昭彦，佐伯俊昭，西山正彦：乳癌術前 EC 療法における効果予測マーカー

の策定と定量的効果予測モデルの構築．第 20 回日本乳癌学会学術総会，熊本，2012
⑨松浦一生，
（大崎昭彦）
，佐伯俊昭，中宮紀子，佐野

弘，島田浩子，宮原か奈，高橋孝郎，永田耕治．Luminal

type 乳癌に対する術後補助療法の妥当性について．第 50 回日本癌治療学会学術集会，横浜，2012
⑩ Osaki A, Matsuura K, Shigekawa T, Shimada H, Sano H, Hirowaka E, Nakamiya N, Ueda S, Takahashi T, Saeki
T. Proﬁling and characterization of breast cancer based on non-coding RNA analysis. Primary Therapy of Early
Breast Cancer 13th International Conference St.Gallen, St. Gallen, 2013
【総数：論文

10 件，学会発表

16 件】

6-2．獲得研究費
厚生労働科学研究費補助金（がん臨床研究事業）「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

研究代表者

平田公一

研究分担者

佐伯俊昭

950 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．
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
古村

眞（KOMURA, Makoto）
：教授：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）
：小
児外科，再生医療：博士

寺脇

幹（TERAWAKI, Kan）
：講師：診療副科長：教育副主任：大学院教員（大学院）：小児外科：博士

佐竹亮介（SATAKE, Ryousuke）
：講師：研究員：小児外科：修士
池袋賢一（IKEBUKURO, Kenichi）
：非常勤講師：研究員：博士
中野美和子（NAKANO, Miwako）
：非常勤講師：博士
米川浩伸（YONEKAWA, Hironobu）
：非常勤講師：博士
多田

実（TADA, Minoru）
：非常勤講師：博士

内田広夫（UCHIDA, Hiroo）
：非常勤講師：博士
川嶋

寛（KAWASHIMA, Hiroshi）
：非常勤講師：修士

田中裕次郎（TANAKA, Yujirou）
：非常勤講師：博士
益子貴行（MASUKO, Takayuki）
：非常勤医師：修士
出家亨一（DEIE, Ryouichi）
：非常勤医師：修士
高橋茂樹（TAKAHASHI, Sigeki）
：非常勤講師：博士

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育：小児外科の基本的な疾患について，知識を習得する．BSL にて外科基本手技について，学び実施できる
ようにする．
卒後教育：初期研修医は，小児外科疾患について広く学び，受け持ち患者のプレゼンを行い，討議に参加できるよ
うにする．また，術前・術後管理が実践できるようにする．また，基本的な外科手技を習得する．後期研修以降は，
外科専門医ならびに小児外科専門医を習得すべく，外科手術に参加し，学会発表，論文発表する．
大学院教育：研究を行うための基本的手技を一人で行えるようにする．また，研究を行っていくためのプロトコー
ルを作成できるようにする．また，研究費獲得の為の基本的な考え方について学ぶ．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：小児外科の授業は，総合医療センターの小高

明雄准教授とともに，古村

眞，寺脇

幹，佐竹亮介，

中野美和子が担当した．
卒後教育：初期研修医の指導は，古村

眞，寺脇

幹，佐竹亮介が担当する．後期研修医に対する指導も同様の体

制で行った．
2-3．達成度
卒前教育に関する授業は，当科で作成したテキストブックに従い授業が行われ，医師国家試験レベルの授業を行っ
た．
初期研修医の教育では，外科基本手技の習得の為に，急性虫垂炎切除術を術者とした担当させ，基本手技の習得が
なされたものと考えている．カンファレンスでの，プレゼン指導，患者管理の為の指示出しを担当しており，その都
度きめ細かく指導を行った．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育のレベルは，充分であるが，学生ならびに初期研修医が十分知識を得られたか，試験にて確認したが，必
ずしも十分知識の習得がなされていなかった．限られた講義時間内で効率的に授業を行うために，プリントの配布を
行い知識の習得が効率的に可能になるようにする予定である．
また，外科基本手技を学ぶための卒後教育についても十分行ったが，一人で確実に手技が行えるようにする為に，
当科で行う動物実験に参加させ，外科基本手技をマスターできるように機会を増やす予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
再生医療の研究を行い，小児の外科疾患の病態解明と臨床応用できる組織ならびに臓器を再生することが目的であ
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る．また，臨床研究を行い，病態，治療法，予後について検討する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
気道再生プロジェクトを行っており，東京大学小児外科，ティッシュエンジニアリング部と緊密な連携を取りなが
ら，臨床応用の為の研究を行っている．
3-3．研究内容と達成度
気道再生の為の前臨床研究を行い，基礎的検討が行われた．
3-4．自己評価と次年度計画
ヒトへ再生気道を移植する為に前臨床研究を追加し細部を検討していく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
平成 24 年度 7 月から新メンバーで小児外科診療を開始した．本格的に始動したのは 10 月からである．小児の外
科疾患を広く診療し，7 月から 218 件の手術を施行した．小児外科における疾患の中で最も多い鼠径ヘルニアに対
して，臍のみの傷となる単孔式の手術法を導入している．また，急性虫垂炎に対して，臍から手術器械用のポートを
挿入し，臍だけの傷で虫垂切除術を施行する単孔式の手術を行っている．その他の手術も，整容性の高い術式を採用
しており好評を得ている．

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
古村

眞

The Laryngoscope

査読委員

日本小児外科学会雑誌

査読委員

日本小児血液・がん学会雑誌

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
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Ishimaru T, Komura M, Komura H, Otani Y, Komuro H, Sugiyma M, Terawaki K, Suzuki K, Tabata Y, Iwanaka T.
Slow release of basic ﬁbroblast growth factor(b-FGF) promotes growth of tracheal cartilage. J Pediatr Surg. 2013
Feb;48(2):288-92. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2012.11.003.
② Suzuki K, Kanamori Y, Sugiyama M, Komura M, Terawaki K, Kodaka T, Takahashi M, Fukami E, Iwanaka T.
Plasma citrulline may be a good marker of intestinal functions in intestinal dysfunction. Pediatr Int. 2012
Dec;54(6):899-904. doi: 10.1111/j.1442-200X.2012.03739.x.
③ Asawa Y, Sakamoto T, Komura M, Watanabe M, Nishizawa S, Takazawa Y, Takato T, Hoshi K. Early stage foreign
body reaction against biodegradable polymer scaffolds affects tissue regeneration during the autologous
transplantation of tissue-engineered cartilage in the canine model. Cell Transplant. 2012;21(7):1431-42.
④ Kanamori Y, Terawaki K, Takayasu H, Sugiyama M, Komura M, Kodaka T, Suzuki K, Kitano Y, Kuroda T, Iwanaka T.
Interleukin 6 and interleukin 8 play important roles in systemic inﬂammatory response syndrome of meconium
peritonitis. Surg Today. 2012 May;42(5):431-4. doi: 10.1007/s00595-011-0034-3.
⑤ Kanazawa S, Fujihara Y, Sakamoto T, Asawa Y, Komura M, Nagata S, Takato T, Hoshi K. Tissue responses against
tissue-engineered cartilage consisting of chondrocytes encapsulated within non-absorbable hydrogel. J Tissue
Eng Regen Med. 2013 Jan;7(1):1-9. doi: 10.1002/term.458.
⑥ Makoto Komura, Hiroko Komura, Yushi Otani, Yasuhiko Tabata
Optimal mount of basic ﬁbroblast growth factor with gelatin sponges
2nd Biotechnology World Congress,
2013 年 2 月 19 日 Dubai UAE
⑦古村

眞，古村浩子，星

和人，浅輪幸世，星野嘉秀，木戸一博，長束澄也，高戸

毅

再生軟骨の組織所見と Talbot-Lau 干渉計による X 線画像の比較検討
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第 12 回再生医療学会
2013 年 3 月 22 日横浜
⑧古村

眞，古村浩子，星

和人，田畑泰彦，高戸

毅

気道再建における肋軟骨移植と再生軟骨プレートの比較検討
第 12 回再生医療学会
2013 年 3 月 23 日横浜
⑨臍帯ヘルニアと出生前診断された多発合併奇形の 1 症例
佐竹亮介，古村

眞，寺脇

幹，内田広夫

第 5 回埼玉県小児外科症例検討会
2013 年 1 月 18 日
大宮
⑩佐竹亮介，古村

眞，寺脇

幹，内田広夫

Caudal regression syndrome の先天性尿道皮膚瘻に対する治療戦略
第 31 回関東小児外科症例検討会
2013 年 2 月 23 日
東京大学構内
【総数：論文 5 件，学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費
平成 24 年度継続
主任研究者として
文部科学省科学研究補助金
主任研究者

古村

平成 23 年〜平成 25 年

基盤研究 C

眞

『複合的成長因子と軟骨細胞移植療法による気管形成術の開発研究』
文部科学省科学研究補助金
主任研究者

寺脇

平成 23 年〜平成 25 年

基盤研究 C

幹

『A 型食道閉鎖症に対する NOTES アプローチを用いた非開胸一期的根治術の開発』
分担研究者として
文部科学省

科学研究補助金

平成 22 年〜平成 24 年

主任研究者

東京大学医学部小児外科

分担研究者

古村

基盤研究 C

杉山正彦

眞

『成長因子とドラッグデリバリーシステムを用いた重症気管軟化症の非侵襲治療法開発』
経済産業省

次世代機能代替技術の研究開発

平成 22 年〜 27 年

主任研究者

東京大学医学部口腔外科

毅

分担研究者

古村

高戸

眞

『次世代再生医療技術の研究開発生体内で自律的に成熟する臓器再生デバイスのための基盤研究開発』
文部科学省

橋渡し研究加速ネットワークプログラム

主任研究者

東京大学医学部口腔外科

分担研究者

古村

高戸

毅

眞

『軟骨と粘膜上皮の複合再建を実現する再生気管軟骨の臨床展開』
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
本格的始動したのは平成 24 年度 10 月からの業績であるが，教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は
達成されたものと考えている．
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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：代表指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：脊椎外科：博士
立花陽明（TACHIBANA, Youmei）
：教授（兼担）
：研究主任：指導教員（大学院）
：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：診療副科長：指導教員（大学院）
：リウマチ関節外科，股関節外科：
博士

宮島

剛（MIYAJIMA, Tsuyoshi）
：准教授（兼担）：研究副主任：大学院教員（大学院）：骨粗鬆症：博士

鳥尾哲矢（TORIO, Tetsuya）
：講師：脊椎外科，外傷
吉岡浩之（YOSHIOKA, Hiroyuki）
：講師：大学院教員（大学院）：足の外科
河野慎次郎（KONO, Shinjiro）
：講師：大学院教員（大学院）：手外科：博士
田中伸哉（TANAKA, Shinya）
：講師：大学院教員（大学院）：リウマチ関節外科：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：小児整形：博士
後藤

建（GOTO, Tatsuru）
：非常勤講師：スポーツ整形外科，膝関節外科

西澤良雄（NISHIZAWA, Yoshio）
：非常勤講師：足の外科
宮澤知修（MIYAZAWA, Tomonobu）
：非常勤講師：肩関節外科，足の外科：博士
池袋泰三（IKEBUKURO, Taizou）
：非常勤講師：手の外科
仲村一郎（NAKAMURA, Ichirou）
：非常勤講師：骨代謝，リウマチ関節外科：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）
，野原広明（NOHARA, Hiroaki），
吉川

陵（KIKKAWA, Ryou）
，田中啓仁（TANAKA, Hirohito），

河野義彦（KONO, Yoshihiko）
，織田徹也（ODA, Tetsuya），
岡野良知（OKANO, Yoshitomo）
，川村耕平（KAWAMURA, Kohhei），
木村文彦（KIMURA, Fumihiko）
，杉田直樹（SUGITA, Naoki），
永倉大輔（NAGAKURA, Daisuke）
，岡部まゆみ（OKABE, Mayumi），
加藤進太郎（KATO, Shintaro）
，菅野温子（KANNO, Atsuko），
関端浩士（SEKIHATA, Hiroshi）
，中山太郎（NAKAYAMA, Taro）
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，整形外科で扱う疾患や外傷の病態を理解させ，症候を把握して的確な診断を行い，適切な
治療法を選択できる能力を備えさせることを目的とする．
4 年生においては，系統的講義を行って病態，診断，治療について解説し，臨床推論でその能力を強化して，5 年
生の BSL 実習を円滑に行うことのできる知識を習得することを目標とした．5 年生の BSL 実習では，症例を通して
診察，診断，治療の過程を学ぶことを目標とし，5 年生後期・6 年生前期のクリニカル・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
年生の講義では，知識の再確認を行うとともに，一人前の医師として整形外科分野の疾患や外傷を扱うことのできる
実践能力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．
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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）
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（金

潤澤）
，感染性疾患（骨関節感染症）（金

脊椎疾患 (1) 頸椎・胸椎（齊藤文則）
，脊椎疾患 (2) 腰椎（丸山

潤澤），

徹），

外傷 (1) 総論（酒井宏哉）
，外傷 (2) 末梢神経（織田弘美），外傷 (4) 下肢（立花陽明），
外傷 (3) 上肢（河野慎次郎）
，スポーツ整形外科（立花陽明），手の外科（河野慎次郎），
骨系統疾患 (1) 総論（織田弘美）
，骨系統疾患 (2) 各論（織田弘美），骨壊死疾患（金

潤澤），

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（金

潤澤）

4 年生臨床推論
課題症例について，画像や検査データ，診察所見を提示し，考えられる疾患やその治療法について検討させた後，
その結果について議論し，講師が解説を加えた．
（織田弘美，高橋啓介，金

潤澤，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，

岡野良知，川村耕平，木村文彦，杉田直樹，永倉大輔）
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：下肢の運動器疾患（立花陽明），末梢神経障害（河野慎次郎），
変形性関節症（織田弘美）
，脊髄障害，末梢神経障害のレベル診断（高橋啓介），
脊椎疾患（高橋啓介）
，上肢の運動器疾患（立花陽明），
骨系統・代謝疾患，特発性骨壊死（吉岡浩之），
頚椎症，肩関節周囲炎，頚肩腕症候群（高橋啓介），四肢の骨折（鳥尾哲矢）
臨床実習の再チェック（画像・検査）
：椎間板ヘルニア，脊柱管狭窄症（織田弘美），
腫瘍の鑑別（矢澤康男）
BSL 実習
課題として与えられた症例の手術に手洗いをして入り，診療チームの一員として手術に参加することを義務づけ，
その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骨粗鬆症外来に参加
し，
骨粗鬆症と運動器リハに関するクルズスに参加した（宮島

剛，森

芳久）．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，処置，手術，包帯交換などの日常診療に参加させた．カンファでは受け持ち医
としてプレゼンゼンテーションを行い，手術では糸きりや糸結びなどの基本的外科手術手技を学んだ（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 名のスタッフが新しい文献を抄読会し，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
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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．定期試験では合格点に達しなかった学生もあったが，大
部分は再試験で合格した．授業評価は平均的であった．
BSL での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，実習以外の医局行事にも参加して
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，受け持ち医として整形外科的診察を習得し，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，全員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，学習内容が多すぎるという意見も聞か
れるが，整形外科の扱う疾患や外傷が多岐にわたり，治療法も多彩であることから，国家試験合格レベルを考慮する
と，必要最小限と考えている．
BSL の不満は少なく，病棟・かわごえクリニックとも好評であった．
臨床推論，クリニカル・クラークシップともほぼ定着してきて，一定の成果を得ている．
次年度も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，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好評を得ており，結果も良好である．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床に直結する研究を行うことを目的とし，成果が直接臨床に役立つ基礎研究，治療のエビデンスを確立できる臨
床研究を目標とした．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
リウマチ・股関節グループ：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，関節手術周術期における問題点の検討
脊椎グループ：脊柱管狭窄症の病態解明，脊柱管狭窄症の QOL 評価
スポーツ整形外科グループ：靭帯再建術，半月縫合術における手術法の改善
外傷グループ：重度外傷患者の早期社会復帰を目指した治療法の改善
3-3．研究内容と達成度
リウマチ・股関節グループ
・深部静脈血栓症の危険因子について検討した．
・位相差 X 線撮影法による骨強度評価について検討した．
・生物学的製剤使用下の手術における問題点について検討した．
脊椎グループ
・腰部脊柱管狭窄症患者の髄液所見について検討を加えた．
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・腰部脊柱管狭窄症手術患者の QOL について検討した．
スポーツ整形外科グループ
・半月修復術における Inside-out 法と FasT-Fix を用いた All-inside 法の比較を行った．
外傷グループ
・胸腰椎圧迫骨折に対するインスツルメントを用いた後方固定法の治療成績を発表した．
・寛骨臼骨折に対するケーブル固定法の治療成績について報告した．
・コンパートメント症候群に対する VAC 療法の有用性について報告した．
3-4．自己評価と次年度計画
4 つの研究グループが，それぞれ目標に向かって研究を進めた．多少の進捗状況の差はあるが，一定の成果が得ら
れたと考えている．
次年度はさらに，これを発展させる予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
昨年度に引き続き，連携施設からの紹介患者を積極的に受け入れた．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．当院急患センター（ER）に助教一名を派遣し，救急患者のより積極的
な受け入れを行った．連携施設からの紹介患者に加え，ER からの 1 次・2 次救急患者数が増加したことを反映し，
中央手術室における手術件数は昨年度の 843 件から 936 件と大幅に増加し，緊急手術も 53 件から 64 件に増加した．
病床稼働率は 106.4％と基準病床数を大きく上回っており，来年度は基準病床数の増加を要すると思われる．

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），
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）
356

整形外科・脊椎外科

日本整形外科スポーツ医学会：評議員（立花陽明）
日本臨床スポーツ医学会：評議員（立花陽明）
日本関節鏡学会：評議員（立花陽明）

6．業績
6-1．論文・学会発表
代表的論文
① Iizuka H, Takahashi K, Tanaka S, Kawamura K, Okano Y, Oda H : Predictive factors of cervical spondylotic
myelopathy in patients with lumbar spinal stenosis. Arch Orthop Trauma Surg 132:607-611, 2012.
② Miyajima T, Kim YT, Oda H: A study of change in bone metabolism in cases of
gender identity disorder. J Bone Miner Metab 30:468-473, 2012.
③田中伸哉，田中

清，宮島

剛，織田弘美：骨折および身長低下と生命予後の関連．治療

94：2046-2051，

2012．
④宮島

剛，織田弘美，金

価．整形・災害外科

潤澤，種子田斎，東

博彦：有限要素解析による股関節骨切り術前後の生体力学的評

55:975-980, 2012．

⑤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．骨折

34：836-839，2012．

代表的な発表
⑥ Kawamura K, Okano Y, Iizuka H, Torio T, Takahashi K : Findings of cerebrospinal ﬂuid contents in patients with
lumbar spinal stenosis. International Society for the Study of the Lumbar Spine, Spineweek 2012, Amsterdam,
2012.6.
⑦ Imanishi J, Yazawa Y : False positive study of FDG-PET/CT concerning on musculoskeletal tumors. 9th Asia
Paciﬁc Musculoskeletal Tumour Society Meeting 2012, Kuala Lumpur, Malaysia, 2012.9.
⑧金

潤澤，織田弘美：関節リウマチにおける人工股関節手術の成績．第 56 回日本リウマチ学会総会・学術集会，

東京，2012.4.
⑨今西淳悟，矢澤康男，織田弘美：骨軟部悪性腫瘍に対する手術における深部静脈血栓症・肺塞栓症の実際．第
45 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会，東京，2012.7.
⑩坂口勝信，立花陽明，後藤

建，織田弘美：当科における半月修復術の治療成績 Inside-out 法と FasT-Fix によ

る all-inside 法の比較．第 4 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会学術集会，沖縄，2012.7.
【総数：論文 29 件，学会発表 73 件，講演 60 件】
6-2．獲得研究費
1）田中伸哉：平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）「尿マーカーを用いた骨粗鬆症検
診の有用性の検証と骨折予防効果に関する研究」（80 万円）
2）田中伸哉：第 20 回（平成 24 年度）骨粗鬆症財団研究助成「副甲状腺ホルモン連日投与製剤と週 1 回製剤の
椎体骨折治癒期における局所的，全身的な投与効果の違いを明らかにすること」
3）織田弘美：平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業（免疫アレルギー疾患等予防・
治療研究事業）
「多関節障害重症 RA 患者に対する総合的関節機能再建治療法の検討と治療ガイドライン確立」
（50
万円）
6-3．受賞
1）Imanishi J, Yazawa Y : Best Poster Award. 9th Asia Pacific Musculoskeletal Tumour Society Meeting 2012,
2012 年 9 月
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 9 回埼玉股関節を語る会

2012.04.06

2）第 30 回埼玉医科大学整形外科同門会教育研修講演会
3）第 41 回リウマチの外科研究会
4）第 8 回 Ortho Seminar in Saitama

2012.08.25
2012.08.30

5）第 9 回埼玉オルソペディクスセミナー
6）第 6 回梅の木フォーラム

2012.06.02

2011.09.01

2012.10.05
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7）第 5 回埼玉県骨折治療研究会

2012.12.13

8）第 1 回骨・リウマチ性疾患の診療連携を考える会
9）第 9 回 Ortho Seminar in Saitama
10）第 38 回関東股関節懇話会

2013.01.24

2013.02.07

2013.03.02

11）第 7 回毛呂山リウマチセミナー

2012.03.14

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．
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を行い，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，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．
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 1,400 人増加し，一日平均入院患者数が 58.5 人で病床稼働率は
106.4％と昨年度を大きく上回った．外来患者数は約 1,400 人，新患数も約 100 人増加した．手術件数も，昨年度
の 843 件から 936 件と大幅に増加した．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．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：診療科長：代表指導教員（大学院）
：脳腫瘍の診断と治療，三叉神経痛，
顔面痙攣の診断と治療：医学博士
小林正人（KOBAYASHI, Masahito）
：准教授：診療副科長：指導教員（大学院）：機能的脳疾患の診断と治療，定位
脳手術：医学博士
脇谷健司（WAKIYA, Kenji）
：講師：脳腫瘍の治療と分子生物学，一般脳神経外科：医学博士
太田実紀（OHTA, Miki）
：助教：一般脳神経外科
寺野成彦（TERANO, Naruhiko）
：助教：一般脳神経外科

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 1 グループが 1 週間国際医療センターと大学病院において実習する．大学
病院での具体的な実習内容として水曜日に手術見学，手洗い実習，創部の外科的処置の指導，カンファランス出席お
よび病棟回診への参加を通しての教育・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および国際医療センター脳神経外
科合同総回診での指導も一部教員が兼担で担当している．
卒後教育としては初期臨床研修医を希望に応じて受け入れ，外科的基本処置の習得，頭部外傷患者の初期診断と治
療，脳神経外科患者の周術期管理の習熟を目標として指導を行っている．
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．また埼玉医科大学短期大学の講義およ
び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．
卒後教育では研修医に対しては各教員が一般外来，救急外来，手術，術後管理などについて随時指導を行っている．
また，藤巻が大学院の演習「総合医学特論」を通年で担当しており，大学院生に対する教育を担当している．
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．初期臨床研修医の教育については，
創傷処置などの外科的処置を習得し，頭部外傷患者の神経学的所見と放射線診断，脳神経外科患者の術後管理の基本
を習熟することは達成できている．
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．特
に手洗い実習においては手術の基本手技や清潔操作等を体で覚える実習を心がけている．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
脳神経外科の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，当科は，機能的脳神経疾患の治療を主に行っている．このため，機能的脳神経疾患の診断，
治療の改善，進歩を目標とした臨床研究を行っている．また，脳腫瘍については，藤巻が国際医療センターで脳脊髄
腫瘍の診療を，小林が定位放射線治療（サイバーナイフ）による脳疾患の診療を兼担で行なっており，それぞれより
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良い治療法を目標とした治療効果や予後に関する臨床研究を行っている．
また本年度赴任した脇谷講師が脳腫瘍の分子生物学的解析研究の体制を整備し，新たな脳腫瘍の治療法の開発を目指
した研究を開始した．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）機脳腫瘍基礎研究グループ（責任者：脇谷健司）
3）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．術中の神経機能モニタリングをより正確に行う方法の確立，術前画像からの手術困難例の予測，およ
び神経内視鏡併用の有用性について検討してきた．また国際医療センターでの臨床データをもとに定位放射線治
療の転移性脳腫瘍に対する有用性や限界について考察した．これらの結果は第 71 回日本脳神経外科学会総会を
はじめとする諸学会において発表した．
2）については，いままで行われていなかった in situ hybridization 等の手法をもちいた脳腫瘍の分子生物学的解析
の体制を整備し，新たな脳腫瘍の治療法の開発を目指した研究に着手した．
3）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
を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
各研究分野いずれにおいても進行・発展が認められた点は評価できる．しかし，教授の他 3 名の医員で構成され
る診療科であり，日々の診療および学生への指導に加えて上記の研究をすべて推進することは困難である．やはり，
日々の診療からデータの得られる 1）の臨床研究が最も進行が認められる分野であった．次年度もこれまでの研究を
推進してゆく計画であるが，特に当科の特徴である機能外科分野に寄与しうる臨床研究を発展させてゆきたい．

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．
症例数は DPC 病院全体の 5％以上である．不随意運動症・パーキンソン病に対する定位的機能脳手術も手術件数が
増加し，認定施設として認められる見込みである．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．今後もいままで以
上に着実で安全な，患者の満足度の高い診療を行う所存である．

5．その他
5-1．自治体・政府関連委員
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

小林正人：独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員
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 Kano T, Kobayashi M, Ohira T, Yoshida K. Speech-induced modulation of interhemispheric inhibition. Neurosci
Lett. 2012 Dec 7;531(2):86-90.
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② Kokubun N, Sonoo M, Imai T, Arimura Y, Kuwabara S, Komori T, Kobayashi M, Nagashima T, Hatanaka Y, Tsuda
E, Misawa S, Abe T, Arimura K; Japanese SFEMG Study Group. Reference values for voluntary and stimulated
single-ﬁbre EMG using concentric needle electrodes: a multicentre prospective study. Clin Neurophysiol. 2012
Mar;123(3):613-20.
③ Fukuoka K, Sasaki A, Yanagisawa T, Suzuki T, Wakiya K, Adachi J, Mishima K, Fujimaki T, Matsutani M,
Nishikawa R. Pineal parenchymal tumor of intermediate diﬀerentiation with marked elevation of MIB-1 labeling
index. Brain Tumor Pathol. 2012 Oct;29(4):229-34.
④ Kondo A, Date I, Endo S, Fujii K, Fujii Y, Fujimaki T, Hasegawa M, Hatayama T, Hongo K, Inoue T, Ishikawa M,
Ito M, Kayama T, Kohmura E, Matsushima T, Munemoto S, Nagahiro S, Ohno K, Okamura T, Ryu H, Shigeno T,
Shirane R, Tagusagawa Y, Tanabe H, Yamada K, Yamakami I. A proposal for standardized analysis of the results
of microvascular decompression for trigeminal neuralgia and hemifacial spasm.
Acta Neurochir (Wien). 2012 May;154(5):773-8.
⑤ Fujimaki, T Diganostic imaging of intracranial germ cell tumors : a review in Matin A (Ed). Germ cell tumors.
Intech Rijeka, Croatia, 2012 March. pp 47-58
⑥ Fujimaki, T Central Nervous System Germ Cell Tumor in Hayat MA (Ed). Tumors of the Central Nervous System
Vol. 4 Part 2, 2012, Springer (Dordrecht), pp 71-77
⑦ 脇 谷 健 司， 藤 巻 高 光， 西 川

亮， 松 谷 雅 生， 松 果 体 部 腫 瘍 の 鑑 別： 腫 瘍 マ ー カ ー，Clinical neuroscience,

p352-353 vol 30 No 3 2012 3.1
⑧藤巻高光，小林正人，脳神経外科疾患と認知症

日本医師会雑誌 2012, 141 (3), 551-554,

⑨藤巻高光，小林正人 「画像診断コーナー」特発性三叉神経痛の画像診断，ペインクリニック 2012, 33(7)
1011-1017
⑩藤巻高光，男性が変る〜夫婦二人三脚のコツ〜

第 8 回男女共同参画フォーラム報告書，日本医師会 2012.10

pp30-55
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） 180 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
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．
4 月に後期研修医 1 名（高見澤医師）が加わったが，後半は日本脳神経外科学会の専門医取得のための規定を満たす
ため，
国際医療センターでの後期研修となった．年度途中で一名の関連法人への移動（宮内医師，毛呂病院へ）があっ
たが，おなじく年度途中で一名が加わった（脇谷講師）ことでほぼ 5 名体制での診療が維持できた．このため特に
日中の急患対応がスムーズとなってきており，近隣の医療機関からの紹介も増加傾向である．今後も地域の医療機関
から信頼される脳神経外科診療およびに努め，また特定の疾患（機能的疾患）での全国から埼玉医大での診療に期待
を裏切る事なく良い手術成績を維持したいと考える．
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1．16）形成外科・美容外科
1．構成員
中塚貴志（NAKATSUKA, Takashi）
：教授：教育主任：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：運営責任者：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：研究主任：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
寺部雄太（TERABA, Yuta）
：助教：修士
田嶋沙織（TAJIMA, Saori）
：助教：修士
白石春野（SIRAISI, Haruno）
：助教：修士
橋本直美（HASIMOTO, 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（再建外科），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「形成外科学総論」
，
「創傷治癒と難治性創傷」
，
「外傷の初期治療，皮膚外科，熱傷」，「美容外科，アンチエイジング」，「形成外科で
扱う小児先天疾患」
，
「再建外科」の 6 つに分かれ，総合医療センター・国際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に実施
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．研究グループ
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 24 年度の新患数は 1194 人，入院患者数 384 人，手術数 1424 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．美容外科では，レーザー治療や外
用治療を中心とした，美容皮膚科的施術を多く行い良好な結果が得られた．全体的な症例数も昨年度に比べて増え，
良い自己評価を与えることができると思われる．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
外科系学会社会保険委員連合（外保連）委員

市岡

滋

独立行政法人医薬品医療機器統合機構（PMDA）専門委員 市岡

滋

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
日本学術会議連携会員

中塚貴志

日本形成外科学会評議員

中塚貴志

日本頭頸部癌学会理事

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
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日本褥瘡学会理事

市岡

滋

日本褥瘡学会渉外・保険委員委員長

市岡

滋

日本下肢救済・足病学会理事

市岡

滋

日本下肢救済・足病学会社会保険委員長

市岡

滋

日本フットケア学会理事

市岡

滋

日本フットケア学会学術誌編集委員

市岡

滋

日本創傷・オストミー・失禁管理学会理事

市岡

滋

日本形成外科学会評議員

市岡

滋

日本形成外科学会学術誌編集委員

市岡

滋

日本抗加齢医医学会評議員

市岡

滋

日本創傷治癒学会評議員

市岡

滋

日本生体医工学会代議員

市岡

滋

市岡

滋

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
NPO 法人創傷治癒センター理事

第 11 回日本フットケア学会／第 5 回日本下肢救済・足病学会合同学術集会会長
（2013 年 2 月 9 日（土）
，10 日（日）
）
市岡滋

6．業績
6-1．
①中塚貴志 【私はこうしている―微小血管吻合法―】頭頸部再建：形成外科 55(9):951-957, 2012
② Sano H, Ichioka S, Sekiya N. Inﬂuence of oxygen on wound healing dynamics: assessment in a novel wound
mouse model under a variable oxygen environment.
PLoS One. 2012;7(11):e50212
③真野樹子，時岡一幸，重松久夫，横塚裕二，ほか
チームアプローチ
④簗由一郎，市岡

埼玉医科大学病院と明海大学病院による口唇裂・口蓋裂への

第 36 回日本口蓋裂学会総会・学術集会
滋

平成 24 年 5 月 24・25 日

フットケア・下肢救済における 特定能力認証看護師の役割を検証する

トケア学会／第 5 回日本下肢救済・足病学会 合同学術集会

第 11 回日本フッ

2013.02 横浜

⑤ Sato T, Ichioka S. How should we manage multiple skin ulcers associated withcalciphylaxis? J Dermatol. 2012
Nov;39(11):966-8
⑥ Shoichi Ishikawa, Yasushi Kuwahara, Tomoya Sato, Yuichiro Yana, Shigeru Ichioka: Comparative analysis
between the gluteal island ﬂap and the posteromedial thigh ﬂap for treatment of ischial pressure ulcers: 4th
Congress of the World Union of Wound Healing Society, 2012.9.5, Yokohama
⑦ Yuta Terabe Yasushi Kuwahara Tomoya Sato Yuichiro Yana Shigeru Ichioka TRAINING PROGRAM OF
ENDOVASCULAR THERAPY FOR WOUND CARE SPECIALISTS WUWHS2012 September2-6,2012 YOKOHAMA
JAPAN
⑧ Sunao Tsuchiya The eﬀect of hydrocolloid dressing containing ceramide-2 on split-thickness wounds in a laserinduced erosion model 4 th congress of the World Union of Wound Healing Societies 2012
⑨関谷（橋本）直美：血管診療をサポートするエキスパート：CVT とは？
日本下肢救済・足病学会
⑩桑原

合同学術集会

靖，松岡美木，市岡

集会・総会

滋

学会発表・講演

第 18 回日本腹膜透析医学会学術

徳島

68 件】

6-2．獲得研究費
埼玉医科大学学内グラント
課題名：抗酸化ホルモンによる移植組織内虚血再灌流傷害の制御メカニズム解明と治療法開発
研究代表者：土屋沙緒
研究経費：80 万円
埼玉医科大学若手医師育成研究費
課題名：紫外線による皮膚の加齢性変化と生理的アンチエイジングメカニズムの研究
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難渋した出口部感染において著効したもの

2012 年 9 月 22 日・23 日

【総数：論文 23 件

平成 25 年 2 月 9 日

第 11 回日本フットケア学会

形成外科・美容外科

研究代表者：土屋沙緒
研究経費：120 万円
日本褥瘡学会研究助成
課題名：細菌負荷が創傷治癒に及ぼす影響の細菌学的・組織学的検討
研究代表者：佐藤智也（埼玉医科大学）
研究経費：400 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 11 回日本フットケア学会／第 5 回日本下肢救済・足病学会合同学術集会

平成 25 年 2 月 9 日

横浜

7．自己点検，評価
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．再建分野では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．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）：小児科学，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）：小児科学，代謝・遺伝学：博士

山内秀雄（YAMANOUCHI, Hideo）
：教授：診療副科長：研究副主任：指導教員（大学院）
：小児科学，小児神経学：
博士
徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）
：教授：教育副主任：指導教員（大学院）：小児科学，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）：小児科学，新生児学・未熟児学：博士

國方徹也（KUNIKATA, Tetsuya）
：准教授：小鬼科学，新生児・未熟児学：博士
阿部裕一（ABE, Yuichi）
：講師：研修担当医長：研究員：指導教員（大学院）：小児科学，小児神経学：博士
石井佐織（ISHII, Saori）
：助教：外来医長：研究員：小児科学
皆川孝子（MINAGAWA, Takako）
：助教：博士：小児科学
山崎太郎（YAMAZAKI, Taro）
：助教：病棟医長（小児）：研究員：小児科学
本多正和（HONDA, Masakazu）
：助教：病棟医長（新生児）：研究員：小児科学：博士
赤塚淳弥（AKATUKA, Jyunya）
：助教：研究員：小児科学
植田

穣（UEDA, Yutaka）
：助教：研究員：小児科学

盛田英司（MORITA, Eiji）
：助教：研究員：小児科学
筧

紘子（KAKEI, Hiroko）
：助教：研究員：小児科学

板野篤志（ITANO, Atsushi）
：助教：小児科学
古賀健史（KOGA, Takeshi）
：助教：小児科学
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（SAKURAI, Hayato）
：助教
岡野

翼（OKANO, Tsubasa）
：助教

小川俊一（OGAWA, Shunichi）
：助教
高柳

純（TAKAYANAGI, Jun）
：助教

戸田紘一（TODA, Koichi）
：助教
森田佳代（MORITA, Kayo）
：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）
田中竜平（TANAKA, Ryuhei）
：准教授：小児腫瘍・血液学：博士（国際医療センターとの兼担）
【客員】
佐々木望（SASAKI, Nozomu）
：客員教授：内分泌・糖尿病学：博士
渋谷

温（SIBUYA, Atsushi）
：客員教授：小児血液学：博士

三浦信之（MIURA, Nobuyuki）
：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

大鹿栄樹（OHSHIKA, Eiki）

山口博明（YAMAGUCHI, Hiroaki） 新井克巳（ARAI, Katsumi）

勉（YAMAZAKI, Tsutomu）

小林啓二（KOBAYASHI, Keiji） 小林浩司（KOBAYASHI, kouji）

橋本和美（HASHIMOTO, Kazumi）

望月美恵（MOTIDUKI, Mie）

岡田邦之（OKADA, Kuniyuki）

中野裕史（NAKANO, Hiroshi）

佐藤吉壮（SATOU, Yoshitake） 小林基章（KOBAYASHI, Kisyou） 星野正也（HOSHINO, Masaya）
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【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）

日笠山絢香（HIGASAYAMA, Ayaka）

保母鑑三（HOBO, Kanzo）

酒井哲郎（SAKAI, Tetsuro）

鈴木さや香（SUZUKI, Sayaka）

【専攻生】
大嶋宏一（OHSHIMA, Kouichi） 鈴木

繁（SUZUKI, Shigeru）

森野紗衣子（MORINO, Saeko）

2．教育
2-1．目的・目標
【卒前教育】
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）
，OHP 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，OHP
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予習・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 年生では講義は基本的に臨床講義形式とし，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い，①自分で納得するまでの病歴聴取と診察，②それに基づく
正確なカルテ記載，③プレゼンテーション，を 3 大目標としている．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】
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】
赤塚助教・・血糖管理指標である HbA1c とグリコアルブミンの比は個別的一貫性があることを検討し，また，一
面 HbA1c の生物学的変異性を示す糖尿病合併症の危険因子となる指標として確立する（指導；雨宮）
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を行い興味深い知見を得
た．
（指導；山内）
植田助教・・①強制オッシレーション法（モストグラフ）による気管支喘息児の呼吸状態と喘息発作コントロール
状態の関連性を検討する，②細気管支炎罹患乳幼児に対する非侵襲的人工呼吸である，キュイラスを用いた体外
式人工呼吸器（Biphasic cuirass ventilation，以下 BCV）の有用性を検討する．（指導；徳山）
盛田助教・・臨床的に寛解状態にあるも肺機能上末梢気道閉塞の残存する思春期喘息児の気道炎症の状態を呼気中
一酸化窒素（FeNO）を測定することにより明らかにすることを目標とする．（指導；徳山）
武者助教・・血糖管理指標である HbA1c とグリコアルブミンの比は長期的個人別一貫性があることを基本に，短
期の変動は血糖管理の良否の指標として治療効果判定への応用を検討する．（指導；雨宮）
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板野助教・・2013 年 4 月より本学免疫学教室（松下

祥教授主宰）との共同研究でヒト樹状細胞の培養分離，遊

離される炎症性メディエーターの測定を開始予定である．このため実験開始の準備として，樹状細胞のアレル
ギー・免疫における役割についての文献収集と最新知見の把握ができることを目標とする（指導；徳山）
古賀助教・・気管支喘息児の発作時の重症度を Modiﬁed Pulmonary Index Score(MPIS) を用いて定量的評価し，そ
の臨床的有用性を評価できることを目標とする．（指導；徳山）
2-2．教育内容
【卒前教育】
講義はプリント，Power Point（PPT）
，OHP 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，OHP
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予習・復
習を指導している．さらに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
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，教室カンファ
レンスですべての教室員の前でのプレゼンテーションを義務としている．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】
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．シニアレジデントに対しては，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
研修を行い，血液・腫瘍疾患，心臓疾患領域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原則 3
か月間の研修を依頼した．一般小児科は大学病院における総合診療小児科としての位置づけとして捉え，なおかつ各
専門領域として内分泌・代謝，神経，腎・膠原病，呼吸器・アレルギー，遺伝，感染症専門などの診療研究の役割を
担うと考えられ，教育領域においてもそれは同様である．大学病院小児科における研修週間計画としては教授回診の
ある火曜日を除く月曜日から土曜日までの朝 8 時より早朝カンファレンスを主催し 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主に診療副科長，研修担当医長，病
棟医長らが行っている．一般小児科総合回診は火曜日に開催され，診療科長をはじめとする研修指導医が研修医に対
して症例提示指導，診療指導を行っている．またこれとは別途に新生児病棟回診が金曜日に開催され，初期研修医，
シニアレジデントの指導が行われている．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
学病院小児科において更なる意欲的な研修を行われるためにはより踏み込んだエビデンスに基づく診療指導，学術的
指導とそのための環境整備が必要であると考えられる．
【大学院教育】
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）
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 BCV の有用性を検討する，②気管支喘息管理のためのバイオマー
カー，特に強制オッシレーション法（モストグラフ）の測定意義を検討する（指導；徳山）
盛田助教・・臨床的に寛解状態にある思春期喘息児の肺機能，特にフローボリューム曲線と呼気中一酸化窒素
（FeNO）濃度をあわせて測定する（指導；徳山）
武者助教・・各種血糖管理指標の解析と臨床的意義を検討する．（指導；雨宮）
板野助教・・樹状細胞のアレルギー・免疫における役割についての文献収集と最新知見を把握する（指導；徳山）
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古賀助教・・気管支喘息児の発作時定量的評価法である MPIS を入院患児に対して測定し，定性的評価法と比較検
討する有用性を検討する（指導；徳山）
2-3．達成度
【卒前教育】
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，使用されたプリント，OHP，PPT 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．シラバスの充実と講
義資料の集積が，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．
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，数年前より 4 年生で “ 小児ユニット ” が独立した．母胎・胎児・新生児ユニットも含め，さらに一部は内科の
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】
初期研修において大学病院小児科の研修を希望する初期研修医は少なくなく，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，
総合小児科医としてする知識技能が習得されていると考えられる．（達成度 70％）
【大学院教育】
赤塚助教・・thesis としてヘモグロビン A1c とグリコアルブミンの比が従来報告されてきたグリケーションギャッ
プの代換指標となり，臨床現場で直接利用できる非血糖指標としての糖尿病合併リスク予測指標としての応用性
がることを学位論文とした．欧文論文として投稿中である（達成度 90％）（指導；雨宮）
筧助教・・NICU 業務に忙殺されるなか，限られた研究時間内で目標とする 350 例の読影完了し，暫定的な結果を
出すことができた．
（達成度 60％）
（指導；山内）
植田助教・・①強制オッシレーション法（モストグラフ）による気管支喘息児の呼吸状態と喘息発作コントロール
状態の関連性について検討する．達成度は 20％．，②細気管支炎に対する BCV の効果を，マスクを用いた非侵
襲的人工呼吸（Non-invasive positive pressure ventilation，以下 NPPV）を対照としてランダム化比較試験する．
本計画は，当院 IRB で承認されており今後例数を増加させる予定である．達成度は 20％．（指導；徳山）
盛田助教・・臨床的に寛解状態にあるも肺機能上末梢気道閉塞の残存する思春期喘息児の FeNO を測定し，データ
の一部を日本小児アレルギー学会で発表した．2013 年 5 月の米国胸部学会（フィラデルフィア）でも発表予定
である．達成度は 80％．
（指導；徳山）
武者助教・・個別的一貫性があるヘモグロビン A1c とグリコアルブミンの比を短期変動においては治療効果判定
に応用できることを学会発表予定である．また持続皮下ブドウ糖測定の臨床評価法を検討している．（達成度
30％）
（指導；雨宮）
板野助教・・4 月からの基礎実験開始に向け樹状細胞のアレルギー・免疫における役割についての新知見の整理を
行っている．達成度は 70％．
（指導；徳山）
古賀助教・・気管支喘息児の発作時の重症度を MPIS を用いて定量的評価し，イソプロテレノール持続吸入療法の
適応スコアの検討などを行っている．データの一部を日本小児アレルギー学会で発表した．2013 年 9 月の欧州
呼吸器学会（バルセロナ）でも発表予定である．達成度は 90％．（指導；徳山）
2-4．自己評価と次年度計画
【卒前教育】
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，使用された OHP，PPT 等講義資料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．シラバスの充実と講
義資料の集積が，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．
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，数年前より 4 年生で “ 小児ユニット ” が独立した．母胎・胎児・新生児ユニットも含め，さらに一部は内科の
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】
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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．シニアレジデント教育において小児血液腫瘍，小児循環器，NICU の研修期間が以前
と比較して増加した．ますますこれらの領域の研修は小児科研修において大変重要な領域を占めると考えられる．
【大学院教育】
筧助教・・次年度中に新生児脳 MRI 画像とその臨床所見をまとめ論文に発表する．（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）
盛田助教・・すでにデータの大半は集積が終わっており，原著論文を作成し，投稿を目指す．（指導；徳山）
武者助教・・グリコアルブミン／ A1c 比の短期変動の評価法を確立し，多施設共同研究のデータを用いて原著論
文の作成に取り掛かる．
（指導；雨宮）
板野助教・・2013 年 4 月より，本学免疫学教室（松下

祥教授）との共同研究を開始する予定となっている．内

容は，サイトカイン添加によるヒト末梢血からの樹状細胞の培養・採取と，各種刺激により樹状細胞より遊離さ
れる炎症性メディエーターを測定することである．毎週週 1 回指導を受ける予定である．（指導；徳山）
古賀助教・・すでにデータの大半は集積が終わっており，原著論文を作成し，投稿を目指す．（指導；徳山）

3．研究
3-1．目的・目標
小児科の専門分野は多岐にわたる．各種疾患の病態，診断および治療で解決すべき事項を挙げ，新しい診断法，治
療法を開発して小児の医療に貢献する．平成 19 年 4 月より埼玉医科大学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
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．
H．進行性骨化性線維異形成症・進行性化骨性筋炎 (Fibrodysplasia Ossiﬁcans Progressiva; FOP) の遺伝子診断．
＊腎臓，膠原病
A．腎炎・ネフローゼ症候群の臨床病理学的検討．
B．胎児診断腎尿路異常の確定診断と予後評価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 腎症における multi-drug therapy の効果
＊アレルギー
A．MPIS 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 (BCV) 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．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
F．気管支喘息の新しいバイオマーカー（FeNO，モストグラフなど）の臨床的有用性の評価
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
A．副腎皮質過形成に合併した急性脳症の臨床的研究
B．ハイリスク新生児の神経放射線学的研究
C．ハイリスク新生児の発達行動学的研究
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D．ハイリスク新生児脳の栄養学的研究
E．サルを用いた環境に関わる発達行動学的研究
＊未熟児・新生児
A．新生児・未熟児に対するリハビリテーションの臨床的特性に関する研究
B．新生児呼吸器障害に関する成因と予後
C．新生児血糖測定方法の検討
D．シナジス投与後の下気道感染症の検討
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
G．新生児仮死における aEEG の検討
H．出生食後の正期産新生児の SpO2 の検討
I．新生児仮死における全国アンケート調査
3-3．研究内容と達成度
＊内分泌・代謝
A．先天性甲状腺機能低下症における病型診断法を軽度高 TSH 血症を含めた遺伝子解析を含め行い，また小児内分
泌専門医から系統的治療法の確立に関するコンセンサスを形成している（達成度 35％）．
B．暫定アンケート実施し，報告は小児糖尿病代謝フォーラムおよび日本糖尿病学会の予定（達成度 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．今年までに日本全国およびアジアの一部の国から合計 1000 例余りの検体を受け付け，300 例余りをミトコン
ドリア病と酵素診断した．診断された症例のうち 128 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 30 例で既報告の遺伝子異常を，69 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，今年は神経内科で新患 1 人を発見し，これまでに 9 例を診断しうち 7 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
A．ネフローゼ症候群におけるシクロスポリン減量，離脱の基準を検討（達成度 20％）．シクロスポン分 1 投与お
よび mizoribin pulse 療法の有効性（10％）
．
B．胎児診断腎尿路異常の出生後の評価と管理法は超音波検査所見と VUR 検査必要性に帰結する（30％）．長期管
理の妥当性は超音波とシンチによる経時変化による評価（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 cyclosporin/mizoribin/tacrolimus の有効性（20％）．IgA 腎症・
紫斑病性腎炎のス剤不応例における CyA の有効性の検討（20％）．
＊アレルギー
A．MPIS 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（達成度 80％）．
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（達成度 40％）
C．呼吸不全乳幼児に対する二相性体外式人工呼吸器 (BCV) の有用性に関する検討（達成度 20％）
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）
（達
成度 50％）
E．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（達成度 20％）
F．気管支喘息の新しいバイオマーカー（FeNO，モストグラフなど）の臨床的有用性の評価（達成度 20％）
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（達成度 100％）
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．（達成度 60％）
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＊神経
A．副腎皮質過形成に合併した急性脳症の臨床的研究：全国調査終了し論文作成中（60％）
B．ハイリスク新生児の神経放射線学的研究；学会発表と論文作成準備中（50％）
C．ハイリスク新生児の発達行動学的研究；IRB 策定準備（10％）
D．ハイリスク新生児脳の栄養学的研究；IRB 策定準備（10％）
E．サルを用いた環境に関わる発達行動学的研究：未開始（0％）
＊未熟児・新生児
A．新生児・未熟児に対するリハビリテーションの臨床的特性に関する研究（達成度 90％）
B．新生児呼吸器障害に関する成因と予後（達成度 70％）
C．新生児血糖測定方法の検討（達成度 90％）
D．シナジス投与後の下気道感染症の検討（達成度 90％）
E．ＳＧＡ児に対する成長ホルモン適応に対する基礎調整（達成度 60％）
F．先天奇形児に対する在宅管理導入の検討（70％）
G．新生児仮死における aEEG の検討（40％）
H．出生食後の正期産新生児の SpO2 の検討（50％）
I．新生児仮死における全国アンケート調査（60％）
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・内分泌・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
自治体；埼玉県マス・スクリーニング運営協議会専門委員：大竹

伸，宮路

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

明

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

明

厚労省；医師国家試験予備試験委員：國方徹也
自治体；埼玉救急医療情報システム等作業部会員：國方徹也
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
雨宮

伸：国際小児・思春期糖尿病学会機関紙 Pediatric Diabetes 編集委員
科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン・日本糖尿病学会編集員
先進糖尿病治療研究会雑誌編集・査読委員
Endocrine Journal

査読委員

Diabetes International 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
372

小児科

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」副編集長
Brain & Development 編集委員
査読：Neuropediatrics, Pediatric International, 日本小児神経学会雑誌「脳と発達」
，日本小児科学会雑誌
徳山研一："Cough" (Online Journal) Editorial Board
“ 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 “ 咳嗽に関するガイドライン改訂第 2 版 ” 委員
日本小児呼吸器学会 “ 小児の咳嗽診療ガイドライン ” 委員
森野正明：査読：日本小児科学会雑誌，日本小児救急医学会雑誌
國方徹也：Pediatric international 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
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

雨宮

伸：日本小児・思春期糖尿病研究会

森野正明

理事長

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 24 年 12 月 2 日）
徳山研一：ニューロペプタイド研究会会長，事務局
徳山研一：埼玉小児アレルギー疾患懇話会代表世話人，事務局
徳山研一：埼玉小児呼吸器疾患研究会代表世話人
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

國方徹也：第 48 回日本周産期新生児学会各術集会事務局長

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Oshima K, Nagase T, Imai K, Monoyama S, Obara M, Mizukami T, Nunoi H, Kanegane H, Amemiya S, Ohara O: A
dual reporter splicing assay using Holo Tag-containing proteins. Current Chemical Genomics 2012: 6:27-37,
② Jinno K, Urakami T, Horikawa R, Kawamura T, Kikuchi N, Kikuchi T, Kizu R, Kosaka K, Mizuno H, Mochizuki
T, Nishii A, Ohki Y, Soneda S, Sugihara S, Tatematsu T, Amemiya S; on behalf of The Japanese Study Group of
Insulin Therapy for Childhood and Adolescent Diabetes: Usefulness of insulin detemir in Japanese children with
type 1 diabetes.Pediatr Int. 2012;54(6):773-779
③ 63. Moritani M, Yokota I, Tsubouchi K, Takaya R, Takemoto K, Minamitani K, Urakami T, Kawamura T, Kikuchi
N, Itakura M, Ogata T, Sugihara S, Amemiya S; on behalf of The Japanese Study Group of Insulin Therapy for
Childhood and Adolescent Diabetes (JSGIT).: Identification of INS and KCNJ11 gene mutations in type 1B
diabetes in Japanese children with onset of diabetes before 5 yr of age.Pediatr Diabetes. 2013:2:112-120
④ Akamizu T, Sakura N, Shigematsu Y, Tajima G, Ohtake A, Hosoda H, Iwakura H, Ariyasu H, Kangawa K: Analysis
of plasma ghrelin in patients with medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deﬁciency and glutaric aciduria type
II. Eur J Endocrinol 166(2): 235-240, 2012.
⑤ Tanigawa J, Kaneko K, Honda M, Harashima H, Murayama K, Wada T, Takano K, Iai M, Yamashita S, Shimbo H,
Aida N, Ohtake A, Osaka H: Two Japanese patients with Leigh syndrome caused by novel SURF1 mutations. Brain
Dev 34(10): 861-5, 2012.
⑥ Yamamoto T, Emoto Y, Murayama K, Tanaka H, Kuriu Y, Ohtake A, Matoba R: Metabolic autopsy with
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postmortem cultured ﬁbroblasts in sudden unexpected death in infancy: Diagnosis of mitochondrial respiratory
chain disorders. Mol Genet Metab 106(4): 474-7, 2012.
⑦ Hoshino A, Saitoh M, Oka A, Okumura A, Kubota M, Saito Y, Takanashi J, Hirose S, Yamagata T, Yamanouchi H,
Mizuguchi M.Epidemiology of acute encephalopathy in Japan, with emphasis on the association of viruses and
syndromes.Brain Dev 2012 May;34(5):337-43.
⑧山内秀雄，阿部裕一．前頭葉を主として障害する乳幼児急性脳症．小児科臨床 2012;65(9):1977-1982
⑨山内秀雄，酒井哲郎，馬場和美，阿部裕一．小児の急性脳症 医薬品副作用学（第 2 版）薬剤の安全使用アップデー
ト III 副作用各論−重大な副作用−神経・筋骨格系 日本臨床 2012; 70（増刊 6 号）671-675.
⑩日本呼吸器学会咳嗽に関するガイドライン第 2 版作成委員会（河野
徳山研一，朝野和典，内藤健晴，新実彰男，西

茂，岡田賢司，門田淳一，塩谷隆信，田中裕士，

耕一，藤村政樹，松瀬厚人）編集

咳嗽に関するガイドライン

第 2 版，メディカルレビュー社（東京）
，2012.5 月
【総数：論文 英文 10，和文 73 件，学会発表海外 13，国内 59 件，講演 38 件】
6-2．獲得研究費
1．平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金：研究代表者
立に向けた研究」 分担研究者

水口

雅「重症・難治性急性脳症の病因解明と診療確

山内秀雄

2．平成 24 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

3．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
4．平成 24-25 年度厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服研究事業）研究代表者：
奥山虎之，研究分担者：大竹

明，井田博幸，遠藤文夫，酒井規夫，清水教一，高柳正樹，土田

尚，難波栄二．

研究課題：小児希少難病の患者家族会ネットワークを活用した患者臨床情報バンクの構築とその創薬等への活用
（H24 −難治等（難）−一般− 017）
．分担研究費 H25, 500 千円
5．平成 24-25 年度厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服研究事業）研究代表者：
遠藤文夫，研究分担者：大竹

明，新宅治夫，呉

繁夫，小国弘量，大浦敏博，高柳正樹，山口清次，杉江秀夫，

深尾敏幸，太田孝男，奥山虎之，中村公俊．研究課題：新しい新生児代謝スクリーニング時代に適応した先天代
謝異常症の診断基準作成と治療ガイドラインの作成および新たな薬剤開発に向けた調査研究（H24 −難治等（難）
−一般− 071）
．分担研究費 H24, 1200 千円，H25, 1000 千円
6．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」
：研究代表者

徳山

研一

7．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

明，青木正志，有馬隆博，遠藤文夫，緒方

繁夫，下瀬川徹，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
8．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

中川正法，
中田和人，
萩野谷和裕，
山岨達也．

靖，小牧宏文，作田亮一，末岡

浩，須藤

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
6-3．受賞
國方徹也：第 5 回日本蘇生科学シンポジウム優秀演題賞
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 8 回北関東遺伝診療フォーラム：2012 年 12 月 7 日（金）大宮パレスホテル
・第 7 回埼玉酵素補充療法研究会 2013 年 3 月 14 日（木）大宮ソニックシティ
・第 21 回小児臨床アレルギー懇談会：2012 年 8 月 10 日
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章，田中雅嗣，

大宮パレスホテル

大竹
大竹

明
明

徳山研一
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7．自己点検・評価
教育，診療，研究の業務の中にあって，安全で良い医療を提供につとめた．教育により多く関わり，学生の教育効
果を高めていく必要がある．研究については研究指向の強い医師が十分な研究ができるような職場の環境整備をして
いきたい．
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1．18）皮膚科
1．構成員
土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：教授：運営責任者：診療科長：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
大 林 寛 人（OHBAYASHI, Hiroto）
，鈴木

正（SUZUKI, Tadashi）， 清 原 祥 夫（KIYOHARA, Yoshio）， 中 山 佳 代 子

（NAKAYAMA, Kayoko）
：非常勤講師
安井

宏仁（YASUI, Hirohito）
，
瀧口光次郎（TAKIGUCHI, Koujirou），難波純英（NAMBA, Junei），緒方

大（OGATA,

Dai）
，新井康介（ARAI, Kousuke）
，広藤亜樹子（HIROFUJI, Akiko），石川翔子（ISHIKAWA, Shoko），宮野恭平
（MIYANO, Kyohei）
，星野美奈子（HOSHINO, Minako），小林久美子（KOBAYASHI, Kumiko），佐川さやか（SAGAWA,
Sayaka）
：助教
藤野典子（FUJINO, Noriko）
，島崎京子（SHIMAZAKI, Kyouko）：秘書，根内厚子（NEUCHI, Atsuko）：実験助手

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 24 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 は各グループ 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）
≪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
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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
15．色素異常症−倉持

朗
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−寺木祐一
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，レポー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
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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．
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
コピーを用いた診断，腫瘍性病変に対する超音波・CT・MRI 等を用いた総合的画像診断，皮膚悪性腫瘍におけるセ
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 5 件である．
（1）厚生労働省がん研究開発費：難治性悪性腫瘍に対する標準的治療確立のための他施設共同研究班
（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
（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」：がん化学療法およ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
3-3．研究内容と達成度
（1）がん研究開発費
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．かゆみに対する病態の
解析をおこなった．今後臨床的に標準治療として使用される治療薬について解析する予定である．
（4）ベーチェット病研究班
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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．
（5）肝炎等克服緊急対策研究事業
皮膚科領域における免疫抑制薬療法施行時の B 型肝炎ウイルス再活性化に関する調査研究を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
（1）Dermoscopy は元来色素病変に対して診察価値が高いとされるが，Dermoscopy 上の詳細な血管評価が，早期
に無色素悪性黒色腫を診断することに役立つと考えられた．
（2）神経皮膚症候群では，神経線維腫症 1 型の臨床像の解析とともに，患者の最大の問題である神経原性腫瘍へ
の対応について，未解決の部分に様々な考察を加えながら，実践的な診療を続けていくつもりである．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．
（5）皮膚科領域における免疫抑制薬療法施行時の B 型肝炎ウイルス再活性化に関する調査研究を継続して行う．

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，日本皮膚悪性腫瘍学会理事長，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・膠原病研究会世話人，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・接触皮膚炎学会評議員，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．論文・学会発表・著書
（おもな原著・雑誌）
①広藤亜樹子，町野

哲，安井宏仁，滝口光次郎，中村晃一郎，倉持

朗，土田哲也．足底表皮嚢腫から生じた有

棘細胞癌．皮膚病診療 34 巻 6 号，571-574, 2012. (06)
②宮野恭平，難波純英，新井康介，田嶋沙織，土屋沙緒，新井栄一，中村晃一郎，倉持

朗，市岡

滋，土田哲也．

脊髄損傷患者の遷延する褥瘡・瘻孔部位より生じた有棘細胞癌の 1 例 Skin Cancer 27 (1), 67-71, 2012 (05)
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③緒方

大，吉川周佐，片岡照貴，清原祥夫．悪性黒色腫肺転移に対する外科治療の適応．Skin Cancer 27 (1),

102-106, 2012.
④中村晃一郎．アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2012．アトピー性皮膚炎の薬物療法．監修：片山一朗，河野
陽一．61-71, 2012 (11).
⑤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)
⑥倉持

朗．神経線維腫症 1 型の結節状蔓状神経線維腫に於ける問題点．日本レックリングハウゼン病学会雑誌．

3(1), 46-55, 2012 (10)
⑦倉持

朗．本邦に於ける Neuroﬁbromatosis type 1(NF1) 診療ネットワークの構築．日本レックリングハウゼン

病学会雑誌．3(1), 29-32, 2012 (10)
⑧緒方

大，中村晃一郎，倉持

朗，新井栄一，土田哲也．Pencile core granuloma の一例．皮膚科の臨床．

55(1): 96-99, 2013 (01)
⑨ Takeuchi S, Saeki H, Tokunaga S, Sugaya M, Ohmatsu H, Tsunemi Y, Torii H, Nakamura K, Kawakami T, Soma Y,
Gyotoku E, Hide M, Sasaki R, Ohya Y, Kido M, Furue M.Ann Dermatol. A randomized, open-label, multicenter trial
of topical tacrolimus for the treatment of pruritis in patients with atopic dermatitis. Ann Dermatol 24(2): 144-50.
2012.
⑩ Tsunemi Y,Saeki H, Tamaki K,Sato S, NakamuraK. Cetirizine hydrochloride suppresses the CCL17 production of
epidermal keratinocytes and dermal ﬁbroblasts. Int J Dermatol.; 51(8): 1003-5, 2012.
【総数：論文 33 件，学会発表 48 件】
6-2．獲得研究費
（1）厚生労働省がん研究開発費：難治性悪性腫瘍に対する標準治療確立のための他施設共同研究班：研究協力者
土田哲也
（2）厚生労働科学研究補助金：神経皮膚症候群に関する調査研究班：分担研究者

倉持

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
（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」：がん化学療法およ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：研究協力者

土田哲也

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：
（a）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

（b）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 4 日本レックリングハウゼン病学会学術大会主催：2012 年 11 月 4 日（会長倉持

朗）

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：診療科長：教育主任：代表指導教員（大学院）：排尿障害，
尿路結石，女性泌尿器：博士
矢内原仁（YANAIHARA, Hitoshi）
：准教授：研究主任：教育副主任：診療副科長：医長：指導教員（大学院）
：前
立腺肥大症，尿道狭窄，レーザー TUR，腹腔鏡手術，院内感染：博士
中平洋子（NAKAHIRA, Yoko）
：講師：教育副主任：医長：女性泌尿器，過活動膀胱，排尿障害：博士
堀永

実（HORINAGA, Minoru）
：講師：研究副主任：医長：指導教員（大学院）：膀胱癌，腫瘍免疫，BCG，正所
性モデル，抗癌剤：博士

坂本博史（SAKAMOTO, Hirofumi）
：助教：泌尿器科全般（4/1 〜 8/31）
花島文成（HANASHIMA, Fuminari）
：助教：泌尿器科全般
芦谷啓吾（ASHITANI, Keigo）
：助教：泌尿器科全般（4/1 〜 1/9）
香久山裕史（KAGUYAMA, Hirofumi）
：助教：泌尿器科全般
内島

豊（UCHIJIMA, Yutaka）
：非常勤講師

松田

香（MATSUDA, Kaoru）
：非常勤医師

青沼佳代（AONUMA, Kayo）
：非常勤医師
飯田正弘（IIDA, Masahiro）
：実験助手

2．教育
2-1．目的・目標
医学部学生が履修すべき泌尿器科学の基礎を学ぶ．
2-2．教育内容（担当者）
BSL：1 週間を通じ助教が中心として指導する．病棟回診で患者の訴えを聴取し問題を提起する．担当患者の状態
を電子カルテから情報を収集し，検査や診断に至る手順を修得する．手術や検査を見学，臨床の現場を経験する．担
当患者について，レポートを作成し内容を指導する．
系統講義：臨床に沿った講義を展開．
2-3．達成度
実習期間は 1 週間で手術症例に偏りが生じるのは致し方ないが，内容は充実している．
2-4．自己評価と次年度計画
高齢化社会に伴い内視鏡手術や低侵襲手術が今後も普及する傾向にある．臨床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努める必要がある．後継者の育成につながるように，まずは学生教育の現場で臨床の魅
力を伝えることができればと願っている．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床を見据えた臨床基礎研究と臨床統計を検討する．
3-2．研究プロジェクト
A：前立腺肥大症
新規レーザーを用いた低侵襲な前立腺肥大症の経尿道的前立腺蒸散術の臨床導入（矢内原）
B：膀胱癌（基礎研究）
膀胱癌に対する BCG 膀胱注入療法の治療成績の向上目指した研究（マウスの正所性膀胱癌モデルを用いた動物実
験にて検討）
生理学教室との共同研究で，動物モデルにおける膀胱癌に対するエレクトロポレーション法を用いた遺伝子治療の
可能性の検討
3-3．研究内容と達成度
2010 年度から，生理学教室と共同研究を始めている．臨床応用できるような研究を行っていきたい．
3-4．自己評価・次年度計画
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将来われわれの研究が臨床応用され，ひいては患者に貢献できることを目標にする Clinical Basic Research が中心で
ある．今後さらなる尽力を進めていかなればならないと考えている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
一般的な泌尿器科疾患を扱う通常外来に加え専門外来（男性不妊，排尿障害）を開いており，埼玉県下，地域にお
いて泌尿器科拠点病院の一つである．特に西埼玉地区で，泌尿器科関連の救急疾患に対応できる病院は他になく，地
域医療へ貢献している．腎臓病センターと連携し慢性腎不全関連手術を担当している．8 月から女性骨盤底センター
を開設し，婦人科と合同で外来診療を行っている．

5．その他
5-1．自治体政府関連委員の有無
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
LUTS
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 Possibility of molecular targeting therapy for the treatment of cancer of unknown primary origin by analysis of
intracellular signaling molecules.
Ohta S, Cho Y, Shibata M, Nagai K, Iijima T, Saito H, Asakura H, Kojima H.
Experimental and therapeutic medicine 2012 Mar; 3(3): 547-549. Epub 2011 Dec 14.
和文
なし
症例報告
和文
②腹腔鏡下に摘除した尿膜管膿瘍の一例
丹羽直也，矢内原仁，中平洋子，朝倉博孝
日本泌尿器科学会雑誌，104(1), 12-16, 2013-01
学会発表
海外
③ Keigo Ashitani
Multiple drug users in OAB patients in a single center
The 11th Asian Congress of Urology of the Urological Association of Asia
④ Fuminari Hanashima
Laparoscopic surgeries to upper urinary tract for the patients, 80years old or more
30th World Congress of Endourology and SWL
⑤ Fuminari Hanashima
The Clinical courses of the patients who chose SWL as the initial treatment during 2007-2011 in Saitama
Medical University
32nd Congress of the Societe Internationale d̀Urologie
国内
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⑥第 100 回 日本泌尿器科学会総会 (2012.4/22)，神奈川県横浜市
泌尿器腹腔鏡手術認定医取得後の単一術者の 2005 年から現在までの手術成績
矢内原仁，花島文成，坂本博史，丹羽直也，松田

香，堀永

実，中平洋子，朝倉博孝

⑦第 100 回 日本泌尿器科学会総会 (2012.4/22)，神奈川県横浜市
骨盤臓器脱患者に対する尿流動態検査の意義について
丹羽直也，花島文成，堀永

実，中平洋子，矢内原仁，朝倉博孝

⑧第 100 回 日本泌尿器科学会総会 (2012.4/22)，神奈川県横浜市
当院における CAPD カテーテル挿入症例の臨床検討
花島文成，朝倉博孝，青沼佳代，堀永

実，中平洋子，矢内原仁，中元秀友，鈴木洋通

⑨第 100 回 日本泌尿器科学会総会 (2012.4/22)，神奈川県横浜市
正所性膀胱癌モデルにおける in vivo のエレクロトポレーション法の検討
堀永

実，中尾啓子，丹羽直也，勝井政博，花島文成，中平洋子，矢内原仁，池田正明，朝倉博孝

⑩第 61 回日本泌尿器科学会埼玉地方会 (2012.6/2)，さいたま市
青年発症の停留精巣に合併した精巣捻転症の一例
芦谷啓吾，矢内原仁，花島文成，坂本博史，堀永

実，中平洋子，朝倉博孝

【総数：論文 2 件，学会発表 8 件】
6-2．獲得研究費
特になし
6-3．受賞
特になし
6-4．特許・実用新案
特になし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
特になし

7．自己点検・評価
教育において，目標レベルに達している．次年度は，講義担当者の適正配置と，BSL 実習における教育システムの
改善により，より高い成果を上げられるように努力する．さらに，より多くの医学生が泌尿器科への道を選択するよ
うに，熱意をもって泌尿器科学の魅力を学生に教育していきたい．
研究において，限られた泌尿器科スタッフ数に比して臨床業務が多く，研究を追求する時間が不足しがちである．
次年度も努力が必要である．
臨床において，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．西埼玉地区
では泌尿器科医が少ない現状の中で，当院が拠点病院となるよう対応に努める．次年度は，低侵襲手術の導入や新し
い治療法にも積極的に取り組むことが必要である．
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1．20）眼

科

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：診療副科長：病棟医長：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）
：網
膜硝子体疾患，網膜硝子体手術，遺伝子治療（基礎研究）：博士

堀江公仁子（HORIE, Kuniko）
：准教授：ゲノム医学研究センター：博士
樺澤

昌（KABASAWA, Shou）
：講師：外来医長

土橋尊志（TSUCHIHASHI, Takashi）
：講師：博士
庄司拓平（SHOUJI, Takuhei）
：講師：博士
今井大介（IMAI, Daisuke）
：助教：博士
渋谷雅之（SHIBUYA, Masayuki）
：助教
上山数弘（UEYAMA, Kazuhiro）
：助教
尾股秀和（OMATA, Hidekazu）
：助教
秋山

淳（AKIYAMA, Tadashi）
：助教

榮木

悠（SAKAKI, Yuu）
：助教

八子恵子（YAGO, Keiko）
：客員教授：小児眼科，斜視，弱視，眼形成：博士
村山耕一郎（MURAYAMA, Kouichirou）
：客員教授：電気生理学，緑内障：博士
新家

眞（ARAIE, Makoto）
：客員教授：博士

大木隆太郎（OHKI, Ryutarou）
：非常勤講師：糖尿病網膜症，ぶどう膜炎，涙道疾患
野寄

忍（NOYORI, Shinobu）
：非常勤講師：糖尿病網膜症

斎藤民也（SAITOU, Tamiya）
：非常勤講師：糖尿病網膜症
島田佳明（SHIMADA, Yoshiaki）
：非常勤講師：電気生理学，神経眼科：博士
魵澤伸介（EBISAWA, Nobusuke）
：非常勤講師：網脈絡膜循環，網膜剥離
宮久保純子（MIYAKUBO, Sumiko）非常勤講師：涙道疾患
大木孝太郎（OHKI, Koutarou）
：非常勤講師
濱中輝彦（HAMANAKA, Teruhiko）
：非常勤講師
奥田晴美（OKUDA, Harumi）
：非常勤医師：博士
安齋

要（ANZAI, Kaname）
：非常勤医師：博士

川崎いづみ（KAWASAKI, Izumi）
：非常勤医師：博士
魵澤知子（EBISAWA, Tomoko）
：非常勤医師：岡村記念病院に出向中
田北博保（TAKITA, Hiroyasu）
：非常勤医師：博士

2．教育
2-1．目的・目標
一般的な目標：臨床実習に際して感覚器疾患の診察に参加するために，眼科の主要な疾患の病態，症候，診断に関
する基礎的な知識を習得する．
具体的な目標：
（1）眼器官の局所解剖が具体的にイメージすることができ，生理機能について説明ができる．
（2）眼感覚器における主要な自覚・他覚的徴候を挙げ，その病態を説明できる．
（3）主要疾患の原因，病態別の分類が列挙できる
（4）主要疾患の病態生理を理解し，説明できる．
（5）主要疾患の診断の手順，検査法の理解と診断における必要性を理解し，説明できる．
（6）主要な疾患の治療方針を概説できる．
（7）主要な手術について概説できる．
（8）眼科疾患で使用する主たる薬剤について，作用，副作用について説明できる．
2-2．教育内容（担当者）
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眼科学（感覚器・視覚）は 4 年生，6 年生に講義形式の授業．5 年生には BSL および共通プログラムとしての講義
を担当した．4 年生に対しては本年より分子生物学を含めた新しい知識や治療についても講義の一部に取り入れ，幅
広い知識を習得で来るように改善した．さらに，デジタルプレゼンテイションをより有効に利用し，眼底写真や蛍光
眼底造影，さらに多くの画像を利用して判りやすく講義を行った．実際の手術はビデオモニターを使用し，臨場感の
ある興味を持てるような内容を呈示するよう心掛けた．
5 年生の BSL では，各自入院して手術を受ける患者さんを担当し，問診から手術前の検査とその持つ意味について，
指導医から説明を受け，実際の手術場にも立会い，眼科手術について見学した．BSL では自己評価目標に到達したか
自己評価を行なうと同時に，レポート提出が義務づけられ，指導医との試問が行われた．
（4 年生）
米谷

オリエンテーション感覚器概論− 1
眼科医療の変遷

村山

視覚

（レーザー治療）

眼の解剖と機能
網膜疾患 (1)・(2)

視神経障害，眼瞼および眼窩腫瘍
眼科薬理学
視機能の異常

森

全身疾患と眼

大木

角膜疾患
ぶどう膜疾患

堀江

眼内腫瘍・分子生物学

野寄

視機能：視力・屈折と調節，視野，色覚
眼の発生とその異常・外眼部疾患

濱中

房水流出路と緑内障（1）
房水流出路と緑内障（2）

大木（孝） 水晶体と白内障（1）
水晶体と白内障（2）
（5 年生）
眼科臨床実習
月

火
水
木
金

午前
午後
Orientation
蛍光眼底造影（クルズス）
眼底疾患一般（クルズス）
手術患振り分け，Report 説明
細隙灯検査，眼底検査
13:30 〜本部棟 6F 医局・野寄
9:30 〜本館 9F カンファレンスルーム・樺澤ら
角結膜疾患，緑内障（クルズス）
病棟，手術室実習
白内障手術の見学，手術助手実習
9:30 〜 本部棟 6F 医局・奥田
Ope 患・Case の説明
手術症例 検討会
屈折・視野検査説明
安齋，魵澤ら
9：30 〜本館 9F 病棟・大木
16:00 〜本館 2F 外来・新藤
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
試問・総括
9:30 〜本館 9F 病棟・米谷
13：00 〜本部棟 6F 医局・庄司

（6 年生）
米谷

眼の構造と機能・生理
眼底疾患

村山

前眼部疾患
緑内障・視神経疾患
視機能障害，眼科領域の悪性腫瘍

森

全身疾患と眼病変

魵澤

白内障，眼外傷

眼疾患 【臨床実習の再チェック（診察法・検査・画像など）】
ぶどう膜疾患
眼外傷，結膜炎
2-3．達成度
4 年生，5 年生，6 年生に対する講義は全て予定どおり実施された．
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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．

3．研究
3-1．目的・目標
目標は，教室の研究テーマに沿って，個々それぞれのグループで着実に成果をあげることとした．論文や発表の数
を競うのではなく，将来的な眼科医療の発展に寄与することを目的とした研究計画を立て，その上で，きちんとした
データを積み重ねることを目標とした．その具体案は，以下の研究内容の項に記載する．
3-2．研究グループ（プロジェクト）
（1）加齢黄斑変性における遺伝子多型解析
構成員：森
井上

圭介，上山数弘，土橋尊志，樺沢

昌，堀江公仁子，米谷

新（以上；眼科），粟田卓也（内分泌内科）
，

聡，岡崎康司，村松正實（以上；ゲノム医学研究センター）

（2）マウスを用いたアデノウイルスベクター眼内遺伝子導入について
構成員：森

圭介，上山数弘，米谷

新

（3）糖尿病網膜症における遺伝子多形解析
構成員：森

圭介，樺澤

昌，米谷

新，粟田卓也（内分泌内科）

3-3．研究内容と達成度
（1）加齢黄斑変性における遺伝子多型解析
加齢黄斑変性は欧米の失明原因の一位で，現在日本でも急増中の非常に重要な疾患である．しかしながら，この
疾患の病態は未だ明確化されていない．本研究では，この加齢黄斑変性の遺伝的素因として，SNP (single nucleotide
polymorphism) を内分泌内科との協同研究で，RT-PCR を用いて解析した．また，本研究は「ゲノム医学を基盤とし
たトランスレーショナルリサーチへの展開」として，ゲノム医学研究センターとの共同研究をおこなっている．解析
患者数はすでに 1000 人以上になっており，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．現在，多施設の共同研
究も行われており

現在データ解析中である．達成度：85％

（2）マウスを用いたアデノウイルスベクター眼内遺伝子導入について
多くの遺伝子疾患とは治療方がなく，対症療法のみで長期経過を観察するしかないのが現実的であるが，近年眼科
領域の遺伝子治療は大きな飛躍があった．レーベル先天盲の一型に対しベクターを用いて視機能の改善が可能となっ
たのである．当科でもマウスを用いたアデノウイルスベクター眼内遺伝子導入を行う基礎実験を行い，遺伝子治療の
基礎の構築を目的としている．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，比較的短期間〜長期間の遺伝子発現について調査できた．達成度 70％
（3）糖尿病網膜症における遺伝子多形解析
糖尿病網膜症は日本における失明の原因の上位疾患である．生活習慣病が主な原因となるが，臨床像は多岐にわた
り，予後も千差万別である．生活環境因子と遺伝子因子の両面から遺伝子的に解析し疾患の病型，治療効果，予後に
与える因子を調査．個別治療の可能性について検討を目的とした．患者数がまだ少なくまだ統計学的には有意な結果
が得られていない．達成度 10％
3-4．自己評価と次年度計画
それぞれのテーマが既に方法論が確立しており，データを蓄積し，解析する作業に大きな困難はないものと考えら
れる．次年度も（1）−（3）の各研究テーマを粛々と進める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当教室では地域医療の中核としての役割を担うべく，難治性あるいは重症の眼疾患症例に対して，最先端技術を駆
使した診療を数多く行った．重症症例が多いことを反映し，本年度も硝子体手術や緊急手術の占める割合が高かった．
このような状況の中で，充分なインフォームドコンセントとしっかりとした理論に基づいた診療を行なうことによっ
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て，
最終的には患者様に満足度の高い医療を提供することを診療の目標とした．今後は個々の診療内容の充実に加え，
地域の医療従事者との適切な医療連携をはかり，より体系的な地域医療社会を確立することが必要であると考えてい
る．

5．その他
5-1．自治体・政府関連委員の有無
埼玉県眼科医会名誉顧問（米谷
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
PLoS ONE Editor（森

圭介）

Review Panel of Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging（森

圭介）

Japanese journal of Ophthalmology（村山耕一郎）
Editorial Board Member, Journal of Ocular Biology, Dieases and Infromatics（森

圭介）

神経眼科（村山耕一郎）
JJO review（森

圭介）

日本眼科学会雑誌査読（米谷

新）

Documenta Ophthalmologica（村山耕一郎）
Jpn J Ophthalmol 査読（米谷

新）

Invest Ophthalmol Vis Sci 査読（米谷

新）

日本眼科学会雑誌（村山耕一郎）
5-3．その他・社会あるいは医学貢献に関わる業務
さいたま地方裁判所専門委員（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 Mori K, Kanno J, Gehlbach PL, Yoneya S Montage images of spectral-domain optical coherence tomography in
eyes with idiopathic macular holes Ophthalmology 2012.12; 119(12):2600-8.
② Masayuki Suzuki, Motoyoshi Baba, Shin Yoneya, and Hiroto Kuroda Efficient spectral broadening of
supercontinuum in photonic crystal fiber with self-phase modulation induced by femtosecond laser pulse
APPLIED PHYSICS LETTERS 2012.11; 101(19):19110/1-3."
③ Masayuki Suzuki, Motoyoshi Baba, Shin Yoneya, and Hiroto Kuroda Efficient spectral broadening of
supercontinuum in photonic crystal ﬁber with self-phase modulation induced by femtosecond laser pulse Appiled
Physics Letters 2012.11; 101(19):191110/1-3.
④ Shoji T, Nagaoka Y, Sato H, Chihara E Impact of high myopia on the performance of SD-OCT parameters to
detect glaucoma. Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology 2012.04; .
⑤ H. Kiriyama, T. Shimomura, M. Mori , Y. Nakai, M. Tanoue, S. Kondo, S. Kanazawa, A. S. Pirozhkov, T. Z. Esirkepov,
Y. Hayashi, K. Ogura, H. Kotaki, M. Suzuki, I. Daito, H. Okada, A. Kosuge, Y. Fukuda, M. Nishiuchi, M. Kando,
S. V. Bulanov, K. Nagashima, M. Yamagiwa, K. Kondo, A. Sugiyama, P. R. Bolton, S. Matsuoka, and H. Kan High
Spatio-temporal Quality Petawatt-Class Ultra-Intense Laser System and Applications Applied Sciences 2013.03;
3(1):214-250.
⑥ YONEYA S, BABA M, SUZUKI M, KURODA H Observation of fundus using a novel high-speed and high resolution
optical coherent tomographyEVER 2012.10; France, Nice, Acropolis Convention Center
Ueyama K, Mori K, Hamilton M, Omata Y, Gehlbach PL, Wei LL, Yoneya S Compaison of long-term transduction
efficiency of reporter genes after subretinal injection of the adenovirus vectors of serotypes 5, 28 and
35Association for Research in Vision and Ophthalmology 2012.05; Fort Lauderdale, FL, USA
⑦ Keisuke Mori,Junji Kanno,Peter L.Gehlbach,Shin Yoneya Montage Images of Spectral Oomain-Optical Coherence
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Tomography in Eyes with Idiopathic Macular HolesThe ARVO 2012 Annual Meeting 2012.05; Broward County
Convention Center
⑧ Comparison Of Long-term Transduction Efficiency Of Reporter Genes After Subretinal Injection Of The
Adenovirus Vectors Of Serotypes 5, 28, And 35.ARVO 2012 2012.05;
⑨山城健児，森

圭介，本田

茂，赤堀正和，米谷

新，根木

昭，岩田

岳，吉村長久，エンジェルスタディー

グループ 加齢黄斑変性に対するルセンティス治療に関する多施設前向きゲノムワイド関連解析第 66 回日本臨床
眼科学会 2012.10; 国立京都国際会館・グランドプリンスホテル京都
⑩庄司拓平，佐藤弘樹，千原悦夫，櫻井

裕，米谷

新 中年期血圧状態と後天色覚異常有病率との関連：大久保

色覚研究第 66 回日本臨床眼科学会 2012.10; 国立京都国際会館・グランドプリンスホテル京都
【論文総数：6 件，学会発表数：16 件】
6-2．獲得研究費
米谷

新

平成 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）
研究課題名：
「フォン・ヒッペルリンドウ病の病態調査と診断治療系確立の研究
（課題番号）H24 −難治等（難）−指定− 004 （総額

3,900,000 円）研究費配分：500,000 円

研究代表者：執印太郎（高知大学・泌尿器科）
研究分担者：篠原信雄，矢尾正祐，菅野
西森

洋，澤村

豊，西川

亮，若林俊彦，倉津純一，米谷

新，福島敦樹，

功，伊藤鉄英

平成 25 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））
研究課題名：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
（課題番号）H23 −感覚−一般− 003（総額 22,023,000 円）研究費配分：1,000,000 円
研究代表者：吉村長久
研究分担者：山城健児，根木
森

昭，米谷

新，岩田

岳

圭介
平成 22 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））
：平成 21 − 23 年度．研究課題名：35 型アデノウイルスベクター
による遺伝子治療の開発とその遺伝子発現制御．研究経費：1,100,000 円

6-3．受賞
須田記念緑内障治療研究奨励基金助成金

庄司拓平

第 23 回日本緑内障学会優秀ポスター賞

庄司拓平

6-4．特許・実用新案
該当せず
6-5．学会・研究会・セミナー等の開催実績
第 68 回埼玉眼科講習会開催 2012 年 7 月 13 日川越プリンスホテル
第 69 回埼玉眼科講習会開催 2013 年 3 月 29 日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 25 年度は，特に充分なインフォームドコンセントと医療安全に対する意識を高めるように努め，ある程度
の成果がみられた．今後は個々の診療内容の充実に加え，地域の診療施設とのより適切な医療連携を確立させ，地域
医療における大学病院の役割を意識していく必要があると考えられる．研究部門では，遺伝子解析に基づいた個別医
療，そして遺伝子治療に関する基礎的研究などが中心である．得に加齢黄斑変性症疾患における遺伝子解析において
は，達成度は高く，実際に医療の現場で個別治療の基礎は構築しつつあるといえる．今後は多施設の共同解析による，
大規模前向き研究を予定している．教育面では，講義内容は毎年新しい内容を加え，さらに PC プレゼンテーション
を生かし，多くの画像を呈示できるようになったことで，理解しやすく講義することができた．BSL 実習は医師の人
手不足を解消するため，近隣の OB，OG の協力をお願いし，より多くのクルズスを予定している．
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1．21）
（1）耳鼻咽喉科（耳鼻咽喉科）
1．構成員
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：教授：運営責任者：教育主任：診療科長：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
金子研吾（KANEKO, Kengo）
：博士，
岡本

仁美（HATA, Hitomi），中川

孝（OKAMOTO, Takashi），飯田

渉（NAKAGAWA, Wataru）
，

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，11 時限を使用して，3 年生から 4 年生の学習内容を復習しな
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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．
大学院教育については中耳炎手術の新しい術式の開発，新しいめまいの検査法の開発，睡眠時無呼吸症と鼻呼吸の
生理学的関係の解明について研究を推進している．現在合計 3 名が課題に取り組んでいる．
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を認めた．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．一名は眼球運動と頭位の三次元的関係について報告し博士号取得し
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．
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，症例数も増え，その成果を学会，研究会にて報告して
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．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科の置かれた環境から地域医療への貢献が主眼であり，その目的は達成されている．
当科の診療の主たる特徴は，一般慢性疾患に加え，救急措置を必要とする症例，殊に異物症，鼻出血，深頸部膿瘍
などにおける呼吸困難，重篤なる感染症に対する入院治療，気管切開などの手術であり，学生教育，研修医教育，専
門医教育にとっても臨床的な環境が充実している．学生教育，卒後教育，並びに患者へのインフォームドコンセント
については，特に重点をおいて，各種内視鏡装置を充実させ，診療記録の供覧と保管のために，ビデオモニター，ビ
デオプリンタおよびビデオ記録などを活用している．また，ＰＣを用いた情報処理装置も，臨床研究ならびに学生実
習に活用している．新しい治療法としては，鼻腔疾患用レーザー，外来手術用の鼻茸切除機器（パワーシェーバー）
，
コブレーター装置を導入し，
社会的なニーズに応え，日帰り手術なども安全に行なえるようになった．さらにナビゲー
ションシステムの導入により，鼻，副鼻腔の危険部位への操作，病変の正確な固定が容易になり，内視鏡と併せて使
用することにより，以前と比較すると手術操作のトレーニングが画期的にしやすくなった．
先駆的な役割を果たしている音響鼻腔計測法による鼻腔開存性の客観的評価法は，国内外より高い評価を得ており，
質の高い医療の提供に貢献している．中耳炎における鼓膜穿孔閉鎖率はほぼ 100％に達し，また真珠腫性中耳炎の
治療成績も良好で，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，難聴遺伝子相談，補聴器外来を開始
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
埼玉県耳鼻咽喉科医会会長
日本耳鼻咽喉科学会埼玉県地方部会会長
（以上，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会長
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，日本口腔咽頭
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
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『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 Sugizaki K, KoizumiK, Iwamura M, Araki R, Kase Y, Ikezono T, Yagi T: 3D analysis of binocular eye movement
during head tilt. (Journal of Saitama Medical University. 2013.03. 39(2):121-129
② Kamijo A, Hatsushika K, Kanemaru S, MoriyamaM, Kase Y, Masuyama K: Five adult laryngeal venous
malformation cases treated eﬀectively with sclerothrapy. The Laryngoscope 2013.03
③池園哲郎：注意すべき急性感音難聴の鑑別診断．JOHNS 28: 733-736, 2012
④加瀬康弘：顎顔面の外傷．MB ENT 154: 66-72, 2013.
⑤中嶋正人：顎下部の腫れ．JOHNS 28: 1073-1077, 2012.
⑥新藤

晋，池園哲郎：外リンパ漏．JOHNS 28: 733-736, 2012.

⑦中島正己，大崎政海，肥田

修，原

睦子，徳永英吉：関節リウマチ患者に発症した深頸部膿瘍 2 例．耳鼻臨

106: 267-272. 2013.
⑧ Mastuda H, Nakashima M, Tsutumiuchi K, Ikezono T, The 9th international conference on cholesteatoma and ear
surgery (Nagasaki) 2012.6
⑨井上

準，井上智恵，松田

帆，杉崎一樹，中島正己，和田伊佐雄，新藤

晋，上條

篤，中嶋正人，池園哲郎，

加瀬康弘：当院における IgG4 関連疾患の症例，第 114 回埼玉県地方部会・学術講演会（さいたま市）2013.6
【総数：論文 17 件，学会発表 39 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）
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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（2007 年 9 月 5 日）
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，2012.6.29，熊谷市
第 33 回東上耳鼻咽喉科臨床研究会，2012.9.7，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，難聴診断や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：代表指導教員（大学院）：神経耳科学：博士
柴崎

修（SHIBAZAKI, Osamu）
：講師：診療副科長：指導教員（大学院）：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
5 月 22 日
4 学年
臨床推論
5 月 23 日
4 学年
平衡機能（1）機能検査
5 月 23 日
4 学年
平衡機能（1）めまいの診断
6 月 08 日
4 学年
聴覚検査法（1）中耳・内耳・聴覚伝導路
6 月 08 日
4 学年
聴覚検査法（2）難聴の診断
9 月 18 日
4 学年
臨床推論
11 月 8 日
4 学年
救急
8 月 27 日
6 学年
耳鳴・難聴
9 月 21 日
6 学年
神経耳科学
12 月 18 日
6 学年
めまい
BSL について：
曜日
担当学年
月曜日午後
5 学年

講義名
めまいの検査・診断法実習

担当者
水野正浩
伊藤彰紀
伊藤彰紀
柴崎 修
柴﨑 修
水野正浩
水野正浩
伊藤彰紀
水野正浩
柴﨑 修

担当者
伊藤彰紀

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
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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 7 時間，6 年生の授業を 3 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．

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
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日本耳鼻咽喉科学会
医学の歩み誌

編集委員（水野正浩）

編集協力者（水野正浩）

日本めまい・平衡医学会 ER 誌編集委員（伊藤彰紀）
日本耳鼻咽喉科学会
Acta Otolaryngol

査読委員（伊藤彰紀）

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代議員（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．耳鼻臨床
②伊藤彰紀，柴崎
③柴崎

修：ニエール病．医学と薬学

16: 2: 133-136, 2011

67: 3: 371-376, 2012

床

修，水野正浩，伊藤彰紀：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．耳鼻と臨
58: 4; 143-148, 2012

④柴崎

修，加瀨康弘：外耳道および中耳への局所療法．耳鼻咽喉科展望 55: 補冊 1；5-10, 2012

⑤水野正浩：末梢性めまいの鑑別−前庭神経炎の前庭機能とめまいの特徴は？内藤
ア

泰編／ ENT 臨床フロンティ

めまいを見分ける・治療する．pp.177-180, 中山書店，東京，2012

⑥伊藤彰紀，柴崎

修：突然起こる “ めまい ” − “ 耳からくるめまい ” か “ 脳からくるめまいか ” ？−肥塚

泉

編／知りたいめまい，知っておきたいめまい治療．Pp12-18, 全日本病院出版会，東京，2012
⑦伊藤彰紀，柴崎

修：めまいの耳鼻科的治療．Medical Practice

⑧伊藤彰紀，柴崎

修：ENG のとりかた読み方．臨床検査 29: 3: 489-493, 2012

⑨伊藤彰紀，柴崎

修：ENG のとりかた読み方．臨床検査 56; 6: 602-608, 2012

⑩水野正浩：勤務医を卒業して．美蕾

56: 6: 602-608, 2012

No.106, p3, 2012

⑪ 水 野 正 浩：Laimer-Haeckermann area と Killian's dehiscence ま た は Killian 三 角 に つ い て． 日 気 食

63: 476,

2012
⑫柴崎

修，伊藤彰紀

訳：17 前庭系．近藤智善，野元正弘

監訳：イラストでわかる神経症候．411-421,

2012，丸善出版，東京 (C.D.Alberstone et al.: Anatomic Basis of Neurologic Diagnosis. )
⑫伊藤彰紀，他：座談会） ATP のめまい抑制メカニズムを追う．興和（株）社内資料 p1-6, 2013
⑬伊藤彰紀：専門医通信 第Ⅷ脳神経に対する神経血管圧迫症候群の診断と治療．日耳鼻 116: 182-183, 2013
⑭柴崎

修，杉崎一樹，新藤

晋，池園哲郎，水野正浩，伊藤彰紀：内耳性他疾患に合併した BPPV 症例の検討．

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業
担研究報告書
⑮新藤

前庭機能異常に関する調査研究

晋，杉崎一樹，伊藤彰紀，柴崎

修，水野正浩，池園哲郎：video Head Impulse Test (vHIT) による半規

管機能検査．厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業
年度総括・分担研究報告書
⑯池園哲郎，松田

帆，新藤

研究報告書

前庭機能異常に関する調査研究

平成 24

pp 183-185, 2013
晋，杉崎一樹，伊藤彰紀，柴崎

生労働科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業
⑰柴崎

平成 24 年度総括・分

pp 202-203, 2013

修，水野正浩：難治性のめまいと外リンパ瘻．厚

前庭機能異常に関する調査研究

平成 24 年度総括・分担

pp 186-189, 2013

修，杉崎一樹，新藤

晋，水野正浩，伊藤彰紀：当科における突発性難聴の治療成績．第 113 回日本耳

鼻咽喉科学会総会学術講演会，2012, 5, 9-12, 新潟市
⑱新藤

晋，杉崎一樹，池園哲郎，松田

帆，堤内亮博，柴崎

修，伊藤彰紀，水野正浩：携帯型ビデオ式眼振記

録装置を用いためまい発作時の眼球運動記録．第 113 回日本耳鼻咽喉科学会総会学術講演会，2012, 5, 9-12, 新
潟市
⑲杉崎一樹，新藤

晋，池園哲郎，松田

帆，堤内亮博，柴崎

修，伊藤彰紀，水野正浩，加瀬康弘：携帯型ビデ

オ式眼振記録装置による眼球運動解析．第 113 回日本耳鼻咽喉科学会総会学術講演会，2012, 5, 9-12, 新潟市
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⑳吉岡克巳：携帯ビデオプレイヤーを用いた録画可能な赤外線眼振観察システム．第 113 回日本耳鼻咽喉科学会
総会学術講演会，2012, 5, 9-12, 新潟市
㉑柴崎

修，杉崎一樹，新藤

晋，池園哲郎，加瀬康弘，水野正浩，伊藤彰紀：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．第 111 回日耳鼻埼玉県地方部会学術講演会，2012, 6, 10, さいたま市
㉒杉崎一樹，柴崎

修，新藤

晋，伊藤彰紀，水野正浩，加瀬康弘：最近経験した顔面神経麻痺を伴った内耳道病

変の 2 例．第 111 回日耳鼻埼玉県地方部会学術講演会，2012, 6, 10, さいたま市
㉓池園哲郎，松田

帆，堤内亮博，杉崎一樹，柴崎

修，中島正人，新藤

晋，伊藤彰紀，水野正浩，加瀬康弘：

外リンパ瘻の新しい検査法と診断基準について．第 111 回日耳鼻埼玉県地方部会学術講演会，2012, 6, 10, さ
いたま市
㉔松田

帆，池園哲郎，堤内亮博，杉崎一樹，柴崎

修，中島正人，新藤

晋，伊藤彰紀，水野正浩，加瀬康弘：

CTP 検査法で判明した外リンパ瘻の症状と病態．第 111 回日耳鼻埼玉県地方部会学術講演会，2012, 6, 10, さ
いたま市
㉕杉崎一樹，柴崎

修，新藤

晋，水野正浩，伊藤彰紀：最近経験した顔面神経麻痺を伴った内耳道病変 2 症例．

第 28 回東京−埼玉神経耳科研究会，2012, 7, 7, 東京
㉖伊藤彰紀，柴崎

修，杉崎一樹，新藤

晋，池園哲郎，水野正浩：頭位治療における眼振の記載法について．第

28 回東京−埼玉神経耳科研究会，2012, 7, 7, 東京都
㉗水野正浩，柴崎
㉘柴崎

修，伊藤彰紀：血管性耳鳴症例．第 28 回東京−埼玉神経耳科研究会，2012, 7, 7, 東京都

修，杉崎一樹，新藤

晋，水野正浩，伊藤彰紀：小児の機能性難聴について．第 112 回日耳鼻埼玉県地

方部会学術講演会，2012, 10, 14, さいたま市
㉙池園哲郎，松田

帆，堤内亮博，杉崎一樹，柴崎

修，新藤

晋，伊藤彰紀，水野正浩：難治性のめまいと外リ

ンパ瘻．第 71 回めまい平衡医学会，2012, 11, 28-30, 東京
㉚柴崎

修，杉崎一樹，新藤

晋，池園哲郎，水野正浩，伊藤彰紀：内耳性他疾患に合併した BPPV 症例の検討．

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 24 年度報告会，2013, 1, 19, 東

京
㉛新藤

晋，杉崎一樹，伊藤彰紀，柴崎

修，水野正浩，池園哲郎：video Head Impulse Test (vHIT) による半

規管機能検査．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 24 年度報告会，

2013, 1, 19, 東京
㉜池園哲郎，松田

帆，新藤

晋，杉崎一樹，伊藤彰紀，柴崎

生労働省難治性疾患克服研究事業
㉝伊藤彰紀，柴崎

修，水野正浩：難治性のめまいと外リンパ瘻．厚

前庭機能異常に関する調査研究班

修，三島陽人，杉崎一樹，松田

平成 24 年度報告会，2013, 1, 19, 東京

帆，水野正浩：間欠性めまいを主訴とした第 8 脳神経の神

経血管圧迫症候群疑い例．第 29 回東京−埼玉神経耳科研究会，2013, 1, 26, 東京
㉞柴崎

修，仲田拡人，加藤晴弘，三島陽人，水野正浩，伊藤彰紀：めまいを伴い両側急性感音難聴で発症した一

症例について．第 29 回東京−埼玉神経耳科研究会，2013, 1, 26, 東京
【総数：論文（原著，著書，総説）17 件，学会発表 18 件，講演 3 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 29 回東京−埼玉神経耳科研究会，2013, 1, 26, 東京都（担当世話人：伊藤彰紀）
第 12 回埼玉県めまい・難聴研究会，2009, 2, 28, 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
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．
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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
小林浩一（KOBAYASHI, Koich）
：客員教授：周産期医学：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：外来医長：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：研修医長：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

鈴木元晴（SUZUKI, Motoharu）
：講師：病棟医長：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・専門医員・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
神垣多希（KAMIGAKI, Taki）
：助教：教育員・医員・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
西林

学（NISHIBAYASHI, Manabu）
：非常勤講師：博士

海老根真由美（EBINE, Mayumi）
：非常勤講師：博士
柴﨑淳夫（SHIBAZAKI, Atsuo）
：非常勤医員
伊藤百合子（ITO, Yuriko）
：非常勤医員：博士
田谷順子（TAYA, Junko）
：助教：修士
内野聡美（UCHINO, Satomi）
：助手

2．教育
2-1．目的・目標
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「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
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（母体胎児・新生児）
（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）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）
g）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）
h）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）
i）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）
j）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）
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k）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
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）妊婦過程血圧の妊娠期間全域のデータ 250 名を提供した．
g）妊婦家庭血圧の妊娠期間全域のデータ 400 名を提供し，他院の妊婦家庭血圧のデータ 200 名と合わせて妊婦
家庭血圧の標準値と妊娠高血圧早期の家庭血圧の特徴を解析中である．
h）母子手帳 350 名分を収集した．この解析により祖母の妊娠高血圧の状況および母体の乳児期の発育状況が妊娠
高血圧発症に関与することが示された．現在論文作成中である．
j）ヒト絨毛外絨毛細胞株を用いて低酸素環境での培養実験を行い，細胞浸潤能が低下することを見出した．同様
の条件で培養した細胞を用いて，マイクロ RNA, DNA マイクロアレイ解析を行い，細胞浸潤能低下に関連すると
推察されるマイクロ RNA と，標的遺伝子の候補を同定した．H25 年度は，これらのマイクロ RNA と標的遺伝
子の機能解析を行う予定である．
k）産婦人科の大学院生の研究では，
着床不全子宮内膜における microRNA の治療標的・診断マーカーの探索を行っ
ている．ヒト子宮内膜脱落膜化過程においてフォークヘッド転写因子の 1 つである FOXO1 が誘導され，脱落膜
化マーカーであるプロラクチンや IGFBP1 等の標的遺伝子の発現制御を行っている事は，これまで明らかにして
きた．それに引き続き，FOXO1 などの脱落膜化に関わる遺伝子発現を制御する miRNA を探索し，今年度，新
たに数種類を同定した．今後はこれらの miRNA が，FOXO1 や IGFBP1 の発現制御を介し脱落膜化に関与してい
る可能性を検証する為の機能解析を進めていく．
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
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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・著書
① White YA, Woods DC, Takai Y, Ishihara O, Seki H, Tilly JL
Oocyte formation by mitotically active germ cells puriﬁed from ovaries of reproductive-age women
Nat Med. 18(3) : 413-21 , 2012
② Kajihara T, Tochigi H, Prechapanich J, Uchino S, Itakura A, Brosens JJ, Ishihara O
Androgen signaling in decidualizing human endometrial stromal cells enhances resistance to oxidative stress.
Fertil Steril 97(1) : 185-91, 2012
③新澤

麗，難波

聡，目崎

若年女性における骨の管理

登，小松

裕，川原

貴，岡垣竜吾，石原

理

無月経 女子長距離ランナーの骨粗鬆症に対するホルモン補充療法の意義

Osteoporosis Japan 20(3) : 505-7, 2012
④岡垣竜吾，永田一郎
イラストでみる産婦人科診療第 1 回

子宮発生と子宮奇形に関する新しい考え方−発生学に基づいた尿路−子

宮奇形の分類−
産科と婦人科 79(4) : 387-94, 2012
⑤木村真智子，難波

聡，板倉敦夫，石原

母体血漿中胎児 cell free DNA の断片長

理
出生前診断のための検討

産婦人科の実際 61(1) : 127-32, 2011
⑥石原

理

生殖医療の商業化
p123-43

丸善

シリーズ生命倫理学 6 生殖医療（シリーズ生命倫理学編集委員会編）（分担執筆）

2012

⑦ Ishihara O, Zegers-Hochschild F, DeMouzon J, Mansour R, Nygren KG, Banker M, Dyer S,Adamson GD
ART safety and eﬀectiveness in diﬀerent cultural and economic settings: a comparison of diﬀerent reproductive
strategies.
28th European Society of Human Reproduction and Embryology, Istanbul 2012.7.3
⑧ Prechanich J, Kajihara T, Fujita K, Uchino S, Tanaka T, Matsumoto S, Akita M, Nagashima M, Ishihara O
Morphological study of an experimental model for endometriosis in vitro: the threedimensional ﬁbrin matrix in
vitro culture of human endometrial explants
第 33 回日本エンドメトリオーシス学会（長崎） 2012.1.21-22
⑨ Suzuki M, Liu T, Hirosawa N, Nobori Y, Okamura A, Sakamoto Y, Kuzushima K, Uemura Y
Modiﬁcation of IL-12p70/Osteopontin balance in dendritic cells by ligand activation of invariant NKT cells
71th Japanese Cancer Association, Sapporo, 2012.9.19-21
⑩三木明徳，佐藤加寿子，西林

学，鈴木元晴，難波

聡，岡垣竜吾，板倉敦夫，石原

理

当科における抗 SS-A, 抗 SS-B 抗体妊婦の頻度と児の予後
第 48 回日本周産期・新生児医学会学術集会（さいたま） 2012.7.8-10
（平成 24 年 1 月〜 12 月の件数）
【総数：論文・著書 47 件，学会発表 78 件，講演 65 件】
6-2．獲得研究費
平成 24 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C））
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 miR-210 の機能の検討（平成 24-26 年度）
研究代表者

埼玉医科大学教授

板倉敦夫

平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）
母子保健事業の効果的実施の為の妊婦健診，乳幼児健診データ利活用に関する研究
研究代表者

山梨大学教授

山縣然太朗

研究分担者

東京女子医科大学教授

研究協力者

埼玉医科大学教授

松田義雄
板倉敦夫
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平成 24 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

平成 24 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

埼玉医科大学講師

鈴木元晴

平成 24 年度埼玉医科大学病院若手医師育成研究費
網羅的メチル化解析による母体血中胎児特異的遺伝子マーカーの確立
研究者

埼玉医科大学助教

木村真智子

平成 24 年落合記念賞研究助成金
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
研究者

埼玉医科大学助教

田丸俊輔

平成 24 年度埼玉医科大学病院若手医師育成研究費
子宮内膜の機能異常に関連した疾患の病態解明に向けた基礎研究
研究者

埼玉医科大学助教

佐藤加寿子

平成 24 年度埼玉医科大学病院若手医師育成研究費
卵巣明細胞腺癌における組織構築と低酸素分子の発現に関する研究
研究者

埼玉医科大学助教

鈴木裕之

6-3．受賞
永田一郎

埼玉県医師会功労賞

梶原

第 44 回日本臨床分子形態学会奨励賞

健

瀬戸さち恵

2012.11.8
2012.9.28

第 22 回日本産婦人科・新生児血液学会優秀演題賞

2012.6.29

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
さんしゅう会

2012.6.1

二葉会館

第 12 回ゆずの木周産期病診連携セミナー

2012.7.2

グランドホテル WIN

テーマ「周産期感染症」
代表世話人

板倉敦夫

GID 学会第 15 回研究大会

2013.3.23-24

大宮ソニックシティ

テーマ「GID の転換点−新しいガイドライン，新しい仲間，新しい生活」
大会会長

石原

理，事務局長

鈴木元晴

日本周産期・新生児医学会公認 Consensus2010 に基づく第 5 回新生児蘇生法「一次（B）
」コース講習会 2012.6.2
埼玉医科大学成育医療センター
板倉敦夫，三木明徳
日本周産期・新生児医学会公認 Consensus2010 に基づく第 6 回新生児蘇生法「専門（A）
」コース講習会 2012.8.18
埼玉医科大学成育医療センター
板倉敦夫，三木明徳

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（HARADA, Kiyoshi）
，

葛西ひとみ（KASAI, Hitomi）
，坂本一郎（SAKAMOTO, Ichiro），藤田幸弘（FUJITA, Yukihiro），伊藤大輔（ITO,
Daisuke）
，今井謙一郎（IMAI, Kenichiro）
，茂木世紀（MOGI, Seiki），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
・小林明男

埼玉医科大学医学部 4 年生担任

・坂田康彰

顎骨の骨折

埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義

平成 24 年 6 月

・今井謙一郎

口腔・顎部の炎症性疾患（1） 埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義

平成 24 年 6 月

・今井謙一郎

口腔・顎部の炎症性疾患（2） 埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義

平成 24 年 6 月

・依田哲也

顎骨の外傷

埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義

平成 24 年 6 月

・下山哲夫

口腔・顎骨内の囊胞性疾患

・小林明男

口腔領域の腫瘍

・小林明男

顎骨腫瘍

・都丸泰寿

咀嚼と嚥下の解剖と生理

埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義

・依田哲也

顎関節の特徴と顎関節症

広島大学歯学部 4 年生

・中本紀道

病態と治療Ⅲ（口腔外科） 毛呂看護学校第 1 学科 1 年生学生講義

平成 24 年 11 月

・中本紀道

病態と治療Ⅲ（口腔外科） 毛呂看護学校第 1 学科 1 年生学生講義

平成 24 年 11 月

埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義

埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義

埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義

平成 24 年 6 月

平成 24 年 6 月

平成 24 年 6 月
特別講義

平成 24 年 6 月
平成 24 年 10 月

卒後教育
・佐藤

毅

歯科口腔外科疾患

研修医ランチョンセミナー

平成 24 年 11 月

・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．
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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．
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
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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
・2 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

顎関節症

長崎県保険医協会

・依田哲也．IKASHIKA C.D.E. 第 49 期

2012 年 3 月

Part2

実習コース

すぐわかる顎関節症の診断と治療

東京医科歯科大

学歯学部同窓会．2012 年 6 月
・依田哲也．シンポジウム口が開かない：咀嚼筋腱腱膜過形成症の診断と治療

日本歯科医学会総会

2012 年

11 月
・Kokabu S: BMP3 suppresses osteoblast differentiation via interaction with Acvr2b.HSDM/HMS/MGH Bone
Research Workshop 2012 (November 16, 2012 in Boston)
・依田哲也．健康は大きな口を開けることから＋フッ化物洗口の 9 つの疑問に答える
会委員研修会

児玉地区教育委員会連合

2013 年 2 月

・依田哲也，他：当科監修歯科教本出版記念公開勉強会

埼玉医科大学

2013 年 3 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 Tsuyoshi Sato, Aya Nakamoto, Naoko Hori, Yuichiro Enoki, Yousuke Fukushima,Norimichi Nakamoto, Yasuaki
Sakata, Hidenori Yamanaka, Dai Chida, Takahiro Abe, Tetsuya Yoda. Proteomic analysis of masticatory muscle
tendon-aponeurosis hyperplasia: A preliminary study using a 2D-DIGE system. ournal of Oral and Maxillofacial
Surgery, Medicine, and Pathology. 2012.11. 24(4): 185-188
② Kokabu S, Katagiri T, Yoda T, Rosen V. Role of Smad Phosphateses in BMP-Smad signaring axis-induced
osteoblast diﬀerentiations.. J Oral Biosciences. 2012.05. 54(2): 73-78
③依田哲也監修編集．すぐわかるカード式：歯科知慮に必須の全身リスク診断と対応．医歯薬出版．2012.12.
④福島洋介，堀

直子，荒木隆一郎，中本紀道，佐藤

毅，坂田康彰，依田哲也．口腔心身症におけるパロキセ

チン塩酸塩水和物の治療成績の検討− VAS, SDS および CMI を評価指標として−．日本歯科心身医学会雑誌．
2012.12. 26(2): 64-68
⑤依田哲也，坂本

安，佐藤

毅，中本文．咀嚼筋腱腱膜過形成症のプロテオーム解析．埼玉医科大学雑誌．

2012.08. 39(1)
⑥福島洋介，榎木祐一郎，安井宏仁，滝口光次郎，長瀬由美子，中本紀道，佐藤

毅，坂田康彰，依田哲也．重度

口内炎を呈した薬剤性過敏症症候群の 1 例．日口内誌．2012.06. 18(1): 20-25
⑦ Shin M, Ohte S, Fukuda T, Sasanuma H, Yoneyama K, Kokabu S, Hohjohh H, Jimi E, Katagiri T: Identiﬁcation of
a novel BMP-inducible transcript, BIT-1, by utilizing the conserved BMP-responsive elements in the Id genes.
Journal of Bone and Mineral Metabolism31: 34-43, 2013
⑧ 古 株 彰 一 郎．BMP and Osteoblastogenesis inhibitors. Osteoblasts: Morphology, Functions and Clinical
Implications Nova Science Publishers, NY. 101-116. 2013
⑨ Ohte S, Kokabu S, Iemura SI, Sasanuma H, Yoneyama K, Shin M, Suzuki S, Fukuda T, Nakamura Y, Jimi E,
Natsume T, Katagiri T: Identification and functional analysis of Zranb2 as a novel Smad-binding protein that
suppresses BMP signaling. J Cell Biochem 113: 808-14, 2012
⑩ Kokabu S, Gamer LW, Cox K, Lowery JW, Tsuji K, Raz R, Economides A, Katagiri T, Rosen V: BMP3 Suppresses
Osteoblast Diﬀerentiation of Bone Marrow Stromal Cells via Interaction with Acvr2b. Mol Endocrinol 26: 87-94,
2012
【総数：論文 12 件，学会発表 10 件，講演 5 件】
6-2．獲得研究費
○佐藤

毅：平成 24 年度文部科学省科学研究費補助金

基盤研究 C：メラノコルチン受容体作動薬の骨代謝にお

ける作用の解析と顎骨壊死に対する臨床応用
○坂田康彰：平成 24 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
○依田哲也：平成 24 年度文部科学省科学研究費補助金

基盤研究 C：咀嚼筋腱・腱膜過形成症におけるプロテオ
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ミクスと元素分析
○佐藤

毅：平成 24 年度埼玉医科大学・若手医師育成研究助成（代表）：netrin 4 による神経系・血管系の制御下

での効率的な骨再生
○福島洋介：平成 24 年度学内グラント研究助成金：心因性味覚障害および口腔乾燥症における分子基盤研究
6-3．受賞
・Kokabu S. Harvard School of Dental Medicine Dean's Scholar Award 2012-2013
・Sato Tsuyoshi. Plenary Poster Award, Tsuyoshi Sato. Hypothalamic-pituitary-adrenal Axis is Essential for the
Regulation of both Bone and Fat Metabolism via Melanocortin 2 Receptor. ASBMR 2012 Annual Meeting,
Minneapolis, 11-14, Oct, 2012.
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 46 回日本口腔科学会関東地方会

川越

2012 年 9 月

7．自己点検・評価
今年度は現在の体制となって 4 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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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：指導教員（大学院）：脳卒中，インスリン
抵抗性：博士

倉林

均（KURABAYASHI, Hitoshi）教授：研究主任：代表指導教員（大学院）
：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%．
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3-3-2．血液透析を必要とするリハ適応患者のリハシステムの構築に関する研究（間嶋）
血液透析を必要とした慢性腎不全を合併するリハ適応患者のリハシステム構築の前提として，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
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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
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）
6-3．受賞
6-4．特許，実用新案
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：運営責任者：教育主任：診療科長：代表指導教員（大学院）：臨床麻
酔，内臓循環，疼痛治療，東洋療法：博士
岩瀬良範（IWASE, Yoshinori）
：教授：研究主任：診療副科長：指導教員（大学院）：臨床麻酔，医用情報処理，モ
ニタリング：博士
長坂

浩（NAGASAKA, Hiroshi）1 月〜：教授：博士

水上

智（MIZUKAMI, Satoshi）
：准教授：教育副主任：指導教員（大学院）：臨床麻酔，麻酔と循環，術前評価：
博士

東

俊晴（AZUMA, Toshiharu）〜 10 月：准教授：研究副主任：外来医長：病棟医長：指導教員（大学院）：博士

伊藤大真（ITO, Taishin）
：講師：博士
前山昭彦（MAEYAMA, Akihiko）6 月〜：講師：博士
星島

宏（HOSHIJIMA, Hiroshi）
：助教：歯学博士

竹内梨紗（TAKEUCHI, Risa）
：助教：歯学博士
小川さおり（OGAWA, Saori）
：助教：歯学博士
関口美果（SEKIGUTI, Mika）9 月〜：助教
山西優一郎（YAMANISHI, Yuichiro）1 月〜：助教
中原なほみ（NAKAHARA, Naomi）
：研究助手
客員教授 4 名， 客員准教授 3 名， 客員講師 1 名， 非常勤講師 14 名， 非常勤医員 23 名，

計 58 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
卒前教育・・・4，6 年生は講義，5 年生には BSL を行っている．
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（総セ），（3）全身麻
酔と吸入麻酔薬・・・松本延幸，
（4）重篤な麻酔合併症・・・市原靖子，（5）静脈麻酔法と静脈麻酔薬，筋弛緩薬・・・
長坂

浩，
（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，

モニター・・・岩瀬良範，
（8）循環生理と循環作動薬，心疾患の麻酔・・・北村
ペインクリニック・・・有山

晶（国セ）（9）痛みの生理と薬理，

淳（国セ）
，
（10）呼吸生理と呼吸器疾患の麻酔・・・磨田

照井克史（総セ）
，
（12）小児麻酔・・・水上

裕（国セ），（11）産科麻酔・・・

智，（13）術後疼痛管理とターミナルケア・・・川崎

潤（総セ）

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）
，
；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
（1）心麻酔と周術期管理・・・磨田
小山

裕（国セ）
，（2）麻酔各論／局所麻酔・・・有山

淳（国セ），（3）心肺蘇生術・・・

薫（総セ）
，
（4）外来麻酔・・・宮尾秀樹（総セ），（5）疼痛管理（ペインコントロールなど）
・・・北村

晶（国

セ）
，
（6）麻酔各論／全身麻酔・・・松本延幸
卒後教育・・・臨床研修医に対する教育は，手術室での実際の麻酔を中心に外来での術前患者診察・評価（術前回
診）およびペインクリニック外来の見学を行っている．
大学院教育・・・大学院生なし．
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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．
3-2，3．研究グループと内容，達成度
（1）悪性高熱症の発症機序の解明（菊地博達，
市原靖子，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 24 年度，4,160 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 6,993 人であった．臨床麻酔部門，ペインクリニック部門とも総力を挙げて可能な限りの診療が
出来た．次年度以降の課題は，スタッフの増員，診療内容の充実と小児，産科，脊椎外科麻酔部門や集中治療部門な
どの専門分野の拡充を目指す．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員など
（1）菊地・・・厚生労働省医薬食品局医事審議会医薬品等安全対策部会員
独立行政法人

医薬品医療機器総合機構

安全部

医薬品安全課

副作用検討会委員
（2）松本・・・あん摩マッサージ指圧師，はり師及びきゅう師国家試験委員
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（財団法人

東洋療法研修試験財団）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員など
（1）菊地・・・日本麻酔科学会準機関紙「麻酔」編集委員， 臨床麻酔学会誌査読委員
日本麻酔科学会機関誌「Journal of Anesthesia」査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
（1）菊地・・・悪性高熱症友の会交流会を主催（東京）

6．業績
6-1．論文・学会発表（代表論文と発表）
①東

俊晴，自己血輸血・血小板輸血の問題点

日本麻酔科学会第 59 回学術集会（神戸）2012.6
②東

俊晴，ヒト単球系細胞の組織因子活性発現に対する完全長ニューロキニン 1 受容体（ＮＫ 1 Ｒ）発現の影

響
日本麻酔科学会第 59 回学術集会（神戸）2012.6
③岩瀬良範，Airway Scope(AWS) 小児用イントロックの使用経験
日本麻酔科学会第 59 回学術集会（神戸）2012.6
④伊藤大真，CRPS を疑わせる脊髄損傷患者の遠隔関連痛に同側腰部交感神経幹ラジオ派焼灼が有効であった 1 症
例
日本ペインクリニック学会第 46 回大会（島根）2012.7
⑤前山昭彦，ドロペリドールによる錐体外路症状 2 症例の検討
日本麻酔科学会関東甲信越・東京支部第 52 回合同学術集会（軽井沢）2012.9
⑥竹内梨紗，エアウェイスコープ VS マッキントッシュ型喉頭鏡〜システマティックレビューおよびメタアナリシ
ス
第 40 回歯科麻酔学会総会・学術集会（福岡）2012.10
⑦ Hiroshi Hoshijima，Pentax Airway Scope Versus Macintosh Laryngoscope for Tracheal Intubation in Adults : A
Systematic Review and Meta-Analysis of Randamized Controlled Trials
ASA ANNUAL MEETING（ワシントン）2012.10
⑧星島

宏，Pentax AWS/Airtraq とマッキントッシュ型喉頭鏡の気管挿管時の循環動態の変動：メタアナリシス

による検討
第 4 回 Evidence-based Anesthesia 研究会学術集会（福島）2012.11
⑨岩瀬良範，PaperChart による自動麻酔記録：実地運用開始後の課題とソリューション
第 30 回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会（鹿児島 92012.12
6-2．獲得研究費
（1）使用成績調査：
「デュロテップＭＴパッチ 2.1mg, 4.2mg, 8.4mg, 12.6mg, 16.8mg

長期使用に関する特定使

用成績調査（慢性疼痛）
」ヤンセンファーマ株式会社
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
救急医療は初期臨床研修の必修科目であり，正確な診断・トリアージ，初診から専門科医師への引き継ぎの能力養
成に力を入れる．
2-2．教育内容（担当者：松木盛行）
①主に ER において鑑別診断の訓練
②スキルスラボにおいて内視鏡（大腸，胃・十二指腸，気管支），中心静脈の確保，橈骨動脈穿刺，腰椎穿刺，気
管挿管を修練
③外傷の初期診断と縫合・創処置，骨折の治療．
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る処置は全員に提供
できなかった．
2-4．自己評価と次年度計画
現状でのシステムとマンパワーでは限界があるが，おおむね満足なレベルである．来年度はスキルスラボでの研修
を充実し，さらに良い教育をすることを目指す．

3．研究
3-1．研究目標
①神経芽細胞腫におけるがん幹細胞の同定と分離（継続）
②特定看護師の育成による病院診療機能の改善
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①松木盛行：神経芽細胞腫におけるがん幹細胞の同定と分離
②松木盛行：特定看護師の育成
3-3．研究内容と達成度
① 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．
②特定看護師を埼玉医科大学病院で養成し，医療現場で医師の補助者として業務を行うことで医療の質の向上につ
ながることを実証する．
3-4．自己評価と次年度計画
①実験は計画段階である．
②現在，1 名の特定看護師が ER で勤務しており，その能力向上を図っている段階であるが，次年度以降も病院勤
務の中で特定看護師としてのスキル向上を目指す．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
急患センター（ER）は ER 型救急を実践し，限られた人員で数多くの救急患者に対応している．本年度の診療患者
総数は 1290 人，うち救急車による搬送は 363 人，科別新患数は 549 人であった．ER では原則として外来で手術を
行うことはないが，本年度は骨折・脱臼整復 14 件を含む 61 件の観血的治療を行った．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員
本年度の該当なし
5-2．査読委員，編集委員など
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本年度の該当なし
5-3．社会，医学貢献に係わる業務
本年度の該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文
① Araki K, Kitagawa K, Mukai H, Mukohara T, Kodama K, et. al.:First clinical pharmacokinetic dose-escalation study
of sagopilone, a novel, fully synthetic epothilone, in Japanese patients with refractory solid tumors. Invest New
Drugs. 2012 Dec;30(6):2327-33.
② Hirama T, Yamaguchi T, Miyazawa H, Tanaka T, Hashikita G, Kishi E, Tachi Y, Takahashi S, Kodama K, et. al.:
Prediction of the pathogens that are the cause of pneumonia by the battleﬁeld hypothesis. PLoS One. 2011;6(9):
e24474..
学会発表
①辻

美隆，松木盛行．大学病院 ER における初期臨床研修：スキルスラボの活用とその効果．第 112 回日本外科

学会定期学術集会．日本外科学会雑誌 2012:113（臨時増刊号 2）:610
②松木盛行，里見

昭，辻

美隆．神経芽細胞腫における腫瘍幹細胞．第 112 回日本外科学会定期学術集会．日

本外科学会雑誌 2012:113（臨時増刊号 2）:303
【総数：論文 2 件，学会発表 2 件，著書 0 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
ER 型救急医療はいまだ発展途上にあり今後の帰趨は定かでないが，直面する問題を分析検討し，よりよい医療体
制を構築したいと考える．現在の限られた人員でできることは精一杯行っており，今後とも努力を惜しまないつもり
である．
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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

菊池友和（KIKUCHI, Tomokazu）
：鍼灸診療，整形外科・神経内科疾患
小内

愛（KOUCHI, Ai）
：鍼灸診療，内科疾患

津崎正法（TSUZAKI, Masanori）
：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
寺澤宏美（TERASAWA, Hiromi）
：鍼灸診療，内科疾患：修士
井上理恵（INOUE, Rie）
：鍼灸診療，整形外科疾患
森崎敦三（MORISAKI, Atuzou）
：鍼灸診療，眼科疾患
金子聡一郎（KANEKO, Souichirou）
：鍼灸診療，麻酔科疾患
佐々木詠教（SASAKI, Naganori）
：鍼灸診療
菊池雅美（KIKUCHI, Masami）
：鍼灸診療

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 24 年度も昨年に引き続き，
医学部 3 年生の医学概論の中でそのような観点から東洋医学診療に関する講義を行った．また，低学年のうちから
臨床で役立つ理論的思考力や批評力を養う為，医学部 2 年生の選択必修講義・良医への道 1「（東洋医学）東洋医学
と西洋医学の比較文化論」の講義にも当たった．また，他大学等の外部の講師も務め，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 コマの講義の中はで，
「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．さらに，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．
卒後教育としては，研修管理センターとの共催で，研修医を中心とした医師向けの漢方の講義をシリーズで開始し，
学内の臨床医への漢方の普及に努めた．また，平成 24 年度より，鍼灸部門の卒後教育（研修課程，特別研修，派遣
研修等）を開始した．学外においては，外部（東京医科大学，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．
415

東洋医学診療科

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．
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，現在高学年（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，現在も活動進行中で
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
3-3．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

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
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副支部長
関東甲信越支部
埼玉県部会

地区委員長

幹事（副会長）
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（社）日本東洋医学会
埼玉鍼灸学会

学術教育委員

副会長

現代医療鍼灸臨床研究会

監事

東京藝術大学非常勤講師
大野：
（社）国際東洋医学会

理事

（社）日本東洋医学会

代議員

（社）日本東洋医学会

関東甲信越支部

（社）日本リウマチ学会
明治薬科大学

埼玉県部会

幹事

埼玉県部会

幹事

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

理事（研究副部長）
，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

日本東洋医学系物理療法学会

理事

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
小俣：
（社）日本東洋医学会

関東支部 世話人副代表

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
日本統合医療学会

評議員（用語委員会副委員長）

評議員，学術委員

現代医療鍼灸臨床研究会 理事
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

関東支部

（社）エビデンスに基づく統合医療研究会会員
菊池：
（社）日本東洋医学会
埼玉鍼灸学会

関東甲信越支部

世話人 事務局

評議員，学術部員
埼玉県部会 事務局

幹事

（社）埼玉県鍼灸師会 学術副部長
小内：維持透析患者の補完代替医療研究会関東支部会

事務局

津崎：維持透析患者の補完代替医療研究会関東支部会

事務局

埼玉鍼灸学会

事務局

（社）埼玉県鍼灸師会 学術部員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①磯部秀之：漢方を使いこなそう
者さんでどう使う？
②山口

32 筋痙攣・筋肉痛

P22-23

第 9 章 運動器症状のみられる患

jmed［ジェイメド］日本医事新報社 22：P133-136 2012 年 10 月

智：運動器の痛み プライマリケア 膝・大腿部の痛み

ローチ
③小俣

日常診療で使えるあんな処方，こんな処方

5．各種治療手技の概要と適応 c．東洋医学的アプ

南江堂（東京）2012 年 6 月

浩：日本伝統医学標準テキスト・鍼灸編 第 4 章 臨床鍼灸学 H 各科の鍼灸治療法 1 腎臓内科 D 維持透析
（慢

性腎不全）平成 22・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「統合医療を推進する
ための日本伝統医学の標準化」研究班
④ 菊 池 友 和： 一 次 性 頭 痛 に 対 す る 鍼 治 療 の 基 礎 研 究： 第 3 回 JSAM 鍼 灸 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム - The 3rd JSAM
International Symposium on Evidence-based Acupuncture-Evidence of the Effectiveness of Acupuncture for
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Headache-2012 年 6 月
⑤小内

愛：埼玉医科大学東洋医学センターにおける癌患者に対する鍼灸治療の実際

の分析 現代鍼灸学 12(1):P49-56

主に背景因子と鍼治療効果

2012 年 11 月

⑥ 津 崎 正 法： 鍼 灸 ク リ ニ カ ル レ ポ ー ト（ 第 18 回 ）： 不 妊 症 患 者 に 対 す る 鍼 治 療； 医 道 の 日 本 誌 72 巻 2 号
Page115-120.2013.
⑦大野修嗣：アトピー性皮膚炎 漢方医薬学雑誌 20(2):P 24-27 2012 年 9 月
⑧鈴木真理，山口

智，小俣

浩，磯部秀之，三村俊英，荒木信夫：慢性片頭痛に対する鍼治療効果 第 40 回頭痛

学会総会（東京）2012 年 11 月
⑨寺澤宏美，小俣

浩，山口

智，磯部秀之，大野修嗣：顔面痛に対する鍼治療の効果（第 2 報）−頸肩凝りを

随伴する顔面痛の実態分析−
⑩井上理恵，山口

智，小俣

第 63 回（社）日本東洋医学会学術大会（京都） 2012 年 6 月

浩，菊池友和，新井千枝子，田中晃一，小内

非特異的腰痛に対する鍼治療効果− JOABPEQ を用いた検討

愛，磯部秀之，三村俊英，高橋啓介：

第 61 回（社）全日本鍼灸学会学術大会（三重）

2012 年 6 月
【総数：論文 22 件，学会発表 30 件】
6-2．獲得研究費
（山口）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：鍼灸の作用機序に関する科学的根拠の確立

と神経内科専門医と連携した鍼灸活動ガイドラインの作成
（山口）
（公社）全日本鍼灸学会研究部プロジェクト研究助成
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 21 回（社）日本東洋医学会埼玉県部会を（学）佐藤栄学園 大宮法科大学院大学 OLS ビル 2F にて開催（平
成 25 年 2 月 24 日，参加者：大凡 150 名）
．
2）第 10 回維持透析患者の補完・代替医療研究会（関東支部会と共催）平成 24 年 12 月 9 日（東大鉄門記念講堂）
．
3）第 1 回（社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催．H,24 年 7 月 15 日
4）第 2 回（社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催．H,24 年 9 月 16 日
5）第 3 回（社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催．H,24 年 11 月 18 日
6）第 4 回（社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催．H,25 年 2 月 17 日
7）第 1 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催：平成 24 年 6 月 24 日（日）埼玉医科大学かわごえクリニック 6F 大
会議室
8）第 2 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催：平成 25 年 1 月 27 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 23 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，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（山口）を獲得することが出来た．今後も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，診療実績は昨年度とほぼ同様であった．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
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：代表指導教員（大学院）

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：指導教員（大学院）
牛見尚史（USHIMI, Hisashi）
：講師：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）
木村文子（KIMURA, Fumiko）
：教授：心臓循環器画像診断学：博士
酒井文和（SAKAI, Fumikazu）
：教授：呼吸器画像診断学：博士
岡田吉隆（OKADA, Yoshitaka）
：教授：消化器画像診断学：博士
内野

晃（UCHINO, Akira）
：教授：神経画像診断学：博士

小澤栄人（KOZAWA, Eito）
：准教授：放射線診断学：博士
西

直子（NISHI, Naoko）
：講師：放射線診断学：博士

水越和歌（MIZUKOSHI, Waka）
：講師：放射線診断学：博士
齋藤尚子（SAITOH, Naoko）
：講師：放射線診断学：博士

2．教育
2-1．目的・目標：
医学教育における放射線医学の基本方針はつねに変わらず，放射線医学の考え方を理解し，臨床医学において正し
く応用できるようにすることである．そのため，少人数の講義と実習体制ならびに自主的な学習プログラムを作成し
て運用している．
2-2．教育内容：
講義は原則として講師以上の教員が担当する．5 年生 BSL ではプログラムに従って助教も参画する．BSL の基本方
針は自主的な画像診断への参加と能動的な学習意欲の高揚であり，画像診断端末に直接触れることを通じて実際の症
例を数多く経験することを第一義とする．また本年度より 5 年生対象の CC（クリニカル・クラークシップ）を開始し，
4 週間の画像診断の実習を行った．計 4 名ではあるが，各自の画像診断の知識向上に成果が上げられた．
その他：保健医療学部における放射線医学概論 15 講義を担当．
2-3．達成度：
学生の講義は各教員ごとに人事考課において自己評価を行い一定の水準を維持している．BSL と CC については出
席と履修態度によって個別評価を行っている．
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 と CC での実習の場で，自ら考える姿勢での実地教育を
行っている．

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
発し，基礎実験に引き続き，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，婦人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．
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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，世界をリードしている．
3-4．自己評価と次年度計画
各教室員の研究成果は国内および国際学会で発表するとともに英文または和文の論文として順次刊行してきた．位
相コントラスト X 線撮像装置は一部が実用の段階に入っており，基礎的な研究を経て臨床応用も倫理委員会の承認
を得て世界に先駆けて進行中である．

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，つね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：
検査種別
検査部位
検査件数
検査種別
単純撮影
胸部腹部
54,348 CT 検査
頭部顔面
1,191
歯科系
2,416
脊椎計
7,929
胸郭系
861
骨盤系
593
上肢系
9,379
下肢系
16,266
合計
92,983
断層撮影
下肢断層
0 MRI 検査
乳房撮影
乳房・生検
1,830（16）
特殊撮影
全身・唾液腺・ストレス撮影
430
病室撮影
胸部・腹部・四肢
19,032
手術室撮影 胸部・腹部・脊椎・四肢
2,143
消化管撮影 食道・胃・小腸・大腸
498
透視検査
泌尿器・婦人科・整形・内視鏡
1,964
骨塩定量
骨塩定量解析
1,338
血管造影
消・肝臓・胸部・腹部・頭部・四肢
2,307
核医学検査 脳神経・甲状腺・腫瘍・消化器・etc
2,389
放射線治療 照射・治療計画
3,085 超音波検査

検査部位
頭部系
顔面・頚部系
胸部系
腹部骨盤系
脊椎系
血管系
四肢・骨格筋系
3D・特殊系・複数部位
合計
頭部系
顔面・頚部系
胸部系
腹部系
脊椎系
骨盤系
血管系
上肢系
下肢系
合計
軟部・心臓・血管

検査件数
4,333
1,543
4,658
8,196
291
264
922
2,098
22,305
6,489
495
145
1,555
2,529
778
159
454
735
13,339

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
4-6．自己評価と次年度目標
マンパワー不足の問題は依然として存在するが，この中で新たな努力を展開し，より充実した診療と研究を行って
いきたい．

5．社会活動
5-1．自治体，政府関連委員の有無：
なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本医学放射線学会誌編集委員（新津）
医療放射線防護誌編集委員（田中）
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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：
日本磁気共鳴学会会長（新津）
日本磁気共鳴専門技術者認定機構理事長（新津）
医学物理士認定機構理事（新津）
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）

6．業績
6-1．論文・学会発表．著書：
① Tanaka J, Nagashima M, Kido K, Hoshino Y, Kiyohara J, Makifuchi C, Nishino S, Nagatsuka S, Momose
A: Cadaveric and in vivo human joint imaging based on differential phase contrast by X-ray Talbot-Lau
interferometry. Z.Med.Phys. available online 6 December 2012.
② Momose M, Yashiro W, Kido K, Kiyohara J, Makifuchi C, Ito T, Nagatsuka S, Honda C, Noda D, Hattori T, Endo T,
Nagashima M, Tanaka J: X-ray phase Imaging---from Synchrotron to Hospital. Philosophical Transactions of the
Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 1-8, 2013.
③ Nishi N, Tanaka J, Minagawa A:Cushing syndrome treated by radiofrequency ablation of adrenal gland adenoma.
Jpn J Radiol,(2012)30:274-276.
④ Aoki T, Watanabe A, Nitta N, Numano T, Fukushi M, Niitsu M: Correlation between apparent diﬀusion coeﬃcient
and viscoelasticity of articular cartilage in a porcine model. Skeletal Raio,l41(9):1087-1092, 2012
⑤田中淳司，新津

守，井上快児，平塚真生子，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 干渉計による人体の撮像．第 71 回日本医学放射線学会学術総会
2012.4.12-15. 横浜
⑥新津

守：
（単著）
「膝関節磁共振診断」
「膝 MRI」第 2 版中国語版

人民軍医出版，北京，全 209 ｐ ,2012

⑦ Okada Y, Nishi N, Kozawa E, TogawaO, YamaguchiH, KimuraF, TanakaJ: Benign Non-tumorous Disorders
Mimicking Pancretobiliary Malignancy: A Radiologic Approach to Differential Diagnosis(educational exhibit).
RSNA 98th Scientiﬁc Assembly and Annual Meeting. Nov.25-29, 2012. Chicago
⑧ Tanaka J, Momose A, Niitsu M, Ushimi T, Nagashima M, Nagatsuka S, et al: New Imaging Method based on
Talbot-Lau X-ray Interferometry: Results from Preliminary Study on Finger Joints(scientiﬁc paper).RSNA 98th
Scientiﬁc Assembly and Annual Meeting. Nov.25-29, 2012. Chicago
⑨ Inoue K, Kozawa E, Niitsu M, Yasuda M, Kato T, Fujiwara K, Kimura F:Usual and unusual MR imaging ﬁndings of
hormonal functioning ovarian mass: Radiologic -pathologic correlations. Radiological Society of North America's
98TH Scientiﬁc Assembly and Annual Meeting. November 2012. Chicago
⑩ Ushimi T, Inoue K, Kozawa E, Tanaka J, Niitsu M:The dose of contrast medium should be determined on the
basis of estimated lean body weight (LBW) instead of the body weight--Excessive amounts are currently given to
females.25TH European Congress of Radiology. March 6-11,2013. Vienna
【総数 論文 4 件 学会発表 5 件

著書 1 件】

6-2．獲得研究費：
JST 産学イノベーション加速事業【先端計測分析技術・機器開発】に係る委託業務：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：なし
6-4．特許，実用新案：なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催：なし

7．自己点検・評価
診断業務においては臨床各科への迅速な画像診断サービスを最優先事項として努力した．緊急を要する症例におい
ては即時の対応を基本とし，夜間や休日にも対応できる体制を取った．新たな独自の研究テーマに着手しており，国
際学会での発表を行った他，新聞等のメディアにも取り上げられた．
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1．28）
（2）放射線科（放射線腫瘍科）
1．構成員
鈴木健之（SUZUKI, Kenji）
：准教授：教育主任：診療科長：指導教員（大学院）：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
2-1．目的・目標
卒前教育：基本学科と同じ
卒後教育：基本学科と同じ
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：基本学科の教育主任を担当した．医学部にて 3 年生・4 年生の講義および 5 年生の臨床実習を担当し，
各講義の試験問題を作成した．また 6 年生の試験問題作成における割り振りおよび作問を行い，試験問題の登録業
務を担当した．また 5 − 6 年生の試験監督および OSCE 評価を行った．また 3 年生 5 名について，アドバイザーを
担当した．また保健医療学部にて講義を行った．保健医療学部では，医用生体工学科，看護科の 2 科合同講義にて，
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．
医学部講義：65 分× 2 コマ
医学部臨床実習：120 分× 16 コマ
保健医療学部講義：90 分× 4 コマ
卒後教育：該当なし
2-3．達成度
卒前教育：講義や臨床実習において，十分に準備をして望むことができた．試験問題の割り振りなどにおいても，
職務を全うできた．
卒後教育：該当なし
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：達成度に同じ．次年度も今年度と同様に職務を全うする．
卒後教育：研修医が回ってくることがあれば，積極的に対応する．

3．研究
3-1．目的・目標
1，放射線に関する医学生の意識・理解度調査
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災による福島第一原発事故は放射性物質を周辺
地域へ拡散させた．事故直後から医学生の放射線・放射能に対する関心が高いと思われる．医学生の放射線に関
する意識・理解度を学年別に調査する．
2，肝細胞癌腫瘍塞栓症に対する当科における放射線治療の成績：肝細胞癌腫瘍塞栓症に対するこれまでの放射線
治療成績を調査し，今後より適切な照射線量・治療スケジュールを検討する．
3，乳癌乳房温存術後の放射線肺炎発生頻度− 2 施設間での比較：乳癌乳房温存術後の放射線肺炎発生頻度を放射
線治療医が同一である 2 つの医療施設間で比較する．発生頻度に差があるなら，その要因を明らかにし，発生
頻度の軽減につなげる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
放射線に関する医学生の意識・理解度調査：赤羽
玉医科大学
医科大学
大学

医学部
医学部

基礎医学

生理学）
，森

明（埼玉医科大学

茂久（埼玉医科大学

医学部

基礎医学

医学教育センター），柴崎智美（埼玉

地域医学・医療センター）
，鈴木健之（埼玉医科大学病院

放射線腫瘍科），飯塚裕幸（埼玉医科

中央研究施設 RI 部門）

肝細胞癌腫瘍塞栓症に対する当科における放射線治療の成績：研究グループなし
乳癌乳房温存術後の放射線肺炎発生頻度− 2 施設間での比較：研究グループなし
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物理学），渡辺修一（埼

医学部
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3-3．研究内容と達成度
放射線に関する医学生の意識・理解度調査：学会発表を行った．
肝細胞癌腫瘍塞栓症に対する当科における放射線治療の成績：データ収集中
乳癌乳房温存術後の放射線肺炎発生頻度− 2 施設間での比較：データ収集中
3-4．自己評価と次年度計画
放射線に関する医学生の意識・理解度調査：学年ごとの意識に違いがあり，修得している放射線の知識の差による
と推定された．一応 H24 年度で終了とした．
肝細胞癌腫瘍塞栓症に対する当科における放射線治療の成績：研究テーマを発案し，該当症例の一部を選出した．
H25 年，日本放射線腫瘍学会にて発表を予定する．
乳癌乳房温存術後の放射線肺炎発生頻度− 2 施設間での比較：研究テーマを発案し，該当症例の一部を選出できた．
次年度は，さらに該当症例を選出する．H26 年度に発表を予定する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
老朽化したリニアアックを用いながら，適切で迅速な放射線治療を行うことが出来た．
新患患者数は，144 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・著書
学会発表
①放射線に関する医学生の意識・理解度調査
◎赤羽

明，渡辺修一，森

茂久，芝崎智美，（鈴木健之），飯塚裕幸，荒木信夫

第 44 回日本医学教育学会大会．2012.07. 慶應義塾大学日吉キャンパス（横浜市）
② Virtual computer simulation of skin erythema during and after breast conserving therapy using generalized LQ
model. H.Sekine, C.Kamehira, A.Kobayashi, S.Takagi, (K.suzuki)
ASTRO 54th annual meething. 2012.10. Boston, Massachusetts, USA.
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
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．
研究：2 つの学会発表に係わった．
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診療：マンパワーに乏しく，リニアックも老朽化しているが，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

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）：指導教員（大学院）：脳核医学，心
臓核医学，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）から客院教授：代表指導教員か
ら指導教員（大学院）
：脳核医学，画像解析学：博士
今林悦子（IMABAYASHI, Etsuko）
：講師（埼玉医科大学国際医療センターとの兼担）から客員准教授：脳核医学，
心臓核医学，腫瘍核医学：博士
島野靖正（SHIMANO, Yasumasa）
：一般大学院生
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（久慈一英）
・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）
・Bedside learning（久慈一英，松田博史）
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）
全ての活動は，国際医療センター核医学科と一体的に運用する．
2-3．達成度
卒前教育：80％，卒後教育：70％，大学院教育，90％
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．今後も内容を厳選して，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．今後も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．大学院生の学位を 1 名取得
できた．別の大学院生の学位論文も J-ADNI 関連の研究成果についてまとめて投稿中である．全ての活動は，国際医
療センター核医学科と一体的に運用する．

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 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 90％．
・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いる．達成
度 80％．
・PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定に関する研究
PET/CT による FDG の固形腫瘍への集積指標である Standardized Uptake Value (SUV) を用いて新規分子標的薬
の治療効果判定を行っている．また，11C-methionine による脳腫瘍の治療効果判定と再発診断を行っている．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，対象を乳癌に絞って
研究を継続している．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．次年度からは，脳アミロイドイメージングの新しい多施設研究である J-ADNI2 が開始される
予定である．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 で検証する研究が開始して
いる．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乳癌における治療効果予測や
判定法の確立を進めている．しかし，昨年度は教授を含む主力スタッフの退職があり，研究の進捗はやや遅かった．
研究を進めるためにも，人材の獲得が重要である．

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，2,370 件の検査，治療が行われたが，新しい SPECT/CT の導入を検討して活性化をは
かり，検査内容を充実させていきたい．

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（環境省）
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）
医療放射線管理専門委員会委員（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
査読委員

Movement Disorder, World Journal of Radiology, Research and Reports in Nuclear Medicine
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
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Cognition Disorders, BMC psychiatry, European Neurology, Journal of Alzheimer's Disease
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, Journal of Clinical Oncology and Therapeutics

今林悦子
査読委員

核医学，Annals of Nuclear Medicine

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
松田博史
日本核医学会理事，日本脳循環代謝学会理事，日本認知症学会評議員，日本てんかん学会評議員，日本アイソトー
プ協会常任委員
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・著書
① Osawa, A., Maeshima, S., Matsuda, H., Tanahashi, N.: Functional lesions in dysphagia due to acute stroke:
discordance between abnormal ﬁndings of bedside swallowing assessment and aspiration on videoﬂuorography.
Neuroradiology 55(4):413-421, 2013
② Iida H., Hori Y., Ishida K., Imabayashi E., Matsuda H., Takahashi M., Maruno H., Yamamoto A., Koshino K., Enmi
J., Iguchi S., Moriguchi T., Kawashima H., Zeniya T.: Three-dimensional brain phantom containing bone and grey
matter structures with a realistic head contour. Ann Nucl Med 27(1):25-36, 2013
③ Matsuda H., Imabayashi E.: Molecular neuroimaging in Alzheimer's disease. Neuroimaging Clin N Am
22(1):57-65, viii, 2012
④ Matsuda H., Mizumura S., Nemoto K., Yamashita F., Imabayashi E., Sato N., Asada T.: Automatic voxel-based
morphometry of structural MRI by SPM8 plus diﬀeomorphic anatomic registration through exponentiated lie
algebra improves the diagnosis of probable Alzheimer Disease. AJNR Am J Neuroradiol 33(6):1109-1114, 2012
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 23(1):137-140,
2013
⑥ Nakatsuka T., Imabayashi E., Matsuda H., Sakakibara R., Inaoka T., Terada H.: Discrimination of dementia with
Lewy bodies from Alzheimer's disease using voxel-based morphometry of white matter by statistical parametric
mapping 8 plus diffeomorphic anatomic registration through exponentiated Lie algebra. Neuroradiology
55(5):559-566, 2013
⑦ 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.:

18

F-ﬂuorodeoxyglucose

positron emission tomography optimizes neoadjuvant chemotherapy for primary breast cancer to achieve
pathological complete response. Int J Clin Oncol 17(3):276-282, 2012
⑧久慈一英：核医学テキスト 神経伝達機能 SPECT. 絹谷清剛編 中外医学社，60-65.2013
⑨今林悦子，松田博史：MEDICAL VIEW, FDG-PET によるてんかん・脳腫瘍の診断，最新脳 SPECT/PET の臨床 第
3 版，西村恒彦編，154-159, 2012
⑩瀬戸

陽：核医学テキスト 脳脊髄液動態．絹谷清剛編 中外医学社，66-68.2013

【総数：論文 17 件，学会発表 16 件，講演 10 件】
6-2．獲得研究費
1）平成 24 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
2）平成 24 年度厚生労働省認知症対策総合研究事業，アミロイドイメージングを用いたアルツハイマー病発症リ
スク予測法の実用化に関する多施設臨床研究，（主任研究者，石井賢二），分担研究者，今林悦子，100 万円
6-3．受賞
第 71 回日本医学放射線学会 Cypos 賞 Bronze Medal：久慈一英，今林悦子，島野靖正，瀬戸

陽，藤島基宣，松田博史，
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伊藤公輝，
伊藤邦泰，
「FDG-PET/CT 検査時の血管迷走神経反射による副腎高集積」，第 71 回日本医学放射腺学会，
横浜，
2012
6-4．特許，実用新案
特許第 4989610 号（平成 24 年 5 月 11 日）
．機能画像の画像データ解析装置，方法，及びコンピュータプログラム．
特許権者，富士フイルム RI ファーマ株式会社．発明者，松田博史，今林悦子，相馬

努．

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
・第 6 回日本てんかん学会関東甲信越地方会開催，会長：松田博史，事務局：久慈一英，2012.6.23, 東京

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，2,370 件の検査，治療が行われた．前年度よりも 3.5％増加した．SPECT 機器の老
朽化が目立つので，新しい SPECT/CT の導入を検討して，全体的な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）
：16 名，
（言語治療）
：2 名，
（心理）：3 名，非常勤講師：12 名，非常勤医師：6 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 24 年度は精神科救急入院料（スーパー救急）の算定開始 4
年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
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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）等が行われ，今年度は国際学会での発表も行われた．
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，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，各種発表も行われた．
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 24 年 4 月〜平成 25 年 3 月）
＜外来＞

①新患総数：1615 人／年，②再来患者：144 人／日（※対前年度＋ 5．8％）

＜病棟＞

①新入院患者総数：215 人／年

＜往診（国際医セ）＞

（※転科→再転入を含む）

161 件／年

③入院時主診断別内訳：以下のとおりである．
（※平成 24 年 04 月〜 25 年 03 月）
F0 症状性を含む器質性精神障害 --------------------------------------------34 人 (16％ )
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害 ------------------12 人 (6％ )
F2 統合失調症，分裂病型障害および妄想性障害 ---------------------66 人 (31％ )
F3 気分（感情）障害 ------------------------------------------------------------40 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 -----38 人 (18％ )
F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 -----------10 人 (5％ )
F6 成人の人格および行動の障害 ---------------------------------------------1 人 (0.5％ )
F7 精神遅滞 --------------------------------------------------------------------------7 人 (3％ )
F8 心理的発達 -----------------------------------------------------------------------5 人 (2％ )
F9 小児及び青年期 -----------------------------------------------------------------0 人 (0％ )
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G4 てんかん --------------------------------------------------------------------------2 人 (1％ )
合計 215 人
＜救急＞休日夜間診療に関しては，年間総対応件数，約 2175 件であり，内訳は①電話：1728 件，②時間外診療：
345 件（大学）＋ 53 件（日高）
，③病棟対応：337 件，④院内往診：50 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 161 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 21，22，23，24 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医療観察法入院病棟倫理会議委員
⑫埼玉県メディカルコントロール協議会委員
⑬川越比企保健医療圏域心の健康に関する地域保健医療連携会議委員
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

豊嶋良一

②思春期・青年期精神医学

編集委員

豊嶋良一

③ Psychiatry and Clinical Neurosciences

査読

太田敏男

④ Psychiatry and Clinical Neurosciences

査読

横山富士男

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
デイケア心理教育

講師（葛飾区）＜太田＞

精神保健実地審査 （飯能市）＜太田＞
日本精神科看護技術協会「こころのケア研修会」講師（川越市）＜太田＞
埼玉県発達支援マネージャー・サポーター育成研修「発達障害の基礎理解」講師（川越市）＜横山＞
日本精神科看護技術協会「こころのケア研修会」講師（川越市）＜横山＞
埼玉県「発達支援サポーター養成研修」基礎講座

講師（さいたま市）＜金澤＞

神奈川県高等学校教科研究会 養護部会後期研究大会講演会
さいたま市はぁといきいきプロジェクト
青森県八戸精神科医会講演会

講演会

講師（横浜市）＜金澤＞

講師（さいたま市）＜松岡＞

精神保健福祉関係職員研修

講師（八戸市）＜松岡＞
講師（狭山市）＜松岡＞

厚生労働省こころの健康づくり対策事業「思春期精神保健対策医療従事者専門研修」 講師（中央区）＜塚田＞
埼玉県消防学校

救急科教育

深谷市教育研究所

講師（川越市）＜平田＞

教育相談（深谷市）＜臨床心理士：庄野＞

不登校を考えるシンポジウム〜一人一人をみつめて〜

講師（春日部市）＜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精神科診断分類の改訂にむけて
診断

臨床精神医学

− DSM-V の動向−

新しい精神の科学とケースフォーミュレーション，分類

2012.05.41(5): 483-489 豊嶋良一

②「うつ病」関連の医学用語，どこに問題があるのか？

精神神経学雑誌

2013.03. 115(3): 261-266. 太田敏男

③総合病院精神科のスーパー救急の現場から：大学病院型「スーパー救急」 その実践的運営モデルと実状につい
て：松岡孝裕，平田吾一，太田敏男，豊嶋良一．2012.04. 臨床精神医学 (41)4

425-432

＜基礎（論文）＞
④ Muscarinic acetylcholine receptor-mediated activation of G(q) in rat brain membranes determined by guanosine5'-O-(3-[35S]thio)triphosphate ([35S]GTP γ S) binding using an anti-G protein scintillation proximity assay.
Journal of Neural Transmission 2012.05. 119(5):525-532 Yuji Odagaki, Ryoichi Toyoshima
⑤ Group Ⅱ metabotropic glutamate receptor-mediated activation of G-proteins in rat hippocampal and striatal
membranes. Neuroscience Letters 2013.02. (539): 22-26 Yuji Odagaki, Masakazu Kinoshita, Ryoichi Toyoshima
＜臨床（学会発表）＞
⑥ Cluster analysis of suicide attempt cases : regional preventive measures for suicide attempt derived after
statistical classification Takahiro Matsuoka. World Psychiatric Association(WPA) Regional Meeting (oral
presentation). 2012 .09. Bali, Indonesia.
⑦抗精神病薬パリペリドン内服後に低血糖を呈したインスリン製剤使用中の 1 型糖尿病の 1 例
精神神経薬理学会

第 42 回神経精神薬理学会合同年会

2012.10

宇都宮

第 22 回日本臨床

山下博栄，竹田

稔，髙杉綾香，

今泉照明，長島一公，渡邊貴文，豊嶋良一，粟田卓也
⑧インターフェロンαの治療中断後に躁状態を呈した B 型肝炎の一例
井上哲雄，倉持

泉，今川

第 95 回東京精神医学会

2012.07.

東京

洋，鈴木美和，加澤鉄士，豊嶋良一

⑨大学病院型「スーパー救急」
：医師チーム単位での入院診療貢献度の定量化の試み：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 20 回大会（奈良） 2012．10.
＜基礎（学会発表）＞
⑩ Antibody-capture scintillation proximity assay/[35S]GTPyS binding to Gaq functionally coupled with M1
acetylcholine receptors and 5-HT2A receptors in rat brain membranes 28th CINP Congress 2012.07 Stockholm
Yuji Odagaki, Ryoichi Toyoshima
【総数：論文

13 件，学会発表

18 件，講演

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
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．
①埼玉精神医学懇話会
②埼玉県児童思春期精神保健懇話会
③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
432

ダウンサイジング事業後の，精神科救急・急性期診療や精神障害者身体合併症診療等に特化した診療を

神経精神科・心療内科

充実させ，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，平成 24 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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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

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）
：講師：教育主任：検査医学，超音波診断学，肝臓内科学：博士
小林清子（KOBAYASHI, Kiyoko）
：助教
清水正雄（SHIMIZU, Masao）
：助教（兼担）

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」の講義では，血液・凝固，化学・免疫血清，尿・便，細菌・遺伝子，生理機能，
超音波検査について概略を説明する．系統講義「血液」の中で造血の仕組みについて解説を行う．
「臨床推論」
では，
テュータとしてディスカッションを指導する．
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．検査手
技は，静脈採血，末梢血塗抹標本の作成・観察，Gram 染色などを実施する．心電図，呼吸機能，超音波検査な
ど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「医療総論」で診療情報，「画像検査」で超音波検査について講義を行う．
保健医療学部生の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：研修医に超音波検査や細菌検査の研修を行う．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．また学外者も対象とした超音波実践セミナーに協力している．
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，森吉，系統講義は池淵，臨床推論は森吉が担当．
医学部 5 年生：BSL は採血と導入を池淵，血液検査を高瀬，超音波検査を森吉，心電図・呼吸機能検査を仲野，
細菌検査を岸が担当する．
医学部 6 年生：総合講義の診療情報を池淵，超音波検査を森吉が担当する．
保健医療学部 4 年生の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：研修医の超音波検査の研修は森吉，連携施設の超音波検査技師の研修は武内，超音波実践セミナーは
森吉が担当する．
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，などが体験でき，学生の評価は高かった．細菌実習
は喀痰検体の良し悪し，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 Gram 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記憶に残してもらった．
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，知識の確認，整理
ができたものと考えている．
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医療学部の実習では，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えた．
②卒後教育：研修医の希望・連携施設からの依頼に応じて，研修医・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：1 名希望者があった．
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 年生の実習を通して，病院の中での活動を紹介している．この
ような実習は検査の重要性を学習するよい機会と考え，力を入れている．特に生理機能検査は検査を学生同士でお互
いに体験でき，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
塗抹標本の観察，細菌コロニー形態や細菌塗抹標本の特徴，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，小林）
3-3．研究内容と達成度
①超音波診断法の開発：皮下腫瘤の超音波検査結果をまとめ，エコーパターンから診断に寄与できる可能性につい
て学会発表を行い，座長推薦論文の評価を得た．
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
基礎検討を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
日常検査の中から問題を設定して解析を行い，論文として発表することを目指している．今年度は超音波検査の学
会発表を行って評価され，論文を作成中である．このテーマについて今後も発展させていくこと，また，他のテーマ，
例えば貴重な症例の報告についても積極的に行っていきたい．
細菌検査も日常検査として行うだけでなく，薬剤耐性菌情報をまとめて学会発表する，あるいは中央検査部運営委
員会を通して臨床側に通知する，などと診療や院内感染対策に役立つように情報発信したい．
また，新興あるいは流行感染症の診断において，必要時にすみやかに PCR 検査の構築ができるような体制を準備
している．

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
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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

該当なし

学会発表
①森吉美穂，倉持

朗，武内希巳江，斉藤妙子，池淵研二：皮下腫瘤の超音波検査所見．第 59 回日本臨床検査医

学会学術集会
②武内信一，三志奈賢司，斉藤妙子，池淵研二：仮想化サーバを使用した検査システムの構築と運用経験．日本臨
床検査自動化学会第 44 回大会
③山下智美，庄司朋子，三志奈賢司，高瀬由美子，斉藤妙子，池淵研二：気管支肺胞洗浄液における XE-5000 体
液測定モードでの検討．日本臨床検査自動化学会第 44 回大会
④三志奈賢司，武内信一，斉藤妙子，池淵研二：POCT 機器データ取り込みシステムの構築．日本臨床検査自動化
学会第 44 回大会
⑤加藤由佳，三志奈賢司，庄司朋子，吉田幹子，丸山裕美，斉藤妙子，山岡美穂，池淵研二：POCT 対応血糖測定
器 5 機種の比較評価．日本臨床検査自動化学会第 44 回大会
⑥渡辺典之，小山幸枝，河村

亨，金澤梨奈，橋北義一，岸

悦子，斉藤妙子，池淵研二：敗血症におけるプロカ

ルシトニン測定の有用性．第 61 回日本医学検査学会
⑦松岡

優，丸山裕美，奥村志乃，新井幸枝，川村利江子，その他：EGFR 遺伝子変異検索検査における生検材料

と手術材料の比較検討．第 61 回日本医学検査学会
⑧加藤

香，平岡康代，九谷恵子，武内希巳江，仲野

浩，斉藤妙子，山岡美穂，池淵研二：脾病変を伴う鎌状赤

血球症の一例．第 37 回日本超音波検査学会学術集会
⑨平岡康代，加藤

香，九谷恵子，武内希巳江，仲野

浩，斉藤妙子，山岡美穂，池淵研二：脾病変を伴う鎌状赤

血球症の一例．第 37 回日本超音波検査学会学術集会
⑩金澤梨奈，岸

悦子，渡辺典之，樽本憲人，山口敏行，前崎繁文，橋北義一，その他：比較的まれな肺外結核の

2 症例．第 60 回日本化学療法学会学術集会第 86 回日本感染症学会学術講演会合同学会
【総数：学会発表 16 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
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：指導教員（大学院）：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：神経病理学：博士
玲（JIN, Ling）
：助教：外科病理学：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）
：客員講師（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：病理学兼担
本間富夫（HOMMA, Tomio）
：実験助手：臨床検査技師：病理学兼担
永井俊典（NAGAI, Toshinori）
：実験助手：臨床検査技師：病理学兼担
福島雅人（FUKUSHIMA, Masato）
：実験助手：臨床検査技師：病理学兼担
稲田博輝（INADA, Hiroki）
：実験助手：臨床検査技師：病理学兼担
齋藤恵美（SAITO, Megumi）
：事務員

2．教育
2-1．目的・目標
人体の正常構造や機能に関する知識を基礎に，様々な疾病の原因，形成機序，形態学的特徴，転帰などについて教
育する．病理学総論：臨床医学を理解するために必要不可欠な基本的な疾病の成り立ちと病理形態学について教育す
る．
臓器別病理各論講義：それぞれの臓器に特有な疾病の形態学的変化を詳細かつ具体的に解説する．病理各論実習：
病変の肉眼所見，組織所見の基礎を身に付け，疾病の臨床像と形態学的変化とを関連づける能力を高める．
2-2．教育内容（担当者）
〈2 年生〉
「病理総論」ユニット：講義 29 時間，実習 8 時間（担当：病理学，国際医療センター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，本間），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）

〈6 年生〉総合実習（茅野）
〈研修医〉Clinicopathological conference（CPC）年 11 回（分担，教員全員）
2-3．達成度
病理学に総論と各論の双方の講義があった以前と比較して，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，
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学生の理解の補助とした．また，4 年生臨床推論 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
して一人の教員がきめ細かく指導にあたった．5 年生の BSL は国際医療センター病理診断科と総合医療センター病理
部で主に行い，毛呂山キャンパスの教員も分担する形をとり，各班あたり 1.5 日間と短いが，基礎医学的知識と臨床
的知識の統合的整理に有用と考えられ，満足度の高いものとなっている．研修医を主な対象とした学内 CPC も年 11
回行われ，卒前卒後の病理学教育カリキュラムは整備されていると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
医学部 2 年の病理総論の教育に際しては指定教科書による講義を行い，学生の理解の補助とした．実習では，終
了時に教員が学生全員の実習レポートのチェックを行い，学生の理解度の把握に努めた．4 年生臨床推論 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．また，研修医を主
な対象とする臨床病理検討会（学内 CPC）を年間 11 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』
『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，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・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
9 編の英文論文，16 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 7,000 件の外科病理診断，10,000 件を超える細胞診，45 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
Pathology International: 査読
BRAIN and NERVE: 査読

佐々木惇
佐々木惇

佐々木惇

Brain tumor pathology： 編集委員査読
日本臨床細胞学会埼玉県支部会誌：査読

佐々木惇
茅野秀一，佐々木惇

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：佐々木惇
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委員長，学会員選考委員，教育委員：佐々木惇
日本脳腫瘍病理学会理事：佐々木惇
日本病理学会病理医，研修医の育成とリクルート委員会：茅野秀一
東京骨髄病理研究会世話人：茅野秀一
日本血液学会問題作成員：茅野秀一
（社）医療系大学間共用試験実施評価機構医学系 CBT モニタ委員：茅野秀一
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6．業績
6-1．論文・学会発表
① Homma T, Mochizuki Y, Mizutani T: Phosphorylated α -synuclein immunoreactivity in the posterior pituitary
lobe. Neuropathology, 32(4): 385-9, 2012
②本間

琢，佐々木惇：脳腫瘍の新たな免疫組織化学的マーカー．病理と臨床 30(4)：391-396, 2012

③田久保秀樹，本間

琢，内原俊記，河村

満：経過 7 年で進行性のパーキンソニズム，発語障害を呈した 74 歳

男性．Brain and Nerve 64(10): 1181-1190, 2012
④ Ishizawa K, Hirose T, Sugiyama K, Kageji T, Nobusawa S, Homma T, Komori T, Sasaki A. Pathologic diversity
of glioneuronal tumor with neuropil-like islands: a histological and immunohistochemical study with a special
reference to isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) in 5 cases. Clin Neuropathol 31: 67-76, 2012
⑤ Adachi J, Mishima K, Wakiya K, Suzuki T, Fukuoka K, Yanagisawa T, Matsutani M, Sasaki A, Nishikawa R.
O6-methylguanine-DNA methyltransferase promoter methylation in 45 primary central nervoussystem
lymphomas: Quantitative assessment of methylation and response to temozolomide treatment. J Neurooncol.
2012:107:147-153
⑥ Ishizawa K, komori T, Aihara Y, Maruyama T, Okada Y, Ikuta S, Muragaki Y, Hirose T, Homma T, Sasaki A.
Clear cells are associated with proliferative activity in ependymoma: a quantitative study. Clin Neuropathol 31:
146-151, 2012
⑦ Fukuoka K, Sasaki A, Yanagisawa T, Suzuki T, Wakiya K, Adachi J, Mishima K, Fujimaki T, Matsutani M,
Nishikawa R. Pineal parenchymal tumor of intermediate diﬀerentiation with marked elevation of MIB-1 labeling
index. Brain Tumor Pathol 29: 229-234, 2012.
⑧ Adachi J, Mishima K, Wakiya K, Suzuki T, Fukuoka K, Yanagisawa T, Matsutani M, Sasaki A, Nishikawa R. O6methylguanine-DNA methyltransferase promoter methylation in 45 primary central nervoussystem lymphomas:
Quantitative assessment of methylation and response to temozolomide treatment. J Neurooncol. 107: 147-153,
2012
⑨ Ohta A, Yoshida S, Imaeda H, Ohgo H, Sujino T, Yamaoka M, Kanno R, Kobayashi T, Kinoshita S, Iida S, Inoue K,
Okada H, Kin R, Kayano H, Yamamoto K, Nakamoto H: Scurvy with gastrointestinal bleeding. Endoscopy, 45 (Suppl
2): E147-8, 2013
⑩ Abe Y, Ijichi N, Ikeda K, Kayano H, Horie-Inoue K, Takeda S, Inoue S: Forkhead box transcription factor,
forkhead box A1, shows negative association with lymph node status in endometrial cancer, and represses cell
proliferation and migration of endometrial cancer cells. Cancer Sci,103(4): 806-12, 2012
⑪ Duan H, Takagi A, Kayano H, Koyama I, Morisseau C, Hammock BD, Akatsuka T: Monoclonal antibodies reveal
multiple forms of expression of human microsomal epoxide hydrolase. Toxicol Appl Pharmacol, 260(1): 27-34,
2012
⑫草野

武，大庫秀樹，今枝博之，小林威仁，菅野

龍，山岡

稔，筋野智久，木下俊介，井上清彰，岡田浩一，金

玲，

茅野秀一，山本啓二，中元秀友：慢性好酸球性肺炎に好酸球性胃腸炎を合併した 1 例，Progress of Digestive
Endoscop 81（2）: 90-91, 2012
⑬山岡

稔，大庫秀樹，筋野智久，小林威仁，岡田浩一，高木

二，篠塚

望，金澤

誠，浅野

博，小宮山謙一郎，茅野秀一，山本啓

實，中元秀友，今枝博之，大腸と小腸に転移を認めた肺癌の一例，日本大腸検査学会雑誌

29(2), 54-58, 2013
⑭神垣多希，難波
板倉敦夫，石原

聡，瀬戸さち恵，矢島沙織，高橋幸子，鈴木元晴，菅野優貴，多賀

誠，茅野秀一，西林

学，

理：産褥 7 日目に発症した腹膜炎により胃癌の結腸転移が発見された 1 例，埼玉県医学会雑

誌 47(1), 276-279, 2012
⑮三木明徳，田丸俊輔，菊地真理子，佐藤加寿子，新澤
夫，石原

麗，岡垣竜吾，鈴木元晴，難波

聡，茅野秀一，板倉敦

理：中期中絶後の胎盤遺残に対し子宮動脈塞栓術を行った後子宮鏡下にて胎盤を切除した 1 例，埼

玉産科婦人科学会雑誌 42, 156-160, 2012
⑯瀬山幸子，政岡秀彦，土居美枝子，望野唯明，金野美年子，金

玲，茅野秀一，新井栄一，佐々木惇，清水道生：

ワルチン腫瘍の穿刺吸引細胞像の検討，日本臨床細胞学会雑誌第 51（4）：241-247, 2012.7.22
⑰佐々木惇：Pineal parenchymal tumor, Clinical Neuroscience 別冊，vol.30 No.11, 1216-17, 2012.11.1
⑱望野唯明，茅野秀一，佐々木惇，清水道生：術中圧挫標本が診断に有用であった異型性髄膜腫の 1 例，日本臨
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床細胞学会雑誌

第 52 巻第 1 号別刷，43-44，2013.1.22

⑲瀬山幸子，茅野秀一，佐々木惇，安田政実，清水道生：頸部皮下腫瘍として穿刺吸引細胞診が施行された髄膜腫
の 1 例，日本臨床細胞学会雑誌

第 52 巻第 1 号別刷，41-42, 2013.1.22

⑳金野美年子，佐々木惇，安田政実，清水道生：腹水中に腺癌細胞と扁平上皮癌細胞の両者を認めた膵腺扁平上皮
癌の 1 例，日本臨床細胞学会雑誌

第 52 巻第 2 号別刷，169-170, 2013.3.22

㉑太田充彦，吉田佳弘，大庫秀樹，筋野智久，山岡
岡田浩一，金

稔，菅野

龍，小林威仁，木下俊介，飯田慎一郎，井上清彰，

玲，茅野秀一，山本啓二，今枝博之，中元秀友：消化管病変を認めた壊血病の一例，Progress of

Digestive Endoscopy(1348-9844)82 巻 Suppl. Pages116(2012.12)
㉒土居美枝子，清水禎彦，三橋智子，金野美年子，茅野秀一，佐々木惇，安田政実，清水道生：腹水中に出現した
卵巣 yolk sac tumor の細胞像の検討，日本臨床細胞学会雑誌 (0387-1193)51 巻 2 号 Page137-142(2012.03)
㉓三木明徳，田丸俊輔，菊地真理子，佐藤加寿子，新澤
夫，石原

麗，岡垣竜吾，鈴木元晴，難波

聡，茅野秀一，板倉敦

理：中期中絶後の胎盤遺残に対し子宮動脈塞栓術を行った後子宮鏡下にて胎盤を切除した 1 例，埼

玉産科婦人科学会雑誌 (2186-4349)42 巻 Page156-160(2012.09)
㉔草野

武，今枝博之，大庫秀樹，菅野

岡田浩一，金

龍，小林威仁，荒木靖人，木下俊介，山岡

稔，中村

玲，井上清彰，

玲，茅野秀一，山本啓二，中元秀友：慢性好酸球性肺炎に消化器症状を合併した一例，Progress

of Digestive Endoscopy(1348-9844)81 巻 1 号 Page124(2012.06)
㉕中村清邦，脇本直樹，島田恒幸，伊藤善啓，中村裕一，森

茂久，別所正美，茅野秀一：高度の形質細胞増加症

を伴った血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫，臨床血液 (0485-1439)53 巻 5 号 Page555(2012.05)
【総数：論文 25 件，学会発表 23 件，講演 6 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
2012 年 5 月 25 − 26 日（土曜日，日曜日）の 2 日間にわたり「第 10 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
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．
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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

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，半日の枠で 16 回，検査室見学を行う．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（献血非適切理由，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．また初期研修医対象のランチョンセミナーを利用し，タイプ＆ス
クリーンの意義・オーダー法について説明をした．

輸血が稀な病棟や看護師・検査部技師に向け，輸血検査お

よび検体の取り扱いについて勉強会を行った．安全な検体採取に繋がるものと考えている．
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．
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．
また，コメディカルに対しての勉強会は，輸血検査の意味を理解してもらうことにより，安全な輸血業務に繋が
るものと考え，今後も継続的に行っていきたい．
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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
自己血採血業務の患者データから，造血能に関する調査研究も行う．
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，池淵）
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自己血は循環血液量の約 10％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否か解析した．条件が似ている泌尿器科患
者のデータを収集し検討したが，造血能は個々により様々で，その因子や傾向についてはまだ特定できていない．
3-4．自己評価と次年度計画
自己血採血時の造血刺激とドナー因子の関係について，因子や傾向についてはまだ特定できていない．今後も継続
していき，学会発表に繋げ，またその結果を採血計画に役立てたいと考える．
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おり，現在主に整形・脊椎外科や耳鼻咽喉科の手術時に使用している．今後その製造
方法を活かし，使用範囲を広げていきたい．具体的には，クリオプレシピテートを作成し，その使用効果を判定する．
新鮮凍結血漿との効果を比較し，製剤使用削減の可能性を検討したい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
安全で適正な輸血医療のため，臨床側への情報提供および指導を行っている．病院全体として血液製剤の適正使用
に取り組む努力を行っている．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．

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
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・治療学会認定制度審議会委員，
・認定医資格小委員会委員（池淵）
日本さい帯血バンクネットワーク正会員，事業評価副委員長，現地調査企画小委員会委員（池淵）

6．業績
6-1．論文・学会発表
該当なし
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
病院内の輸血業務は確立できていると考える．
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1．33）健康管理センター
1．構成員
里見

昭（SATOMI, Akira）
：センター長：外科学，消化器病学

松谷雅生（MATUTANI, Masao）
：特任教授：脳神経外科学
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

益子研土（MASIKO, Kento）
：非常勤講師：内科学
山田

仁（YAMADA, Jinn）
：非常勤医師：産婦人科学

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
（事務）
：萩原敏夫，大野久子，大野敏之，駒井

浩，坂本直子

亨，村田恵里香，三矢寿子，菅間則之，野口清人，水村順孝，濱野涼．

（メディカルアシスタント (MA)）
：中田和岐，永元仁美，野口淳子，武川直子．

2．教育
2-1．教育の目的・目標
主として，生活習慣病の予防と悪性腫瘍の早期発見のための画像診断を含む各種検査，そして診察，面談など人間
ドック・健診の仕組みを理解，学ぶことを目標とする．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．
平成 24 年度も多数の研修医が健康管理センターをローテートした．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業務に
接し，各種検査の在り方，ドック受診者に対する面接を実際に目にすることによって，健診の状況を理解する機会と
なっている．
加えて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，
足立（教育主任）の指導のもと，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），教育副主任（倉光）を中心にその他のスタッフ（里見センター
長，武永）も加わり指導している．また臨床検査技師，レントゲン技師も実地上の指導で貢献している．
毛呂高等看護専門学校の指導は，看護主任はじめ看護師スタッフの熱心な指導が行われている．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，チーム医療を推進，受診者
の意識向上を含めた保健指導達成を目指す．
2-3．達成度
医学生の教育は，
主として足立と倉光が中心になって推進している．その他のスタッフも面接指導などをとおして，
教育に当たっている．特にドック受診体験学習は，予防医学の最前線，健康管理業務の実際が肌で感じられ，受診者
の気持ちも味わうことができ，好評である．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，レポートを見る限り，良い評価を得ている．看護学生の見学は将来の看護業
務の遂行のために役立つ多くの役割を学べている．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
前年度と同様に，地域医療連携室との協力による医学生の教育と看護部中心の毛呂病院看護専門学校の見学に関し
ては，上記のように十分な教育効果がみられている．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
443

健康管理センター

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
込む目標は前進しなかった．次年度の課題としたい．

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，日常業務の中で生じ
た問題点を抽出し，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た．次年度もその方向で研究が展開さ
れる．
3-2．研究グループ
○里見が今年度，池田センター長と交替，当センターのあり方を含め全体の統括を行なっている．紹介，各種検査
報告文書の見直し，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・療養指導法の改善に努め，
MA をはじめ，各種医療スタッフの研修・教育にも携った．当センターは開設 15 周年にあたり，これまでの実
績の集計，分析を兼ねて，15 周年誌の発行を企画，足立を編集長に 25 年の発刊を目指し現在，作業中である．
○倉光は，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を兼担．
○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，総合健診学会で報告した．その傍ら各地域医師会や検査技師会で講演し，医師や医
療関係者を啓蒙し検査技師の指導にあたった．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ー
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を兼担．
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を目的とする．
（業
績 1-3 参照）
．特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．導成率は 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．

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，2 年前より「二日コース」と改められた．現在は
受診者の宿泊のあつかいが病院の一部ではなく，一般の宿泊施設であるために，健診センターでの看護師の当直業務
はない．それでも二日コース受診者は減少していないため，健康管理センターの運営には良い結果となっている．

5．その他
5-1．自治体．政府関連委員の有無
なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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）
444

健康管理センター

産業医研修会の開催（足立，清水）
国保審査委員会（里見）
日本病院会・救急医療委員会委員（里見）

6．業績
6-1．論文・学会発表
①有田信和，清水正雄，黒岩比呂美，永島かおり，阿部慶子，坂本直子，足立雅樹，平嶋邦猛，里見

昭：健診に

おける視野スクリーニング検査機器の使用経験−ハンフリー FDT スクリナーを使用して−．第 53 回日本人間
ドック学術大会

2012.

②足立雅樹：この症例に対する方針は？医療機関紹介？経過観察？：肝臓病トピックス．「小さな血管腫，良い脂
肪肝と悪い脂肪肝」
．第 53 回日本人間ドック学術大会

2012.

③野口清人，水村順孝：健診における早朝第一尿検査の導入について−受診者アンケート結果−．第 41 回日本総
合健診医学会

2013.

④中田和岐，永元仁美，野口淳子，武川直子：健診における医師事務作業補助者の導入について．第 41 回日本総
合健診医学会

2013.

【総数：論文 0 件，学会発表 4 件】
6-2．獲得研究費「該当なし」
6-3．受賞「該当なし」
6-4．特許，実用新案「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1）埼玉医科大学医師会産業医研修会開催 2012 年 10 月

7．自己点検・評価
前年度はドックの面接を行っていた医師 2 名が業務から離れたため，日帰りドック受診者を制限した．その結果，
業務実績は予算を下回った．今年度はセンター長が池田から里見に替わり，職場の改善がおこなわれた．医師の勤務
状況を見直し，加えて非常勤医師の確保に努め，勤務体制の正常化に努めた．一方，年度途中，7 月 1 日で事務担当
責任者が交代，その間，業務の流れに若干の影響がでたが，以前より事務管理能力が向上，職場環境が大きく改善さ
れた．健診の契約の不備や不明確な点も指摘され，実態に沿うように見直し改善された．毎週の運営会議，スタッフ
会議の議事録の作成が実行された．また 1 昨年度に発足した，片山院長を議長とする「健康管理センター運営会議」
が定期的におこなわれた．これまで見えなかった現場の状況が関連部署にも理解されるようになった．会議では経営
面からの検討，収支バランスの検討も行われ，健診センターで行われている職員健診や学生健診が計上されていない
ことが問題提起された．運営の実際面から，看護師の適正配置，補充などもテーマになり，改善がされた．
また，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 4 年
目となった．今年度も，両組織の協力体制は円滑であり，協力によって，大学全体の健康推進に貢献した．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，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，
今年度は看護師による「眼圧測定」が行われ解決した．また今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した．
研究面においては，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．今年度は事務，MA の学会発表もあった．ただ論文業績が無であり，大学病院の
健康管理センターとして社会的，教育的に他施設を指導する責務があることを認識したい．
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，受診者サービスの改善である．運営を迅速にし，現在の診療実績をさらに伸ばすことである．そた
めには検査導線の円滑化，高齢者対応が急がれる．収支の点では常勤医師の確保，特に希望者が増えている内視鏡の
担当医師の確保が急務である．内視鏡は高齢社会になりニーズも多いが予約がとれない状況にあり，少なくとも現在
の週 2 回，6 名の内視鏡検査の実施数を増やすことが検討された．また将来的には院長等からの要請もあり，現コン
ピュータシステムの見直しを行い，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：教育副主任：研究主任：代表指導教員（大学院）
：消
化器病学，内視鏡治療：博士
名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：教授：診療副科長：教育主任：研究副主任：指導教員（大学院）
：消化器病学：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：指導教員（大学院）
：消化器病学：博士
櫻田智也（SAKURADA, Tomoya）
：講師：外来長：大学院教員（大学院）：消化器病学：博士
大野志乃（OHNO, Shino）
：講師：病棟医長：消化器病学：博士
助

教：山本龍一（YAMAMOTO, Ryuichi）
，高林英日己（TAKABAYASHI, Hidehiko），

石田周幸（ISHIDA, Shuko）
，長船靖代（OSAHUNE, Yasuyo），
林健次郎（HAYASHI, Kenjirou）
，小林泰輔（KOBAYASHI, Taisuke），
原田舞子（HARADA, Maiko）
，高橋正朋（TAKAHASHI, Masatomo），
山口菜緒美（YAMAGUCHI, Naomi）
，細見英里子（HOSOMI, Eriko），
大塚武史（OTSUKA, Takeshi）
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 (ESD, EMR)，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，毎日回診を行ない，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．
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3．研究
3-1．目的・目標
当科における研究は臨床研究と基礎研究の 2 面から行われており，臓器別には上部消化管，下部消化管，肝の 3
つの臓器に分類されている．消化管については脳・腸軸 Brai-Gut Axis を key word として機能性胃腸症（FP, IBS）の
病態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進み，国際学
会へ英文誌への発表が行なわれた．
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
12）肝炎の病態：名越澄子
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
なし

5-1．自治体，政府関連委員の有無

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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．日本消化器内視鏡学会雑誌査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

6．業績
6-1．論文
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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,
2012.8
②屋嘉比康治：
【消化器疾患診療のすべて】消化器疾患の主要症候と鑑別診断
141(2): S46-S47, 2012.10

悪心・嘔吐．日本医師会雑誌．

日本医師会

③屋嘉比康治：六君子湯の食欲亢進作用とその作用機序

最近の発表から．Medical Science Digest. 38(12):

551-555, 2012.10
④屋嘉比康治：機能性消化管障害と消化管ホルモン．肥満研究．18(3): 183-190, 2012.12 日本肥満学会
⑤屋嘉比康治：消化器疾患に対する心身医学的アプローチ

機能性ディスペプシアの病態と治療（解説）．日本医

事新報．4631: 82-87, 2013.1
⑥屋嘉比康治：特集

消化管疾患に対する漢方医学からのアプローチ−現状と展望

漢方薬の作用機序を巡って

（1）グレリンが仲介する六君子湯と食欲調節機構．臨床消化器内科．28（2）：221-230, 2013.2
学会発表
⑦ Koji Yakabi, Shuko Ishida, Katsuya Chinen, Hidehioko Takabayashi, Shino Ono, Kenjiro Hayashi, Maiko Harada,
Shingo Kato. The improvement of FD symptom in the Long-term progress in correlated with changes in states of
depression and anxiety. Digestive Disease Week 2012, San Diego. 2012.5.20
⑧ Ryuichi Yamamoto, Nishikawa Ko, Shuko Ishida, Shingo Kato, Koji Yakabi. Two institution-study of risk factors
of post-ERCP pancreatitis following transpapillary biliary stent placement for malignant biliary obstruction.
Digestive Disease Week 2012, San Diego. 2012.5.19
⑨ Mitsuko Ochiai, Koji Yakabi1, Shoki Ro, Shino Ohno, Yumi Harada, Masamichi Noguchi, Tomohisa Hattori
Serotonin 2c receptor antagonism is a potential new candidate treatment for stress-related anorexia. Digestive
Disease Week 2012, San Diego. 2012.5.21
⑩ Shoki Ro, Koji Yakabi1, Mitsuko Ochiai, Shino Ohno, Yumi Harada, Masamichi Noguchi, Tomohisa Hattori:
Restorative eﬀect of ghrelin signaling activation on postprandial upper gastrointestinal tract dysfunction in an
experimental stress. Digestive Disease Week 2012,San Diego. 2012.5.22
【総数：論文 10 件，学会発表 24 件】
なし

6-2．獲得研究費
6-3．受賞

なし

6-4．特許，実用新案

なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

なし

7．自己点検・評価
教 育：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（8 月 31 日退任）：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：教育主任：研究主任：診療科長：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（健康管理科兼担）：指導教員（大学院）：循環器病学：博士
佐々木修（SASAKI, Osamu）
：講師：研究副主任：副診療科長：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：教育員：研究員：研修医長
桐村正人（KIRIMURA, Masato）
：助教：教育副主任：研究員：病棟医長
井上芳郎（INOUE, Yoshiro）
：助教：教育員：研究員：専門医員
湯原幹夫（YUHARA, Mikio）
：助教：教育員：研究員：専門医員（12 月 31 日退職）
安藤敏行（ANDO, Toshiyuki）
：助教：教育員：研究員：医員
外山堅太郎（TOYAMA, Kentarou）
：助教：教育員：研究員：専門医員
一色亜美（ISSHIKI, Ami）
：助教：教育員：研究員：専門医員
小池亜紀（KOIKE, Aki）
：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
中出泰輔（NAKADE, Taisuke）
：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
初期研修医として，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，心臓内科に対して適切にコンサ
ルトができる．
後期研修医として，循環器専門医を取得するに十分な知識と臨床経験を付与する．
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（西岡，神山），5 年生特別演習 1 回（桐村），
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（桐村）
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，一色）
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（西岡，伊藤，桐村，神山，佐々木，井上，一色）
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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（心電図，画像診断，輸液など

佐々木，神山，伊藤）

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
初期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．またクルズスの際などに，全員
が同時に集まることがむずかしいのが問題点である．
後期研修医に関しては，症例数の多い虚血性心疾患・心不全などの知識・経験は十分に得られるものの，比較的ま
れではあるが循環器専門医として対応できるべき疾患についての教育及び症例の共有が必要と思われる．
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，学生にわかりやすい教育に努めたい．CC は学生・スタッ
フとも満足度が高かった．
卒後教育
初期研修医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．
後期研修医については，地域の医療機関で独力で問題を解決するような研修や，他の専門機関における国内留学的
な研修も考慮する必要がある．

3．研究
3-1．目的・目標
日常診療での疑問を拾い上げて検討し，診療の向上を目指す臨床研究を行うとともに，その裏付けとなる基礎研究
を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．IVUS を用いた冠動脈プラークの性状と薬物治療の効果，インターベンションの予後の関連の検討
2．携帯型心エコー装置による診療補助（外来・在宅）の有用性の評価
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
971 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ない，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
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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），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）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Sasaki O, Nishioka T, Inoue Y, Isshiki A, Akima T, Toyama K, Koike A, Ando T, Yuhara M, Sato S, Kamiyama T,
Kirimura M, Ito H, Maruyama Y, Yoshimoto N. Longitudinal heterogeneity of coronary artery distensibility in
plaques related to acute coronary syndrome.
Clin Res Cardiol 101: 545-551; 2012
② Maruyama Y, Ito H.
Relation of calcium redistribution with atherosclerotic risk factors and
cardiovascular remodeling.
Ningen Dock 27: 806-812, 2013
③ Sasaki O, Nishioka T, Inoue Y, Sasaki H, Ito H, Yoshimoto N.
Aortopulmonary artery ﬁstula: ruptured aneurysm of the distal aortic arch into the pulmonary artery.
Echocardiography 2013;0:E1-E4
④ Sasaki H, Ishitoya H, Sasaki O.
A case of acute aortic dissection with intimal tear found at 1cm above previous aortotomy.
Annals of Vascular Diseases 6: 84-6: 2013
⑤佐々木修，西岡利彦，佐々木英樹，塩田隆弘
高度大動脈弁狭窄症患者に対する経カテーテル的大動脈弁置換術

日本脈管学会誌

J Jpn Coll Angiol 53: 9-18: 2013
⑥神山哲男，西岡利彦
「循環器治療薬の選び方・使い方」
羊土社；大動脈弁狭窄症

p348-351

⑦桐村正人，西岡利彦
「循環器治療薬の選び方・使い方」
羊土社；大動脈弁閉鎖不全症

p352-357

⑧佐々木修，西岡利彦
「循環器治療薬の選び方・使い方」
羊土社；三尖弁閉鎖不全症

p358-362

⑨ Sasaki O, Nishioka T, Inoue Y, Tsukada S, Inokuchi T, Yamaguchi R, Koike A, Toyama K, Yuhara M, Ando T,
Kamiyama T, Kirimura M, Ito H, Maruyama Y, Yoshimoto N.
Obesity paradox in patients with ischemic heart disease - a virtual histology intravascular ultrasound study American Heart Association Scientiﬁc Sessions 2012, 2012 年 11 月 4 日 , Los Angeles, USA
⑩ Kamiyama T, Nishioka T, Toyama K, Sasaki O, Ito H.
Usefulness of ultrasound lung comets obtained by a pocket-sized ultrasound device in sitting outpatients.
American College of Cardiology Scientiﬁc Sessions 2013, 2013 年 3 月 9 日 , San Francisco, USA
【論文 5 件，学会発表 15 件，著書 3 件】
6-2．獲得研究費
かもだ研究助成金

2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
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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．
その他に，心エコーハンズオンセミナー 2 回，院内招待講演会 2 回実施した．

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．
卒前教育は質を保ちつつ，さらに分かりやすく記憶に残る教育となる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．
診療に関しては，
日中などスタッフが十分にいる場合には救急患者を 2 例並列で受け入れられるように努力したい．
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．
またスタッフは救急対応などで多忙であり研究に費やす時間の余裕が少ないが，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：代表指導教員（大学院）
：
呼吸器疾患，肺癌，胸膜疾患，びまん性肺疾患：博士
山本和男（YAMAMOTO, Kazuo）
：講師：外来医長（平成 24 年 9 月 30 日まで）
森山

岳（MORIYAMA, Gaku）
：助教：病棟医長

教山紘之（KYOYAMA, Hiroyuki）
：助教
久都間宏英（KUTSUMA, Hirohide）
：助教（平成 24 年 12 月 31 日まで）
三上慎太郎（MIKAMI, Shintaro）
：助教
齋藤友理子（SAITO, Yuriko）
：助教
坂井浩佑（SAKAI, Kosuke）
：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）人員が減っていく中，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．

3．研究
3-1．目的・目標
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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
5．非放射性キセノンガス吸入による肺換気 CT 画像の有用性の評価
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）
スタッフが減り厳しい状況の中，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，Respiratory Investigation

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．肺がん治療の現状．秩父郡市医師会学術講演会（秩父） 2012 年 6 月 20 日

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Hirohide Kutsuma, Kazunari Yamana, Yoshiaki Nagai, Shintaro Mikami, Hiroyuki Kyoyama, Yuriko Saito, Ryu
Ono, Toru Noguchi, Gaku Moriyama, Kazuo Yamamoto, Kyoichi Nomura, Kazutsugu Uematsu. Paraneoplastic
neurological syndrome presenting as difficulty in mouth opening in a patient with small cell lung cancer.
International Cancer Conference Journal: Volume 1, Issue 3 (2012), Page 151-154
②植松和嗣

医学スーパーラーニングシリーズ呼吸器病学（金澤

びまん性汎細気管支炎，閉塞性細気管支炎．4．気管支拡張症
③森山

岳，野口

實，永田
180-186

真，前野敏孝
丸善

哲，齋藤友理子，久都間宏英，教山絋之，三上慎太郎，小野

編集）第 7 章

3．

2012 年 5 月 30 日
竜，山本和男，植松和嗣．肺癌

での即放性オピオイドを用いたフェンタニル MT パッチの導入．第 52 回日本呼吸器学会学術講演会（神戸）
2012 年 4 月 20 日
④三上慎太郎，山本和男，齋藤友理子，久都間宏英，教山紘之，小野

竜，森山

岳，植松和嗣．omalizumab 長

期継続投与 2 症例の検討．第 52 回日本呼吸器学会学術講演会（神戸） 2012 年 4 月 20 日
⑤北村和広，植松和嗣，安藤真弘，西島伸彦，豊川
博，日野光紀，宮

優，森山

岳，小齊平聖治，野呂林太郎，峯岸裕司，清家正

敏路，久保田馨，弦間昭彦．非扁平上皮／非小細胞肺癌に対する Carboplatin + Pemetrexed

+ Bevacizumab の第 II 相試験．第 50 回日本癌治療学会学術集会（横浜）2012 年 10 月 27 日
⑥西村敬一郎，高橋健夫，儀賀理暁，江口圭介，植松和嗣，中山光男．肺癌ならびに肺転移に対する中程度の寡分
割による躯幹定位照射．第 53 回日本肺癌学会総会（岡山） 2012 年 11 月 8 日
⑦森山

岳，三上慎太郎，齋藤友理子，教山紘之，坂井浩佑，久都間宏英，山本和男，植松和嗣．肺癌患者の癌性

疼痛に対する，速放性オピオイドを用いたフェンタニル MT パッチ導入の有用性と安全性の検討．第 53 回日本
肺癌学会総会（岡山） 2012 年 11 月 8 日
⑧福田正明，酒井

洋，弦間昭彦，柴田和彦，小倉高志，植松和嗣，新行内雅斗，田村厚久，吉森浩三，竹内正
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弘，
工藤翔二．進行非小細胞肺癌に対する S-1 + CDDP と Docetaxel + CDDP の無作為化第 III 相試験 (TCOG0701)．
第 53 回日本肺癌学会総会（岡山） 2012 年 11 月 8 日
⑨北村和広，植松和嗣，安藤真弘，西島伸彦，豊川
博，日野光紀，宮

優，森山

岳，小齊平聖治，野呂林太郎，峯岸裕司，清家正

敏路，久保田馨，弦間昭彦．非扁平上皮／非小細胞肺癌に対する Carboplatin + Pemetrexed

+ Bevacizumab の第 II 相試験．第 53 回日本肺癌学会総会（岡山） 2012 年 11 月 9 日
⑩坂井浩佑，教山紘之，齋藤友理子，久都間宏英，三上慎太郎，森山

岳，田丸淳一，植松和嗣．経気管支肺生検

により診断されたメトトレキサート関連悪性リンパ腫の 1 例．第 143 回日本呼吸器内視鏡学会関東支部会（東京）
2012 年 12 月 8 日
【総数：論文 2 件，学会発表 8 件，講演 1 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，入院患者数がここ数年で著増したにもかかわらず，本年度はスタッフが減った．この状況の中，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：代表指導教員（大学院）
：
内分泌代謝学：博士
秋山義隆（AKIYAMA, Yoshitaka）
：講師：外来医長：大学院教員（大学院）：内分泌代謝学
森田智子（MORITA, Tomoko）
：講師（兼担）
：病棟医長：大学院教員（大学院）：内分泌代謝学：博士
押谷奈都子（OSHITANI, Natsuko）
：助教
阿部義美（ABE, Yoshimi）
：助教
森澤智子（MORISAWA, Chieko）
：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）：代謝学：博士
大村栄治（OHMURA, Eiji）
：客員教授：内分泌代謝学，成長因子，腫揚学：博士
和田誠基（WADA, Seiki）
：客員教授：内分泌代謝学，副甲状腺ホルモン：博士
山内泰介（YAMAUCHI, Taisuke）
：客員准教授：内分泌学，甲状腺：博士
非常勤講師：
：皆川真哉（MINAGAWA, Shinya）
：松田

彰（MATSUDA, Akira）

：矢澤麻佐子（YAZAWA, Masako）
：徳永

貢（TOKUNAGA, Mitsugu）

：小池美江（KOIKE, Yoshie）
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 年のベッドサイド実習，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．医学
生 5 年の実習においては iPad を用い，小クイズの実施，スライド閲覧と小セミナー実施，感想の記述などを行うこ
とで資源を有効活用することができた．
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／専門医研修：押谷医師
（助教，
内科認定医）内分泌・糖尿病専門医研修 3 年目の研修を行った．阿部義美
（助
教）が内科認定を取得し，内分泌・糖尿病専門医研修 1 年目の研修を行った．森澤智子（後期研修医，内科認定医）
が内分泌・糖尿病専門医研修 1 年目の研修を行った．
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パソコンや iPad を経由し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．
内分泌疾患診療においては甲状腺の生検を山内客員准教授の指導のもとで当科スタッフが行うようになった．また
和田客員教授のもとで甲状腺，副甲状腺の専門診療が充実した．また，副腎腺腫の診断と当院外科での加療や各種負
荷試験の症例数が増加した．次年度も内分泌疾患診療の充実が望まれる．

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

トコールを実施した．
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
また FMD 解析の新しいソフトウェアを購入し，多くの診療パラメータとの関連を解析し学会発表を行った．
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ている．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 による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
ルは終了でき米国糖尿病会議（ADA）で発表した．
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した．
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
見直してゆくことが必要となっている．
地域からの期待と需要が非常に多く医療教育の場の提供という大きな使命も担っており糖尿病教室と糖尿病教育入
院を医療チームで実施している．CDEJ（糖尿病療養指導士）認定者数も日本でトップクラスとなっている．
CGM（持続血糖モニター）は入院で主に実施してきたが，今後は外来診療において積極的に実施し特に他院から
紹介で 1 日受診にて CGM を装着しデータを返事する症例を増やし地域医療に役立てたい．
外来患者は新患も多数で，また入院診療においても併科で診療していることが多く非常に多忙であるが，スタッフ
の質と量の両面の充実に地域から信頼される医療に努めたい．

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）
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埼玉糖尿病対策推進会議委員（松田昌文）
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 48 論文
院内講演会／レクチャー／ CPC

3件

研究会・協会主催講演会

22 件

製薬会社研修

演者

3件

雑誌掲載座談会

2件

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．2012 年 11 月：皆川真哉先生を中心に実施．

埼玉県歯科医師会主催講演会演者（松田昌文）
川越地域糖尿病療養研究会（女子栄養大学と当院他，川越坂戸地域の医療スタッフ，http://lsm.diabetes-smc.jp/）

6．業績
6-1．論文・学会発表
①松田昌文：SUGAR から GLUCOSE という用語へ
②松田昌文：
【急性期

このタイミングで血糖値をみる根拠】トピックス

の対応 最新手技 Expert Nurse(0911-0194)
③松田昌文：
【最新臨床糖尿病学
尿病治療薬
本臨床

編集者への手紙 糖尿病

56 巻 2 号 : pp.102 平成 25 年 2 月
知っておきたい !

上−糖尿病学の最新動向−】糖尿病の予防・管理・治療

薬理作用・適応・副作用など

低血糖・高血糖へ

28 巻 5 号 (2012.04) : pp.113-117 平成 24 年 4 月
新規糖尿病治療薬開発の現状と今後の展開

糖尿病薬物療法

糖

ブロモクリプチン 日

最新臨床糖尿病学（上） 70 巻増刊 3 : pp.734-739 平成 24 年 5 月

④松田昌文：
【糖尿病治療薬 2012
理の極意 Medicina

皆が知りたい新しい治療 A to Z】自己注射療法の新たな展開 ICU での血糖管

49 巻 5 号 : pp.861-863 平成 24 年 5 月

⑤松田昌文：糖尿病治療における低血糖問題を再考する Diabetes Frontier・メディカルレビュー社

23 巻 3 号 :

pp.337-342 平成 24 年 6 月
⑥森田智子，松田昌文：インスリン抵抗性の測定法と評価 Modern Physician 32 巻 8 号 : pp.939-942 平成 24 年
8月
⑦森田智子，松田昌文：生活習慣病のための検査

検査値をどうみるか（第 20 回） MAGE(mean amplitude of

glycemic excursions) Life Style Medicine 7 巻 1 号 : pp.49-52 平成 24 年 12 月
⑧秋山義隆，松田昌文：BOT をめぐる debate

インスリン療法の BOT はやむを得ないとき以外は選択しない 糖

尿病の最新治療− Current Diabetology 4 巻 2 号 : pp.70-75 平成 25 年 2 月
⑨松田昌文：インスリン抵抗性の簡便な指標について教えてください 循環器医から寄せられる「糖尿病と血管合
併症」に関する 100 の質問 （メディカルビュー社）: pp.40-41 平成 24 年 5 月
⑩松田昌文：インスリン抵抗性改善薬のエビデンス

植木浩一郎（編集），荒木栄一（編集）糖尿病予防と治療の

エビデンス ヴィジュアル 糖尿病臨床のすべて（中山書店）: pp.246-253 平成 24 年 5 月
【総数：論文 17 件，学会発表 15 件，講演 22 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 (H24.7.28)

7．自己点検・評価
平成 24 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
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でゆく．平成 25 年度に iPad mini を初期研修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）

460

臨床医学部門（川越キャンパス）

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：代表指導教員（大学院）：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：学位論文審査教員（大学院）
：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，診療副科長，無菌室治療室室長：学位論文審査教員（大学院）
：血液内科一般，
造血幹細胞移植，出血凝固系疾患：博士
多林孝之（TABAYASHI, Rayuki）
：講師，外来医長：血液内科一般，造血器腫瘍の発症機序の解明：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：大学院教員（大学院）：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 のおよび 5 年生学生の 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
液診療の実際を学習させるとともに，血液疾患に対するクルズスを通じて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 2 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，渡部講師が担当した．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
初期臨床研修制度の変遷に伴い，その研修には依然多くの課題が存在している．通常の 1 ヶ月の研修期間は血液
内科全般の基礎を習得するには短期間であり，特に診断を正確に行うまでには至らない現状と認識している．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，治療を考案できる実力を培える教育を行っ
ている．その結果，当科で学んだ学生においては，一定以上の教育効果を認めていると考えている．同様に学生にお
いても，血液学の知識を学ぶのに十分な機会が得られていると判断している．
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，
血液内科学の知識をさらに学習させることを心がけたい．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．学生教育においては，積極的な臨床実習への参加を促し，深い理解を求めるよう，
今後クルズスの改訂なども含め考慮している．

3．研究
3-1．目的・目標
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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，
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
2．臨床研究
＜多発性骨髄腫関係＞
・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）
・BROAD-J 試験（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）
・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
・再発または難治性

多発性骨髄腫に対する段階的増量レナリドミド・デキサメタゾン療法の有効性および安全性

の検討（L-STEP）
＜白血病関係＞
・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
・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
・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
・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
・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）
・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）

・成人 T 細胞白血病・リンパ腫に対する骨髄破壊的前処置法を用いた同種造血幹細胞 移植療法を組み込んだ治療
法に関する第 II 相試験（JCOG0907）
・ダサチニブ治療による分子遺伝学的完全寛解が 2 年間維持された慢性期慢性骨髄性白血病に対する治療中断試
験
・JALSG: AML209-GS
・JALSG: AML209-KIT
・JALSG: CS-11
・JALSG: AML209-FLT3-SCT
・KSGCT-DASALL
＜リンパ腫関係＞
・
「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」
・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
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・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）と大量
化学療法（LEED）の有用性に関するランダム化第Ⅱ相試験
・未治療の CD20 陽性びまん性大細胞型 B リンパ腫に対する R-CHOP 療法におけ る Rituximab の投与スケジュー
ルの検討を目的としたランダム化第 II/III 相試験 （JCOG0601）
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＞
前年まで国立がんセンター がん研究開発木崎班の班長を当科木崎教授が務め，数々の多発性骨髄腫に関するプロ
ジェクトが取り組まれた．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．さらにその後飯田班の一員として，多発性骨髄腫におけるバイオマーカーの検索の研究，特にサリドマイド，レ
ナリドミドにおける重要蛋白の一つであるセレブロンに焦点を当て，検討を行う予定にしている．またボルテゾミブ
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．また屋は当科が主管となり，再発または難治性

多発性骨髄腫に対する段階的増量レナリド

ミド・デキサメタゾン療法の有効性および安全性の検討（L-STEP）を開始した．
＜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い，症
例登録が終了，論文化する予定である．慢性期慢性骨髄性白血病においては東日本 CML 研究会に参加し，本邦にお
ける新たな知見が展開されることが期待されている STAT1. STAT2 というチロシンキナーゼ阻害剤における切り変え
試験，中止試験に患者登録している．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＞
JCOG
（日本臨床腫瘍研究グループ）
の一員として参加している．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．また，当科で
以前より注視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を進め，論文化を行った．さらに新たな知
見がえら得ており，継続して研究を進める予定でいる．
＜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
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MEF2D- DAZAP1 の解析など，これまでに樹立した細胞株のさらなる解析を行いながら，多くは難治性患者からの樹
立であることから，難治性を克服する機序の同定の研究まで発展させる方針である．
3-4．自己評価と次年度計画
基礎研究および臨床研修とも，上記の様々なプロジェクトの多くの成果が学会にて発表を行い，一定以上の成果を
認めたと考えている．昨年度より数多くのプロジェクトが増えたが，次年度もさらに追加する予定である．
次年度の計画としては，継続しているプロジェクトをさらに発展させ，終了するに従い，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．多発性骨髄
腫では BROAD-J 試験が終了する予定となり，今度はボルテゾミブの皮下注射を用いる BROAD-J2 試験を展開する予
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）
がん研究開発飯田班班員（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，臨床血液 .
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 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. Leukemia & Lymphoma 53
（4）: 616-623.2012
② The 3rd JSH International Symposium 2012
Tokuhira M, Watanabe R, Tomikawa T, Sagawa M, Nemoto T, Tabayashi T,

Mori S, Kizaki M. The Eﬃcacy and

Safety of the Bortezomib Maintenance Therapy in 31 Patients with Multiple Myeloma.
③ 17th Congress of European Hematology Association
Tokuhira M，Watanabe R, Nemoto T, Sagawa M, Tomikawa T, Tamaru J, Itoyama S, Nagasawa H, Amano K,
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Kameda H, Takeuchi T, Mori S and Kizaki M.
THREE DISTINCT SUBTYPES OF METHOTREXATE ASSOCIATED LYMPHOPROLIFERATIVE DISEASES IN
PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS - A NEW CLINICAL CLASSIFICATION.
④第 74 回日本血液学会学術集会
Watanabe R，Nemoto T，Tokuhira M，Sagawa M，Tomikawa T，Tabayashi T，Mori S，Kizaki M. Eﬃcacy of
Flu-Mel-TBI as a conditioning regimen in allogeneic HSCT for hematologic malignancies.
⑤第 74 回日本血液学会学術集会
Sagawa M，Tomikawa T，Nemoto T，Tabayashi T，Watanabe R，Tokuhira M，Misawa T，Ri M，Hashimoto
Y，Iida S，Mori S，Kizaki M. A novel derivative of ACA, TM-233, induces cell death in bortezomib-resistant
myeloma cells.
⑥第 74 回日本血液学会学術集会
Nemoto T，Takahashi N，Tomikawa T，Sagawa M，Tabayashi T，Watanabe R，Tokuhira M，Mori S，Shida
S，Sitoh H，Watanabe A，Sawada K，Kizaki M. An attractive strategy for Ph-positive leukemia by dasatinib
induction followed by AlloHSCT.
⑦第 74 回日本血液学会学術集会
Narui H，Tomikawa T，Sagawa M，Nemmoto T，Tabayashi T，Watanabe R，Tokuhira M，Mori S，Kizaki M.
Primary cardiac and breast DLBCL with pericardial eﬀusion and AV block.
⑧第 74 回日本血液学会学術集会
Tomikawa T，Sagawa M，Nemoto T，Tabayashi T，Watanabe R，Tokuhira M，Mori S，Higashi M，Tamaru J，
Kizaki M. CD-5-negative and EBV-unrelated very elderly DLBCL: Proposal for new subgroup of B-cell lymphoma.
⑨日本血液学会 第 168 回例会
山田 布沙絵，佐川 森彦，富川 武樹，根本 朋恵，多林 孝之，渡部 玲子，得平 道英，森

茂久，木崎 昌弘 . 妊娠

を契機に発症し自家末梢血幹細胞移植にて完全寛解に至った若年者多発性骨髄腫
⑩第 71 回日本癌学会学術総会
富川 武樹，佐川 森彦，得平 道英，東

守洋，田丸 淳一，木崎 昌弘 . CD5 陰性・EBV 陰性の高齢者 DLBCL： B

細胞リンパ腫の新たな亜群の特徴
【総数：論文 1 件，学会報告 20 件】
6-2．獲得研究費
2012 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
第 3 回日本血液学会（Japanese Society of Hematology: JSH）国際シンポジウム：平成 24 年 5 月 26，27 日 （川
越プリンスホテル）
本シンポジウムは第 1 回が秋田大学澤田賢一会長，第 2 回が長崎大学宮崎泰司会長のもとに開催され，第 3 回を
数える今回は当科の木崎教授が会長を務め開催された．本シンポジウムは，日本血液学会にとって総会と並ぶ重要な
イベントであり，今回は，会長の木崎がこれまで一貫して行ってきた造血器腫瘍に対する分子標的療法に焦点をて，
"Molecular-targeting in Hematological Malignancies: Focusing on Myeloid Malignancy and Multiple Myeloma" をテー
マに開催された．海外招待者 14 名を含むこの領域で活躍する国内外の第 1 線の研究者を招待し講演して頂いた．外
国からも多くの一般参加があり前回開催を大きく上回る 250 人以上の参加があった．
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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（SAITOU, 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
三井隆男（MITSUI, Takao）
：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
成川真也（NARUKAWA, Shinya）
：助教：末梢神経障害
原

渉 （HARA, Wataru）
：助教：脳血管障害（出向中）

齋藤あかね（SAITOU, Akane）
：助教：脳血管障害（出向中）
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
石塚慶太（ISHIZUKA, Keita）
：助教：免疫性神経疾患，血液浄化療法

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
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））
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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久保田昭洋，深浦彦彰，石塚慶太，遠藤綾亮，鈴木理人，齋藤あかね，原
伊崎祥子，吉田典史，王子

渉，成川真也，田島孝士，小島美紀，

聡，山里将瑞，三井隆男，野村恭一：神経疾患におけるプラズマブラストの検討．

臨床神経学 52 巻 12 号，1524, 2012.
②王子

聡，石塚慶太，遠藤綾亮，鈴木理人，齋藤あかね，原

渉，久保田昭洋，小島美紀，伊崎祥子，吉田典史，

山里将瑞，三井隆男，深浦彦彰，野村恭一：NMOsd に対する IVMP・IAPP 早期併用療法 (ECT) と IVMP 単独療
法との治療効果の比較検討：臨床神経学 52 巻 12 号，1478, 2012.
③汐崎

祐，尾上祐行，本郷

悠，東原真奈，三井隆男，野村恭一，椎尾

康，鎌倉惠子，木村文彦，楠

進，海

田賢一：ギラン・バレー症候群，フィッシャー症候群における抗ガングリオシド抗体 IgG サブクラスと補体活性
化能に関する検討．臨床神経学 52 巻 12 号，1403, 2012.
④ 三 井 隆 男， 成 川 真 也， 鈴 木 理 人， 久 保 田 昭 洋， 吉 田 典 史， 王 子

聡， 深 浦 彦 彰， 野 村 恭 一：Chronic

inﬂammatory demylinating polyneuropathy(CIDP) 発症 8 年で IgG- κ型 M 蛋白血症を認め，発症 10 年で著明な
神経肥厚による脊髄圧迫を認めた肥厚性神経炎の 44 歳男性．末梢神経 23 巻 2 号，364-365, 2012.
⑤王子

聡，石塚慶太，成川真也，吉田典史，三井隆男，高木大輔，山田拓己，野村恭一：四肢脱力と排尿障害で

発症した Guillain-Barre 症候群 66 歳男性例．末梢神経 23 巻 2 号，351-352, 2012.
⑥成川真也，三井隆男，石塚慶太，遠藤綾亮，鈴木理人，田島孝士，小島美紀，伊崎祥子，吉田典史，王子

聡，

中島千晶，深浦彦彰，野村恭一：典型的 CIDP と非典型的 CIDP の横隔神経 M 波の検討．末梢神経 23 巻 2 号，
228-229, 2012.
⑦久保田昭洋，田島孝士，成川真也，山里将瑞，深浦彦彰，高橋幸利，田中惠子，清水

潤，野村恭一：短期記憶

障害を呈し抗 Ma2 抗体，抗 NMDAR 抗体，抗 GluR ε 2 抗体陽性で，後に精巣腫瘍をみとめた傍腫瘍性辺縁系
脳炎の 1 例．臨床神経学 (0009-918X)52 巻 9 号，666-671, 2012.
⑧久保田昭洋，田島孝士，成川真也，小島美紀，伊崎祥子，吉田典史，王子

聡，三井隆男，小川智也，松田昭彦，

深浦彦彰，野村恭一：酸化ストレス度からみた血液浄化療法，ステロイドパルス療法，大量免疫グロブリン静注
療法の比較検討．日本神経免疫学会学術集会抄録集 24 回，115, 2012.
⑨王子

聡，深浦彦彰，野村恭一 NMO ／筋炎 NMOsd 増悪期に対する髄液／血清 IgG 比と早期併用療法 (ECT)．

日本神経免疫学会学術集会抄録集 24 回，76, 2012.
⑩三井隆男，野村恭一：
【神経・筋疾患の病態と診断・治療 (III)】Guillain-Barre 症候群．医学と薬学 68 巻 3 号，
413-420, 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
①日本神経免疫学会学術集会 2012 年 9 月 20 〜 21 日
場所：軽井沢
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②第 2 回臨床神経軽井沢カンファレンス

2012 年 6 月 23 日

場所：軽井沢
③第 3 回埼玉神経感染症・アレルギー研究会

2012 年 10 月 3 日

場所：埼玉医大
④てんかん治療の初歩

2012 年 10 月 31 日

場所：埼玉医大
⑤川越振戦研究会

2012 年 12 月 5 日

場所：埼玉医大
⑥第 3 回川越 PD Academy

2013 年 2 月 20 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）
：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：病棟医長：研修医長：指導教員（大学院）：膠原病：博士

武井

博文（TAKEI, Hirofumi）
：助教

西

英子（NISHI, Eiko）
：助教：外来医長

奥山

あゆみ（OKUYAMA, Ayumi）
：助教：
（大学院生）離職

近藤

恒夫（KONDO, Tsuneo）
：助教

千野

健太郎（CHINO，Kentaro）
：助教

酒井

亮太（SAKAI，Ryota）
：助教

柴田

明子（SHIBATA，Akiko）
：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

西村

幸治（NISHIMURA, Koji）
：助教：修士

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 5，長澤 2，青木 1，武井 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：80％
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大学院教育：院生不在のため該当せず
2-4．自己評価と次年度計画
初診は積極的に受け入れるように努め，年間 1000 名を超える患者が受診した．今後も引き続き治験や臨床研究に
参加することを目指す．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．後期研修医教育では，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，各個人の医師としてのレベルアップ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．
今後，大学院生を獲得できるよう努めたい．

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．
3-2．2012 年度の研究活動の概略
関節リウマチ（RA）の治療に関する臨床研究
①関節リウマチ患者を対象としたアダリムマブ 40mg または 80mg とメソトレキサート併用における有効性およ
び安全性の検討（申請番号 355，NCT 01270035）
②インフリキシマブによるプログラムドコントロール治療で導入された関節リウマチの寛解維持に関するランダム
化比較試験（RRRR study）
（申請番号 401，UMIN 000005113）
③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（申請番号 402，UMIN 000005590）
④中・高疾患活動性関節リウマチ患者における「目標達成に向けた治療」に関する臨床疫学的研究（T2T 疫学研究）
（申請番号 444）
⑤ 関 節 リ ウ マ チ の 関 節 破 壊 ゼ ロ を 目 指 す 治 療 指 針 の 確 立 に 関 す る 研 究（ZERO-J）（ 申 請 番 号 470，UMIN
000001281）
⑥活動性早期 RA 患者における MTX をアンカードラッグとする計画的強化治療の有効性と安全性に関するランダ
ム化並行群間比較試験（活動性早期 RA 強化治療試験）（申請番号 471，UMIN 000006702）
⑦関節リウマチにおけるエタネルセプトの有効性予測に関する研究（申請番号 522- Ⅱ）
⑧インフリキシマブによるタイトコントロール治療で導入された 関節リウマチの寛解維持に関するランダム化比
較試験追跡研究（RRRR-EX Study）
（申請番号 539，UMIN 000007539）
⑨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連する遺伝子の解析研究（申請番号；本学
614）
⑩日常診療における目標達成に向けた治療（Treat to Target, T2T）実践のアウトカム測定のための HAQ 調査（申
請番号 663）
全身性血管炎に関する臨床研究
①抗好中球細胞質抗体（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（申請番号 409）
②抗好中球細胞質抗体（ANCA）関連血管炎の寛解維持療法の現状とその有効性と安全性に関する観察研究（申請
番号 478）
③大血管の血管炎（側頭動脈炎，高安動脈炎）およびリウマチ性多発筋痛症に対するトシリズマブ単独療法の有用
性に関する研究（申請番号 638，UMIN 000008812）
④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（申請番号；本学 638）
ステロイド骨粗鬆症の予防に関する臨床研究
① 65 歳以上の高齢者ステロイド性骨粗鬆症に対する薬物療法の検討（申請番号 341，UMIN 000004217）
②高齢者ステロイド性骨粗鬆症に対する薬物療法の検討 ? テリパラチドかビスフォスフォネート製剤か？（申請番
号 682，UMIN 9222）
その他の臨床研究
①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（申請番号 373，UMIN 000004893）
②成人発症スティル病に対するトシリズマブ単独療法の有用性に関する研究（申請番号 494，UMIN 000007019）
③特発性大腿骨頭壊死症発生機構解明のための観察研究（申請番号；本学 652）
基礎的研究
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①自己免疫疾患（主に全身性エリテマトーデス）の病態メカニズムの解明と治療手段の開発（申請番号 496，
UMIN 000007012）
②関節リウマチ患者末梢血単核球における RANKL 分子の発現に関する研究（申請番号 576）
③関節リウマチ患者におけるインフリキシマブによる注射時反応発症の予測因子に関する検討（申請番号 639）
3-3．研究内容と達成度
RA- ①：MTX でも高疾患活動性の RA 患者に adalimumab 40 mg 併用し，6 週後に中等度活動性以上である患者に
adalimumab を 80 mg に増量し，30 週後の寛解率を調査．慶應大学との共同研究．現在 8 例登録し，継続中．
達成度 30％．
RA- ②：MTX で 効 果 不 十 分 な RA 患 者 に inﬂiximab を 3 mg/kg で 開 始 し，4 回 目 の 投 与 か ら， 開 始 時 の 血 中
TNF α濃度に従って 3 mg/kg，6 mg/kg と 10 mg/kg の 3 用量に割り付けて 1 年後の寛解率を調査．産業医大
を本部とした多施設共同研究．現在 18 例登録し継続中．達成度 80％．
RA- ③： MTX ＋ Tocilizumab で寛解となった患者の MTX を中止するか継続するかを無作為に割り付け，両群の寛
解維持率を比較．21 例登録し観察中．達成度 30％．
RA- ④：RA 患者の活動性指標をみながら治療を強化する戦略の有用性を評価．厚労省の「RA 治療標準化に関する
多層的研究（班長；宮坂信之）
」の分担研究．予定の 25 例を全例登録し，観察中．達成度 90％．
RA- ⑤：発症早期の抗 CCP 抗体陽性 RA で，MTX を使用し，MTX 有効群（HR 群）と MTX 効果不十分で抗 TNF
製剤を追加した群（T 群）と追加しなかった群（M 群）の 3 群で関節破壊を評価．産業医大を本部とした多施
設共同研究．予定の 26 例を超えて 36 例登録したが，群割付のばらつきが多くなった（HR 群が多い）ため引き
続き登録を継続中．達成度 80％．
RA- ⑥：早期 RA を対象とし，強化療法（MTX で開始し，2 週毎にプロトコールに従って増量）と標準療法（主治
医の判断で治療）で臨床的アウトカムを比較．厚労省の「RA 治療標準化に関する多層的研究（班長；宮坂信之）
」
の分担研究．予定 15 例中 12 例を登録し継続中．達成度 70％．
RA- ⑦：エンブレルを使用した RA 患者の臨床情報と血清 Lymphotoxin 値，RNA 網羅的解析により，有効例と無
効例でそれらの差を検討する．32 例の検体を慶應大学で検討中．慶應大学との共同研究．達成度 90％．
RA- ⑧：RA- ②の試験の継続試験．RRRR 試験終了時に寛解しなかった患者を対象に，inﬂiximab の増量，MTX の
増量を行い有効性を検討．産業医大を本部とした多施設共同研究．現在 1 例のみ開始．達成度 20％．
RA- ⑨：アバタセプトを開始した患者のゲノム DNA を得て，臨床的有効性に関わる遺伝的背景を調査する．遺伝
子検査は東京医科歯科大に送り検討する．12 例登録．達成度 80％．
RA- ⑩：MTX を新規に開始する RA 患者の Quality of Life の改善度を調査．慶應大を本部とした多施設共同研究．
9 例登録．達成度 90％．
血管炎 - ①：厚労省難治性血管炎班の分担研究．ANCA 関連血管炎の新規治療開始後の臨床情報を解説する．13
例を登録．達成度 70％．
血管炎 - ②：厚労省難治性血管炎班の分担研究．ANCA 関連血管炎で治療された患者の長期予後を追跡調査．9 例
が登録され追跡調査中．達成度 80％．
血管炎 - ③：まだ開始したばかりで該当症例なし．達成度 0％．
血管炎 - ④：血管炎 - ①および②に登録された同意が得られた患者で，有効性や予後と関連する遺伝的背景を調査．
11 例で検体採取し，東京医科歯科大に郵送．達成度 70％．
骨粗鬆症①：ステロイドを開始する高齢者にアレンドロネートを併用し，ビタミン D3 製剤をさらに併用するかし
ないかでステロイド骨粗鬆症の予防効果に差があるか検討．千葉大学関連施設との多施設共同研究．15 例を登
録
骨粗鬆症②：ステロイドを開始する高齢者にビスホスフォネート製剤または PTH 製剤を無作為に割り付け，骨粗
鬆症の進展防止効果を比較．1 例登録．達成度 1％．
その他①：ループス腎炎患者に PSL に加えて IVCY ＋タクロリムスを併用し，その有用性を検討．現在 3 例登録し
観察中．達成度 10％．
その他②：AOSD 患者をトシリズマブ単独療法で治療することの有用性を評価．現在 3 例を登録し観察中．達成度
10％．
その他③：ステロイドの使用歴 1 年以上にも関わらず大腿骨頭壊死を発生しない患者と発生した患者の DNA を採
取し，大腿骨頭壊死発生にかかわる遺伝的背景を調査．厚労省大腿骨頭壊死研究班の分担研究．合計 46 例の臨
床情報と検体を郵送．達成度 70％．
基礎①：既に論文化したが，さらに新たな検討を加えて継続中．達成度 80％．
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基礎②：現在 14 例の検体を収集し検討中．達成度 10％．
基礎③：既に実験は終了し，論文化を進めている．達成度 90％．
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．

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）
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

日本リウマチ財団

医療情報委員会委員（天野）

委員（天野）

日本整形外科学会

リウマチ研修会

講師（天野）

6．業績
6-1．論文・学会発表
【原著】
① Takeuchi T, Suzuki K, Kondo T, Yoshimoto K, Tsuzaka K.：CD3 ζ defects in systemic lupus erythematosus.Ann
Rheum Dis. 2012 Apr;71 Suppl 2:i78-81.
② Takeuchi T, Tanaka Y, Kaneko Y, Tanaka E, Hirata S, Kurasawa T, Kubo S, Saito K, Shidara K, Kimura N, Nagasawa
H, Kameda H, Amano K, Yamanaka H.：Effectiveness and safety of adalimumab in Japanese patients with
rheumatoid arthritis: retrospective analyses of data collected during the ﬁrst year of adalimumab treatment in
routine clinical practice（HARMONY study）.：Mod Rheumatol. 2012 Jun;22（3）:327-38.
③ Takei H, Nagasawa H, Sakai R, Nishimura K, Kurasawa T, Okuyama A, Nishi E, Shirai Y, Kondo T, Ogawa H, Ito T,
Amano K.：A case of multiple giant coronary aneurysms and abdominal aortic aneurysm coexisting with IgG4related disease.：Intern Med. 2012 Aug;51（8）:963-7.
④ Nishi E, Kameda H, Ogawa H, Nagasawa H, Takei H, Okuyama A, Kurasawa T, Kondo T, Nishimura K, Shirai Y,
Sakai R, Ito T, Takeuchi T, Amano K.：Eﬃcacy of weekly mizoribine pulse therapy in refractory lupus nephritis.：
Mod Rheumatol. 2013Jan23（1）
：97-103
⑤天野宏一
101 巻

関節リウマチ（RA：診断と治療の進歩
第 10 号

2012.10.10

2. 抗リウマチ薬

2）生物学的製剤

日本内科学会雑誌

第

2880-2885

⑥ Tsuneo Kondo, Katsuya Suzuki, Keiko Yoshimoto, Hideto Kameda, Tsutomu Takeuchi, Koichi Amano：
DECREASED PERIPHERAL CD3 ZETA CHAIN EXPRESSION IN PATIENTS WITH ACTIVE RHEUMATOID ARTHRITIS
CAN BE RESTORED BY VARIOUS BIOLOGIC DMARDS AND METHOTREXATE. EULAR 2012 Berlin 2012.6.9
（poster）
⑦ T. KURASAWA , H. NAGASAWA , K. AMANO , T. TAKEUCHI , H. KAMEDA ：THE ADDITION OF ANOTHER
DISEASE-MODIFYING ANTI-RHEUMATIC DRUG TO METHOTREXATE IN PLACE OF INFLIXIMAB IMPROVES THE
RATE OF INFLIXIMAB-FREE SUSTAINED REMISSION:RESULTS FROM THE BuSHIDO TRIAL

EULAR2012.6.6-9

Berlin Germany （poster）
⑧ Ryota Sakai, Akiko Shibata, Kentaro Chino, Tsuneo Kondo, Ayumi Okuyama, Eiko Nishi, Hirofumi Takei, Hayato
Nagasawa and Koichi Amano：The eﬃcacy of tocilizumab for adult-onset Still's disease
Asisa Paciﬁc League of Associations for Rheumatology
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Amman Jordan September 10-14, 2012

12 September 2012（2012/09/12）
（poster）

⑨長澤逸人，酒井亮太，西村幸治，倉沢隆彦，近藤恒夫，奥山あゆみ，西英子，白井悠一郎，武井博文，天野宏一：
当院 RA 患者における生物学的製剤による身体機能障害に対する有効性
集会

2012.4.27

東京

第 56 回日本リウマチ学会総会・学術

口演

⑩千野健太郎，青木和利：同一主治医の RA 患者における各疾患活動性評価法の検討
総会・学術集会

2012.4.27

東京

第 56 回日本リウマチ学会

ポスター

【総数：原著 13 件，総説 9 件，国際学会発表 3 件，国内学会発表 22 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】

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
＜ 2012 年＞
2012 年 7 月 11 日

第 15 回川越リウマチ懇話会

2012 年 11 月 25 日

川越地区

市民公開講座

＜ 2013 年＞
2013 年 3 月 6 日

第 16 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：柴田明子先生が加わり，総勢 9 人のスタッフで，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．

475

臨床医学部門（川越キャンパス）

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：代表指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：水・電解質代謝：博士
加藤

仁（KATOH, Hitoshi）
：講師（研修担当）：教育主任：指導教員（大学院）：腎不全・骨代謝：博士

叶澤孝一（KANOUZAWA, Kouichi）
：講師（病棟担当）：指導教員（大学院）：高血圧・糖尿病：博士
朝倉受康（ASAKURA, Jukou）
：助教，田山陽資（TAYAMA, Yousuke）：助教，
岡崎晋平（OKAZAKI, Shinpei）
：助教，原

宏明（HARA, Hiroaki）：助教，

小暮祐太（KOGURE, Yuta）
：助教，佐野達郎（SANO, Tatsuo）：助教
【人工腎臓部】
松田昭彦（MATSUDA, Akihiko）
：准教授：副診療科長：指導教員（大学院）：慢性腎不全：博士
小川智也（OGAWA, Tomoya）
：講師：慢性腎不全：博士
岩永みずき（IWANAGA, Mizuki）
：助教，清水泰輔（SHIMIZU, Yasusuke）：助教
木場藤太（KIBA, Tohta）
：助教，稲村めぐみ（INAMURA, Megumi）：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），三谷知之（赤心堂病院）
羽田野実（消化器・肝臓内科：助教；平成 24 年 9 月 30 日⇒赤心堂病院出向）
（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
吉川

賢（KIKKAWA, Masaru）
：非常勤医員Ⅱ類

河野里佳（KOUNO, Rika）
：非常勤医員Ⅱ類
清水納子（SHIMIZU, Noriko）
：非常勤医員Ⅲ類
野入千絵（NOIRI, Chie）
：非常勤Ⅰ類
山城真理（YAMASHIRO, Mari）
：非常勤医員Ⅲ類
星

綾子（HOSHI, Ayako）
：非常勤医員Ⅲ類

（国内留学）
岩下山連：日本医科大学医学部病理学教室

2．教育
2-1．目的・目標
医学生に対する教育目標：医学部の学生教育では「腎臓内科学の基本的知識を整理・理解すること」を教育目標に
掲げ，5 年生の臨床実習（BSL：5 日間）やクリニカル・クラークシップ（4 週間）を担当している．
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」を教育目標に掲げ，研究計画の立案から研究の実施，さら
に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：人工腎臓部では「医療専門職の育成とチーム医療の実践」を教育目標として，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の医
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．病棟実習は格好の問題基盤型学習の場であり，
電子カルテを閲覧しながら，病態の把握方法，検査計画の立て方，各種検査成績の解釈，鑑別診断等，腎臓疾患につ
いて学ぶ．BSL 期間中の 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等に関するクルズスを受ける．クリニカル・クラークシッ
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プでは，午前中に病棟で診療チームの一員として行動し，午後には腎生検や内シャント作成術などの手技の見学と腎
疾患の病態に関するクルズスに参加する．4 週間の実習期間中，1 週間は人工腎臓部において，透析医療や各種血液
浄化療法の治療現場を医療チームの一員として経験する．
初期臨床研修：教育内容は研修時期と期間により異なるが，1 年目 1 ヶ月研修の場合，診療チームに所属して入院
患者 3 〜 4 例の診療に関わり，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ながら症例を担当し，チームカンファレンス，症例検討会，教授回診での症例提示を通
して，基本的診療能力とプレゼンテーションスキルの向上をはかり，文献検索と論文入手方法を理解することで，最
新の知識を習得する自己学習法を学ぶ．
人工腎臓部は日本透析医学会認定教育施設，日本アフェレーシス学会認定施設として，日本腎臓財団の透析療法従
事職員研修を受け入れ，指定された実習プログラムに沿って，医師・看護師・臨床工学技士に対して透析患者の管理
方法，透析効率評価，アクセス管理，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，専門職の育成を
行なっている．
2-3．達成度
学生教育に関しては，BSL は期間が短いため，見学型実習と教育主任を中心とした問題基盤型学習とした．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に関しては，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．教室の方針として，
「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
ていることから，2 年目の初期研修医には，患者を全人的にとらえることを指導しており，研修終了後の研修医から
の評価は高い．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，医学生・研修医に対する教育目標は概ね達成しており，次年度も医学生の教育目標は変えず，腎臓内科学
の知識の整理を目指し，問題基盤型学習とクルズスを組み合わせて実施するが，学生からの評価を反映させて教育内
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，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，レジメを改訂する．次年度も医師の育成に関しては，腎臓内科
学の知識の習得に加え，
『全人的医療の実践』を掲げて指導する．

3．研究
3-1．目的・目標
研究目標は『腎疾患における組織障害の進展因子の解明と進展抑制法の開発』である．様々な多施設共同の臨床研
究に参加し，腎疾患診療における EBM 確立に参加している．教室独自の研究としては，腎生検組織等の臨床材料を
用いた病態解析，モデル動物を用いた遺伝子解析等分子レベルでの病態の解明と進展抑制法の開発を目指している．
人工腎臓部の研究目標は『透析医療の進歩への貢献』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
スの維持・評価，腹膜機能の評価等の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）
基礎研究は，第一研究棟の動物実験室を利用して各種腎障害の動物モデル（主にラット・マウス）を作成し，その
解析を研究室で行っている．長谷川准教授を中心として，教室の目標に沿った研究内容を提示し，教室員の希望を研
究計画に反映させ，
各自の研究テーマを決めている．研究計画の実施に当たっては高柳佳織が技術的なサポートを行っ
ている．現在進行中の基礎研究のプロジェクトは，「糸球体硬化の進展過程における TRPC6 チャネルの役割：糸球体
過剰濾過モデルを用いた検討」
（岩下山連）や，
「糖尿病治療薬の腎尿細管上皮細胞のチャネル・輸送体発現に及ぼす
影響」
（朝倉受康）
，
「腎間質障害の発症・進展機序に関する研究：フルクトースの影響」（長谷川元），「尿細管間質障
害における腎の Mg 代謝に関する研究」
（清水泰輔），
「動物モデルを用いた腹膜肥厚の抑制に関する研究」（田山陽資）
等がある．
臨床研究に関しては，様々な多施設共同研究に参加しており，教室員がデータ入力などを担当する．人工腎臓部が
参加している国際調査のデータ入力には，ME サービス部の協力を得ている．
3-3．研究内容と達成度
基礎研究プロジェクトに関しては，研究成果を継続的に学会に発表できており，追加の解析を継続している．また，
「糖尿病治療薬の腎尿細管上皮細胞のチャネル・輸送体発現に及ぼす影響」の一部と，「動物モデルを用いた腹膜肥厚
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の抑制に関する研究」の研究成果は，論文作成中である．
臨床研究では，慢性腎臓病（CKD）対策として，IgA 腎症の治療，およびネフローゼ症候群の治療反等の多施設共
同研究に参加し，継続的に成果が出ている．教室内の臨床研究は，「腎生検を用いた各種糸球体疾患の臨床病理学的
解析」や「腎間質障害の臨床マーカーとしての Mg 排泄率に関する検討」が進行中であるが，学会発表にとどまって
いる．人工腎臓部は国際的な透析患者の予後調査である DOPPS に参加しており，J-DOPPS 第 5 次調査がスタートした．
医療の国際比較であるが，大学病院として参加しているのは数施設であり，治療成績に関するデータの提供を行って
いる．人工腎臓部内の臨床研究として「血液浄化療法施行時の循環動態の変化と関連因子の解析」，「バスキュラ・ア
クセスの評価とインターベンション」等を主な研究テーマにしており，一部論文が完成してきた．また，腹膜透析に
関する臨床研究としては「保存期慢性腎臓病患者における腎機能保持に関与する因子の前向き観察試験」（松田昭彦）
や「腹膜透析患者における体液量と各種パラメータの関連性についての検討」（松田昭彦）等を行っている．これら
の成果は，国内外の学会で発表するとともに，論文化するところまできている．
3-4．自己評価と次年度計画
研究成果を国内外の学会・研究会で積極的に発表しており，論文化もできてきた．次年度は，さらに研究を推進す
るが，若い教室員に研究への参加を促し，研究に興味を持ってもらえるように努力する．研究成果は引き続き国内外
の学会・研究会で発表し，論文化を目指す．研究の質の向上に関して，外部の研究室と連携できるように取り組む．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
腎高血圧内科は，教育目標を「豊かな人間性を持ち，患者中心の医療を実践できる医師」の育成としており，診療
においても『全人的医療の実践』を掲げ，腎疾患患者の病態を全人的に把握し，患者中心の医療・患者にとって満足
度の高い医療を提供することを目標としている．診療範囲は尿異常の精査，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，各種透析医療（血液透析・腹膜透析），献腎移植まで幅広い領域
を専門としており診療を担当し，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．次年度は退院総括
の処理時間の短縮，在院日数の短縮，病名登録の適切な実施，および患者にとって満足度の高い診療を目標とする．
人工腎臓部は，
『医療専門職の育成とチーム医療の実践』を掲げ，質の高い血液浄化療法の提供を目標にしている．
中央部門として，血液透析，持続血液浄化療法，CAPD 療法，血漿交換療法，免疫吸着療法，LDL 吸着療法，エンド
トキシン除去療法，顆粒球・リンパ球除去療法など，保険診療で可能な血液浄化療法に対応している．人工腎臓部内
に CAPD 外来，アクセス外来，腎不全・腎移植外来，腎不全療法選択外来等を設置しており，献腎移植希望者の登録
業務（新規登録と登録更新）も担当している．次年度も人工腎臓部における外来機能を高め，安全で質の高い腎代替
療法を提供していくが，医療安全のため医療機器の老朽化に対し，機器を順次更新する必要がある．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
学会誌編集委員：日本透析医学会雑誌

松田昭彦

日本透析医学会雑誌 編集委員（小川智也）
学会誌査読委員：Clinical Experimental Nephrology
日本透析医学会雑誌

長谷川元・加藤

仁

松田昭彦・小川智也

Therapeutic Aphresis and Dialysis

松田昭彦

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉医科大学医師会理事：御手洗哲也
埼玉県医師会勤務医専門部会幹事：御手洗哲也
日本腎臓財団評議員：御手洗哲也
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 Tomonari Ogawa, Masaya Murakawa, Akihiko Matsuda, Kouichi Kanousawa, Hitoshi Katoh, Hajime Hasegawa,
Tetsuya Mitarai: Endogenous factors modiﬁed by hemodialysis may interfere with the accuracy of blood glucosemeasuring device.
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Hemodialysis International ; Volume 16, Issue 2, pages 266-273, April 2012
② Tomonari Ogawa, Akihiko Matsuda, Yumiko Yamaguchi, Yusuke Sasaki, Yuki Kanayama, Tadaaki Maeda,
Chie Noiri, Hajime Hasegawa, Osamu Matsumura, Tetsuya Mitarai: Dialysate Purification after Introduction
of Automated Hot Water Disinfection System to Central Dialysis Fluid Delivery System. ASAIO Journal MarApr;58(2):127-31. 2012
③ Suge R, Shimazu T, Hasegawa H, Inoue I, Hayashibe H, Nagasaka H, Araki N, Katayama S, Nomura M, Watanabe
S.: Cerebral antioxidant enzyme increase associated with learning deficit in type 2 diabetes rats. Brain Res.
1481:97-106. 2012
④ Kono R, Kanozawa K, Shimosawa T, Tayama Y, Akihiko Matsuda A, Hasegawa H, Mitarai T:.
Adrenomedullin in peritoneal eﬄuent expressed by peritoneal mesothelial cells.
Clin Exp Nephrol. 2013 online.
⑤ Asakura J, Hasegawa H, Takayanagi K, Shimazu T, Suge R, Shimizu T, Iwashita T, Tayama Y, Matsuda A,
Kanozawa K, Araki N and Mitarai T.
Renoprotective effect of pioglitazone by the prevention of glomerular hyperfiltration through the possible
restoration of altered macula densa signaling in rats with type-2 diabetic nephropathy.
Exp Nephrol 122: 83-94 2013.
⑥ Hasegawa H, Kanozawa K, Asakura J, Takayanagi K, Komuro O, Fukada H, Tokushima H,
Kogure H, Matsuzawa M, Mitarai T.: Signiﬁcance of estimated salt excretion as a possible predictor of the eﬃcacy
of concomitant angiotensin receptor blocker (ARB) and low-dose thiazide
in patients with ARB-resistance. Hypertens Res (On line doi:10.1038/hr.2013.41) 2013.
⑦加藤

仁，原

宏明，小暮裕太，羽田野実，岡崎晋平，稲村めぐみ，木場藤太，岩永みずき，三谷知之，清水泰輔，

岩下山連，田山陽資，松田昭彦，長谷川元，御手洗哲也：顎骨壊死に対する 1-34 PTH 製剤 (teriparatide) 治療
効果の検討．
Nephrology Frontier（メディカルビュー社）, 2012.10 suppl, p52-56
⑧佐々木裕介，小川智也，金山由紀，山口由美子，永峯大輔，伊佐祐也，本塚

旭，関

典枝，伊勢康雄，長尾典

子，田邉厚子，岩永みずき，木場藤太，野入千絵，松田昭彦，御手洗哲也：当院在宅血液透析患者に対する自己
穿刺への取り組みと合併症に関する検討．
日本透析医学会誌 46 巻 2 号 185-192
⑨御手洗哲也：臨床医が知っておくべき EBM とその実践− Overview．
臨床に直結する腎疾患治療のエビデンス第 2 版
文光堂

小林正貴，南学正臣，吉村吾志夫編集

東京：pp2-11，2012 年 10 月 7 日

⑩御手洗哲也，岡崎晋平，御手洗哲也：腎炎合併妊娠の出産許可条件．
臨床に直結する腎疾患治療のエビデンス第 2 版
文光堂

小林正貴，南学正臣，吉村吾志夫編集

東京：pp191-193，2012 年 10 月 7 日

【総数：論文：25 件，学会・研究会発表：54】
6-2．獲得研究費
①厚生労働省科学研究費：
（分担研究者）
：FRPM-J
②治験受託費：
「常染色体優性多発性嚢胞腎 (ADPKD) 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（156-04-251 からの継続投与試験）」治験実施計画書番号 156-10-003
「NF- κ B デコイオリゴ含有 PLGA 粒子塗布型 PTA バルーンカテーテルによる透析
シャント静脈 (AVF) 狭窄治療における臨床的有用性の検討」
（治験機器識別番号：AMG0102）
③製造販売後調査費
Home blood pressure measurement with Olmesartan Naive patients to Establish Standard Target blood pressure
Study. (HONEST Study) オルメテック特定使用成績調査
④ J-DPPS 調査費
⑤企業からの奨学寄付金：複数の企業から研究費
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
（代表施設として開催）
腎間質研究会（会長：御手洗哲也）2012 年 9 月 8 日

東京

関東腎研究会（会長：御手洗哲也）2012 年 6 月 30 日・2013 年 1 月 19 日

東京

腎血管カテーテル治療研究会（代表：長谷川元）2012 年 4 月 25 日・9 月 19 日
埼玉腎臓研究会（会長：御手洗哲也）2012 年 5 月 12 日
埼玉腎臓病若手研究会（会長：加藤

川越・10 月 6 日

さいたま市

さいたま市

仁）2012 年 5 月 19 日・12 月 22 日

さいたま市

Vascular Access Evaluation Meeting（代表：小川智也）2012 年 6 月 30 日（東京）
腎不全連携セミナー（代表：松田昭彦）2012 年 9 月 15 日・2013 年 2 月 9 日
彩の国 Vascular Aceess を考える会（代表：小川智也）2012 年 10 月 2 日

川越市

さいたま市

（幹事施設として開催）
氷川フォーラム（代表：長谷川元）2012 年 5 月 19 日・11 月 21 日

さいたま市

トランスポーター研究会（幹事：長谷川元）2012 年 6 月 9 − 10 日

京都

臨床骨代謝フォーラム（幹事：加藤
ROD-21 研究会（監事：加藤

腎と骨代謝研究会（幹事：加藤
腎性骨症研究会（幹事：加藤

仁）2012 年 6 月 9 日

仁）2012 年 9 月 1 日

東京

東京・2013 年 2 月 9 日

仁）2012 年 10 月 6 日
仁）2013 年 2 月 23 日

東京
東京

腎心脳連関の会（幹事：長谷川元）2012 年 6 月 4 日・11 月 20 日
彩の国骨フォーラム（幹事：加藤

名古屋

川越市

仁）2012 年 6 月 29 日・2013 年 2 月 8 日

Meet the Expert in Hypertension（幹事：叶澤孝一）2013 年 7 月 1 日
埼玉体液カンファレンス（幹事：長谷川元）2012 年 7 月 14 日

毛呂

川越市

さいたま市

埼玉高血圧研究会（幹事：御手洗哲也）2012 年 7 月 14 日・12 月 8 日
埼玉アクセス研究会（事務局：小川智也）2012 年 7 月 29 日

さいたま市

さいたま市

城北腎疾患フォーラム（幹事：松田昭彦）2012 年 10 月 9 日・2013 年 3 月 7 日
埼玉サイコネフロロジー研究会（幹事：松田・小川）2012 年 10 月 15 日
日常診療と電解質研究会（幹事：長谷川元）2012 年 10 月 17 日
埼玉南西部透析研究会（幹事：松田昭彦）2012 年 10 月 20 日
2012 年 11 月 20 日

志木市
さいたま市

川越市

Bone Mineral Conference in western Saitama（幹事：加藤
埼玉 AGING 研究会（幹事：加藤

さいたま市

さいたま市

彩の国腎移植フォーラム（幹事：松田昭彦）2012 年 11 月 7 日
埼玉甲状腺疾患研究会

池袋

仁）2013 年 3 月 1 日

仁）2012 年 11 月 21 日

川越市

川越市

7．自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成されている．医育機関の教員としての役割を認識し，医学
生の教育は全員で取り組んでいる．初期臨床研修医に対する教育に関しても高い評価をうけており，継続的に取り組
む方針である．研究に関しては医科大学の付属施設として基礎研究も重視し，モデル動物を用いて分子レベルでの病
態把握を目指している．今後，研究内容の質の向上に努力する必要があると考えている．診療では，尿異常から腎移
植まで広範囲の腎疾患を扱っており，
当センターの内外で発生する急性腎障害や多臓器不全に対応できている．特に，
人工腎臓部は中央診療部門として各種血液浄化療法を実施しているが，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チーム医療を提供することができている．
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2．9）消化管外科・一般外科
1．構成員
石田秀行（ISHIDA, Hideyuki）
：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）
：消化器外科（特に食道・胃外科，
腹腔鏡手術，癌化学療法）：博士
石橋敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro）
：准教授：外来医長：指導教員（大学院）：消化器外科（特に下部消化管外科，
癌化学療法）：博士
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：准教授（兼担）
：指導教員（大学院）：腫瘍外科学，外科侵襲学，消化器内視鏡，医
学教育：博士

中島日出夫（NAKAJIMA, Hideo）
：客員准教授：癌化学療法：博士
熊谷洋一（KUMAGAI, Youichi）
：講師：大学院教員（大学院）：消化器外科（特に食道外科）：博士
馬場裕之（BABA, Hiroyuki）
：講師：消化器外科（外科代謝栄養，癌化学療法，消化器内視鏡）：博士
隈元謙介（KUMAMOTO, Kensuke）
：講師：研究主任：指導教員（大学院）：消化器外科（特に下部消化管外科，癌
化学療法）：博士
傍島

潤：助教，桑原公亀：助教，石畝

亨：助教，松澤岳晃：助教，天野邦彦：助教，幡野

秀：助教：大学院生，今泉英子：助教：大学院生，田島雄介：助教，近

哲：助教，鈴木興

範泰：助教，久保田将：助教，木暮憲道：

助教，伊藤徹哉：助教，村田知洋：助教．
非常勤講師 21 名，非常勤医師 4 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．
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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．
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．
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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．
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．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も一定の成果を収めている．また，遺伝性大腸癌（家族性大腸腺腫症，リンチ症
候群）の基礎的研究にも着手している．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 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
② Inoue N, Ishida H, Sano M, Kishino T, Okada N, Kumamoto K, Ishibashi K.
Discrepancy between the NCI-CTCAE and DEB-NTC scales in the evaluation of oxaliplatin-related neurotoxicity in
patients with metastatic colorectal cancer.
Int J ClinOncol 17: 341-347, 2012
③ Haga N, Ishida H, Ishiguro T, Kumamoto K, Ishibashi K, Tsuji Y, Miyazaki T.
A prospective randomized study to assess the optimal duration of intravenous antimicrobial prophylaxis in
elective gastric cancer surgery.
IntSurg 97: 169-176, 2012
④ Ono T, Ishida H, Kumamoto K, Okada N, Ishibashi K.
Outcome in disappearing colorectal cancer liver metastases during oxaliplatin-based chemotherapy.
OncolLett 4: 905-909, 2012
⑤ Tsutsumi S, Ishibashi K, Uchida N, Ojima H, Hosouchi Y, Yasuda N, Kigure W, Asao T, Ishida H, Kuwano H.
Phase II trial of chemotherapy plus bevacizumab (BV) as second-line therapy for patients with metastatic
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colorectal cancer (mCRC) that progressed on BV with chemotherapy:SILK study.
Oncology 83: 151-157, 2012
⑥ Ishibashi K, Ishida H, Ohsawa T, Okada N, Kumamoto K, Haga N.
Impact of hepatic lymph node metastasis on survival of patients with synchronous resectable or unresectable
liver metastases of colorectal cancer.
Tech Coloproctol 17: 51-57, 2013
⑦ Ishiguro T, Kumagai Y, Ono T, Imaizumi H, Honjo H, Suzuki O, Ito T, Haga N, Kuwabara K, Sobajima J, Kumamoto
K, Ishibashi K, Baba H, Ishida H, Kawano T.
Usefulness of indocyanine green angiography for evalution of blood supply in a reconstructed gastric tube
during esophagectomy.
IntSurg 97: 340-344, 2012
⑧傍島

潤，石橋敬一郎，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行．

進行結腸癌に対する横小切開法による根治術の経験．
日本外科系連合学会誌 37: 924-931, 2012
⑨芳賀紀裕，石橋敬一郎，石畝

亨，桑原公亀，隈元謙介，熊谷洋一，馬場裕之，石田秀行．

胃癌・結腸癌に対する周術期予防的抗菌薬短縮化の妥当性に関する単一施設による前向きランダム化非劣性試験
−サブセット解析による検討−
日本外科感染症学会雑誌 10: 135-141, 2013
⑩隈元謙介，岡田典倫，石橋敬一郎，佐野元彦，石田秀行．
切除不能進行再発大腸癌における XELOX と mFOLFOX6 の治療効果および有害事象の比較検討．
癌の臨床 59: 119-123, 2013
【総数：論文 33 件，学会発表 98 件，講演 15 件】
6-2．獲得研究費
平成 24 年度若手医師育成研究費（かもだ特別賞）（桑原）
平成 24 年度若手医師育成研究費（かもだ研究支援賞）（幡野）
平成 24 年度若手医師育成研究費（かもだ研究奨励賞）（石畝）
平成 24 年度若手医師育成研究費（かもだ研究奨励賞）（田島）
6-3．受賞
該当なし．
6-4．特許，実用新案
該当なし．
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし．

7．自己点検・評価
診療面：診療科構成員が一丸となって緊急手術，待期手術にあたった．良悪性疾患に関わらず，高度かつ専門的な
外科治療を遂行することに心がけた，大腸癌手術症例に於いて，腹腔鏡補助下手術が増加し，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：代表指導教員（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：指導教員（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：指導教員（大学院）：小児外科：博士
赤松延久（AKAMATSU, Nobuhisa）
：講師：病棟・研修医長：指導教員（大学院）：肝胆膵外科：博士
助教：石田隆志，佐藤彰一，駒込昌彦，二宮理貴
シニアレジデント：園田洋史，的場秀亮，三井哲弥，上田聡司，牟田裕紀
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，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継続し，教育を充実させた．来年度は肝胆膵外科の新しい教授をお迎えして，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，佐藤彰一，駒込昌彦，二宮理貴）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
①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
②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
③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
④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．
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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．来年度は肝胆膵外科の新しい教授をお迎えして，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）
一昨年に橋本大定教授が定年退職したが，今年度も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．来年度は肝胆膵外科の新しい教授をお迎えして，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 Akamatsu N, Sugawara Y: Liver transplantation and hepatitis C. Int J Hepatol 2012;2012:686135.
②赤松延久，菅原寧彦：C 型肝炎治療の最前線，肝移植後の C 型肝炎治療．臨床消化器内科 2012;27(11):1489-94.
③石田隆志，橋本大定，赤松延久，小澤文明，田丸淳一：術前診断が困難であった黄色肉芽腫胆嚢炎の 1 症例．
日本医科大学医学会雑誌 2012;8(2):157-61.
④石田隆志，赤松延久，駒込昌彦，山崎信義，小澤文明，小高明雄：肝門部圧排をきたしたアメーバ肝膿瘍の 1 例．
臨床外科 2012;67(5):720-6.
【総数：論文 4 件，学会発表 11 件】
6-2．獲得研究費
文部科学省科学研究費
①井上成一朗：基盤研究（C）
：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 70 万円，間接経費 21 万円．
②佐藤彰一：若手研究（B）
：胆道癌に対する術前処置計画・手術計画立案のためのナビゲーションシステムの構
築，課題番号 23791517，直接経費 260 万円，間接経費 78 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，今年度も客員教授として手術に
参加していただいた．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．来年度は肝胆膵外科の新しい教授をお迎えして，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：代表指導教員（大学院）：血管外科：博士

出口順夫（DEGUCHI, Juno）
：准教授：教育主任：研究主任：指導教員（大学院）：血管外科：博士
鈴木

潤（SUZUKI, Jun）
：助教：博士

北岡

斎（KITAOKA, Tadashi）
：助教

神谷千明（KAMIYA, Chiaki）
：助教
松本春信（MATUMOTO, Harunobu）
：非常勤講師：血管外科：博士

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：出口順夫，佐藤

紀）

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，系統講義，臨床入門実習などで，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，研修制度の変更の影響を受け，当科で研修を行ったものは 1 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，血管疾患は増加の一途をたどっており，また重症化の傾向にあるので，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（特に血管内治療）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 24 年度に蓄積された臨床データをもとに来年度以降，更に研究の成果を公表する．近年，進歩している血管
内治療についても，臨床研究を中心に取り組んでいく．血管外科学全般にわたる新たな研究テーマにも積極的に取り
組むことが目標である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科の診療は血管疾患全般にわたるが，特に下肢閉塞性動脈疾患に対する末梢バイパスの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
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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 24 年の年間手術件数は 266 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．
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（ステントグラフト）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
日本血管外科学会誌

編集委員長

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

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 Matsumoto H, Yamamoto E, Kamiya C, Miura E, Kitaoka T, Suzuki J, Yamamoto K, Deguchi J, Higashi M, Tamaru J,
Sato O. Sural artery bypass in Buerger's disease: Report of a case. Ann Vasc Dis 2012; 5: 199-203
② Matsumoto H, Yamamoto E, Kamiya C, Miura E, Kitaoka T, Suzuki J, Deguchi J, Yamada H, Matsumoto R, Kuroda T,
Sato O. Femoral vein compression resulting from a ganglion of the hip joint: A case report. Ann Vasc Dis 2012; 5:
233-236
③ Matsumoto H, Yamamoto E, Kamiya C, Miura E, Kitaoka T, Suzuki J, Deguchi J, Ogawa T, Matsuda A, Sato O.
Early use of brachial-basilic arteriovenous ﬁstula. J Vasc Access 2012; 13(2): 251-25
④松本春信，山本瑛介，神谷千明，三浦恵美，北岡
シャントの検討

静脈学

潤，出口順夫，佐藤

紀

上腕静脈転位表在化内

斉，山本晃太，出口順夫，佐藤

紀

ベーカー嚢腫破裂と下

2012;23:59-63

⑤松本春信，山本瑛介，神谷千明，三浦恵美，北岡
肢静脈血栓症の鑑別

斉，鈴木

静脈学 2012;23:261-265

学会発表
⑥組織欠損を伴う重症虚血肢の集学的治療のポイントと問題点

出口順夫

他

日本外科学会総会

幕張

出口順夫

他

日本血管学会総会

長野

201240
⑦透析患者の重症虚血肢に対するバイパスの問題点と治療戦略
2012/5
⑧当院における VTE 患者の急性期管理

鈴木潤

他

⑨収束超音波による低侵襲静脈瘤治療の検討．鈴木

日本静脈学会
潤

他

さいたま市

日本静脈学会

⑩当科における VTE 患者の急性期管理と在院中の重症肺塞栓発症に関する検討
2012/10

2012/6

さいたま市
鈴木

東京

【総数：論文

5 件，学会発表

9 件，講演

2 件】

6-2．獲得研究費
該当なし．
6-3．受賞
Integral European Venous Forum Travel Award（日本静脈学会

鈴木

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 32 回日本静脈学会開催（平成 24 年 6 月 6 日− 7 日，さいたま市）
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潤

2012/6
他

日本脈管学会
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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
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：代表指導教員（大学院）：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，フチン酸（99mTc）での RI 検査法との併用にて，同定率の検討を行う．
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行い術後発声機能障害のと相関を分析した．
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，ナビゲーションを
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・エキスパンダー（TE）挿入，乳房二次再建を形成外科と連携体制が概ね確立した．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
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開始し症例の増加している．

5．その他

該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
①大西

清，中井麻木，石田文孝，大石陽子．広範 DCIS を伴うやせ形乳癌患者に対する広背筋皮弁による即時乳

房再建．第 113 回日本外科学会定期学術集会
②中井麻木，大西

ビデオセッション 2012 年 4 月 12 日− 14 日千葉．

清，大石陽子，石田文孝．頚部手術における NIM（神経刺激モニター）の有用性．第 113 回

日本外科学会定期学術集会サージカルフォーラム 2012 年 4 月 12 日− 14 日千葉．
③中井麻木，石田文孝，大石陽子，大西
本内分泌外科学会総会

清，黒田

一．家族性大腸腺腫に甲状腺癌を合併した 1 例．第 24 回日

2012 年 6 月 8 日− 9 日名古屋．

④大石陽子，三ツ木秀征，中井麻木，石田文孝，大西

清，三浦妙太，三木義男．乳癌新

規予後予測因子

Stathmin 1 の検討．第 20 回日本乳癌学会学術総会 2012 年 6 月 28 日− 30 日熊本．
⑤三鍋俊春，山川知巳，大西

清，中井麻木，石田文孝，大石陽子．新しい大胸筋拡大脂肪筋弁による expander

用 envelope の作成．第 20 回日本乳癌学会学術総会 2012 年 6 月 28 日− 30 日熊本．
⑥大西

清，中井麻木，石田文孝，大石陽子．乳頭同時再建を行う広背筋皮弁による即時乳房再建．第 20 回日本

乳癌学会学術総会 2012 年 6 月 28 日− 30 日，熊本．
⑦石田文孝，中井麻木，大石陽子，黒田

一，大西

清．当科におけるエリブリン療法の検討．第 20 回日本乳癌

学会学術総会 2012 年 6 月 28 日− 30 日，熊本．
⑧中井麻木，石田文孝，大石陽子，大西

清，黒田

一．HER2 陰性乳癌における，bevacizumab, paclitaxel を使

用した症例の検討．第 20 回日本乳癌学会学術総会 2012 年 6 月 28 日− 30 日熊本．
⑨石田文孝，中井麻木，大石陽子，黒田

一，川野竜太郎，大西

清．神経内分泌型非浸潤性乳管癌 (NE-DCIS) の

1 例．第 9 回日本乳癌学会関東地方会 2012 年 12 日 1 日大宮．
⑩大西

清，中井麻木，石田文孝，大石陽子．Ⅸ．乳癌の治療戦略

乳房再建

「広背筋皮弁による即時乳房・乳頭同時再建」日本臨床増刊号
乳癌（第 2 版） 基礎と臨床の最新研究動向 p654 − 657, 2012 年 9 月．
【総数：論文
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

2 件，学会発表

13 件】

該当なし

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 1 回埼玉甲状腺疾患研究会

2012 年 11 月 20 日（火） 川越プリンスホテル

第 6 回乳がんチーム医療勉強会

2013 年 3 月 9 日（土） 川越東武ホテル

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．乳癌学会専門認定施設と並び甲状腺を中心とした内分泌外科専門認定施
設として，埼玉県の拠点病院たり得るよう努力をする．
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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：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：病棟医長：博士
青木耕平（AOKI, Kohei）
：助教
井上慶明（INOUE, Yoshiaki）
：大学院 1 年生（社会人枠）
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

泉陽太郎（IZUMI, Yotaro）
：非常勤医師

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
夏期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：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
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卒前教育の BSL は，1 週間で術前診断，手術，術後管理に関する見学型実習が行なわれ，クルズスも含めて概ね予
定通りの目標を達成できた．6 年生の CC では 4 月に 2 名が実習を行ない，5 年生の CC には 1 月に 2 名，2 月に 1
名が実習に参加して，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．夏期プログラムでは，4 年生 1 名の受講生に胸部 X 線読影，気管支鏡検査や手術の見学などが予定通り行
われた．
卒後教育では，福田助教が呼吸器外科専門医の資格を取得し，青木助教が呼吸器外科専門医および気管支鏡専門医
の資格を取得した．後期研修医の井上助教は外科専門医取得に向けた研修を継続した．
大学院教育では，後期研修医の井上助教が埼玉医科大学大学院に入学し，学位取得に向けた研究を開始した．
2-4．自己評価と次年度計画
BSL, CC, 夏期プログラムは概ね予定通りの目標を達成できたと考えている．次年度も卒前教育のさらなる充実に努
める予定である．卒後教育や大学院教育も順調に行われ，福田助教が呼吸器外科専門医の資格を取得し，青木助教が
呼吸器外科専門医および気管支鏡専門医の資格を取得した．後期研修医の井上助教は埼玉医科大学大学院に入学し学
位取得に向けた研究を開始した．次年度は青木助教に学位取得に向けた研修が開始される予定である．井上助教は次
年度外科専門医の資格を取得する予定であり，大学院で学位取得に向けた研究も継続する予定である．

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，青木）
9．病理病期Ⅱ−Ⅲ期非小細胞肺癌完全切除例に対してカルボプラチン /TS-1 の後に TS-1 の維持療法を行なう術
後補助化学療法の Feasibility Study（中山，儀賀）
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．
予後の観察期間が終了し，データを解析して学会発表，論文投稿の準備を進めており，次年度 5 月に開催され
る American Society of Clinical Oncology Annual Meeting に演題が採択された．
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
し，研究成果が論文として British Journal of Cancer に掲載された．Volume 107: 1474-1480（2012 年 10 月）
．
3．気腫性肺における非縫合胸膜修復法の有用性に関する検討
豚の肺に胸膜欠損を作成し，フィブリン糊と PGA シートを用いて縫合せずに胸膜欠損部の修復を行なう治療法
を検討中．現在治癒した胸膜欠損部の病理組織学的検討を進めている．
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．
症例の集積，解析が終了し，第 29 回日本呼吸器外科学会総会（2012 年 5 月）で発表した．
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
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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．現在症例集積は終
了し，予後観察およびデータ解析を継続中である．
6．肺癌の浸潤，転移のメカニズムについての研究：マウス肺癌モデルにおける MMP-13 の癌浸潤転移に関する役割
第 101 回日本病理学会総会（2012 年 4 月），第 65 回日本胸部外科学会定期学術集会（2012 年 10 月）で成果
を発表した．
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中．
8．非放射性キセノンガス吸入による肺換気 CT 画像の作成（中山，青木）
当院放射線科本田教授のグループとの共同研究で，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 71 回日本医学放射線学会総会（2012 年 4 月），第 52 回日本核医学学会（2012 年 10 月），第 65 回日本胸
部外科学会定期学術集会（2012 年 10 月）で成果を発表した．また，研究成果を論文として投稿中である．
9．病理病期Ⅱ−Ⅲ期非小細胞肺癌完全切除例に対してカルボプラチン /TS-1 の後に TS-1 の維持療法を行なう術
後補助化学療法の Feasibility Study（中山，儀賀）
帝京大学病院呼吸器外科との他施設共同研究．現在症例を集積中である．
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 は次年度に
ASCO Annual Meeting で成果を発表し，その後論文を投稿する予定である．テーマ 2 は研究成果が British Journal of
Cancer に論文発表され研究は完了した．テーマ 6 では論文発表の後に学会発表も終了し研究は完了した．テーマ 4，
8 は研究成果を学会で発表し，次年度には論文発表を予定している．テーマ 3，7 は集積したデータを解析中であり，
次年度には学会発表をする予定である．テーマ 5，9 は症例の集積中である．

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）182 例で，主な疾患では原発性肺癌 86 例，自然気胸 42 例，縦隔腫瘍
20 例，転移性肺腫瘍 17 例，炎症性疾患 11 例，肺動静脈瘻 1 例，巨大肺嚢胞症 1 例，その他 4 例となっている．
肺癌の治療に関しては，Ⅰ期症例では外科治療単独あるいは内服化学療法の併用を行い，Ⅱ期以上の症例にはプラチ
ナ製剤および新規抗癌剤を用いた術後化学療法を行ったうえで退院後は免疫化学療法を追加して術後治癒率の向上
に努めている．手術例は肺葉切除およびリンパ節郭清の標準術式がもっとも多いが，早期症例には胸腔鏡下手術を取
り入れ，局所進行肺癌症例（左房や大動脈に浸潤した症例，胸壁に浸潤した症例，気管気管支再建を必要とする症例
など）にも積極的に外科的治療を中心とした集学的治療をおこなっている．また，80 歳以上の超高齢者や低肺機能
の場合には，QOL と予後とのバランスを考慮に入れた手術術式を選択している．術後 5 年以上が経過した肺癌手術
症例 (1997-2005) の 5 年生存率は，ⅠＡ 90％，ⅠＢ 70％，ⅡＡ 82％，ⅡＢ 55％，ⅢＡ 44％，ⅢＢ 33％である．
なお，外科的治療の適応がない進行肺癌症例に対しては，化学療法，放射線治療を中心とした集学的治療を積極的に
行い，支持療法，緩和医療も取り入れて，肺癌患者の予後延長，および，QOL の改善，維持に寄与している．
呼吸器外科の手術症例数は徐々に増加し，治療成績の面でも良好な結果を収めている．次年度以降も継続して安全
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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，中山）
，埼玉県肺がん検診委員会委員（中山），
川越市結核審査会委員長（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）
雑誌「気管支学」査読委員（中山）
雑誌「General Thoracic and Cardiovascular Surgery」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井上慶明・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・江口圭介・中山光男
悪性リンパ腫に対する化学療法中に徐々に増大し肺癌との鑑別に苦慮した肺放線菌症の一例
日本呼吸器外科学会雑誌；第 26 巻 4 号：113-118
②儀賀理暁・井上慶明・青木耕平・福田祐樹・竹内

2012 年 5 月
健・江口圭介・中山光男・菊地功次

特集：胸壁浸潤を伴った肺癌に対する集学的治療
胸壁合併切除を施行した進行非小細胞肺癌症例の検討」
日本胸部臨床；第 71 巻 5 号：420-428

2012 年 5 月

③青木耕平・井上慶明・福田祐樹・儀賀理暁・江口圭介・中山光男
体表から触知された胸腺腫の 2 手術例
日本呼吸器外科学会；26 巻 5 号：65-70

2012 年 7 月

④ K Komiyama・K Kobayashi・S Minezaki・F Kotajima・A Sutani・T Kasai・K Mori・E Hoshi・N Takayanagi・S
Koyama・K Eguchi・M Nakayam・K Kikuchi
Phase Ⅰ / Ⅱ trial of a biweekly combination of S-I plus docetaxel in patients with previously treated non-small
cell lung cancer
British Journal of Cancer; Volume 107: 1474-1480 2012 年 10 月
⑤竹内

健・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・江口圭介・中山光男

Pulmonary Solitary Capillary Hemangioma の 1 切除例
日本呼吸器外科学会；第 26 巻 7 号：21-25
⑥竹内

2012 年 11 月

健・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・江口圭介・中山光男

肺炎治療後の浸潤影で発見された細気管支肺胞上皮癌の 1 例
日本呼吸器外科学会；第 26 巻 7 号：26-30

2012 年 11 月

⑦福田祐樹・井上慶明・青木耕平・儀賀理暁・江口圭介・中山光男
肋骨と胸椎の骨破壊を伴った胸壁神経鞘腫の 1 例
日本呼吸器外科学会；第 26 巻 7 号：84-88
⑧竹内

2012 年 11 月

健・井上慶明・儀賀理暁・江口圭介・中山光男

全身麻酔下手術の際気道内出血で発見された気管癌の 1 例
気管支学；第 34 巻 6 号：626-630

2012 年 11 月

⑨青木耕平・井上慶明・福田祐樹・儀賀理暁・江口圭介・中山光男
非放射性キセノン 1 回呼吸法 CT 換気図による肺切除術後呼吸機能予測
第 65 回日本胸部外科学会定期学術集会
⑩福田祐樹・井上慶明・青木耕平・竹内

2012 年 10 月
健・儀賀理暁・江口圭介・中山光男・岡田保典

宿主由来 MMP-13 は肺局所での endostatin 産生亢進によりメラノーマ細胞の肺転移を抑制する
第 65 回日本胸部外科学会定期学術集会

2012 年 10 月
495

呼吸器外科

【総数：論文

14 件，学会発表

31 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
該当なし

7．自己点検・評価
1997 年 4 月に診療を開始してから 16 年間，2008 年 8 月に中山教授が就任してから 5 年間が経過し，病診連携
や病病連携を通じて地域に根ざした診療体制が確立されている．本年 9 月に竹内助教が退職したため，医局の構成
員は中山教授，江口講師，儀賀講師，福田助教，青木助教，井上助教の 6 名となったが，10 月から泉医師が非常勤
医師として診療に加わった．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，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：「代表指導教員（大学院）」：心臓血
管外科全般：博士
山火秀明（YAMABI, Hideaki）
：講師：教育主任：「指導教員（大学院）」：心臓血管外科全般：博士
松岡貴裕（MATSUOKA, Takahiro）
：助教
榊健司朗（SAKAKI, Kenjirou）
：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）
ほぼ例年通りであった．
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5．その他
5-1．自治体・政府関係委員
該当なし
5-2．学会誌，編集委員，査読委員
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
日本循環器学会

非心臓手術における合併心疾患の評価と管理ガイドライン

班員（今中）

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文・総説
①山火秀明，今中和人，松岡貴裕，河田光弘 右頸動脈閉塞による高度意識障害をきたした A 型急性大動脈解離症
例に対する緊急手術

日本心臓血管外科学会雑誌 2012; 41(3): 124-127

② Kawata M, Imanaka K, Matsuoka T, Yamabi H. Left atrial appendage aneurysm causes severe mitral regurgitation
and heart failure: report of a successfully treated case. J Thorac Cardiovasc Surg 2012; 143(2): e 17-18
③今中和人
羊土社

循環器診療の疑問，これで納得！

レジデントノート増刊号

④今中和人

救急ＥＲノート 4

破裂，切迫破裂
⑤今中和人，許
疾患

p 81-87
俊鋭

へるす出版

第2章

2．誰にバイパス手術を勧めるのか

vol.14: 2677-2681 (pp 115-120):2012

胸背部痛を極める

羊土社

虚血のこのごろ

第2章

あらゆる原因を見抜き対処する

3．胸部大動脈瘤

2012

術前・術後管理必携

消化器外科増刊号

Ｖ

術後合併症とその管理

1

循環器系 （2）不整脈・虚血性心

vol.35: 846-849: 2012

学会発表
⑥河田光弘，松岡貴裕，山火秀明，今中和人
穿孔を来し準緊急手術を施行した一例

第 223 回 日本循環器学会関東甲信越地方会 （東京）2012.2.4

⑦河田光弘，松岡貴裕，山火秀明，今中和人
腸癌合併を認め根治的切除し得た 1 例

準緊急 DVR を要した Streptococcus bovis 感染性心内膜炎，S 状結

第 158 回 日本胸部外科学会関東甲信越地方会 （東京）2012.3.3

⑧松岡貴裕，今中和人，山火秀明，佐藤博重
における方針

感染性心内膜炎にて大動脈弁穿孔，逆流 jet による心室中隔膜様部

急性大動脈解離・上行置換後遠隔期の，吻合部離解に対する再手術

第 20 回 日本血管外科学会関東甲信越地方会 （東京）2012.11.17

6-2．獲得研究費
該当無
6-3．受賞
該当無
6-4．特許，実用新案
該当無
6-5．学会・研究会・セミナー等の開催実績
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：代表指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：脊椎外科，小児整形：博士
加藤直樹（KATO, Naoki）
：講師：指導教員（大学院）：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）
，島田憲明（SHIMADA, Noriaki），三浦
小島純一（KOJIMA, Junichi）
，塩谷

亮（MIURA, Makoto）

操（SHIOYA, Misao），笹尾はな（SASAO, Hana），小林陽介（KOBAYASHI,

Yousuke）
，佐々木有記（SASAKI, Yuuki）
，高村一豊（TAKAMURA, Kazutoyo），
白木克彦（SHIRAKI, Katuhiko）
，松本理沙（MATUMOTO, Risa），林
〔非常勤講師〕
：君塚

進（HAYASHI, Susumu）

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（YASHIKI, Motohisa），野沢有二（NOZAWA, Yuji）
，
亀田進吾（KAMEDA, Shingo）
，滝沢公章（TAKIZAWA, Masafumi），吉澤貴弘（YOSHIZAWA, Takahiro），溝部弘
敬（MIZOBE, Hirotaka）
，林

一誠（HAYASHI, Kazumasa），黒畑順子（KUROHATA, Junko），増田隆三（MASUDA,

Ryuzou）
，三上千衣子（MIKAMI, Chieko）酒枝和俊（SAKAEDA, Kazutoshi），田沼優一（TANUMA, Yuichi），野村
英介（NOMURA, Eisuke）

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，加藤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．
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3．研究
3-1．目的・目標
四肢および脊椎の運動器に関する臨床研究を行い実績を出す．あわせて基礎的研究も開始する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．膝前十字靱帯損傷の診断法および治療法に関する研究（責任者：平岡）
2．変形性膝関節症に関する治療法に関する研究（責任者：平岡）
3．脛骨骨切り術後の骨癒合及び人工骨の吸収に関する研究（責任者：平岡）
4．反復性膝蓋骨脱臼に関する手術法に関する研究（責任者：平岡）
5．脊椎側弯症などの脊柱変形に対する治療法に関する研究（責任者：丸山）
6．頚髄症の治療法に関する研究（責任者：丸山）
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：31668 人，入院患者総数：607 人
手術総数：583 件：
（膝関節鏡視下手術：72 件，脊椎脊髄手術：139 件，人工関節手術：95 件，肩関節鏡視下手術：40 件，手の外
科術：176 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％
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上位頚椎固定術

10 例

観察期間 6 か月以上（平均 46.5 ヶ月）

Ranawat 評価基準

疼痛の grading 1 段階以上の改善

神経欠落症状の grading 1 段階以上の改善
人工股関節全置換術
術前 JOA score

75 例

80％

60％

術後 2 年時評価

平均 38.8 から術後平均 86.3 に改善，改善率 122.4％

鏡視下肩関節脱臼制動術

14 例

経過観察期間平均 15．4 ヶ月

再脱臼例なし

・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
平岡：日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会誌査読委員
平岡：日本整形外科スポーツ医学会編集委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
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 Ishizuka K, Sakai H, Tsuzuki N, Nagashima M.: Topographic anatomy of the posterior
ramus of thoracic spinal nerve and surrounding structures.
Spine (Phila Pa 1976). 2012 Jun 15;37(14):E817-22
②加藤直樹，酒井宏哉：橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定と屈筋腱皮下断裂の危険因子
Reduction and distal ﬁxation ﬁrst technique の有効性について．臨整外・48 巻 3 号：287-295, 2013（2013 年
3 月）
③酒枝和俊，平岡久忠，塩谷操，滝沢公章，酒井宏哉：膝関節鏡視下骨棘切除術後の繰り返す膝関節血症に対して
選択的動脈塞栓術が有用であった 1 例．

関東膝を語る会会誌 vol.28 No.1, 32-35, 2012

④野村英介，平岡久忠，酒井宏哉：外側半月後方に出血源と思われる動脈の断端を同定しえた特発性膝関節血症の
1 例．

関東整形災害外科学会雑誌 43(4), 245-248, 2012

⑤野村英介，林
雑誌

一誠，平岡久忠，酒井宏哉：小児に発生した原発性腸腰筋膿瘍の 1 例．関東整形災害外科学会

43(5), 354-357, 2012

⑥平岡久忠，酒井宏哉．下腿部における初期診断のピットフォール．臨床スポーツ医学

vol.30, No.1, 51-56,

2013
⑦ Toru Maruyama, Yusuke Nakao, Hironobu Yamada: Hironobu Yamada. Outcomes of Rigo-Cheneau type brace
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treatment for adolescent idiopathic scoliosis- using the Scoliosis Research Societybrace studies criteria -7th
SOSORT meeting. Milan, 2012.5.10-12
⑧ Naoki Kato, Takahiro Yoshizawa, Hiroya Sakai: Simultaneous modiﬁed Camitz opponensplasty using radial saide
of the transverse carpal ligament as pulley in severe carpal tunnel syndrome. 第 85 回日本整形外科学術集会
2012.5.17-20

京都

⑨田沼優一，加藤直樹，吉澤貴弘，酒井宏哉：治療に難渋した胸骨骨切り後偽関節の 1 例．第 38 回日本骨折治療
学会

2012.6.29-30

東京

⑩田沼優一，中曽根功，笹尾はな，酒井宏哉：関節リウマチによる前足部および中後足部の変形に対して一期的に
手術療法を行った 1 例．第 40 回日本関節病学会

2012.11.8-9

鹿児島

【総数：論文：14 件，学会発表：22 件，講演：8 件】
6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
なし
6-4．特許，実用新案
なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1．第 3 回埼玉スポーツ医学セミナー（2012 年 8 月 2 日
2．第 8 回小江戸整形外科セミナー（2012 年 7 月 27 日

川越）（酒井）
川越）（酒井）

3．第 9 回埼玉オルソぺディクスセミナー（2012 年 9 月 1 日
4．第 36 回埼玉整形外科フォーラム（2012 年 10 月 4 日

川越）（酒井）

川越）（酒井）

5．第 7 回埼玉アスレチック・リハビリテーション研究会（2012 年 10 月 13 日
6．第 26 回埼玉脊椎脊髄病研究会（2012 年 3 月 9 日

川越）（平岡）

大宮）（丸山）

7．第 37 回埼玉整形外科フォーラム（2013 年 3 月 21 日

川越）（酒井）

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（MATSUI, Toru）
：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，良
性脳腫瘍の外科，脳卒中の外科：博士

張

漢秀（Chang Han Soo）
：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（OYA, Soichi）
：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）
中村

巧（NAKAMURA, Takumi）
：助教：研修担当医長：大学院教員（大学院）：医局長

土屋

掌（TSUCHIYA, Tsukasa）
：助教：研究員：大学院教員（大学院）

印東雅大（INDO, Masahiro）
：助教：研究員：大学院教員（大学院）
藤澤直顕（FUJISAWA, Naoaki）
：助教：研究員：教育副主任
矢内

啓（YANAI, Kei）
：助教（H23 年 12 月から H24 年 7 月迄）

齊藤

徹（SAITO, Akira）
：助教（H24 年 4 月から H25 年 3 月迄）

滝澤嗣人（TAKIZAWA, Tsuguto）
：助教（H24 年 4 月から 9 月迄）
塩出健人（SIODE, Taketo）
：助教（H24 年 8 月から）
小池

司（KOIKE, Tsukasa）
：助教（H24 年 10 月から）

石川達哉（ISHIKAWA, Tatsuya）
：非常勤講師
海津啓之（KAIZU, Hiroyuki）
：非常勤講師

秋田県立脳血管研究センター副センター長

武蔵野総合病院副院長

小原琢磨（OBARA, Takuma）
：非常勤講師

三愛病院脳神経外科部長

鈴木千尋（SUZUKI, Chihiro）
：非常勤講師

鈴木脳神経外科院長

平川

亘（HIRAKAWA, Wataru）
：非常勤講師

池袋病院副院長

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，
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，
503

脳神経外科

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
卒前：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 例近く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
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．
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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 735 人，手術件数
も 514 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（全て学部の業績）
6-1．論文・学会発表
論文
①土屋

掌，金

太一，大宅宗一，松居

徹

頭蓋底髄膜腫手術検討における，脳神経の同定に重点を置いた融合 3 次元画像の有用性

CI 研究

vol.34

No.3・4:127-134 2012
② Nakamura T, Matsui T, Hosono A, Okano A, Fujisawa N, Tsuchiya T, Indo M, Suzuki Y, Oya S, Chang HS:
Beneficical Effect of selective Intra-arterial Infusion of Fasudil Hydrochloride as a Treatment of Symptomatic
Vasospasm Following SAH Acte Neurochir Supple 115:81-85, 2013
③松居

徹

第 69 回総会ビデオシンポジウム発表ビデオ
ビデオジャーナル

vol.19:1

④ Han Soo Chang, Tsukasa Tsuchiya, Naoaki Fujisawa, Soichi Oya, Toru Matsui
Syringomyelia associated with arachnoid septum at the sraniovertebral junction, contradictiong the currently
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prevailing theory of syringomyelia formation
Acta Neurochir 154-141 145 2012
⑤ Matsui T
Therapeutic strategy and long-term outcome of meningiomas located in posterior cranial fossa
Neurologica medico-chirurgica 704-714 2012
⑥土屋

掌，印東雅大，中村

巧，張

漢秀，松居

徹

空気を内包する硬膜内囊胞性腫瘤の 1 例
第 27 回日本脊髄外科学会 （2012 年 6 月 21 日〜 22 日）大阪
⑦大宅宗一，矢内

啓，藤澤直顕，土屋

掌，印東雅大，中村

巧，張

漢秀，松居

徹

Modiﬁed Dolenc approch の基本と応用−特に視神経管内病変への対応に関して
第 24 回日本頭蓋底外科学会 （2012 年 7 月）東京
⑧印東雅大，細野

篤，岡野

淳，藤澤直顕，土屋

掌，中村

巧，大宅宗一，張

漢秀，松居

原始背側眼動脈遺残を伴った内頚動脈前壁の嚢状型動脈瘤の術中所見および治療方法の選択
第 41 回脳卒中の外科学会
⑨中村

巧，松居

一般口演（2012 年 4 月）福岡

徹，藤澤直顕，土屋

掌，印東雅大，鈴木康隆，大宅宗一，張

当施設におけるくも膜下出血後脳血管攣縮に対する治療の現状と課題
日本脳神経外科学会総会 （2012 年 10 月）大阪
⑩張

漢秀，土屋

掌，松居

徹

脊椎椎間孔狭窄症−診断と手術アプローチ
日本脳神経外科学会総会 （2012 年 10 月）大阪
【総数：論文 8 件，学会発表 33 件】
6-2．獲得研究費
受託研究費，奨学研究費数件
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
当教室における学会，研究会への参加
AANS(American Association of Neurological Surgery)
North American Association of Skull Base Surgery
Society of Cerebral Blood Flow&Metabolism
International congress on meningioma sand cerebral venous system
日本脳神経外科学会 A 校施設
日本脳卒中学会
日本脳卒中の外科学会
日本脳循環代謝学会
日本脳神経外科コングレス
日本頭蓋底外科学会
日本 CI 学会総会
日本意識障害治療学会
埼玉脳血管懇話会
埼玉西部地域脳血管研究会
埼玉脳神経外科シンポジウム
西埼玉脳神経疾患懇話会
埼玉脳神経外科懇話会
Brain Protection in Nishisaitama
当教室主催，共催の研究会，学会
第 1 回〜第 7 回埼玉脳神経外科シンポジウム
第 5 回 ISCVD（平成 16 年 12 月海運倶楽部）
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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
2012 年の総手術件数は，514 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．2012 年は，破裂脳動脈瘤に
対する開頭手術件数は 51 件，未破裂脳動脈瘤に対して 16 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 3 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（2012 年は 9 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．2012 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 13 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，2012 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：代表指導教員（大学院）
：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）
：客員准教授：性同一性障害の手術治療，美容外科：博士

大西文夫（OHNISHI, Fumio）
：講師：教育主任：外来医長：マイクロサージャリー，再建外科，リンパ浮腫の外科
治療，悪性腫瘍・外傷後の皮弁・再建外科
塩川一郎（SHIOKAWA, Ichiro）
：助教：研究主任：大学院教員（大学院）病棟医長
樋野忠司（HINO, Tadashi）
：助教
山川知巳（YAMAKAWA, Tomomi）
：助教
河内

司（KAWAUCHI, Tsukasa）
：助教

増子貴宣（MASHIKO, Takanobu）
：助教
岡

愛子（OKA, Aiko）
：助教（非常勤）

2．教育
2-1．目的・目標
（卒前教育）隔週 1 日の BSL を有効に利用して形成外科の理解度を深める
（卒後教育）選択による研修医の形成外科的知識・基本手技の習得を目指す．
2-2．教育内容（担当者）
（卒前教育）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」を担当した．BSL では，
午前中は手術見学とし，午後は縫合練習器を用いて器械縫合の実習を行った（大西）．
（卒後教育）外来・病棟・手術・当直など実際の診療業務に参加し研修を行った．
2-3．達成度
（卒前教育）形成外科の理解度は達成している
（卒後教育）形成外科の基本知識・手技を習得している．
2-4．自己評価と次年度計画
（卒前教育）学生講義，BSL で特に問題はない．
（卒後教育）選択した研修医に好評である．

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．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）性同一性障害に対する性別適合手術ならびにその臨床的研究
2）VEGF 遺伝子導入による実験的自己組織移植法の開発
3）皮膚・皮下脂肪内の微細血管網を利用するハイブリッド人工皮弁の開発
4）3-territory ﬂap による choke 血管の構造変化とその機能の解明
5）皮弁による管腔臓器作成と血行形態の検討
6）3DCTA を用いた血流評価研究
7）PRP（多血小板血漿）の難治創治療への応用
8）リンパ浮腫の新しい診断・治療法の開発
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ではその成果を学会発表した．また，3DCTA を用いた研究については，
多数の学会・論文発表を行った．
PRP を用いた創傷治療は倫理委員会の承認を経て実際の臨床応用を行っている．リンパ浮腫の画像診断とそれに
基づく外科的治療を開始しており，学会発表も行っている．
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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）
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腹壁の血管解剖を知り腹部皮弁の血行の理解を深める
回日本形成外科学会総会・学術集会

2012.4 月

−柔軟で豊満な乳房再建を目指して．三鍋俊春．第 55

東京

②効果的・効率的なリンパ管静脈吻合術の一考察．大西文夫
2012.4 月

他．第 55 回日本形成外科学会総会・学術集会

東京

③新しい大胸筋拡大脂肪筋膜弁による expander 用 envelope の作成．山川知巳
会

他．第 20 回日本乳癌学会学術集

2012.6 月 熊本

④創傷治癒への再生医療の応用．三鍋俊春．第 4 回日本創傷外科学会総会・学術総会

2012.7 月

福岡

⑤ Application of V.A.C.ATS system for wound treatment. Hino T. et al. World Union of Wound Healing Societies
(WUWHS)2012 Yokohama
⑥末梢を中心としたリンパ管静脈吻合術．大西文夫
2012.12 月

他．第 39 回日本マイクロサージャリー学会学術集会

北九州

⑦糖尿病未治療患者の足病変に対する当施設の治療．河内
2012.4 月

司

他．第 55 回日本形成外科学会総会・学術集会

東京

⑧ Development of mouse dorsal skin ﬂap-chamber model for analyzing ﬂap circulation. Shiokawa I. et al. World
Union of Wound Healing Societies (WUWHS)2012 Yokohama
⑨【Revisit to expander】意外に役立つ intraoperative expansion

頭皮・耳介部 30 症例の検討：三鍋俊春：創傷

3 巻 4 号 Page188-195(2012.10)
⑩【形成外科における MDCT の応用】MDCT による頭部顔面における動静脈解剖の検討と皮弁への臨床応用：塩
川一郎，三鍋俊春：PEPARS(1349-645X)73 号 Page32-38(2013.01)
【総数：論文 6 件，学会発表 21 件，講演 6 件】
6-2．獲得研究費
かもだ助成金：基礎研究：
「遊離脂肪織移植における組織生着メカニズムの解明」：塩川一郎，河内

司

6-3．受賞
三鍋俊春：平成 23 年度日本形成外科学会学術奨励賞（臨床部門）
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.
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし
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7．自己点検・評価
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）
，今まで有効な治療法のなかったリンパ浮腫に対する外科治療，さらに性同一性障害の治療（性別適合
手術）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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臨床医学部門（川越キャンパス）

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：代表指導教員（大
学院）
：新生児学，小児呼吸器病学，小児集中治療学：博士
森脇浩一（MORIWAKI, Kouichi）
：准教授：小児血液学：博士
荒川

浩（ARAKAWA, Hiroshi）
：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：指導教員（大学院）：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，新生児栄養学
鈴木理永（SUZUKI, Masanaga）
：助教
水田桂子（MIZUTA, Keiko）
：助教
漆原康子（URUSHIBARA, Yasuko）
：助教
浅野祥孝（ASANO, Yoshitaka）
：助教
山口さつき（YAMAGUCHI, Satuki）
：助教
荒川

歩（ARAKAWA, Ayumu）
：助教

本島由紀子（MOTOJIMA, Yukiko）
：後期研修医 3 年目
谷川祥陽（TANIKAWA, Shoyo）
：後期研修医 3 年目
山田聖月（YAMADA, Mizuki）
：後期研修医 2 年目
猪野直美（INO, Naomi）
：後期研修医 2 年目
山本幹太（YAMAMOTO, Kanta）
：後期研修医 2 年目
板倉隆太（ITAKURA, Ryuta）
：後期研修医 1 年目
坂崎さやか（SAKAZAKI, Sayaka）
：後期研修医 1 年目
岡俊太郎（OKA, Syuntaro）
：後期研修医 1 年目
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）
：東京都立小児医療センター 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
布施至堂（FUSE, Michitaka）
：深谷日赤病院へ出向中
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（HASEGAWA, Tomohiko）
：当センター ER 科へ出向中
宮城絵津子（MIYAGI, Etuko）
：助教：産休中
非常勤
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

朗（NISHIDA, Akira）
：非常勤講師：東京都立小児総合医療センター院長

高崎二郎（TAKASAKI, Jiro）
：非常勤講師：国際医療福祉大学熱海病院小児科

2．教育
2-1．目的・目標
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
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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，浅野助教らが総合医療センター看護専門学校の小児科の講義を分担して担当し，病棟実習にも協力してい
る．
2）卒後教育
・小児科の初期臨床研修
小児・成育医療の現場を経験することは重要であり，当センターの初期臨床研修プログラム周産期コースでは小
児科と産婦人科をあわせて 6 ヶ月間研修する．小児科希望の場合には 4 ヶ月を小児科・新生児科に充てられる．
これに加えて，選択研修科としてさらに小児科・新生児科を 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．新入院受け持ち症例は毎日，翌朝にプレゼンテーションを行う．症例検討会は毎週，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 24 年度は，2 人が当院から，2 人が当院以外から当科の後期研修（新生児部門も含む）に入った．4 人が
引き続き小児科で研修中である．
・卒後教育に関連する行事
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影カンファレンスを行う．
・小児科勉強会
・抄読会

：隔週（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
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安全で質の高い，地域から信頼される小児科医となるには，既に確立された医学や医療を学ぶだけでなく，新しい
知識を発見したり新しい治療法を開発したりする資質が必要である．当科はそのような臨床に即した研究が施行でき
る医師を養成することを目的としている．
3-2．研究グループ
新生児学

小児呼吸病学

小児集中治療学

発達小児科学

3-3．主な研究内容と達成度
・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％
・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：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：達成度 95％
・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：重症の慢性疾患児の在宅と病棟での療養・療育環境の充実に関する研究：
達成度 66％
・厚生労働省医政局在宅医療連携拠点事業：小児の在宅療養支援モデルプロジェクト：達成度 90％
・厚生労働科学研究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」
：達成度 66％
・厚生労働省成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業：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：達成度 66％
・厚生労働省成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業：母子保健に関する国際的動向及び情報発信に関する研究：
達成度 33％
・厚生労働省難治性疾患克服等研究事業：小児科からの消化器系稀少難治性疾患群の包括的調査研究とシームレス
なガイドライン作成：達成度 33％
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 24 年小児科外来患者数は時間内・時間外
延べ 27,341 人に達した．また一次から三次までの 24 時間体制の救急・時間外診療をしているため，日勤以外の時
間外患者数は延べ 9,093 人に達した．平成 24 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,427 件であった．
平成 23 年 3 月 17 日東関東大震災が発生した．平成 24 年も 4 人の小児科医を派遣し被災地の医療活動に貢献した．
今後も継続的に被災地の医療活動に協力してゆきたい．
前年度に日高にある国際医療センターから小児循環器専門医数名を向かい入れ，循環器疾患の症例が増加した．小
児循環器科が独立し，これまで弱かった循環器疾患の診療も充実した．
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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）
・アジア蘇生協議会

新生児部門 Task Force

・日本蘇生協議会 (Japan Resuscitation Council: ＪＲＣ )

新生児蘇生法担当理事

・日本医学会連絡委員（日本周産期・新生児医学会担当）
・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
・小児科学会

教育委員会

・国立成育医療センター

新生児委員会委員，災害対策ワーキンググループ委員
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，
・埼玉県医療対策協議会委員，埼玉県救急医療情報システム等検討委員会委員，
・埼玉県周産期医療協議会部会長，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，埼玉県医師会周産期・小児救急医療体制整備委員会委員，埼玉県立小児医療センター医療情報シ
ステム総合評価委員，埼玉県母体新生児搬送コーディネーター委員会委員
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

Neonatology (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

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；
・国際蘇生法連絡委員会（ILCOR）の新生児部会 Task Force，アジア蘇生協議会新生児部門代表委員，日本蘇生協
議会新生児担当理事として，ILCOR の Consensus2015 の作成作業に参画中
・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．
・重症仮死児に対する低体温療法登録事業を立ち上げ，国際標準に則った低体温療法の全国展開に尽力した．
・日本周産期・新生児医学会理事長
・日本周産期・新生児医学会の新生児蘇生法普及事業委員会委員長として，
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「インストラ
クター養成講習会トレーニングサイトを全国 12 箇所に展開した．
2）国際蘇生法連絡委員会 (ILCOR) の 2010CoSTER の新生児蘇生法の考え方に則って作成した講習会教材（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）を活用した E-learning システムを学会ホームページに立ち上げた．
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・日本周産期・新生児医学会の危機突破委員会委員長
・日本周産期・新生児医学会の災害対策委員会委員長として，
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「インストラクター
養成講習会トレーニングサイトを全国 12 箇所に展開した．
国際蘇生法連絡委員会 (ILCOR) の 2010CoSTER の新生児蘇生法の考え方に則って作成した講習会教材（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）を活用した E-learning システムを学会ホームページに立ち上げた．
・日本周産期・新生児医学会の危機突破委員会委員長
・日本周産期・新生児医学会の災害対策委員会委員長
・日本小児科学会災害対策ワーキンググループ委員
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」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，講義用スライド・ＣＤ，アルゴリズム図など）を作成した．
・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，若手新生見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．
・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 日の研究会を間催し全国から約 800 人の新生児医療関係者が参加した．（2013 年 2 月）
その他医局員
・災害派遣医療：浅野祥孝，板倉隆太，川口真澄
・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，谷川研修医が参加．8 月名栗

6．業績
6-1．原著書・共著書・論文・学会発表
① Ishiguro A, Suzuki K, Sekine T, Kawasaki H, Itoh K, Kanai M, Ezaki S, Kunikata T, Sobajima H, Tamura M., Eﬀect
of dopamine on peripheral perfusion in very-low-birth-weight infants during the transitional period. Pediatr Res.
72:86-9. 2012 doi: 10.1038/pr.2012.37. Epub 2012 Mar 22.
② Ezaki S, Itoh K, Kunikata T, Suzuki K, Sobajima H, Tamura M Prophylactic probiotics reduce cow's milk protein
intolerance in neonates after small intestine surgery and antibiotic treatment presenting symptoms that mimics
postoperative infection. Allergol Int. 2012 Mar;61(1):107-13. doi: 10.2332/allergolint.11-OA-0305.
③ Clara Kurishima, Masaki Wada, Masato Sakai, Makio Kawakami, Tsutomu Kondo, Masanori Tamura, Hideaki
Senzaki, Congenital brain tumor: Fetal case of congenital germ cell intracranial tumor. Pediatr Int.54(2):282-5,
2012.
④ Osuke Iwata, Makoto Nabetani, Toshiki Takenouchi, Takayuki Iwaibara, Sachiko Iwata, Masanori Tamura,
Hypothermia for neonatal encephalopathy: Nationwide Survey of Clinical Practice in Japan as of August 2010.
Acta Paediatr. 101(5):e197-202, 2012.
⑤ Inoue S, Odaka A, Baba K, Kunikata T, Sobajima H, Tamura M. Thoracoscopy-assisted removal of a
thoracoamniotic shunt double-basket catheter dislodged into the fetal thoracic cavity: report of three cases. Surg
Today. 2013 Mar 28. [Epub ahead of print]
⑥ Kawaguchi A, Isayama T, Mori R, Minami H, Yang Y, Tamura M. Hydralazine in infants with persistent hypoxemic
respiratory failure. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Feb 28;2:CD009449. doi: 10.1002/14651858.
CD009449.pub2.
⑦田村正徳 新生児蘇生法普及事業の現状と課題 日本周産期・新生児医学会雑誌 48: 274-275, 2012.
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⑧ Kawasaki H, Senzaki H. Analysis of Arterial Waveform: Noninvasive Estimation of Ventricular Contractility using
Arterial Pressure Waveform, in Hemodynamics: Monitoring, Theory, and Applications. Senzaki (ed). New York,
Nova Biomedical,;pp 49-54,2012
⑨ Iwamoto Y, Senzaki H. Noninvasive Estimation of Central Venous Pressure by Measuring the Inferior Vena Cava
diameter using echography, in Hemodynamics: Monitoring, Theory, and Applications. Senzaki (ed). New York,
Nova Biomedical, 2012;pp 113-120
⑩小児集中治療．救急・集中治療レビュー
田村正徳

2012-'13（総合医学社）．2012.02. 320-326

単行本

櫻井淑男

島崎修次（監修） 前川剛志（監修） 他

6-2．獲得研究費

計 3,372 万円

1）田村正徳（研究代表者）
：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

」540 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」，400 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（分担研究者）
：前田班：厚生労働省科学研究費補助金「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」100 万円
5）田村正徳（分担研究者）
：板橋班：厚生労働省科学研究費補助金「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（出生児のフォローアップ体制の構築）」150 万円
6）田村正徳（分担研究者）
：田口班：厚生労働省科学研究費補助金「小児期からの消化器系稀少難治性疾患群の
包括的調査研究とシームレスなガイドライン作成」60 万円
7）田村正徳（分担研究者）
：野々木班：文部科学省科学研究費補助金「蘇生科学エビデンスの国際発信とガイド
ライン作成の国際化と標準化に関する研究」13 万円
8）田村正徳：在宅医療連携拠点事業（復興枠）：埼玉県における小児在宅医療支援ネットワークモデルの構築
2,079 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 2 回日本小児在宅医療支援研究会

会長田村正徳（2012 年 10 月 27 日

大宮ソニックシティ）参加人数

350 人
☆ 4 回にわたって大宮ソニックシティにて埼玉小児在宅医療支援研究会を開催した．
第 5 回 2012 年 6 月 14 日

参加人数 84 名

テーマ「赤ちゃんの成長に寄り添う訪問看護」
特別講演講師

梶原厚子（訪問看護ステーションそら開設準備室長）

第 6 回 2012 年 9 月 12 日

参加人数 61 名

テーマ「小児在宅医療と福祉をつなげるシステムを造るために」
特別講演講師

平野朋美（埼玉県立小児医療センター医療ソーシャルワーカー）

第 7 回 2012 年 11 月 28 日

参加人数 57 名

テーマ「災害時に備えた小児在宅医療支援活動」特別講演講師
第 8 回 2013 年 2 月 20 日

田中総一郎（東北大学小児科）

参加人数 52 名

テーマ「過疎遠隔地域に居住する重症心身障害児者とその家族への支援」
特別講演講師

林

時中（重症心身障がい児者施設北海道療育園）

・埼玉小児在宅医療訪問看護師研修会
2013 年 1 月 27 日，2 月 2 日，3 月 2 日，3 月 9 日，3 月 16 日の 5 回シリーズで大宮ソニックシティにて開催．
県内 12 事業所の 24 名の訪問看護師が受講した．
・2012 年 10 月 28 日：埼玉医科大学川越クリニックにて，受講医師 18 名
・医師向け小児在宅医療実技講習会
2013 年 3 月 20 日
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・第 10 回小児国際保健医療協力入門セミナー

県民活動総合センター

2012.6.

・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
「新生児・小児感染症の考え方−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

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
第 33 回川越小児科臨床検討会

小林

徹先生

2012.9.4

「NICU における感染症治療」新潟大学医学部小児科

齋藤昭彦先生

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 24 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,427 件であった．小児科を志望する研修医にはプライ
マリケアを学ぶのに最適である．救急時間外診療からの緊急入院例も多く，日夜忙しいが，多くの症例を学ばな
ければならない研修医にとっては良い環境である．
・小児集中治療に力を入れている．
川越市周辺の医療圏の中核病院の小児科として三次の患者も多く，集中治療に力を入れている．小児科医には
PALS (Pediatric Advanced Life Support) の講習を勧めている．
・NICU や小児科 HCU 病床の」有効活用のために小児在宅医療推進に力をいれている．
24 年度は，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「重症の慢性疾患児の在
宅と病棟での療養・療育環境の充実に関する研究」に加えて小児在宅医療を推進する目的での在宅医療連携拠点
事業として採択されたので埼玉県内のネットワーク作りと医療資源マップを作成する一方，人材育成のための
ワークショップや実技講習会を医師向けと看護師向けにシリーズで開催した．
・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．平成 24 年も 4 人の小児科医が医療活動に派遣された．
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．
23 年度末には在宅医療支援病室（3 床）を増設した．次年度は，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．
前年度に日高にある国際医療センターから小児循環器専門医 4 名を向かい入れ，循環器疾患の症例が増加した．
小児循環器科が独立し，これまで弱かった循環器疾患の診療も充実した．
研究面では，主として田村正徳が主任研究者をしている成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業「重症の慢性疾患
児の在宅と病棟での療養・療育環境の充実に関する研究」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」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：代表指導教員（大
学院）
：学位論文審査教員（大学院）：新生児学，小児呼吸器病学，小児集中治療
学：博士
側島久典（SOBAJIMA, Hisanori）
：教授：教育主任：指導教員（大学院）：学位論文審査教員（大学院）：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
星

順（HOSHI, Jun）
：准教授：新生児学，新生児神経学：博士

石黒秋生（ISHIGURO, Akio）
：講師：病棟医長：新生児学，循環管理：博士
難波文彦（NANBA, Fumihiko）
：客員講師：研究企画担当
モハメド（Mohamed, Hamed）
：特任講師：新生児学，新生児外科学：博士
金井雅代（KANAI, Masayo）
：助教
伊藤加奈子（ITO, Kanako）
：助教
川口真澄（KAWAGUCHI, Masumi）
：助教
須藤陽介（SUDO, Yosuke）
：助教
庄司圭介（SHOJI, Keisuke）
：助教
川崎秀徳（KAWASAKI, Hidenori）
：助教
桑田聖子（KUWATA, Seiko）
：助教
山田聖月（YAMADA, Mizuki）
：助教
坂崎さやか（SAKAZAKI, Sayaka）
：後期研修医
山本幹太（YAMAMOTO, Mikita）
：後期研修医
平井久世（HIRAI, Hisayo）
：臨床心理士
非常勤
國方徹也（KUNIKATA, Tetsuya）
：兼担准教授：指導教員（大学院）：学位論文審査教員（大学院）：新生児学，HIV
感染症，脳モニタリング：博士
鈴木啓二（SUZUKI, Keiji）
：非常勤講師：指導教員（大学院）
：学位論文審査教員（大学院）
：新生児学，呼吸生理学
江崎勝一（EZAKI, Syoichi）
：非常勤講師：新生児科外来医長：新生児プロバイオティクス：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院長

高崎二郎（TAKASAKI, Jiro）
：非常勤講師：国際医療福祉大学熱海病院小児科
星

礼一（HOSHI, Reiichi）
：非常勤講師：ほしおとなこどもクリニック

荻野青空（OGINO, Aozora）
：非常勤医師
小川

亮（OGAWA, Ryo）
：非常勤医師

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．周産期センター
増築に伴う NICU 増床で，現在勤務する医師の医療内容の向上に向け，INTACT 介入研究とともに，教育とその効果
を上げる．専門医の育成とともに，指導内容の充実を図る．指導医養成講習会への参加を促進する．
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，2010 年より導入さ
れた MC（Medical Clark）は 3 名に増員となり，NICU 長期入院児への対応と密接に関連する小児在宅医療支援事業
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に更に多くの貢献が期待される．
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
養成を視野に入れる．
＊医学生：
1 年生：early exposure による施設訪問では，彼らが興味を持って勤務している医師たちと会話ができる環境を提
供する．
4 年生：母体胎児ユニットとして講義が予定され，周産期医療の魅力を交えた講義，蘇生法への理解を基礎にした
講義を計画する．
5 年生：BSL1 週間の目標と，具体的内容を記載した週間予定表の作成，医学生の興味が高まる実習を計画．CC：
1 グループ全 4 週間のうち NICU を 2 週間充てる．より臨床に近く，英語に親しむプログラムを作成し，チームに
溶け込んだ内容の充実を図る．
＊初期研修医：
研修プログラムに沿ってすすめる．研修予定期間内では，上級医との交流と新生児医療の魅力が伝わるような解説
に心がける．
＊後期研修医：
小児科後期研修プログラムに従い，1 年間にチームに所属し当院 NICU マニュアル，その他マニュアルを参照する
とともに，家族との心の交流体験に努める．学会発表課題を与え，それに向かって研修の充実を図る．
＊小児科専門医修得：
卒後 5 年以上の小児科研修（初期研修を含む）実績修了者を対象に，専門医試験受験資格に必要な新生児臨床症
例の抽出とまとめを行う．
＊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：
研修届を確認し，経験症例のまとめ，学会発表経験数の追加，査読論文の完成と積極的な治療計画，関連論文の抄
読の遂行を促す．
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，加藤稲子教授が医学部 1 年生（early exposure 解説，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，加藤稲子教授，石黒秋生講師，Hamed 特任講師，金井雅代，伊藤加奈子，川崎秀徳助教らが，5
年生 BSL，CC での教育活動に積極的に関わり，新生児蘇生法，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）．新生児の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，石黒秋生講師，金井雅代助教）
2）卒後教育
初期研修医，後期研修医（小児科専門医取得）専修医対象
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医師との症例検討では，初期研修医の症例提示を交え，新生児科と小児科とで今後対応が必
要となる興味ある症例に絞り，病態と家族対応を含めた臨床治療方針の検討を実施した．
専門医取得を目指す医師には，論文作成指導を行った．基幹施設暫定指導医が受験申請書類を確認指導した．
2-3．達成度
＊ 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てくれた
学生が多かった．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．
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＊ 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し，昨年度より学生からの質問が多くなった．
＊ 5 年生：BSL およびクリニカルクラークシップ（CC）：
24 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
を目的とした．
BSL：1 班 3 名が実習．
月曜日朝の病棟回診から開始．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．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，出生直後の児の適応を観察することに重点をおいた．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
レゼンテーションを行い，その場と終了後にプレゼンテーションへのフィードバックを行った．
クリニカルクラークシップ（CC）
：
BSL の内容を更に発展させ，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 1 週間
で翻訳，10 分で提示し，お互いの関連部分の討論を行った．
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は好評であった．
＊初期研修医：
周産期成育プログラム選択の研修医を中心に，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 年目では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学生をはじめ，参加者が多かった．
＊後期研修医：
2 名が 1 年間の研修を行った．チームの一員として主治医となるとともに，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：
研修届開始を確認し，資格の取得に努めた．本年度受験者はなかった．
2-4．自己評価と次年度計画
・1 月中旬の新棟移動と，旧棟改築により収容数，面積が拡大し，教育のための資源，場所が充実した．
・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，その後の医学概論講義に対するきわめて高い関心を持った学生の反応を直接感じること
ができた．
・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，企画への学生の反応は良好であった．学生にとって小さい命の躍動と，院外施設
での健診見学は，
家族とくに母からの訴えをどのように聞き取り，
対応するかを見せることにとても興味を示した．
・医学教育と英語への親しみは切り離すことができない．英文教科書を読んで理解する試みは，昨年同様 CC への
取り入れは極めて好評であり，来年度は更に学生の興味が湧く企画をしたい．
・1 月より特任講師 Hamed 氏が加わり，
CC 学生には海外の事情，研究について 1 時間ほどのレクチャーを設定した．
とくに海外留学を予定している学生にとって興味深い体験と評価された．
・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，これからの医学教育に必須と
思われた．
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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：加藤稲子教授，Hamed 特任講師，鈴木啓二非常勤講師を中心
・臨床研究

調査，登録事業の開始

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− 2010 年展開後の調査（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」Web 登録事業の推進，
（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
☆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と実施
②小児在宅医療への移行に向けた NICU，小児科病棟での長期入院児の疾患，病状，問題点の共有
☆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）
aEEG セミナーの企画，開催，評価
＊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
＊臨床的睡眠導入効果の臨床研究，NBAS による評価法のまとめ．
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」全国症例登録開始と，参加施設の増加があり 127 施設が平成 24 年度終了時
2012 年 7 月 8 日から大宮ソニックシティで開催された，第 48 回日本周産期新生児医学会総会（会長田村正徳）
で，シンポジウムとともに，新生児低体温療法研修会を開催．
更に，同年 12 月に熊本で開催された第 57 回日本未熟児新生児学会総会においても，同研修会を開催し，登録デー
タのまとめと，低体温療法に関する今後の取り組みが討論された．今後は低体温療法導入前の児の扱い，維持体
温設定の検討，無過失補償制度委員会に対し Web で公開されている実施可能施設数の拡大を目指す．
・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：終了
・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 95％，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
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続き，Consensus2015 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
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，登録施設数が年間約 200 例と予想される．更に Web 内容の充実と，国内分娩施
設への低体温実施可能施設公開がされている HP，Web の広報を進める．
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 課題を進める中，本年度第 2 回日本小児在宅医療支援研究会，
医師向け小児在宅医療支援ワークショップの開催を行った．更に，多職種による小児在宅医療支援ワークショップで
も，NICU 長期入院児への，在宅医療に向けた取り組みを開業医へよりわかりやすい解説を行う．

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増築によって，MFICU, NICU 病床が今後増床し，収容機能が増加し，
極めて多い医療ニーズに対応できる施設が準備された．全国総合周産期母子医療センターの 40 施設が参加する
INTACT STUDY の遂行とともに，医療の標準化で不足している部分への充実を図り，今年度で徐々にみられつつあ
る救命内容の充実を更に進め，後遺症なき生存への目標達成に近づけるような医療の推進に努める．低体温療法の導
入，全国登録事業の推進，NRN 多施設共同研究に参加．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）
・アジア蘇生協議会

新生児部門 Task Force

・日本蘇生協議会 (Japan Resuscitation Council: ＪＲＣ )

新生児蘇生法担当理事

・厚生労働省重症心身障害児者の地域生活モデル事業検討員会委員
・日本学術振興会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委員会日本周産期・新生児医学会代表委員
・国立保健医療科学院

医療システム分析による小児医療将来像探求プロジェクト委員

・国立保健医療科学院「医師臨床研修指導医ガイドラインに関する研究班（主任研究者曽根智史）」小児科及び産
婦人科研修指導ガイドライン作業班専門委員
・日本医療機能評価機構「産科医療補償制度再発防止委員会」委員
田村正徳−埼玉県関係
・埼玉県児医療協議会委員，
・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，
・埼玉県母体新生児搬送コーディネーター委員会委員，
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
田村正徳
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田村正徳

Pediatric International (Editor)

田村正徳

Neonatology (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；
・国際蘇生法連絡委員会（ILCOR）の新生児部会 Task Force，アジア蘇生協議会新生児部門代表委員，日本蘇生協
議会新生児担当理事として，ILCOR の Consensus2015 の作成作業に参画中
・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．
・重症仮死児に対する低体温療法登録事業を立ち上げ，国際標準に則った低体温療法の全国展開に尽力した．
＊日本周産期・新生児医学会理事長
＊日本周産期・新生児医学会の新生児蘇生法普及事業委員会委員長として，
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「インストラ
クター養成講習会トレーニングサイトを全国 12 箇所に展開した．
2）国際蘇生法連絡委員会 (ILCOR) の 2010CoSTER の新生児蘇生法の考え方に則って作成した講習会教材（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）を活用した E-learnig システムを学会ホームページに立ち上げた．
・日本周産期・新生児医学会の危機突破委員会委員長
・日本周産期・新生児医学会の災害対策委員会委員長
・日本小児科学会災害対策ワーキンググループ委員
＊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 2 泊 3 日で実施した（2012 年 8
月 23-25 日）
．
＊新生児呼吸療法・モニタリングフォーラム in Sinshu の COO として
新生児分野での呼吸療法とモニタリングに関する 2 泊 3 日の研究会を開催し全国から約 1000 人の新生児医療
関係者が参加した（2013 年 2 月 14-16 日）．
＊第 2 回日本小児在宅医療支援研究会

会長（2012 年 10 月 27 日

大宮ソニックシティ）

＊新生児集中ケア認定看護師養成
北里大学新生児集中ケア認定看護師養成集中講義 2012.11.24
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等として以下に参加．
第 104 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講師

2012.12.21 − 23 東京都市センターホ

テル
埼玉医科大学臨床研修指導医養成講習会チーフタスフォース 2012.11.9 − 10, 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ディレクター 2013.2.16 − 17 浜名湖カリアック
日本病院会平成 24 年度第 1 回臨床研修指導医養成講習会講師 2012.9.15 − 16 日本都市センターホテル
日本病院会平成 24 年度第 2 回臨床研修指導医養成講習会講師 2013.3.9 − 10 日本都市センターホテル
埼玉医科大学医学教育ワークショップコンサルタント

2012.8.3 − 4 川越クリニック

・周産期精神保健研究会会長として
第 4 回周産期精神保健研究会地方セミナー・福岡（2012.10.20 − 21）教育講演
第 5 回周産期精神保健研究会地方セミナー・東京（2013.3.16）シンポジウム
・日本未熟児新生児学会：
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理事，広報委員長
・新生児集中ケア認定看護師養成
北里大学新生児集中ケア認定看護師養成集中講義 2012.10.23

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, Suzuki K, Sekine T, Kawasaki H, Itoh K, Kanai M, Ezaki S, Kunikata T, Sobajima H, Tamura M., Eﬀect
of dopamine on peripheral perfusion in very-low-birth-weight infants during the transitional period. Pediatr Res.
72:86-9. 2012 doi: 10.1038/pr.2012.37. Epub 2012 Mar 22.
② Ezaki S, Itoh K, Kunikata T, Suzuki K, Sobajima H, Tamura M Prophylactic probiotics reduce cow's milk protein
intolerance in neonates after small intestine surgery and antibiotic treatment presenting symptoms that mimics
postoperative infection. Allergol Int. 2012 Mar;61(1):107-13. doi: 10.2332/allergolint.11-OA-0305.
③ Clara Kurishima, Masaki Wada, Masato Sakai, Makio Kawakami, Tsutomu Kondo, Masanori Tamura, Hideaki
Senzaki, Congenital brain tumor: Fetal case of congenital germ cell intracranial tumor. Pediatr Int.54(2):282-5,
2012.
④ Osuke Iwata, Makoto Nabetani, Toshiki Takenouchi, Takayuki Iwaibara, Sachiko Iwata, Masanori Tamura,
Hypothermia for neonatal encephalopathy: Nationwide Survey of Clinical Practice in Japan as of August 2010.
Acta Paediatr. 101(5):e197-202, 2012.
⑤ Inoue S, Odaka A, Baba K, Kunikata T, Sobajima H, Tamura M. Thoracoscopy-assisted removal of a
thoracoamniotic shunt double-basket catheter dislodged into the fetal thoracic cavity: report of three cases. Surg
Today. 2013 Mar 28. [Epub ahead of print]
⑥ Kawaguchi A, Isayama T, Mori R, Minami H, Yang Y, Tamura M. Hydralazine in infants with persistent hypoxemic
respiratory failure. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Feb 28;2:CD009449. doi: 10.1002/14651858.
CD009449.pub2.
⑦田村正徳 新生児蘇生法普及事業の現状と課題 日本周産期・新生児医学会雑誌 48: 274-275, 2012.
⑧側島久典，武内俊樹，鍋谷まこと，岩田欧介，田村正徳
の提案

日本周産期・新生児医学会雑誌 49: 178-182, 2013.

⑨側島久典

aEEG による新生児けいれんの診断

⑩國方徹也，齊藤
徳

新生児低体温療法レジストリー登録体制整備と今後へ

小児科診療 75: 1531-1537, 2012.

綾，川崎秀徳，川口真澄，伊藤加奈子，金井雅代，石黒秋生，加藤稲子，側島久典，田村正

在胎 24 週未満の治療戦略に関する全国アンケート調査報告

日本周産期・新生児医学会雑誌 49: 83-87,

2013.
【総数：論文 40 件，学会発表 35 件】
6-2．獲得研究費

計 3,487 万円

1）田村正徳（分担研究者）
：前田班：厚生労働省科学研究費補助金「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」100 万円
2）田村正徳（分担研究者）
：板橋班：厚生労働省科学研究費補助金「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（出生児のフォローアップ体制の構築）」150 万円
3）田村正徳（主任研究者）
：田村班：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 （重症の慢性疾患児の在宅での療養・療育環境の充実に関する研究（総括）
）
」
540 万円
4）田村正徳（分担研究者）
：藤村班：厚生労働省科学研究費補助金「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）
」400 万円
5）田村正徳（分担研究者）
：田口班：厚生労働省科学研究費補助金「小児期からの消化器系稀少難治性疾患群の
包括的調査研究とシームレスなガイドライン作成」60 万円
6）田村正徳（分担研究者）
：佐々木班：文部科学省科学研究費補助金「蘇生科学エビデンスの国際発信とガイド
ライン作成の国際化と標準化に関する研究」13 万円
7）
田村正徳：在宅医療連携拠点事業
（復興枠）
：埼玉県における小児在宅医療支援ネットワークモデルの構築 2,079
万円
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8）側島久典（委託研究）
：
「新生児の睡眠と揺れに関する総合的研究」100 万円
9）加藤稲子（分担研究者）
：戸苅班：
「乳幼児突然死症候群（SIDS) および乳幼児突発性危急事態（ALTE) の病態
解明および予防法開発に向けた複数領域専門家による統合的研究）45 万円
合計

3,487 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：
・第 48 回日本周産期・新生児医学会学術集会：会長田村正徳
学会テーマ「すべての赤ちゃんとお母さんの希望を支えるＣＯＬＬＡＢＯＲＡＴＩＯＮ−家族から国際医療協力
まで」2012 年 7 月 8 − 10 日：大宮ソニックシティ＋パレスホテル大宮，参加人数 4,500 人
・第 2 回日本小児在宅医療支援研究会

会長田村正徳（2012 年 10 月 27 日

大宮ソニックシティ）参加人数

350 人
・第 15 回新生児呼吸モニタリングフォーラム：戸苅
2013 年 2 月 14 日〜 16 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 10 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
2012 年 5 月 12 − 13 日：埼玉県民活動総合センター

上尾市

・第 1 回埼玉県西部地区新生児臨床症例検討会
2012 年 11 月 6 日

於：埼玉医科大学総合医療センター 5 階小講堂

特別講演「我が国の低出生体重児医療の現状と課題」
講師：楠田
参加者

聡先生（東京女子医科大学周産母子センター新生児部門教授）

70 名

・第 2 回埼玉県西部地区新生児臨床症例検討会
2013 年 3 月 12 日

於：埼玉医科大学総合医療センター 5 階小講堂

特別講演「周産期脳障害と脳性麻痺・発達障害」
講師：岡
参加者

明先生（杏林大学小児科教授）
80 名

・病院勤務医師の小児在宅医療に向けた意識変革のためのワークショップ方式講習会 2012 年 10 月 28 日：埼玉
医科大学川越クリニックにて，受講医師 18 名
・医師向け小児在宅医療実技講習会
2013 年 3 月 20 日

大宮ソニックシティ受講者は病院勤務医と診療所医師合計 60 名

☆ 4 回にわたって大宮ソニックシティにて埼玉小児在宅医療支援研究会を開催した．
第 5 回 2012 年 6 月 14 日

参加人数 84 名

テーマ「赤ちゃんの成長に寄り添う訪問看護」
特別講演講師

梶原厚子（訪問看護ステーションそら開設準備室長）

第 6 回 2012 年 9 月 12 日

参加人数 61 名

テーマ「小児在宅医療と福祉をつなげるシステムを造るために」
特別講演講師

平野朋美（埼玉県立小児医療センター医療ソーシャルワーカー）

第 7 回 2012 年 11 月 28 日

参加人数 57 名

テーマ「災害時に備えた小児在宅医療支援活動」
特別講演講師

田中総一郎（東北大学小児科）

第 8 回 2013 年 2 月 20 日

参加人数 52 名

テーマ「過疎遠隔地域に居住する重症心身障害児者とその家族への支援」
特別講演講師

林

時中（重症心身障がい児者施設北海道療育園）

・埼玉小児在宅医療訪問看護師研修会
2013 年 1 月 27 日，2 月 2 日，3 月 2 日，3 月 9 日，3 月 16 日の 5 回シリーズで大宮ソニックシティにて開催．
県内 12 事業所の 24 名の訪問看護師が受講した．
＜総合周産期母子医療センター事業＞
・新生児蘇生法実技講習会（B コース）
日時：2012 年 6 月 13 日

於：埼玉医科大学

2 階会議室
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講師：田村正徳教授，側島久典教授，國方徹也准教授：受講生：17 名
・新生児蘇生法実技講習会（B コース）
日時：2012 年 8 月 4 日

於：さめじまボンディングクリニック

講師：側島久典教授，國方徹也准教授，南宏呂二助教：受講生：32 名
・新生児蘇生法実技講習会（B コース）
日時：2013 年 2 月 21 日

於：埼玉医科大学総合医療センター

講師：田村正徳教授，側島久典教授，國方徹也准教授：受講生：16 名
・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
日時：2012 年 7 月 21 日
講師：田村正徳教授他

於：埼玉医科大学総合医療センター

受講生：15 名

・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
日時：2012 年 9 月 30 日
講師：田村正徳教授他

於：埼玉医科大学総合医療センター

受講生：29 名

・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
日時：2012 年 10 月 21 日
講師：田村正徳教授他

於：埼玉医科大学総合医療センター

対象：助産師，看護師

受講生：25 名

・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
日時：2012 年 10 月 25 日
講師：田村正徳教授他

於：埼玉医科大学総合医療センター

対象：助産師，看護師

受講生：8 名

・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
2012 年 11 月 11 日

於：埼玉医科大学総合医療センター

講師：内田美恵子副センター長他

対象：助産師，看護師

受講生：14 名

・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
日時：2012 年 12 月 9 日
講師：田村正徳教授他

於：大宮ソニックシティ

対象：助産師，看護師，医師

受講生：29 名

・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
日時：2013 年 2 月 21 日

於：埼玉医科大学総合医療センター

講師：内田美恵子副センター長他

対象：看護師

受講生：7 名

・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
日時：2013 年 2 月 24 日
講師：田村正徳教授他

於：大宮ソニックシティ

対象：助産師，看護師

受講生：31 名

・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
日時：2103 年 3 月 20 日
講師：田村正徳教授他

於：埼玉医科大学総合医療センター

対象：助産師，看護師

受講生：16 名

＜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 24 年 11 月 23 日（午前 10 時〜 12 時） 於：農業ふれあいセンター
対象：当センター NICU を退院した出生体重 1500g 未満の児と家族
参加者：47 組家族

計 213 名（うち協力スタッフ人数：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 24 年度第 1 回保健師研修会
平成 24 年 11 月 8 日（木）9 日（金）於：総合周産期母子医療センター 5 階小講堂
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，原助産師，齋藤看護師，
伊藤言語聴覚士，守岡理学療法士
対

象：県内の公的機関に勤務する保健師・助産師

参加者：12 名（11 月 8 日）
，17 名（11 月 9 日）
・平成 24 年度第 2 回保健師研修会
平成 25 年 1 月 10 − 11 日 於：総合周産期母子医療センター 5 階小講堂
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，原助産師，齋藤看護師，
伊藤言語聴覚士，守岡理学療法士
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対

象：県内の公的機関に勤務する保健師・助産師

参加者：32 名（1 月 10 日）
，33 名（1 月 11 日）

7．自己点検・評価
＊新周産期センター増築工事が竣工，完成し，新棟への NICU 移動と，旧棟の改築工事が完了し，NICU60 床を含
む 108 床に向けた新生児病床の稼働へと始動開始した．
＊しかしながらハイリスク妊婦の内容を踏まえた適切な施設への母体搬送を目指し，埼玉県コーディネータ業務の
円滑な遂行を支援するため，毎日 2 回の NICU ベッド稼働状況の連絡には特に力を入れ，併せて東京都をはじめ
流出して治療となった新生児のバックトランスファーの実施にも力を注ぎ，周産期医療の充実への貢献度を向上
させた．
＊上記目的を更に円滑に進める為，長期入院児の在宅医療への移行を目指した小児科病棟経由での退院を定着させ
るため，対象児の病態，治療，関係行政サービスの取得状況の確認などを目的とした，小児科病棟関係者との打
ち合わせ会を実施するに至った．次年度は更に定期的な会合へと充実させる．
＊医学部 5 年生への BSL・CC 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．
＊研究企画の充実を図るための，新スタッフを来年度に向けて計画している．
＊昨年度全国から関心を集めた第 1 回日本小児在宅医療支援研究会は第 2 回と，NICU 勤務医師を対象とした，小
児在宅医療支援ワークショップを 10 月に開催した．長期入院児の家族生活に密着した小児科病棟，新生児科病
棟スタッフと，これらを支える多職種の連携，共働への取り組みを進める．
＊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，HTLV-I 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
からの研究計画の遂行に力を入れる．
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2．19）皮膚科
1．構成員
伊崎誠一（IZAKI, Seiichi）
：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：教育主任：指導教員（大学院）：炎症学，皮
膚病態生理学，生化学：博士
北村啓次郎（KITAMURA, Keijiro）
：名誉教授：皮膚内科学，皮膚病理学：博士
寺木祐一（TERAKI, Yuichi）
：准教授：指導教員（大学院）：皮膚免疫学，アレルギー学：博士
人見勝博（HITOMI, Katsuhiro）
：講師：教育員・研究員：病棟医長：医局長：博士
麻生悠子（ASOU, Yuuko）
：助教：教育員・研究員・医員
中村かおり（NAKAMURA, Kaori）
：助教：教育員・研究員・医員
河辺美咲（KAWABE, Misaki）
：助教：教育員・研究員・医員
井上有美子（INOUE, Yumiko）
：助教：教育員・研究員・医員
高村さおり（TAKAMURA, Saori）
：助教：教育員・研究員・医員
佐藤良樹（SATO, Yoshiki）
：助教：教育員・研究員・医員
佐藤綾子（SATO, Ayako）
：助教：教育員・研究員・医員
平井昭男，
大熊真治，
松原多汪，
仲

弥，
須山孝雪 各非常勤講師計 5 名，その他非常勤医員（含関連病院出張中）5 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・メラニン・代謝異常

（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，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，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
講義については内容の充実度が高く，学生からの評価も比較的良いが常に改善を怠らない．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
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 24 度は概ね達成できたと考える．平成 25 年度はさらに教室全体の人的資源の
充実を計り，一層の向上を目指す．引き続き教育体制と教育内容の充実に努める．
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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，表面マーカー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．肉芽腫性炎症

（担当 伊崎）

d．血管炎，アナフィラクトイド紫斑

（担当 人見）

e．皮膚悪性腫瘍

（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で成果をあげた；c．アナフィラクトイド紫
斑の成人における問題点を明らかにし得た；d．皮膚サルコイドーシスの問題点を総説としてまとめた；など成果を
あげつつある．全体として達成度は 70％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 70％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 24 年度の初診患者数は 4,930 名，再診患者数は 31,239 名，入院患者の外来診察を含め総数 38,006
名であった．入院患者数は 288 名，入院手術件数は 159 件，平均在院日数は 16.56 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
独）医薬品医療機器総合機構専門委員（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・著書
① Yuichi Teraki, Yuko Aso, Yoshihiro Sato.
High Incidence of Internal Malignancy in Papuloerythroderma of Ofuji: A Case Series from Japan.
Dermatology, 224 (4): 5-9, 2012.
② Yuichi Teraki, Katsuhiro Hitomi, Yoshihiro Sato, Seiichi Izaki.
Tacrolimus-Induced Rosacea-Like Dermatitis: A Clinical Analysis of 16 Cases Associated with Tacrolimus
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Ointment Application.
Dermatology, 224 (4): 309-314, 2012.
③ Yoshihiro Sato, Yuichi Teraki, Seiichi Izaki, Koichi Amano.
Clinical characterization of dermatomyositis associated with mechanic's hands.
The Journal of Dermatology, 39 (12): 1093-1095, 2012.
④ Yuichi Teraki, Misaki Kawabe, Seiichi Izaki.
Possible role of TH17 cells in the pathogenesis of Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 131 (3): 907-909, 2013.
⑤櫻井愛香，田中純江，佐藤良博，伊崎誠一，寺木祐一．
非定型疹を呈した成人 Still 病の 5 例．
皮膚科の臨床，54 (4): 587-590, 2012.
⑥原嶋秀明，麻生悠子，寺木祐一，伊崎誠一．
ヒドロクロロチアジド配合降圧剤による光線過敏症型薬疹の 3 例．
皮膚科の臨床 54 (8): 1110-1114, 2012.
⑦伊崎誠一．
［総説］教育セミナー 1 皮膚サルコイドーシス．
日本サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会雑誌，32 (1): 27-29, 2012.
⑧伊崎誠一．
紫斑の診かた・考え方．
日本臨床皮膚科医会雑誌，29(5): 674-679, 2012.
⑨井上有美子，吉田沙知子，外山知子，寺木祐一，伊崎誠一．
ジアフェニルスルホンが奏効した壊疽性膿皮症の 2 例．
皮膚科の臨床，54 (10): 1391-1394, 2012.
⑩高村さおり，吉田沙知子，伊崎誠一，寺木祐一．
白癬疹を伴った Trichophyton tonsurans によるケルスス禿瘡の 1 例．
臨床皮膚科，66 (12): 989-992, 2012
【総数：論文発表 24 件，学会発表 24 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
2012 年 7 月 12 日

第 41 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催．

2012 年 9 月 20 日

第 42 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催．

2013 年 2 月 28 日 第 43 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催．

7．自己点検・評価
平成 24 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 25 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：代表指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）
：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：指導教員（大学院）：尿路結石，精巣腫瘍：博士
永松秀樹（NAGAMATSU, Hideki）
：講師：医長：排尿障害：博士
岡田洋平（OKADA, Youhei）
：講師：医長：尿路性器腫瘍：博士
石井信行（ISHII, Noboyuki）
：助教：医長
矢野晶大（YANO, Akihiro）
：助教：医長：博士
坂口和滋（SAKAGUCHI, Kazushige）
：助教
張

英軒（CHO, Eiken）
：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 24 年 4 月から後期研修医が在籍している．
2-4．自己評価と次年度計画
2-4-1．卒前教育
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学生からの声に耳を傾け内容に改善を加えながら講義をおこなっているため，学生の関心の度合いが毎年高くなっ
ているのを感じている．次年度のこの良い傾向を持続させたい．
2-4-2．卒後教育
泌尿器科専門医として必要な基本的知識・手技の教育さらに各種学会発表および論文の作成法の指導は効率的に行
われた．手技面ではミニマム創内視鏡手術の教育・技術の習得に特に力を入れている．

3．研究
3-1．目的・目標
排尿障害，尿路結石および泌尿器科悪性腫瘍に関わるこれまでの研究をさらに発展させる．
3-2．研究グループ（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諸角誠人，石井信行，山田拓己；泌尿器科ベッドサイドマニュアル

Ⅵ術式別にみた術前・術後管理 ESWL TUL

PNL. 臨泌，2012，66：336-340．
②川上

理；モノグラム，リスク分類の実用上の注意点．泌尿器外科，2012，25（臨増）：297-299．

③山田拓己；山田法．泌尿器外科，2012，25（臨増）：997-999．
④ Yohei Okada, Shigeyosi Kamata, Satoru Kawakami, Takumi Yamada; A case of septic pulmonary embolism
caused by urinary tract infection. 1 Int, Brazilian Jarnal of Urology, 2012, 38, 857-858.
⑤ Nobuyuki Ishii, Kazuo Toda, Satoru Kawakami, Makoto Morozumi, Takumi Yamada; Receptive field
characteristics of stretch-insensitive mechanosensitive units in the rat urinary bladder. Autonomic Neuroscience:
Basic and Clinical, 2012, 171, 8-1.
⑥川上

理；シンポジウム

ミニマム創内視鏡下根治的腎摘除，副腎摘除．第 100 回日本泌尿器科学会総会，

2012.4
⑦川上

理；教育講演

英文論文への挑戦：投稿者と査読者の立場から，副腎摘除．第 100 回日本泌尿器科学会

総会，2012.4
⑧岡田洋平，川上

理，諸角誠人，永松秀樹，矢野晶大，石井信行，高木大輔，横山みなと，増田

均，藤井靖久，

木原和徳；医学生に対する泌尿器科 5 日間卒前教育臨床実習：新しい世代を担う泌尿器科医の育成を目指して．
第 100 回日本泌尿器科学会総会，2012.4
⑨岡田洋平，川上

理，諸角誠人，永松秀樹，石井信行，矢野晶大，阪口和滋，張

英軒，山田拓己；泌尿器科手

術の理解を目的とした卒前教育臨床実習プログラム．第 77 回日本泌尿器科学会東部総会，2012.10
⑩諸角誠人，石井信行，張

英軒，阪口和滋，矢野晶大，岡田洋平，永松秀樹，川上

Clinical outocome of percutaneous nephrolithotomy

理，山田拓己，山下高久；

経皮的腎砕石術 45 件の臨床的検討．第 26 回日本泌尿器

内視鏡学会総会，2012.11
【総数：論文 5 件，学会発表 30 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：代表指導教員（大学院）：眼科一般，未熟児網膜症
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

井上裕治（INOUE, Yuji）
：助教：網膜疾患
槇

千里（MAKI, Chisato）
：助教：眼科一般（井上眼科よりの後期研修医）

小泉宇弘（KOIZUMI, Takahiro）
：助教：眼科一般
村上仁司（MURAKAMI, Hitoshi）
：
（非常勤医）

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
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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．一方，ＢＳＬに対して，以前行っていたクルズスなどの座学は医局員の人数の制限があり，現在
行われていないが，これに変わる実習の予定が検討されている．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」を購入した．
時間のある研修医およびＢＳＬは体験として「机太郎」を利用しており，好評である．

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(r)) の適応疾患眼への使用についての検討．
進行した増殖性糖尿病網膜症に対しての眼内充填物の検討．
白内障手術：術中低灌流・低吸引圧法の有用性の検討．
網膜神経保護：各種細胞ストレスに対する網膜神経節細胞の応答の研究とその保護．
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．
＊網膜光凝固術：低エネルギーレーザー治療による「痛くないレーザー」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．新たなる網
膜光凝固術は経験数不足のため，研究発表の対象となっていないが，新型レーザーの導入により，治療困難な糖尿病
網膜症，網膜中心静脈閉塞症に対する治療が改善され，最悪な合併症である新生血管緑内障の発生を最小限に抑えて
おり，それに付随して増殖性糖尿病網膜症，網膜中心静脈閉塞症による視力低下を最小限に抑えるばかりでなく，更
に手術全体の半分を占める硝子体手術の手術時間短縮にも貢献している．
次年度において，低エネルギーレーザーの活用における外来での治療の促進，もしくは，手術への応用も考え，検
討中である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
櫻井の専門である網膜硝子体・緑内障の手術は多く，再手術は減少しているものの，緊急依頼の網膜剥離が多数あ
り，手術を制限していても，手術が定時終了で終わらないぐらい急患手術が多い．外来は，緑内障の点眼治療のみで
済むものが多くなった一方で，通院患者が多くなり，外来検査が混雑する一因となっている．今後，医局員減少が必
至のため，医師一人当りの患者数が多くなり，外来は更に混雑するものと考えられ，検査のみで済む患者には近医へ
の紹介が必要である．同時に，土日・深夜の外来制限を予定している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし
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

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
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
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1．平成 24 年 4 月 21 日

第 179 回埼京眼科学術集会

川越プリンスホテル 5F ティーローズ
※防衛医科大学と同時の世話人
2．平成 24 年 5 月 26 日
3．平成 24 年 7 月 8 日

Sunday Glaucoma Meeting 浦和ロイヤルパインズホテル
第 25 回埼玉県眼科手術談話会プログラム

埼玉県県民健康センター

（※世話人：眼科医会）

4．平成 24 年 7 月 20 日

埼玉臨床眼科セミナー

川越プリンスホテル 3F ダイヤモンド

5．平成 24 月 8 月 18 日

第 7 回埼玉眼科周術期研究会

浦和ロイヤルパインズホテル

※世話人
6．平成 24 年 9 月 2 日

第 3 回 Saitama Ophthalmology Seminar(SOS)

浦和ロイヤルパインズホテル
7．平成 24 年 9 月 9 日

※世話人

第 58 回埼玉県眼科集談会

埼玉県県民健康センター
8．平成 24 年 10 月 6 日

（※世話人：眼科医会）
第 180 回埼京眼科学術集会

川越プリンスホテル 3F ダイヤモンド
9．平成 24 年 11 月 17 日
※世話人

埼玉西北部糖尿病眼合併症眼科・内科診療連携の会

埼玉県眼科医会として

10．平成 24 年 11 月 25 日

埼玉県眼科フォーラム

※世話人
尚，櫻井は各世話人会に入っており，共同開催においてほとんど行われている．
河井は埼玉県眼科医会の理事であり，ほとんどの開催に関わっている．

7．自己点検・評価
研修医プログラム 2 年目の研修医が 1 ヶ月もしくは 2 ヶ月数人研修に来るようになっているが，研修医到達目標
などに準じて，理解を深めるため，一般向けのパンフレットなどを利用し，白内障，網膜疾患を中心とした説明をし
ている．研修医および学生のため，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
いようにという目的で白内障手術練習用模擬眼「机太郎」を購入した．学生および初期研修医には手術の模擬体験を
してもらっている．また，後期研修医は白内障を中心に手術に直接関わっており，「机太郎」により手術前後の確認
のために研鑽を積み重ねている．なお，不定期に豚眼ウェットラボ実習を行い，各自の手術レベルを自覚しやすいよ
うにしている．夏季プログラム上の豚眼実習は学生には好評を得ている．
医局員の年齢も関係し，医局員は減少傾向にあり，医局員の確保のための新たな計画が進められている．
新型のレーザー（パターンレーザーを含むカラーレーザー）を購入しており，今後，それに関わる研究の成果が期
待される．
視能訓練士の増員にも関わらず，外来の混雑・待ち時間が長いという苦情が多く，他院へ通院可能な患者へ，眼科
MAP の利用により，各病医院への紹介を勧めている．
網膜疾患の治療，特に増殖性糖尿病網膜症が多いこと，もしくは末期的な緑内障患者の紹介患者が多数通院している．
そのため，それに関わる OCT もしくは視野検査のみに時間がかかるのは致し方ないことと考えつつも，正常眼圧緑
内障が一般的になりつつある中で点眼のみでの治療，そして，視野変化の少ない患者には，他院でも同様の検査が可
能なことを説明し，近医を勧めている．
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2．22）耳鼻咽喉科
1．構成員
菊地

茂（KIKUCHI, Shigeru）
：教授：運営責任者：教育主任：診療科長：代表指導教員（大学院）
：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：大学院教員（大学院）：頭頸部外科学，鼻科学，深頸部感染症：博士

堤

剛（TSUTSUMI, Takeshi）
：准教授：研究主任：指導教員（大学院）：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：大学院教員（大学院）：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
中村祐子（NAKAMURA, Yuko）
：助教：耳鼻咽喉科一般
石川淳一（ISHIKAWA, Junichi）
：助教：耳鼻咽喉科一般
杉木

司（SUGIKI, Tsukasa）
：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 24 年度は BSL および系統講義再開から 11 年目になり，系統講義を菊地，大畑，堤が
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 9 年目を迎え，
20 名弱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．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．
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3-2．研究グループ
鼻腔生理学：菊地
平衡神経科学：堤，大木
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 24 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, Fukuoka Y, Watanabe K, Kikuchi S: Time course of the recovery of three-demensional eye
position in patients with acute cerebellitis. Auris Nasus Larynx 39: 540-543, 2012.
② Ohki M, Ishikawa J, Kikuchi S: Oral frostbite due to dry ice. Ann Otol Rhinol Laryngol 121: 675-677, 2012.
③ Ohki M, Tanaka K: An isolated vestibulocochlear symptom preceding brainstem infarction due to basilar artery
occlusion. Otol Neurotol 33:730-732, 2012.
④ Ohki M, Tayama N: Dysphasia due to isoniazid therapy for tuberculosis in a patient with Lewy body dementia.
Auris・Nasus・Larynx 40: 327-359, 2013.
⑤ Ohki M, Kikuchi S:Bilateral objective tinnitus in an infant with tuberous sclerosis.
Int J Pediatric Otorhinolaryngol 77: 290-293, 2013
⑥ Tsutsumi T, Ikeda T, Fukuoka Y, Watanabe K, Kikuchi S: Optokinetic stimulation can break Listing's law without
induction of eye movement. Auris・Nasus・Larynx 40: 343-347, 2013.
⑦ Ohki M, Tanaka K: An isolated vestibulocochlear symptom preceding brainstem infarction due to basilar artery
occlusion. Otol Neurotol 33: 730-732, 2012.
⑧大木雅文，大畑

敦，菊地

⑨菊地

敦：深頸部感染症に対する診断と治療．医学のあゆみ 241：282-283，2012.

茂，大畑

⑩石川淳一，大木雅文，田中

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．
是，堤

28:1815-1818, 2012.
【総数：論文 17 件，学会発表 19 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
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剛，菊地

茂：特異な受傷機転による口腔・咽頭傷害の 3 症例．JOHNS

耳鼻咽喉科

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 8 回埼玉耳鼻咽喉科感染症・アレルギー研究会，2012 年 9 月 20 日，さいたま市

7．自己点検・評価
平成 24 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 11 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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臨床医学部門（川越キャンパス）

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：周産期医学，婦人科一般：博士
石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：教授：埼玉医科大学産婦人科学教室教授兼任：生殖内分泌学，不妊症治療学：博士

竹田

省（TAKEDA, Satoru）
：客員教授：産科救急医学，婦人科腫瘍治療学，周産期医学：博士

林

直樹（HAYASHI, Naoki）
：客員准教授：不妊症治療学，内視鏡手術：博士

高井

泰（TAKAI, Yasushi）
：准教授：副診療科長：研究副主任：臨床遺伝学，生殖内分泌，不妊症治療学，内視鏡手術：
博士

長井智則（NAGAI, Tomonori）
：講師：外来医長：婦人科腫瘍学：博士
松永茂剛（MATSUNAGA, Shigetaka）
：助教：病棟医長：博士
大原

健（OHARA, Ken）
：助教

赤堀太一（AKAHORI, Taichi）
：助教：博士
古川敦子（FURUKAWA, Atsuko）
：大学院生
板谷雪子（ITAYA, Yukiko）
：助教
成田達哉（NARITA, Tatsuya）
：大学院生
一瀬俊一郎（ICHINOSE, Syunitiro）
：助教
増子寛子（MASUKO, Hiroko）
：非常勤 1 類
花岡立也（HANAOKA, Tatsuya）
：助教
河村

真（KAWAMURA, Makoto）
：助教：博士

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：博士
高木章美（TAKAGI, Akiyoshi）
：非常勤講師：博士
山本智子（YAMAMOTO, Tomoko）
：非常勤講師：博士
斎藤麻紀（SAITO, Maki）
：非常勤講師：博士
海老根真由美（EBINE, Mayumi）
：非常勤講師：博士
岩田

睦（IWATA, Atsushi）
：非常勤講師：博士

保母るつ子（HOBO, Rutsuko）
：非常勤講師：博士

2．教育
2-1．目的・目標
婦人科腫瘍修練施設に認定されている県内の 6 施設の中の一つとなっており若手医師が積極的に経験を積むこと
を奨励している．また内視鏡手術に関しても日本有数の規模である．更に体外受精の研究にも取り組んでおり，その
周期数は 600 を越え大学病院では日本最多である．生殖医療専門医の認定施設であり体外受精を院内で豊富に経験
できる．
2-2．教育内容
卒前教育
3 〜 5 年生に対する講義や 5 年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
を行った．BSL では，各々チームに配属され以下のような具体的な目標をあげ取り組んだ．
◎ 2 週間の間に最低限行うべきこと
1．正常分娩に立ち会う（昼間に見学できない場合は，産泊すること）
2．婦人科外来（月曜（担当：高井准教授）と木曜（担当：長井助教）と産科外来（担当：1 診 ̲ 担当医師）を見
学する（各半日程度，1 人の医師に対し見学は 1 名ずつ）
3．帝王切開手術，子宮全摘手術（良性疾患でも悪性疾患でもよい），腹腔鏡下手術に立ち会う
4．体外受精や顕微授精の採卵を見学する
5．不妊治療の基本概念を理解するため不妊症患者向け D̲V̲D̲『望妊治療』を視聴する
6．火曜日の関教授総回診，および火曜日以外の産科病棟，婦人科病棟の一般回診に参加する
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7．割り当てられたチームの一員として診療を見学・実習する
8．割り当てられた産科 1 症例，婦人科 1 症例に関して，それぞれ A4 2 − 3 枚程度（計 4 − 6 枚程度）のレポー
トにまとめ，斉藤准教授に提出する
9．病棟カンファレンス（火曜日 7:30 〜）
，医局カンファレンス（火曜日 17:30 〜），周産期カンファレンス・ハ
イリスク妊娠カンファレンス（月曜日 17:30 〜）に参加する
10．クルズスに参加する
◎より興味を深めるために参加を勧める
1．鉗子分娩（骨盤位分娩，双胎分娩を見学する）
2．子宮脱手術など腟式手術，広汎子宮全摘術に立ち会う
3．人工授精，胚移植に立ち会う
4．ヒト卵子，精子，初期胚を観察する
5．当直医とともに，産婦人科当直業務を経験する
6．母体搬送，産褥搬送，緊急手術症例などを見学する積極的に外来診療・病棟診療に参加してもらう．
クルズス・カンファレンスの予定
（手術・学会・祝日 , 急患や
重症患者対応等で変更の可
能性あり . 日時は , 担当者へ
PHS で 連 絡 し , 各 自 で 確 認
すること）担当者

内

容

場

所

日

時

関教授

妊娠高血圧症候群 , 口頭試問

医局

第 2 金 15 時

馬場教授 / 斉藤准教授

オリエンテーション

医局

第 1 月 9 時 15 分

馬場教授

超音波診断

医局

第 1 金 13 時 15 分

斉藤准教授

症例検討（各自受け持ち症
例 2 例）

医局

第 2 木 15 時

高井准教授

不妊症 , 不育症 ,

医局

火 17 時

婦人科救急疾患の診断と治
療など
村山講師

切迫早産・産科救急の治療
と管理

医局

第 2 月 or 水 16 時

長井講師

婦人科悪性腫瘍の治療と管
理

医局

水 17 時

松村講師

正常妊娠・分娩の管理 FHR
monitoring

医局

第 1 木 15 時

小野医局長

妊娠高血圧症候群

医局

第 1 月 16 時

高井准教授

体外受精・顕微授精見学

リプロダクションセンター

金 7:30（採卵がある時のみ
水 17 時までに決定）

卒後教育
前期研修医
臨床現場での実施教育のみならず，他科医師として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．更に患者様との接点を増やし，医師としての責任感と自覚を持たせることを意識した．また学術面で
は日本産婦人科学会埼玉地方部会などで積極的に発表した．
後期研修医
周産期のみならず腫瘍，不妊・内分泌，内視鏡のいずれの分野においても研修が十分可能である．産婦人科専門医
の取得はもちろんである．サブスペシャリティーを視野に入れ，周産期専門医，腫瘍専門医，生殖医療専門医，内視
鏡認定医などの取得を目指した研修が可能である．
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 BSL，クリニカルクラークシップ，初期研修医，後期研修医
に対して十分な指導を行った．今年度教育目標は十分達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
教育スタッフ不足，臨床激務の中，優良な教育効果を達成した．よりきめの細かい学生教育を行う．
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3．研究
3-1．目的・目標
腫瘍学部門では，総合周産期センターを併設した施設という特色を生かし，臨床研究として「妊娠に合併した子宮
頸部上皮内新生物の取り扱いに関する研究」
「妊娠に合併した卵巣悪性腫瘍の診断精度向上に関する研究」といった
周産期部門とコラボレーションした研究を行っている．また，施設の特徴として多くの合併症を有する悪性腫瘍症例
や高齢者の悪性腫瘍症例も多いため「高齢者に対する婦人科悪性腫瘍の治療に関する研究」といった研究も行ってい
る．その他，
「子宮肉腫の術前診断精度向上に関する研究」「局所再発卵巣癌に対する放射線療法の治療効果に関する
研究」といったいくつかの研究が進行中である．
不妊・内分泌部門では，体外受精などの生殖補助医療の更なる発展と安全性の確立，悪性腫瘍患者の妊孕性温存を
目的とした卵子・受精卵や卵巣組織の凍結保存とその応用，腹腔鏡下手術などの内視鏡下手術の更なる発展と安全性
の確立などを主な研究課題として，学会および論文発表，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，埼玉医科大学医学部解剖学教室，帯広畜産大学原虫病研究センター，城西大学薬学部薬科学科皮膚生理学部門，
順天堂大学医学部産婦人科学教室，東京大学医学部産科婦人科学教室，加藤レディスクリニック先端生殖医学研究所，
国立成育医療研究センター研究所再生医療センター，米国マサチューセッツ総合病院ヴィンセント生殖生物学研究セ
ンターとの共同研究．
3-3．研究内容と達成度
婦人科腫瘍学部門では，
「妊娠に合併した子宮頸部上皮内新生物の取り扱いに関する研究」，「妊娠に合併した卵巣
悪性腫瘍の診断精度向上に関する研究」
，
「高齢者に対する婦人科悪性腫瘍の治療に関する研究」，「子宮肉腫の術前診
断精度向上に関する研究」
「局所再発卵巣癌に対する放射線療法の治療効果に関する研究」といった臨床研究に対し，
，
国内外で研究成果の発表を行った．またこれらの研究内容に関して，現在，論文化を進めている．
不妊・内分泌部門では，
生殖補助医療で得られた余剰の凍結胚盤胞を用いて，国内 2 例目となる胚性幹細胞（ES 細胞）
4 系列を樹立した．性同一性障害患者を対象としたヒト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ならびに再移植に関する基礎研究を施行した．ヒト凍結卵巣組
織から卵子幹細胞の抽出に世界で初めて成功し，内外のメディアで広く報道された．達成度 70％．
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，学位を取得を目指す．
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
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
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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
国内学会発表
①石田洋昭

佐藤

翔

魚谷隆弘

赤堀太一

村山敬彦

高井

泰

斉藤正博

高木健次郎

松村英祥
関

長井智則

博之

当院で経験した外陰癌 9 例に関する治療法の検討
第 64 回日本産科婦人科学会学術講演会
②五味陽亮

高井

高木健次郎

泰

馬場一憲

大原
関

健

2012 年 4 月 13 日（神戸）

松永茂剛

斉藤正博

林

直樹

博之

卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下手術が妊孕能に及ぼす影響に関する検討
第 64 回日本産科婦人科学会学術講演会

2012 年 4 月 13 日（神戸）

③長井智則

佐藤

翔

魚谷隆弘

花岡立也

石田洋昭

村山敬彦

高井

泰

斉藤正博

高木健次郎

赤堀太一

馬場一憲

関

博之

局所再発した上皮性卵巣癌に対する放射線療法の検討
第 64 回日本産科婦人科学会学術講演会
④魚谷隆弘

2012 年 4 月 14 日（神戸）

博之

馬場一憲

高木健次郎

長井智則

赤堀太一

石田洋昭

村山敬彦

関

斉藤正博
花岡立也

高井
佐藤

泰
翔

当院における上皮内腺癌，微小浸潤腺癌の管理
第 64 回日本産科婦人科学会学術講演会
⑤一瀬俊一郎
関

斉藤正博

酒井あゆみ

2012 年 4 月 15 日（神戸）

松永茂剛

長井智則

馬場一憲

博之

小児の神経因性の巨大膀胱から仙髄腫瘍の診断に至った一例
第 123 回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会
⑥五味陽亮
馬場一憲

見上由紀子
関

竹田

貴

河村

真

2012 年 6 月 17 日（東京）

高井

泰

高木健次郎

博之

存続絨毛症に MTX を使用し重度薬疹を呈したポルフィリン症の一例
第 123 回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会
⑦赤堀太一
関

長井智則

佐藤

翔

魚谷隆弘

2012 年 6 月 17 日（東京）

花岡立也

石田洋昭

博之
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当院における進行子宮頸癌に対する同時化学放射線療法（CCRT）の治療成績の検討
第 52 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会
⑧佐藤

翔

関

長井智則

魚谷隆弘

2012 年 7 月 19 日（東京）

花岡立也

石田洋昭

赤堀太一

博之

当院における高齢婦人科悪性腫瘍症例に対する治療の実態に関する統計
第 52 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会
⑨木崎雄一朗

高井

高木健次郎

泰

玉石絢香

馬場一憲

関

2012 年 7 月 19 日（東京）

深津真弓

大原

健

江良澄子

博之

子宮動脈塞栓術で治療し得た 5 歳女児の性器出血の一例
第 82 回埼玉産婦人科学会後期学術集会
⑩鈴木敏史

赤堀太一

高井

泰

長井智則

斉藤正博

高木健次郎

2012 年 11 月 10 日（さいたま市）

魚谷隆弘

石田洋昭

馬場一憲

関

小野義久

博之

子宮内膜症性嚢胞の悪性転化と考えられる 6 症例の検討
第 82 回埼玉産婦人科学会後期学術集会
⑪鮫島浩輝

石田洋昭

斉藤正博

赤堀太一

高木健次郎

2012 年 11 月 10 日（さいたま市

松村英祥

馬場一憲

関

長井智則

村山敬彦

博之

TSS（toxic shock syndrome）と思われる 1 例
第 50 回埼玉県医学会総会

2013 年 2 月 24 日（さいたま市）

英語論文
① Yoshihara K, Tsunoda T, Shigemizu D, Fujiwara H, Hatae M, Fujiwara H, Masuzaki H, Katabuchi H, Kawakami
Y, Okamoto A, Nogawa T, Matsumura N, Udagawa Y, Saito T, Itamochi H, Takano M, Miyagi E, Sudo T, Ushijima
K, Iwase H, Seki H, Terao Y, Enomoto T, Mikami M, Akazawa K, Tsuda H, Moriya T, Tajima A, Inoue I, Tanaka K
High-risk ovarian cancer based on 126-gene expression signature is uniquely characterized by down-regulation
of antigen presentation pathway. Clin. Cancer. Res. 2012; 18: 1374-1385
② White YAR, Woods DC, Takai Y, Ishihara O, Seki H, Tilly JL Oocyte formation by mitotically active germ cells
puriﬁed from ovaries of reproductive-age women. Nat. Med. 2012; 18: 413-421 doi; 10. 1038/nm.2669
③ Murata M, Fukushima K, Takao T, Seki H, Takeda S, Wake N Oxidative stress produced by xanthine oxidase
induces apoptosis in human extravillous trophoblast cells. J. Reprod. Dev. 2013; 59: 7-13
症例報告
①酒井あゆみ

長井智則

斉藤正博

高井

泰

石田洋昭

赤堀太一

松村英祥

高木健次郎

馬場一憲

関

村山敬彦

博之

当院で経験した腟原発小細胞癌の 1 例
埼玉産科婦人科学会雑誌

Vol.42

p.46-50

2012

総説
①関

博之

骨盤内炎症性疾患
臨床婦人科産科（増刊号） Vol.66
②高井

泰

関

博之

石原

p.106-109

2012

理

卵子，卵巣の凍結技術の進歩
周産期医学
③松永茂剛
高井

泰

Vol.42

p.979-983

五味陽亮

一瀬俊一郎

斉藤正博

林

2012
成田達哉

直樹

板谷雪子

馬場一憲

関

大原

健

大原

健

博之

当院における腹腔鏡下子宮腺筋症切除術
臨床婦人科産科
④松永茂剛
高井

泰

Vol.66

p.1143-1147

五味陽亮

一瀬俊一郎

斉藤正博

林

直樹

2012

成田達哉
馬場一憲

板谷雪子
関

当院における腹腔鏡下子宮腺筋症切除術
臨床婦人科産科
6-2．該当なし
6-3．該当なし
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p.1143-1147
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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
腫瘍学部門では，県内屈指の癌拠点病院であり，また総合周産期センターを併設した施設という特色をいかし，臨
床，研究，教育に力を注いでいる．不妊・内分泌部門では，体外受精などの生殖補助医療の更なる発展と安全性の確
立，悪性腫瘍患者の妊孕性温存，腹腔鏡下手術などの内視鏡下手術の更なる発展と安全性の確立のため日々努力して
いる．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ており，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，一人一人の献身的な努力にほかならない．教育に関しては，初期，後期研修医，学
生教育にスタッフ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
表などを指導し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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2．23）
（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：教育副主任：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：博士

馬場一憲（BABA, Kazunori）
：教授：教育主任：副診療科長：胎児医学，周産期医学，超音波診断，医用電子工学：
博士
斎藤正博（SAITO, Masahiro）
：准教授：教育副主任：不育症，不妊症治療学，内視鏡手術：博士
村山敬彦（MURAYAMA, Yoshihiko）
：講師：外来医長：周産期医学，母体救急，合併症妊娠，流早産，性器脱：博士
松村英祥（MATSUMURA, Hideyoshi）
：講師：病棟医長：周産期医学，母体救命
小野義久（ONO, Yoshihisa）
：助教：教育研修医長：博士
見上由紀子（MIKAMI, Yukiko）
：助教：博士
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
埼玉県唯一の総合周産期センターであるため，その役割を果たす責任感を持つと共に，それに見合った医療技術の
習得を目的とする．周産期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
卒前教育
3 〜 5 年生に対する講義や 5 年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
を行った．BSL では，各々チームに配属され以下のような具体的な目標をあげ取り組んだ．
◎ 2 週間の間に最低限行うべきこと
1．正常分娩に立ち会う（昼間に見学できない場合は，産泊すること）
2．婦人科外来（月曜（担当：高井准教授）と木曜（担当：長井助教）と産科外来（担当：1 診 ̲ 担当医師）を見
学する（各半日程度，1 人の医師に対し見学は 1 名ずつ）
3．帝王切開手術，子宮全摘手術（良性疾患でも悪性疾患でもよい），腹腔鏡下手術に立ち会う
4．体外受精や顕微授精の採卵を見学する
5．不妊治療の基本概念を理解するため不妊症患者向け D̲V̲D̲『望妊治療』を視聴する
6．火曜日の関教授総回診，および火曜日以外の産科病棟，婦人科病棟の一般回診に参加する
7．割り当てられたチームの一員として診療を見学・実習する
8．割り当てられた産科 1 症例，婦人科 1 症例に関して，それぞれ A4 2 − 3 枚程度（計 4 − 6 枚程度）のレポー
トにまとめ，斉藤准教授に提出する
9．病棟カンファレンス（火曜日 7:30 〜）
，医局カンファレンス（火曜日 17:30 〜），周産期カンファレンス・ハ
イリスク妊娠カンファレンス（月曜日 17:30 〜）に参加する
10．クルズスに参加する
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◎より興味を深めるために参加を勧める
1．鉗子分娩（骨盤位分娩，双胎分娩を見学する）
2．子宮脱手術など腟式手術，広汎子宮全摘術に立ち会う
3．人工授精，胚移植に立ち会う
4．ヒト卵子，精子，初期胚を観察する
5．当直医とともに，産婦人科当直業務を経験する
6．母体搬送，産褥搬送，緊急手術症例などを見学する積極的に外来診療・病棟診療に参加してもらう．
クルズス・カンファレンスの予定
（手術・学会・祝日，急
患や重症患者対応等で
変更の可能性あり．日
内容
時は，担当者へＰＨＳ
で連絡し，各自で確認
すること）担当者
関教授
妊娠高血圧症候群，口頭試問
馬場教授／斉藤准教授 オリエンテーション
馬場教授
超音波診断
症例検討（各自受け持ち症例
斉藤准教授
2 例）
高井准教授
不妊症，不育症，
婦人科救急疾患の診断と治療
など
切迫早産・産科救急の治療と
村山講師
管理
長井講師
婦人科悪性腫瘍の治療と管理
正 常 妊 娠・ 分 娩 の 管 理 FHR
松村講師
monitoring
小野医局長
妊娠高血圧症候群
高井准教授

体外受精・顕微授精見学

場所

日時

医局
医局
医局

第 2 金 15 時
第 1 月 9 時 15 分
第 1 金 13 時 15 分

医局

第 2 木 15 時

医局

火 17 時

医局

第 2 月 or 水 16 時

医局

水 17 時

医局

第 1 木 15 時

医局

第 1 月 16 時
金 7：30（採卵がある時のみ
リプロダクションセンター
水 17 時までに決定）

手術では助手として参加し，骨盤解剖の理解を深め，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
は産婦人科画像診断，周産期，腫瘍，不妊内分泌学等の講義を行ない，病棟の受け持ち症例についてのレポートや課
題発表を行なった．更に問題点についてディスカッションし国試にも必要な知識を深める事にも務めた．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積極的に参加させた．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た．
卒後教育
前期研修医
臨床現場での実施教育のみならず，他科医師として必要な産婦人科の基礎的な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．更に患者様との接点を増やし，医師としての責任感と自覚を持たせることを意識した．
また学術面では日本産婦人科学会埼玉地方部会などで積極的に発表した．
後期研修医
正常妊娠や分娩，産褥に関する知識を深め，分娩介助や会陰切開縫合等の技術を習得する．骨盤位などのローリス
クの帝王切開の執刀の経験を積み，前置胎盤や早期早産等のハイリスクな帝王切開の執刀に備える．また産褥大量出
血，合併症妊娠などの管理方法を習得する．また学術面では学会発表や論文作成を指導すると共に，専門的な知識の
習得のために定期的に勉強会を行い産婦人科専門医取得を目指す．
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 BSL，クリニカルクラークシップ，初期研修医，後期研修医
に対して十分な指導を行った．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
臨床激務の中，学生や初期研修医，後期研修医の教育にも力を注ぎ，優良な効果を達成した．今後更によりきめの
細かい教育を行う．

3．研究
3-1．目的・目標
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産科大量出血の管理法の確立，妊娠高血圧症候群に関する研究，ニカルジピンの児への移行に関する研究，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．このよう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
・周産期部門の臨床研究
・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，埼玉医科大学医学部解剖学教室，帯広畜産大学原虫病研究センター，城西大学薬学部薬科学科皮膚生理学部門，
順天堂大学医学部産婦人科学教室，東京大学医学部産科婦人科学教室，加藤レディスクリニック先端生殖医学研究所，
国立成育医療研究センター研究所再生医療センター，米国マサチューセッツ総合病院ヴィンセント生殖生物学研究セ
ンターとの共同研究．
3-3．研究内容と達成度
（1）産科大量出血における凝固因子補充の重要性について多くの症例を経験し，自検例について解析を行った．
またその投与方法の特徴と産科出血の特殊性について報告，論文化してきた．その結果，臨床的には極めて低い
妊産婦死亡率と子宮摘出の回避を実現できている．また新たな試みとして濃縮凝固因子製剤の投与や，凝固因子
からみた搬送症例に対する輸血治療の戦略について報告し現在論文投稿準備中である．以上の研究項目を中心に
多数のシンポジウムに参加している．
（2）妊娠高血圧症候群に関する研究は臨床的研究としては高血圧合併妊婦の新生児予後に関して研究した．高血
圧合併妊娠の予後に関する報告はほとんどみられず，高血圧が最も重要な臨床症状であるとの概念をもとに改訂
された新定義・分類において，高血圧が増悪しているにもかかわらず，蛋白尿を合併しない病型が，定義から除
かれていることに妥当性があるかどうかに関して言及している．学会で発表し論文作成した．
（3）妊娠高血圧症候群症例に対して降圧治療の際に使用するニカルジピンの胎児及び新生児への移行に関して研
究した．母体へのニカルジピン投与の際に胎児への移行率や副作用，産褥期の経母乳による新生児への移行率や
副作用について影響が少ないという結果が得られた．本邦でのデーターとして妊娠及び産褥期に使用することは，
胎児ならびに新生児に対して問題ないことが確認された．現在論文の投稿中である．
（4）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，現在論文投
稿中である．
（5）基礎研究としてはレニン・アンジオテンシン系の一つであるプロレニンと（プロ）レニン受容体が妊娠高血
圧 (PIH) の病態にどのように関与しているかを，胎盤における受容体を定量的に評価することで PIH の病態にお
ける（プロ）レニン受容体の重要性を検討する
それぞれの研究の達成度は 70 〜 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）
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
1．日本母性衛生学会常務理事
2．日本妊娠中毒症学会幹事
3．日本産婦人科学会代議員
4．日本新生児学会評議員
5．日本不妊学会評議員
6．PSI-Japan 研究会顧問
7．埼玉県産婦人科医会理事，幹事
8．埼玉県産婦人科医会周産期研究会代表幹事
9．埼玉県産婦人科医会学術企画委員
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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
国内学会発表
①佐藤

翔

五味陽亮

小野義久

高井

泰

斉藤正博

高木健次郎

松村英祥

長井智則

馬場一憲

関

村山敬彦

博之

注射用塩酸リトドリン製剤の後発医薬品における副作用の検討
第 64 回日本産科婦人科学会学術講演会
②見上由紀子

板谷雪子

馬場一憲

博之

関

小野義久

2012 年 4 月 13 日（神戸）

松村英祥

斉藤正博

高木健次郎

妊娠高血圧症における分娩後経過に関する検討
第 64 回日本産科婦人科学会学術講演会
③鮫島浩輝
村山敬彦

高井

泰

斉藤正博

小野義久

2012 年 4 月 13 日（神戸）

高木健次郎

松永茂剛

松村英祥

馬場一憲

関

長井智則

博之

妊娠に合併した卵巣腫瘍の取り扱いに関する検討
第 64 回日本産科婦人科学会学術講演会
④松村英祥

2012 年 4 月 14 日（神戸）

村山敬彦

成田達哉

見上由紀子

小野義久

松永茂剛

高井

斉藤正博

高木健次郎

馬場一憲

関

長井智則

泰

博之

当院で経験した 10 症例の自然子宮は裂の後方視検討
第 64 回日本産科婦人科学会学術講演会
⑤江良澄子

松永茂剛

斉藤正博

小野義久

高木健次郎

2012 年 4 月 15 日（神戸）

松村英祥

馬場一憲

関

村山敬彦

高井

泰

博之

産科出血における shock index の有用性に関する検討
第 64 回日本産科婦人科学会学術講演会
⑥玉石絢香
高井

村山敬彦

成田達哉

斉藤正博

高木健次郎

泰

2012 年 4 月 15 日（神戸）

赤堀太一

大原

馬場一憲

健

関

松村英祥

博之

パルボウイルス B19 感染により母体重症貧血をきたし常位胎盤早期剥離に至った 1 例
第 123 回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会
⑦吉田みゆき

江良澄子

松村英祥

高木健次郎

馬場一憲

関

村山敬彦

2012 年 6 月 17 日（東京）

高井

泰

斉藤正博

博之

母児間輸血症候群（feto-maternal transfusion syndrome FMT）を呈した 2 症例
第 81 回埼玉産婦人科学会平成 24 年前期学術集会
⑧五味陽亮
高木健次郎

高井

泰

馬場一憲

小野義久
関

松村英祥

2012 年 7 月 7 日（さいたま）

村山敬彦

斉藤正博

博之

注射用塩酸リトドリン製剤の後発医薬品における副作用の検討
第 48 回日本周産期新生児医学会学術講演会
⑨成田達哉
高井

江良澄子

斉藤正博

高木健次郎

泰

松村英祥

2012 年 7 月 9 日（さいたま）

見上由紀子

小野義久

馬場一憲

関

村山敬彦

博之

軟産道裂傷が原因により当院へ産褥搬送となった症例についての後方視的検討
第 48 回日本周産期新生児医学会学術講演会
⑩吉田みゆき
高井

泰

板谷雪子
斉藤正博

井上恵莉

2012 年 7 月 10 日（さいたま）

見上由紀子

高木健次郎

馬場一憲

江良澄子
関

松村英祥

博之

当院における妊婦健診未受診症例の後方視的検討
第 48 回日本周産期新生児医学会学術講演会
⑪五味陽亮
松永茂剛
関

高井

泰

小野義久

佐藤

翔

見上由紀子

成田達哉

2012 年 7 月 9 日（さいたま）
板谷雪子

斉藤正博

大原

健

高木健次郎

馬場一憲

博之

卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下手術が妊孕能に及ぼす影響の検討
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第 54 回埼玉県産婦人科医会
⑫小野義久

高木健次郎

斉藤正博

ホルモンと生殖医学研究会

馬場一憲

鮫島浩輝
関

松永茂剛

村山敬彦

2012 年 7 月 28 日（さいたま市）
高井

泰

博之

高血圧合併妊娠の取り扱いにおける問題点
第 33 回日本妊娠高血圧学会

2012 年 9 月 8 日（長崎市）

⑬吉田みゆき

江良澄子

松村英祥

高木健次郎

馬場一憲

関

村山敬彦

高井

泰

斉藤正博

博之

母胎児間輸血症候群を呈した 2 症例
第 124 回関東連合産科婦人科学会総会
⑭柴山真里

内海うきえ

本間真紀

高田亜衣

松本幸子

小澤千恵

松村英祥

性に対する意識調査
高井

馬場一憲

松本瑞江
馬場一憲

関

博之

−性教育の現状と今後の課題−

泰

関

鈴木淑代
高木健次郎

斉藤正博

第 53 回日本母性衛生学会学術講演会
⑮深津真弓

2012 年 10 月 28 日（甲府市）

松村英祥

2012 年 11 月 17 日（福岡市）

村山敬彦

斉藤正博

高木健次郎

博之

当科における糖代謝異常妊婦のグリコアルブミン値に関する検討
第 28 回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会

2012 年 11 月 17 日（東京）

国際学会発表
① E. Inoue, H. Matsumura, M. Saiki, Y. Ono, Y. Murayama, Y. Takai, M. Saitou,
K. Takagi, K. Baba, H. Seki
Prenatal sonographic ﬁndings in fetuses with transient abnormal myelopoiesis with Down syndrome.
The second Taiwan-Korea-Japan symposium in maternal-fetal medicine
Sep. 21-23 2012 (Taiwan)
② H. Matsumura, Y. Murayama, Y. Ono, S. Matsunaga, T. Nagai, Y. Takai, M. Saito,
K. Takagi, K. Baba, H. Seki
Absorbable synthetic suture material (PDSII) for cervical insuﬃciency is usefullness of cervical cerclage.
XX world congress of gynecology and obstetrics (FIGO) October 7-12 2012 (Rome)
英語論文
① 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 Obstetrics and
Gynecology. Volume 2012, Article ID 854064 8pages doi:10.5402/2012/854064
② Takagi K, Satoh K, Muraoka M, Takagi K, Seki H, Nakabayashi M, Takeda S, Yosshida Y, Nishioka N, Ikenoue T,
Kanayama N, Kanzaki T, Sagawa T, Matsuda Y Predicting the prognosis of threatened preterm labor. J. Int. Med.
Res. 2012; 40: 1459-1466
症例報告
①佐藤

翔

高井

泰

五味陽亮

増子寛子

江良澄子

長井智則

村山敬彦

斉藤正博

高木健次郎

松村英祥

小野義久
馬場一憲

関

博之

切迫早産管理中に心停止を来した双胎妊娠の 1 例
埼玉産科婦人科学会雑誌
②吉田みゆき
高井

泰

村山敬彦

Vol.42

斉藤正博

p.78-82

2012

増子寛子

江良澄子

小野義久

高木健次郎

馬場一憲

関

松村英祥

博之

直腸動脈の経カテーテル動脈即戦術が走行した経腟分娩後後腹膜血腫の 1 例
埼玉産科婦人科学会雑誌

Vol.42

p.109-112

2012

総説
①関

博之

血圧の管理
日産婦雑誌
②関

Vol.64

p.1391-1398

2012

博之

─メタボリックシンドロームに関連する疾患の周産期管理─
本態性高血圧
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周産期医学
③関

Vol.42

p.887-891

2012

博之

産褥期の HELLP 症候群
産科と婦人科
④関

Vol.79

p.1130-1135

2012

博之

急性腎不全への対応
周産期医学
⑤関

Vol.42

p.1145-1148

2012

p.1453-1456

2012

博之

産道損傷修復
周産期医学
⑥関

Vol.42

博之

研修コーナー

新生児の診察法・蘇生法（NCPR をもとに）

日産婦雑誌
⑦関

Vol.64

p.N-461-N-468

2012

博之

preeclampsia の病因・病態論とその問題点
日本周産期・新生児医学会雑誌

Vol.48

820-822

2013

（著書）
①関

博之

頸管裂傷，頸管挫滅
産科大出血

危機的出血への対応と確実な止血戦略

2012 年 4 月 20 日
②関

p.79-87

メディカルレビュー社

博之

妊娠高血圧症候群
症例から学ぶ

周産期診療ガイドブック

2012 年 7 月 12 日
③関

p.27-32

メディカルレビュー社

博之（共著）

妊娠高血圧症候群

MFICU マニュアル改訂 2 版

p.159-164

2013 年 2 月 15 日

MFICU マニュアル改訂 2 版

p.165-171

2013 年 2 月 15 日

メデイカ出版
③関

博之（共著）

妊娠高血圧症候群
メデイカ出版
④関

博之

妊娠高血圧症候群
今日の治療と看護
⑤関

p.1206-1210

2013 年 3 月 30 日

南江堂

博之

経静脈治療

オーダーマニュアル

妊娠高血圧症候群

p.459-463

2013 版

2013 年 2 月 15 日

メディカルレビュー社
6-2．該当なし
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．研究会，セミナーの開催実績
1．埼玉県周産期研究会
2．埼玉県超音波研究会
3．総合周産期センター研究会
4．埼玉県産後うつ病研究会
5．助産師の救急対応強化のための研修会

7．自己点検・評価
埼玉県唯一の総合周産期母子医療センターとして，県内の医療機関から期待や依頼が年々急速に増加してきた．少
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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，一人一人
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
表などを指導し，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）
：囊胞，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
日野峻輔（HINO, Shunsuke）
：助教：研究員
飯島洋介（IIJIMA, Yousuke）
：助教：研究員
戸田紀章（TODA, Noriaki）
：研修医
笠倉正隆（KASAKURA, Masataka）
：研修医
徳永

遼（TOKUNAGA, Ryo）
：研修医

中村慎太郎（NAKAMURA, Shintaro）
：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飯島洋介，日野峻輔，金子貴広，那須大介，武田秋生，堀江憲夫，工藤逸郎，下山哲夫：脳障害に起因する高度
の舌腫脹の 1 例．第 21 回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会，2012 年 3 月 17, 18 日宇都宮，第 21 回日
本有病者歯科医療学会総会・学術大会プログラム B 3-44

p.109(2012)

②伊藤佑樹，近藤圭祐，小村国広，加藤崇雄，那須大介，金子貴広，堀江憲夫，下山哲夫：自転車による外傷の統
計的観察−少年期以降について−．第 66 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会，2012 年 5 月 17, 18 日，抄録
集 2-D-16

p.236

広島，抄録

日口科誌

Vol.62 No.1 p.102 2-D-16 (2013)

③遠藤美樹，山口朋美，千田成子，飯野さかえ，小島明子，関根朋美，大久保典子，沼
広，内田

淳，堀江憲夫，下山哲夫：重度障害者施設入所者の日和見感染．第 9 回日本口腔ケア学会総会・学

術大会 2012 年 6 月 16 日，17 日，名古屋， 抄録
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健博，那須大介，金子貴

日本口腔ケア学会雑誌

Vol.7(1)

p.126(2013)
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④戸田紀章，川野竜太郎，加藤崇雄，金子貴広，堀江憲夫，杉山

聡，堤

晴彦，下山哲夫：時間外外来における

歯科口腔外科と他科の併診外傷症例．第 46 回 NPO 法人日本口腔科学会関東地方部会，2012 年 9 月 8 日，プ
ログラム・抄録集 16

p.22

川越，抄録

日口科誌

Vol.58 No.4 p.221 2-O-B-8 (2012)

⑤堀江憲夫，安達一典，長尾隆英，松田友彦，加藤崇雄，日野峻輔，下山哲夫，金子忠良，草間

薫，坂上

立効散の鎮痛効果の検討．第 54 回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会，2012 年 9 月 14, 15, 16 日

宏：
郡山，

Journal Oral Biosciences Supplement 2012 p.148 (P2-43) 2012.
⑥加藤崇雄，日野峻輔，堀江憲夫，松田友彦，梅村直己，金子忠良，下山哲夫，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，2012 年 9 月
14, 15, 16 日

郡山，Journal Oral Biosciences Supplement 2012 p.149 (P2-47) 2012.

【論文】
⑦ Kaneko T, Masuda I, Horie N, Shimoyama T: New bone formation in nongrafted sinus lifting with spacemaintaining management: a novel technique using a titanium bone ﬁxation device. J Oral Maxilloface Surg 70(3):
e217-224 2012
⑧近藤圭祐，丸岡靖史，松井庄平，小林茉利奈，青山慶太，伊藤佑樹，増田一生，マイヤーズ三恵，堀江憲夫，下山哲夫，
佐野晴男：サッカー試合中の外傷を起因とした頬部膿瘍の 1 例．スポーツ歯学

16(1)：20-22

2012．

⑨ Kaneko T, Horie N, Shimoyama T: Congenital mucocele in the tongue: report of a case. J Oral Maxilloface Surg
70(11):2596 2599 2012
⑩ Kato T, Horie N, Matsuta T, Naoki U, Shimoyama T, Kaneko T, Kanamoto T, Terakubo S, Nakashima H, Kusama K,
Sakagami H. Anti-UV/HIV Activity of Kampo Medicines and Constituent Plant Extracts. In Vivo 26(6): 1007-1013
2012.
【総数：論文 4 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
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：代表指導教員（大学院）
；

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
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
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】
吉本
【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，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，岩田一輝，石川由樹，萩原郁美，栗
原達也，茂木

恵

＜作業療法士＞
國友淳子（主任）
，平田樹伸，西澤志帆，栗原香緒里，東
篠塚怜美，松原秀徳，井上友里，石川

謙一，平井良太，篠塚怜美，高畑幸弘，中村さなえ，

怜奈

＜言語聴覚士＞
伊藤智彰（主任）
，伊藤淳子（主任）
，杉本真美，富田春菜，関泰子，中辻勝一

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

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概論，骨・関節のリハ医学
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，國澤洋介，國友淳子，伊藤智彰の 6 名がリハビリテーショ

ン医学について年間 30 時間の教育を行った．
2-3．達成度
医学生，看護学生共にリハ医学の理念は理解できたと思われる．しかしリハ医学に関しては専門性が高く，医学全
般の基礎知識を習得していることが前提となるため，学生にはリハ医学の必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,

看護学生への講義の継続

3．研究
3-1．目的・目標
リハビリテーション医学の運動学を基礎と臨床に分け，医師とセラピストが一緒に研究チームを編成し，各専門分
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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．義足患者における断端管理の指導法の検討：岩崎寛之，國澤洋介，武井圭一，森本貴之，前川宗之，山本満
2．高位頸髄損傷例に対するコミュニケーション手段に関する研究：杉本真美，伊藤智彰，伊藤淳子，宮脇智子，
富田春菜，山本満
3．携帯型加速度計を用いた上肢機能評価：東謙一，國友淳子，平田樹伸，山本満
4．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，白岡岳人，高野敬士，新井健一，石川秀登，
師岡祐輔
5．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
6．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
7．脳損傷患者の歩行能力に関する検討：小林大祐，國澤洋介，松本孝彦，藪崎純，高野敬士，小林沙希，山本満
8．がん患者の運動耐容能に関する研究：新井健一，國澤洋介，武井圭一，森本貴之，丸山薫，山本満
9．障害児の在宅療養に関する検討：茂木恵美 , 國澤洋介，守岡義紀，鈴木苑香，羽田侑里子，前川宗之，山本満
10．がん患者に対する作業療法からのアプローチに関する研究：平井良太，國友淳子，平田樹伸，池田志帆，東謙一，
高野香緒里，松原秀徳，髙畑幸弘，篠塚怜美，中村さなえ，井上友里，石川怜奈，國澤洋介，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

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（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，入院症例は延べ約 99,000 件，外来症例は約 9,000 人であった．今後も
診療内容の拡大および充実，運動機能評価の開発，高次脳機能・認知能の評価，大腿義足の開発，がん患者の運動耐
容能，免疫能からみた障害者スポーツの検討などの先進医療への取り組みを継続していきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
1）全国障害者スポーツ大会・内部障害者の参加検討委員会：厚生労働省・日本障害者スポーツ協会（山本

満）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
1）Japan Orthopaedic Association・査読；陶山哲夫
2）日本脊髄障害医学会・編集委員長：陶山哲夫
3）日本運動器リハビリテーション学会・編集委員；陶山哲夫
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
≪陶山哲夫≫
1）日本障害者スポーツ学会・理事長
2）日本脊髄障害学会・理事（編集委員長）
3）日本臨床スポーツ医学会・理事
4）日本生活支援工学学会・理事
5）日本リハビリテーションネットワーク研究会・常任理事
6）日本義肢装具学会・理事
7）日本運動器リハビリテーション学会・評議員
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8）埼玉圏央リハビリテーション研究会・筆頭幹事
9）日本障害者スポーツ協会；理事・医学委員長
10）Japan Paralympic Committee：医学委員長
11）Asia Paralympic Committee（APC）
：医科学委員長
12）International Paralympic Committee, Anti-Doping・TUE Committee
13）日本アンチ・ドーピング機構：理事
14）日本アンチ・ドーピング・メデイカルオフィサー
15）国際障害者アーチェリー協会・International Classiﬁer
≪山本満≫
1）日本リハビリテーション医学会・代議員
2）日本リハビリテーション・ネットワーク研究会・常任理事
3）埼玉包括的リハビリテーション研究会・理事
4）日本障害者スポーツ協会・医学委員
5）国際障害者バドミントン協会・International Classiﬁer
6）日本義肢装具学会・会則検討委員会委員長，評議員
7）埼玉アスレチックリハビリテーション研究会・理事
8）埼玉県脊髄脊椎研究会・幹事
9）埼玉県リハビリテーション医会・理事

6．業績
6-1．論文・学会発表
①山本満，前川宗之，國澤洋介，武井圭一：内部障害者の運動効果とスポーツ参加基準
ツ参加

Jpn J Rehabil Med．49 巻

膀胱・直腸障害者のスポー

P413-416，2012

②松本孝彦，國澤洋介，武井圭一，藪﨑純，小林沙希，小林大祐，國澤佳恵，高倉保幸，前川宗之，下松智哉，山
本満：被殻に限局した脳出血例に対する動作練習フローチャートの導入による効果−基本動作能力の変化による
検討−．理学療法科学 Vol27（3） 319-324，2012
③羽田侑里子，國澤洋介，松本絵美子，守岡義紀，奥田拓也，瀬立奈緒美，山本満：運動療法において装具の使用
により運動発達の促進が期待できたダウン症児の一例．埼玉包括リハ雑誌 12 巻

P33-35，2012

④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
めた髄膜腫の一例．埼玉包括リハ雑誌 12 巻 P24-27，2012
⑤石川秀登，國澤洋介，小関要作，一氏幸輔，山本満：不全四肢麻痺患者に対する下肢交互運動の適応と効果− 4
症例の経過からの検討‐.

理学療法‐臨床・研究・教育 ,

Vol20

p.74-76

2013

⑥國澤洋介，高倉保幸，武井圭一，一氏幸輔，丸山薫，小関要作，下松智哉，前川宗之，山本満：転移性脊椎腫瘍
患者の下肢麻痺と歩行能力の変化

理学療法学 39 巻（Suppl.2）P1219，2012

⑦杉本真美，伊藤智彰，伊藤淳子，宮脇智子，富田春菜，山本満：高位脊髄腫瘍症例に対するクチマウスの導入．
第 13 回日本言語聴覚学会抄録集

P224，2012

⑧関泰子，宮崎泰広：失行性失書を呈した一症例の書字特徴について．第 13 回日本言語聴覚学会抄録集

P187，

2012
⑨國澤洋介，高倉保幸，武井圭一，藪崎純，一氏幸輔，守岡義紀，國澤佳恵，小関要作，前川宗之，山本満：臨床
実習を職場内教育として利用するための工夫

−臨床実習指導者の臨床実習に対する主観的評価−

埼玉県理学

療法学会抄録集．2012
⑩東謙一：加速度計を用いた上肢活動量と更衣動作時における麻痺側上肢参加度との関係 . 第 46 回日本作業療法
学会抄録集 2012

O0307，2012

【総数：論文 15 件，学会発表 20 件，講演 40 件，著書 3 編】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナーの開催実績
1）埼玉県包括的リハビリテーション研究会

第 5 回研修会（2012 年 2 月 2 日）

2）第 13 回埼玉県包括的リハビリテーション研究会（2012 年 2 月 2 日）
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3）日本理学療法士協会

第 10263 回現職者講習会「高次脳機能と理学療法」（2012 年 9 月 27 日〜 29 日）

4）日本理学療法士協会

第 10288 回現職者講習会「がんの理学療法」（2012 年 12 月 7 日〜 8 日）

7．自己点検・評価
1）診療：各科のご協力により治療患者数が着実に増加しており，ほぼ満足すべき結果である．
2）教育：学生のリハビリテーション医学に対する理解が不十分であり，今後教育の方法を検討する必要がある．
3）研究：研究課題が数多くあり未だ充分ではないが，可能な時間内で研究できたと思われる．
4）その他（学会，社会貢献）
：充分行っている．
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2．26）麻酔科
1．構成員
小山

薫（KOYAMA, Kaoru）
：教授：運営責任者：麻酔科科長：教育主任（H24.10 〜）
：研究員：代表指導教員（大
学院）麻酔，集中治療，疼痛管理，心臓麻酔：医学博士

宮尾秀樹（MIYAO, Hideki）
：教授：副科長：教育主任（〜 H24.9）
：研究員：指導教員（大学院）
：麻酔，集中治療，
疼痛管理：医学博士（H24.9 退職，客員教授）
川崎

潤（KAWASAKI, Jun）
：教授：副科長：教育員：研究副主任：指導教員（大学院）
：麻酔，血液凝固：医学博士

照井克生（TERUI, Katsuo）
：准教授：産科麻酔科科長：教育員：研究主任：指導教員（大学院）：麻酔，産科麻酔，
小児麻酔：医学博士
鈴木俊成（SUZUKI, Toshinari）
：講師：医長：教育員：研究員：大学院教員（大学院）：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：大学院教員（大学院）：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：大学院教員（大学院）：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：大学院教員（大学院），田村和美（TAMURA, Kazumi）：産科麻酔科副科長：教
育員：研究員：大学院教員（大学院）
，齋藤利恵（SAITO, 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，山家陽児（YANBE, Yoji）
：専門医員：教育員：研究員，松田祐典（MATSUDA,
Yusuke）
，原さやか（HARA, Sayaka）
：医員：教育員：研究員，皆吉寿美（MINAYOSHI, Hisami）
：専門医員：教育員：
研究員，成田優子（NARITA, Yuko）
：専門医員：教育員：研究員，田澤和雅（TAZAWA, Kazumasa）
：医員：教育員：
研究員，小島千佳（KOJIMA, Chika）
：医員：教育員：研究員，大浦由香子（OURA, Yukako）：専門医員：教育員：
研究員，野本華子（NOMOTO, Hanako）
：医員：教育員：研究員，北岡良樹（KITAOKA, Yoshiki）：医員：教育員：
研究員，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，山田晋也（YAMADA, Shinya）：医員：教育員：研究員，平井規雅（HIRAI, Norimasa）：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，伊東真吾（ITO, Shingo）
：医員：教育員：研究員，長嶋小百合（NAGASHIMA, Sayuri）：医員：教育員：
研究員，福島里沙（FUKUSHIMA, Risa）
：医員：教育員：研究員，岡崎敦子（OKAZAKI, Atsuko）：医員：教育員：
研究員，小澤佳奈（OZAWA, Kana）
：医員：教育員：研究員，保科真由（HOSHINA, Mayu）
：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

（HAYASHIDA, Shingo）
，高田稔和（TAKADA, Toshikazu），田中

正（GENDA, Tadashi），林田真吾

基（TANAKA, Motoshi），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），塚越美喜子（TSUKAGOSHI, Mikiko）

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，鈴木が担当した．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（埼玉西部第二地区，小山担当）
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を 2 回実施した．後期研修医 1 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．研究プロジェクト
麻酔：膠質輸液，トロンボエラストグラム，筋緊張性ジストロフィー症例の周術期管理，術前補水・術後早期回復
プログラム（ERAS）
周産期：帝王切開術での麻酔薬および輸液製剤の胎児移行評価，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，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，高齢妊婦の無痛分娩，酸化ストレスの非侵襲的評価
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，新しい人工呼吸モードの検討，敗
血症性ショックでの循環管理，周術期イオン化マグネシウム値の推移
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等）：達成度
95％．
血小板機能評価：到達度

75％，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：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）：達成度
人工呼吸中の加温加湿（各種設定，人工鼻との比較等）：達成度
ICU における血糖測定器の精度検討：達成度

90％．

90％

95％．

3-4．自己評価と次年度計画
学会発表数，論文等
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．日本麻酔科学会，
日本集中治療医学会，日本ペインクリニック学会，日本心臓血管麻酔学会，日本産科麻酔学会等，日本での主要学
会のみならず，
AHA，
SCA，
SOAP 等の海外での学会で積極的に発表した．H24 年度日本産科麻酔学会を主催した（照
井会長）
．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．
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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．小山は埼玉県西部第二地区
MC 協議会委員として地域医療に貢献している．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本臨床麻酔学会誌査読委員（宮尾）
，日本麻酔科学会機関誌 Journal of Anesthesia，editorial board（照井）
，査
読委員（宮尾，小山）
，日本集中治療医学会雑誌査読委員（小山），International Journal of Obstetric Anesthesia,
occasional editor（照井）
，International Anesthesiology Clinic, contributing editor（照井）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
小山教授，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：3．研究の項を参照
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：該当なし
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
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
鈴木講師，丸尾講師，藍講師等の若いメンバーが総合医療センター麻酔科の 5 部門（4 部門＋心臓血管麻酔）のさ
らなる充実を図っている．産科麻酔では照井准教授の指導の下，他大学を含めた産科麻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 1 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，田澤の 4 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：指導教員（大学院）：蘇生，心臓震盪：医学博士
大貫

学（ONUKI, Manabu）
：講師：診療副科長：研究主任：教育主任：神経内科，脳ドック・人間ドック，訪問診療：
医学博士

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．
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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
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も導入し，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
ている．
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
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急度のみならず幅広い患者層への適切な対応を要する現場であるため，各科の専門医との連携・チームワークが不可
欠であり，医師個人としてのスキルとともに人間性を高める必要性のある診療科である．若手医師にとって，緊急時
の幅広い対応能力を身につけることにより，自信を持って臨床現場に対応できる医師となるために習得すべき診療領
域と考えている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉県救急救命士養成所

運営検討委員会委員

文部科学省「資質の高い教員育成プロジェクト」委員
東京高次脳機能障害協議会顧問
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本健康医学会査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
①埼玉県救急救命士養成所専任教員
② JOC 医科学強化スタッフ
③日本ソフトボール協会理事

医事委員長

④「心臓震盪から子どもを救う会」講演・救命講習活動
⑤日本臨床スポーツ医学会評議員
⑥日本航空医療学会評議員
⑦日本障害者スポーツ専門医

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日本臨床美術学会理事
⑬日本在宅医療学会評議員
⑭早稲田大学教育総合研究所客員研究員
⑮日本人間ドックアドバイザー・認定医
⑯日本在宅医療専門医，在宅医療地域リーダー

6．業績
6-1．論文・学会発表（抜粋表記）
①平成 24 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 24 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平成 24 年 11 月第 40 回日本救急医学会学術集会，腹部鈍的外傷による遅発性大腸穿孔の 1 例
④平成 24 年 7 月，痙攣，意識障害の初期診療，羊土社
⑤平成 24 年 4 月，第 62 回日本救急医学会関東地方会，高度救命救急センターの窓口
⑥平成 24 年 4 月，第 62 回日本救急医学会関東地方会，スポーツ中の胸部打撲による心臓振盪の 1 例，
⑦平成 24 年 6 月，第 14 回日本臨床救急医学会学総会，硬球による頭部外傷後に中性顔面神経麻痺・舌下神経麻
痺および三叉神経麻痺を来した 1 例
⑧平成 24 年 6 月，第 14 回日本臨床救急医学会学総会，近距離においてもドクターヘリによる現場医師派遣が有
効であった症例
⑨平成 24 年 6 月，第 21 回日本脳ドック学会総会，脳ドックに積極的に脳波検査を取り入れた試みの臨床的効果
⑩平成 24 年 11 月第 20 回日本健康医学会雑誌第 21 巻第 3 号，より積極的な訪問診療導入の取り組み
【総数：論文

24 件，学会発表

33 件】

6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
なし
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6-4．特許，実用新案
なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
東京都生涯学習セミナー：平成 24 年 4 月 1 日〜平成 25 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）〜平成 24 年 8 月 31 日：埼玉
医科大学総合医療センター病院長平成 24 年 9 月 1 日〜：教育副主任：代表指
導教員（大学院）〜平成 24 年 8 月 31 日：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：高度救命救急センター長（運営責任者）平成 24 年 9 月 1 日〜：診療科長：
代表指導教員（大学院）平成 24 年 9 月 1 日〜：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

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，

学，救急医学：博士
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
上村直子（KAMIMURA, Naoko）
：助教：診療専門員
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
西潟一也（NISHIKATA, Kazuya）
：助教：診療専門員
原田理人（HARADA, Toshihito）
：助教：診療専門員（平成 24 年 9 月 30 日退職）
森井北斗（MORII, Hokuto）
：助教：診療専門員
松谷

暁（MATSUTANI, Akira）
：助教：診療員

大井秀則（OI, Hidenori）
：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）（平成 24 年 12 月 31 日退職）
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
のメディ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
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①救急医療現場への参加（昼間のみならず，希望者には夜間も許可している）
②人形を用いた心マッサージ，点滴ライン確保，気管挿菅などの実技実習や外傷・ACLS などに対するシミュレー
ション実習の実施，
③急性中毒，急性冠症候群，外傷などのクルズス，
などを中心に教育を行った．
さらに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 (Japan Advanced Trauma
Evaluation And Care) などをもとにした心肺蘇生法や外傷初期治療の普及も，救急医に課せられた任務と考えて
おり，適宜研修会を開催している．
2-3．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
568

高度救命救急センター

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．
（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．さらに，その研究成果の発信も国内外を問わず，
主要な学会あるいは Journal にて行う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．さらに，堤教授，杉山教授，澤野准教授は多く
の国内外の学会の役員として活発に活動しており，今後数年間にわたり全国大会レベルの学会開催を複数予定してい
る．今後全国大会レベルの学会の開催数は増加してゆくものとおもわれ，事務面や人員面での負担も増加する．
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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．H25 年度には，
堤教授を会長として第 12 回臨床医学リスクマネジメント学会を開催予定である．

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，
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，安定同位体と医学応用（日本安定同位体・生体
ガス医学応用学会機関誌）
，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
社会的活動としては，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副委員長，埼玉県医師会災害支援体制検討委員会委員，埼玉県救急救命
士養成所運営検討委員会委員に就任している．
医学貢献に関わる活動としては，堤教授が日本救急医学会理事，日本臨床救急医学会評議員，日本脳死脳蘇生学会
理事，日本臨床医学リスクマネジメント学会理事，日本脳神経外科救急学会理事，日本航空医療学会評議員に，杉山
教授が日本臨床救急医学会評議員，日本航空医療学会評議員に，澤野准教授が日本救急医学会評議員，日本安定同位
体・生体ガス医学応用学会理事に就任している．このように主要スタッフは多くの国内外の学会の役員として活発に
活動しており，今後数年間にわたり全国大会レベルの学会開催を複数予定している．
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バックボード補助器具の考案と有用性の検討，山内

一，田中秀治，村岡幸彦

他，日本臨床救急医学会雑誌，

63 巻 6 号：583-588, 原著
②外傷性疾患，井口浩一，臨床雑誌『整形外科』，334-339，総説
③循環器救急における ICU 専従医の参加による効果の検討，中田一之，間藤
大瀧聡史，杉山

卓，堤

卓，山口

充，大井秀則，松枝秀世，

晴彦，ICU と CCU, Vol.36 521-526, 原著

④ Lisfranc 関節開放脱臼骨折に対する治療経験，西潟一也，井口浩一，大饗和憲，岡田寛之，関東整形災害外科
学会雑誌，Vol.43, No.4, 原著
⑤感染症に対する VAC 療法，大饗和憲，Bone Joint Never, 通巻 6 巻 (Vol.2, No.3)，総説
⑥腸間膜動脈閉塞症，澤野

誠，救急看護に必要な疾患の知識，279-284, 総説

⑦身体所見・神経学的所見の見方とコツ，中田一之，まずい！から始める意識障害の初期治療，48-54, 著書
⑧脳炎・髄膜炎，脳症，熊井戸邦佳，まずい！から始める意識障害の初期治療，80-89, 著書
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⑨くも膜下出血の治療指標，熊井戸邦佳，堤

晴彦，救急医学，第 36 巻第 10 号

1236-1238, 総説

⑩脊髄損傷の治療指標，井口浩一，救急医学，第 36 巻第 10 号 1398-1400, 原著
【総数：論文 17 件，学会発表 24 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
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．主要スタッフは多くの国内外の学
会の役員として活発に活動しており，学会開催予定も急増している．それにともない事務面，辞任面での体制づくり
が急務である．
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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臨床医学部門（川越キャンパス）

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, Atsushi）
：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：博士（2013 年 6 月）
河辺哲哉（KAWABE, Tetsuya）
：助教
（名誉教授）
町田喜久雄（MACHIDA, Kikuo）
：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）
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い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）
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．

3．研究
3-1．目的・目標
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放射線科（画像診断科・核医学科）

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．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
添付の表通り
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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
HELICS 協議会

副会長 （2013 年 6 月から）

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
日本断層映像研究会雑誌

査読（本田）

編集委員長

日本アイソトープ協会イメージング規格化
医学薬学部常任委員

委員長（本田）

副委員長（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 IHE 協会

放射線企画委員会

委員長：放射線医療情報標準化に貢献

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Yanagita H, Honda N, Nakayama M, Watanabe W, Shimizu Y, Osada H, Nakada K, Okada T, Ohno H, Takahashi
T, Otani K. Prediction of postoperative pulmonary function: preliminary comparison of single-breath dual-energy
xenon CT with three conventional methods. Japanese Journal of Radiology, DOI 10.1007/s11604-013-0202-z,
2013 年 3 月 9 日掲載受理
②中田

桂，清水裕次，長田久人，岡田武倫，大野仁司，栁田ひさみ，渡部

渉，河辺哲哉，上野周一，本田憲業．
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I-MIBG シンチにて診断された無症候性褐色細胞腫自然破裂の一例．日本画像医学雑誌．29（2）125-129，

2012
③栁田ひさみ，清水裕次，上野周一，河辺哲哉，大野仁司，岡田武倫，渡部

渉，長田久人，中山光男，本田憲業．

肺葉切除術前患者におけるキセノン CT による術後肺機能予測の精度，予備的報告．第 71 回日本医学放射線学
会総会．2012 年 4 月 12 〜 15 日，パシフィコ横浜
④松田恵雄，新井

均，宮野良介，本田憲業，長田久人，髙橋健夫．国内初となる IHE-J を採用した放射線部門シ

ステムの更新について．第 25 回電子情報研究会．2012 年 9 月 28 日，長崎新聞文化ホール
⑤栁田ひさみ，本田憲業，中山光男，長田久人，渡部

渉，大野仁司，河辺哲哉，清水裕次，髙橋健夫，西村敬一

郎，山野貴史．非放射性 Xe1 回呼吸法 CT 換気図と肺血流 SPECT による術後肺機能予測．第 52 回日本核医学
会学術総会．2012 年 10 月 11 〜 13 日，ロイトン札幌・さっぽろ芸術文化の館
⑥清水裕次，長田久人，大野仁司，栁田ひさみ，本田憲業，中田

桂，髙橋健夫，西村敬一郎，山野貴史，本戸幹人．

FDG-PET/CT 検査で経過観察を行った播種性結核の一例．第 52 回日本核医学会学術総会．2012 年 10 月 11 〜
13 日，ロイトン札幌・さっぽろ芸術文化の館
⑦松田恵雄，本田憲業，髙橋健夫，奥

真也，長田久人，清水裕次，新保宗史，黒田裕幸，市川賢一．核医学画像

診断における非 DICOM 情報の総合について．第 52 回日本核医学会学術総会．2012 年 10 月 11 〜 13 日，ロ
イトン札幌・さっぽろ芸術文化の館
⑧栁田ひさみ，清水裕次，渡部

渉，中田

桂，岡田武倫，大野仁司，河辺哲哉，長田久人，本田憲業，髙橋健夫，

西村敬一郎，
山野貴史，
上野周一，
中山光男．術後肺機能予測の精度検討：キセノン CT と肺血流シンチグラフィー
の比較．第 40 回埼玉核医学研究会．2012 年 10 月 27 日，大宮ソニックシティビル
⑨本田憲業．非 DICOM 画像の DICOM 化による画像・レポートの PACS 保存．第 871 回放射線診療研究会．2012
年 11 月 12 日，新宿住友ビル
⑩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，本田憲業，髙橋健夫，西村敬一

郎，山野貴史，上野周一．精巣腫大を認めなかった後腹膜絨毛癌の一例．第 13 回北関東クリニカル PET フォー
ラム．2012 年 11 月 17 日，東京ステーションコンファレンス
【総数：論文 6 件，学会発表 16 件，講演 4 件】
6-2．獲得研究費
577
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栁田ひさみ．埼玉医科大学平成 24 年度「若手医師育成研究費」
6-3．受賞
なし
6-4．特許，実用新案
なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 40 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2012/10/27
第 41 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2013/3/30
第 8 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小講堂，2012/11/9
第 48 回川越・東入間画像診断研究会，東入間医師会館，2012/7/13
第 49 回川越・東入間画像診断研究会，川越市医師会館，2013/1/17
第 9 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小講堂，2013/3/6
第 6 回埼玉西部画像診断医学セミナー，ラ・ボア・ラクテ，2012/6/16

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．
若手医局員獲得の為，医局専用ＨＰ開設．
（http://www.rad-smc.jp/）
クニカル・クラークシップを始めた．
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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：指導教員（大学院）
：放射線腫瘍学：
医学博士
新保宗史（SHINBO, Munefumi）
：准教授：指導教員（大学院）：放射線医学物理：工学博士
西村敬一郎（NISHIMURA, Keiichiro）
：助教：教育副主任
山野貴史（YAMANO, Takafumi）
：助教：大学院生（がんプロフェッショイナル養成プラン）
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, Akira）
：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．また放射線治療部門はもとより，他診療科や他施設スタッフともチーム医療が実践
できる良医を育てる．
●大学院教育：
高い研究マインドを持つ臨床腫瘍医を育成する．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：髙橋健夫）．医学物理の基礎，被曝に関する講
義を行う（担当：新保宗史）
○ BSL（担当：髙橋健夫，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．クリニカルクラー
クシップでは教室員に準じてカンファレンスに参加し，臨床の現場を体験しながら学習の向上を図る．
●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・基礎研究を推進しつつ，研究マインドを持った優れた臨床医を育成する．がんプロフェッ
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ショナル養成プランに大学院を入学させ，基礎・臨床の両面に精通する良医を育成する（現在，在籍 2 名）．
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％．
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．クリニカルクラークシップにも積極
的に対応している．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．
大学院教育はがんプロフェッシナル養成プランに 2 名在籍し，研究を推し進めている．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育の達成度は 90％．卒後教育の達成度は 80％．
卒前教育はいまの教育内容をさらに充実させていくことが目標である．卒後教育に関しては腫瘍学らなびに放射線
腫瘍学の臨床能力を高められるよう，濃密な教育体制を作り上げていく．大学院教育においては国際的な仕事が継続
的に行えるように努めていく．

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−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）
・泌尿器グループ（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 70％．
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
ConferencePapers in Medicine（Editorial Board）; 髙橋健夫
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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
特定非営利活動法人放射線医療国際協力推進機構，特定非営利活動法人日本ネパール医療協力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
論文
① Takahashi T, Saitoh J, Okonogi N, Okazaki A. Role of hyperthermia in the treatment of gastrointestinal cancers.
Thermal Medicine 29（1）: 25-36, 2013
② Subedi KS, Takahashi T, Yamano T, Saitoh J, Nishimura K, Suzuki Y, Ohno T, Nakano T: Usefulness of double
dose contrast-enhanced magnetic resonance imaging for clear delineation of gross tumor volume in stereotactic
radiotherapy treatment planning of metastatic brain tumors: a dose comparison study. J Radiat Res, 54（1）:
135-139, 2013
③ Ebara T, Kawamura H, Kaminuma T, Okamoto M, Yoshida D, Okubo Y, Takahashi T, Kobayashi K, Sakaguchi H,
Ando Y, Nakano T. Hemithoracic intensity-modulated radiotherapy using helical tomotherapy for patients after
extrapleuralpnemonectomy for malignant pleural mesothelioma. J Radiat Res, 53（2）: 288-294,2012
④髙橋健夫．特集：転移性脊椎腫瘍に対する最新治療戦略

転移性脊椎腫瘍に対する放射線療法 NOW．整形・災

害外科．55（9）1075-1082，2012
⑤髙橋健夫．放射線療法．がん骨転移のバイオロジーとマネージメント．米田俊之編．225-233，2012. 医薬ジャー
ナル社
学会発表
⑥髙橋健夫．切除可能 N2 非小細胞肺癌に対する術前術後療法の必要性 局所療法を併用する意義．第 27 回日本肺
癌学会ワークショップ．2012 年 7 月 14 日，神奈川県民ホール
⑦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，木谷

哲，長田久人，本田憲業．

当施設における手術不能頭蓋内ＡＶＭにたいする寡分割定位放射線治療．日本放射線腫瘍学会第 25 回学術大会．
2012 年 11 月 23 〜 25 日，東京国際フォーラム
⑧西村敬一郎，髙橋健夫，儀賀理暁，江口圭介，植松和嗣，中山光男．肺癌ならびに肺転移に対する中程度の寡分
割による躯幹定位照射．第 53 回日本肺癌学会総会．2012 年 11 月 8 〜 9 日，岡山コンベンションセンター
⑨山野貴史，髙橋健夫，西村敬一郎，上野周一，大野仁司，本戸幹人，新保宗史，長田久人，村田

修，本田憲業．

当施設における手術不能ＡＶＭに対する寡分割定位放射線治療成績の有用性についての検討．第 3 回国際放射
線神経生物学会大会．2013 年 1 月 25 〜 26 日，万国津梁館
⑩久保亘輝，野田真永，村田和俊，武者

篤，吉田由香里，高橋昭久，大野達也，髙橋健夫，中野隆史．肺癌細

胞における炭素線照射とカルボプラチン，パクリタキセルの併用効果．日本放射線腫瘍学会第 25 回学術大会．
2012 年 11 月 23 〜 25 日，東京国際フォーラム
【総数：論文 10 件，学会発表 23 件，講演 8 件】
6-2．獲得研究費
・平成 24 − 25 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

「医療放射線防護に関する研究」
（H24 −医療− 一般− 017）
・平成 25 − 28 年度文部科学省科学研究費補助金・基盤研究 C
「局所進行非小細胞肺癌に対する重粒子線・化学療法併用に向けての基礎的研究」
6-3．受賞
第 48 回群馬放射線腫瘍研究会優秀発表賞；
春川正子，小峰和美，西村敬一郎，川合恵美，桑原公亀，佐野元彦，儀賀理暁，髙橋健夫．“ つなげる ” という
存在の緩和ケアチーム．第 48 回群馬放射線腫瘍研究会．2013 年 2 月 23 日，群馬大学医学部保健学科ミレニ
アムホール
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 20 回埼玉県放射線腫瘍研究会，大宮ソニックシティ，2012/9/8
第 21 回埼玉県放射線腫瘍研究会，大宮ソニックシティ，2013/3/9
第 8 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小講堂，2012/11/9
第 48 回川越・東入間画像診断研究会，東入間医師会館，2012/7/13
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第 49 回川越・東入間画像診断研究会，川越市医師会館，2013/1/17
第 9 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小講堂，2013/3/6

7．自己点検・評価
教育の充実をはかり多くの学生，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：教育主任：研究主任：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：運営責任者：診療科長：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
安田貴昭（YASUDA, Takaaki）
：助教：外来医長
内田貴光（UCHIDA, Takamitsu）
：助教：研修担当医長：リエゾン診療医長
國保圭介（KOKUBO, Keisuke）
：助教
樋渡豊彦（HIWATASHI, Toyohiko）
：助教
倉持

泉（KURAMOCHI, Izumi）
：助教

島美和子（SHIMA, Miwako）
：助教
松原

理（MATSUBARA, Osamu）
：助教

志賀浪貴文（SHIGANAMI, Takafumi）
：助教（後期研修医）
森田美穂（MORITA, Miho）
：助教（後期研修医）
佐藤聖子（SATO, Seiko）
：助教（後期研修医）
三浦宗克（MIURA, Munekatsu）
：非常勤講師
黒澤亜希子（KUROSAWA, 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）：指導教員（大学院）：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．
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，この研究は終わったが，当科独自で継続している）
「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
「Dementiaand 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 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
② 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
③棚橋伊織，堀川直史：不眠が身体疾患に与える影響．精神科治療学 27：1211-1216, 2012
④堀川直史：腎臓疾患（身体疾患と向精神薬）．日本臨床 70：104-109, 2012
⑤堀川直史：軽症頭部外傷後の精神と行動の障害．精神科治療学 27：315-321, 2012
⑥堀川直史：糖尿病透析患者のこころのケア．糖尿病診療マスター 10：127-130, 2012
⑦堀川直史：サイコネフロロジー．腎と透析 72 増刊号腎疾患治療マニュアル 2012-2013：718-722, 2012
⑧堀川直史：軽症うつ病の典型例．精神科治療学 27：849-853, 2012
⑨堀川直史：高齢者糖尿病の精神障害．内分泌・糖尿病・代謝内科 35：57-60, 2012
⑩堀川直史：軽症頭部外傷後の心理と行動の障害：現在の知識と臨床精神医学の見方．日本職業・災害医学会誌
60：189-193, 2012
【総数：論文 29 件，学会発表 6 件，講演 44 件】
6-2．獲得研究費
平成 24 年度若手医師育成研究費
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，セミナー等開催実施
第 27 回日本老年精神医学会総会
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，庄司和春，藤宮
［分析検査−Ⅱ］室谷孝志，廣瀬久美，井上彩子，渡辺

敏，西牧

悦，大出

淳

剛

［形態検査−Ⅰ］寺井弘明，笛木知子，鈴木美子，高田雅代，渡邊裕樹，樋川市淑
［形態検査−Ⅱ］奈良
［微生物検査］関根

豊，加納美紀，石塚めぐみ，島田崇史，東田久美子，波木井裕之
進，松村敬依子，江端英祐，鈴木

勤，鈴木康巴，下田麻衣子

［生理機能検査］吉元美知子，吉田和広，金島奈津子，伊藤友彦，安達千晶，瀧澤真寿美，藤井あさみ，
［遺伝子検査］松尾千賀子
［中央採血室］大野優子，中野博貴，谷合希和
［出向（超音波センター）
］山下美奈子，三村弘司，瀬戸山昌宏，黒田正徳，田口香織，田中文子，波木井清夏，
木下佳美，田中映美
［出向（かわごえクリニック）
］広瀬ヒロ子，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て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）
，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 25 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．
質量分析法による細菌同定法の臨床応用のための基礎的検討．
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結核菌・マイコプラズマなどについて行い，核
酸増幅各法（realtime PCR および LAMP 法）の臨床的有用性を評価し院内臨床導入への体制を整えた．新たな寄生
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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
用を行った．質量分析法による細菌同定法はヨーロッパを中心に臨床導入が進展しているが，日本では立ち遅れてい
る．早期導入をめざして基礎的検討を行った．
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，結核菌およびマイ
コプラズマ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．質量分析法による細菌同定法について早期の導入および臨床研
究への応用を進める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
中央検査部は臨床各科からの検査オーダーに対し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
医学会保険点数委員会委員，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：
「ホルモン測定法の進化

免疫測定法から質量分析法へ」（講演）

第 22 回臨床内分泌代謝 Update（埼玉）2013.
②三橋知明：ホルモンの病気：亜急性甲状腺炎
からだの科学

275 号 78-82.

③三橋知明：甲状腺疾患
Medical Practice

2012.

症候から診断へ．

29 巻

164-167.

2012.

④島田崇史他：化学発光酵素免疫測定法を用いた抗 CCP 抗体測定試薬 MEBLux CL-CCP
テストの基礎的検討．日本臨床検査自動化学会会誌

37 巻

⑤井上彩子他：亜鉛の日内変動についての検討．医学検査

303-306.

61 巻

2012.

748-752.

2012.

⑥西牧悦他：MMP-3 測定試薬パナクリア MMP-3「ラテックス」の検討．
日本臨床検査自動化学会第 44 回大会（横浜）2012.
⑦庄司和春他：鉄剤長期投与によりフェリチン高値を来した 1 症例．
第 28 回日本静脈経腸栄養学会学術集会（金沢）2013.
⑧中野博貴他：自動血球分析装置 XT-4000i による髄液細胞測定の検討．
第 41 回埼玉県医学検査学会（埼玉）2012.
⑨田中文子他：当院で経験した巨大左心耳瘤の 1 症例．
第 41 回埼玉県医学検査学会（埼玉）2012.
⑩鈴木康巴他：CYFRA 院内導入における ECLIA 法と CLIA 法との比較．
第 41 回埼玉県医学検査学会（埼玉）2012.
【総数：論文 5 件，学会発表 6 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．
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7．自己点検・評価
日常の検査業務については，各臨床科の要望に十分応えるよう努力が続けられた．一方，教育・研究に関しても従
来どおり全力で遂行している．医学部 5 年生の BSL に関しては，実習および講義・ディスカッションを通じて成果
を上げている．研究業績に関しては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：代表指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：人体病理学，皮膚病理学：博士
東

守洋（HIGASHI, Morihiro）
：講師：研究副主任：大学院教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：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）
，成清羊佳（NARIKIYO, Mika）
，秋山慶介（AKIYAMA, Keisuke）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
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3-3．研究内容と達成度
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．in vitro で
は LR11 が Rituximab による細胞障害を抑制することを見出した．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いる．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.
590

病理部

Editorial Board in Journal of Clinical and Experimental Hematopathology. 日本臨床細胞学会編集査読委員．日本病理
学会，臨床病理 編集委員会査読委員．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本病理学会コンサルテーションメンバー（日本病理学会）：田丸淳一，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 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. 2012 Feb;3(2):287-292.
② Kojima M, Noro M, Nakazato Y, Akikusa B, Tamaru J, Masawa N, Kashimura M. Epstein-Barr virus-associated
B-cell lymphoma of the spleen resembling infectious mononucleosis morphologically. Leuk Lymphoma. 2012
Dec;53(12):2504-6.
③ 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 Apr 15;18(8):2164-72.
④ Matsumoto H, Yamamoto E, Kamiya C, Miura E, Kitaoka T, Suzuki J, Yamamoto K, Deguchi J, Higashi M, Tamaru J,
Sato O. Sural Artery Bypass in Buerger's Disease: Report of a Case. Ann Vasc Dis. 2012;5(2):199-203.
⑤ Ito S, Ishii G, Hoshino A, Hashimoto H, Neri S, Kuwata T, Higashi M, Nagai K, Ochiai A.Tumor promoting eﬀect
of podoplanin-positive ﬁbroblasts is mediated by enhanced RhoA activity. Biochem Biophys Res Commun. 2012
May 25;422(1):194-9.
⑥ Kobayashi M, Miki Y, Ebina M, Abe K, Mori K, Narumi S, Suzuki T, Sato I, Maemondo M, Endo C, Inoue A,
Kumamoto H, Kondo T, Yamada-Okabe H, Nukiwa T, Sasano H. Br J Cancer. 2012 Nov 6;107(10):1745-53.
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecules as surrogate markers for EGFR inhibitor sensitivity in
human lung adenocarcinoma.
⑦ Verma MK, Miki Y, Abe K, Nagasaki S, Niikawa H, Suzuki S, Kondo T, Sasano H. Co-expression of estrogen
receptor beta and aromatase in Japanese lung cancer patients: gender-dependent clinical outcome. Life Sci. 2012
Oct 22;91(15-16):800-8.
⑧ Inoue T, Miki Y, Abe K, Hatori M, Hosaka M, Kariya Y, Kakuo S, Fujimura T, Hachiya A, Honma S, Aiba S, Sasano H.
Sex steroid synthesis in human skin in situ: the roles of aromatase and steroidogenic acute regulatory protein in
the homeostasis of human skin. Mol Cell Endocrinol. 2012 Oct 15;362(1-2):19-28.
⑨ Shibahara Y, Miki Y, Onodera Y, Hata S, Chan MS, Yiu CC, Loo TY, Nakamura Y, Akahira J, Ishida T, Abe K,
Hirakawa H, Chow LW, Suzuki T, Ouchi N, Sasano H. Aromatase inhibitor treatment of breast cancer cells
increases the expression of let-7f, a microRNA targeting CYP19A1. J Pathol. 2012 Jul;227(3):357-66.
⑩ Verma MK, Miki Y, Abe K, Niikawa H, Sasano H. Cytoplasmic estrogen receptor β as a potential marker in
human non-small cell lung carcinoma. Expert Opin Ther Targets. 2012 Mar;16 Suppl 1:S91-102.
【総数：論文 28 件，学会発表 49 件，講演 11 件】
6-2．獲得研究費
591

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
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
教育，研究，診療についても概ねの目標は達成されているものと考えられるが，病理解剖の報告や FISH 遺伝子診
断の導入について課題も残されている．現在の人的資源とそこにかかっている負担の重さから現状を維持する以上の
新たな技術導入が遅れがちとなっている．人的資源については全国的レベルでの病理医不足が主な要因であると考え
られるが，魅力ある施設を目指し，積極的に解消していきたい．
埼玉医科大学の 3 医療施設は，リンパ造血器系疾患において，大きな存在となりつつあり，当病理部もその中での
重要な役割を担っている．そのことを更に追求して行くと同時に，それ以外の症例にも一例として比重の軽いものは
ない，ということを肝に銘じ，教育，研究，診療において，病理部が果たしている役割について正しい評価が得られ
るように努力する．教育については消化器がんキャンサーボードや他大学を含む広域 CPC などの新たに導入された
ものについて参加した．今後も積極的に参加する予定である
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2．33）輸血・細胞治療部
1．構成員
前田平生（MAEDA, Hiroo）
：院長代理：教授：運営責任者：診療部長：教育主任：指導教員（大学院）
：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：指導教員（大学院）：研究主任：臨床免疫学，
細胞療法：博士
別宮好文（BECK, Yoshifumi）
：客員教授
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
大木浩子（OHKI, Hiroko）
：係長：臨床検査技師
今井厚子（IMAI, Atsuko）
：主任：臨床検査技師
野呂光恵（NORO, Mitsue）
：臨床検査技師
森絵里子（MORI, Eriko）
：臨床検査技師
関

佐織（SEKI, Saori）
：臨床検査技師

平田蘭子（HIRATA, Ranko）
：実験助手

2．教育
2-1．目的・目標
「卒前教育」
：輸血・細胞治療部では，講義のみならず実習を行い，実際の輸血医療に必要な手技と輸血過誤防止の
ための知識を初期臨床研修に先んじて習得させることを目標としている．
「卒後教育」
：輸血に関する知識はすべての診療科の医師に必須である．適切な輸血医療は病院の医療安全対策と密
接に関わる．これらの背景のもと医師と看護師に適切な輸血療法を指導するとともに，資格取得のための研修も行う
ことを目的とする．
「大学院教育」
：輸血学に関する学術業績をあげるための指導を行うことを目的としている．（本年度は該当無し．
）
2-2．教育内容（担当者：前田，大久保）
．
「卒前教育」
：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 GVHD，輸血感染症等の副作用・合併症である．実習は，自己血輸血，血液型，交差適合
試験の実際である．また，3 年生の血液内科学および 6 年生の外科学内で輸血学の系統的講義を行った．当基本学科
では，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」を著作の上使用している．
「卒後教育」
：4 月の新入職者のオリエンテーションにて，血液製剤の適正使用，医療安全，血液型判定実習等をあ
わせて 1 日指導している．また，輸血療法委員会から指名を受けた医師に対して，血液型判定の再実習を行っている．
この他，資格取得などの目的で研修の依頼があった医師，看護師および臨床検査技師に指導を行っている．現在，当
院は日本輸血・細胞治療学会・日本血液学会・日本外科学会・日本産科婦人科学会・日本麻酔科学会協議会と日本看
護協会推薦による学会認定・臨床輸血看護師制度の研修認定施設である．また，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もあり，それぞれの研修・教育に協力している．
2-3．達成度
「卒前教育」
：BSL では，実習レポート，筆記試験等を併用しながら指導している．特に昨年度からは実習にも確認
試験を導入して，指導が確実に達成されていることを確認している．講義・実習終了時には回収する学生の感想・評
価の内容，教育センターからのフィードバックにより確認している．評価は毎年向上しており，目標は達成されてい
ると判断される．
「卒後教育」
：個々の事例に対して，該当する個人に教育と指導をおこなうとともに，院内全体へは，院内セミナー
や輸血療法委員会を通じて教育を行っている．
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」
：実習の充実に努めている．例えば，写真を加えた専用のテキストの作成．さらに実習内容を教員が実
演する DVD を作成している．これにより，実習に対する学生からの評価は高くなっている．（学生は）口頭試問を苦
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手としており，質問を促しても自ら質問をすることはほとんどない．そこで，学生の知識整理と習熟の手助けとなる
ように，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まとめた自学自習用のプリントを配布すること
とした．また，到達度確認試験を充実させることも次年度計画とする．
「卒後教育」
：輸血部門の卒後教育の成果は輸血療法の診療内容に反映するものと考えられる．今年度から当院では
輸血管理料の適正使用加算の申請ができるようになった．このレベルにまで当院の適正輸血が到達したことは，各診
療科の協力と広い意味での「卒後教育」の成果であると考えられるため，今後もこれらを推進してゆく．学会認定・
臨床輸血看護師資格を 1 人が取得することに協力した（合計 3 名）．また，認定輸血検査技師資格を輸血部所属技師
1 人が取得した（合計 4 名）
．

3．研究
3-1．目的・目標
輸血・細胞治療部では輸血医療のみならず細胞治療，移植医療，遺伝子に関連する広い分野の研究を行っている．
たとえば，HLA と疾患の関係，がんの細胞治療，フィブリノゲン調査などである．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血液内科・泌尿器科・婦人科との臨床研究．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埼玉県合同輸血療法委員会世話人施設と共同
して行っている．5）
大量の輸血時の血清フィブリノゲン値の解析等の共同研究を厚生労働省研究班の一員として行っ
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
者が少ない．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報告した．3）厚生
労働省研究事業（宮田茂樹研究代表者）の一員としての大量の出血時の適正輸血に関する研究（血清フィブリノゲン
値の解析）は初年度である．4）県内の適正輸血推進のための方策を検討する埼玉県合同輸血療法委員会における活
動成果は「埼玉輸血フォーラム」にて報告している．5）その他，各科での HLA と疾患の関連に関する研究への協
力を引き続き行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
共同研究者として参加している全ての研究において，十分な役割を果たしている．しかし，診療科の対象患者数の
増減に左右される共同研究は次年度の計画を立てるのが難しい．例えば，治療適応患者とスタッフ減により卵巣癌治
療の研究は進みにくい状況にある．一方，血清フィブリノゲン値の多施設調査では短期間で成果を上げており，その
内容は学会でも評価されていることから，次年度以降も共同研究を進める計画である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
輸血・細胞治療部は診療科に協力して血液製剤の安全で適正な使用の推進と末梢血幹細胞移植等の先進的な治療に
おいて重要な役割を果たしている．本年度の診療実績は，血液型検査：時間内 8,669 件 ＋ 時間外 710 件，交差適合
試験：時間内 15,936 単位 ＋ 時間外 5,735 単位，感染症検査：時間内 16,563 件 ＋ 時間外 2,493 件（於抗 HCV 抗
体の検査）
，HLA 検査は 143 件である．実使用量は RCC 15,806 単位，自己血 241.81 単位（採取 324 バッグ，不使
用 216 単位）
，FFP 8,533.75 単位：うち血漿交換 1742.75 単位，アルブミン 64,325g ＝ 21,441.67 単位．末梢血
幹細胞 15 回採取，移植 16 回，この他骨髄液からの単核球精製・赤血球除去を実施．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を一元管
理．FFP ／ RCC（補正）＝ 0.477，アルブミン／ RCC ＝ 1.336（輸血管理料 I；施設および適正使用加算を満たす）
．
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 HLA 等の検査と移植外
来を実施．学会認定・臨床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および日本輸血・細胞治療学会
認定医制度指定施設であり，日本輸血・細胞治療学会認定医，学会認定・自己血輸血責任医師，学会認定輸血検査技
師，学会認定・臨床輸血看護師，学会認定 HLA 検査技術者が常勤している．

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）．
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厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス，総合研究

大

量出血症例に対する最適輸血療法の確立に関する研究：研究分担者（前田）．
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，情報編集委員会委員長（前田）．評議員，情報編集委員会委員，学
会認定医試験小委員長，学会認定・臨床輸血看護師制度カリキュラム委員長（大久保）．

6．業績
6-1．論文・学会発表
①大久保光夫，前田平生．輸血療法，消化器疾患の主要な治療法．消化器疾患最新の治療 2013-2014．
菅野健太郎 他 編集．p49-52, 南江堂，東京．2013 年 2 月．
②阿南昌弘，大久保光夫，大木浩子，今井厚子，野呂光恵，森絵理子，前田平生．大量輸血症例における患者フィ
ブリノゲン濃度と輸血量についての検討．日本輸血細胞治療学会誌：59：p38-42，2013 年 2 月．
③前田平生．輸血医療の新展開− Patient Blood Management（患者中心の輸血医療），大量出血における止血重視
の輸血療法，フィブリノゲン製剤の新展開．医学のあゆみ：243：p301-305，2012 年 10 月．
④前田平生．免疫反応と輸血 輸血による免疫修飾，今日的意義．第 59 回日本臨床病理医学会学術総会．2012 年
11 月．京都市．
⑤舘

明子，大久保光夫，前田平生．当院の側彎症矯正手術における自己血輸血の現状．第 60 回日本輸血細胞治

療学会総会．2012 年 5 月．福島県郡山市．
⑥阿南昌弘，大久保光夫，大木浩子，今井厚子，野呂光恵，森絵理子，渡辺

剛，前田平生．当院における患者フィ

ブリノゲン濃度と輸血量についての検討．第 60 回日本輸血細胞治療学会総会．2012 年 5 月．福島県郡山市．
⑦伊丹直人，坂中須美子，濱田昇一，神山

泉，坂口武司，前原光江，大久保光夫，前田平生．埼玉県における

合同輸血療法委員会の役割と体制，中小規模施設へのアンケートから．第 60 回日本輸血細胞治療学会総会．
2012 年 5 月．福島県郡山市．
⑧岡本直子，洞庭敬子，坂口武司，伊丹直人，前原光江，大久保光夫，前田平生．輸血業務検討小委員会活動報告
（埼玉県）
，廃棄血削減に向けて．第 60 回日本輸血細胞治療学会総会．2012 年 5 月．福島県郡山市．
⑨坂口武司，伊丹直人，前原光江，大久保光夫，前田平生．埼玉県合同輸血療法委員会における輸血業務検討小委
員会の役割．第 60 回日本輸血細胞治療学会総会．2012 年 5 月．福島県郡山市．
⑩大久保光夫．献血資源を用いた研究のあり方と国民への還元 遺伝子情報を含む検査へ．第 60 回日本輸血細胞治
療学会総会．2012 年 5 月．福島県郡山市．
【総数：論文 5 件，学会発表 9 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費
厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス，総合研究：大
量出血症例に対する最適輸血療法の確立に関する研究：研究分担者（前田）．
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 4 回埼玉県輸血フォーラム：主催

埼玉県合同輸血療法委員会

代表世話人

前田平生

於平成 25 年 2 月 2 日，

さいたま市．

7．自己点検・評価
中央部門としての業務に加えて，教育，研究，診療を少ない人員で運営するために，スタッフはその高い専門性（学
会認定・臨床輸血看護師，輸血認定技師，輸血認定医，自己血輸血責任医師）に拘らず複数の役割を果し，教育，研
究，診療のいずれにおいても概ね目標は達成されている．1）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，HLA 研修施設として，また，埼玉県合同輸血療法委
員会の中心となって，社会的にも貢献している．2）教育では講義と実習に関して自己学習用冊子と専用テキストの
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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うなど，きめ細かい指導を行っ
てきた．3）研究と業績に関しては，院内のみならず他大学との共同研究を行っている．また，厚生労働省の研究班
に参画して研究費を得ている．4）診療に関して，末梢血幹細胞採取は開始以来のべ 575 人（649 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．当施設では，患者に負担をかけない方法で安全に幹細胞が採取され，細
胞の処理は GMP 準拠の施設で行っている．自己血外来では，採取のみならず（自己血採血が手術前 4 週間ほど前か
ら始まるため）術前検査の再確認や患者の合併症の把握などで診療各科に協力している．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と移植外来は評価
されている．
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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）：研究主任：循環器，動脈硬化：博士
伊藤博之（ITO, Hiroyuki）
：准教授（心臓内科兼担）：教育主任：循環器，心電学：博士
運営責任者・診療科長は平 24 年 4 〜 8 月は丸山，9 月〜平 25 年 3 月は伊藤が務めた．

2．教育
2-1．目的・目標
心臓内科参照．
健康管理科は学生教育への関与はなく，心臓内科の学生教育の一部を担当している．
2-2．教育内容（担当者）
1．4 年生臨床入門「身体診察のまとめ・胸部診察」チューター（伊藤）
2．5 年生特別演習「動脈硬化・狭心症・心筋梗塞」，「心不全・心筋症」講義（伊藤）
3．心臓内科 BSL のクルズス 2 枠を担当（伊藤）
4．4 年生共用試験 OSCE の学内評価者講習「バイタルサイン」担当（伊藤）
2-3．達成度
心臓内科参照
2-4．自己評価と次年度計画
BSL クルズス，講義とも学生から高い評価を受けた．次年度は伊藤のドック業務が増加するため，BSL クルズスは
1 枠に削減する予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
人間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．健康管理科としては加齢による
心血管系の変化を主な研究テーマとしている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
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行っ
ている．また高次医療機関でのドックの特色として，要医療の例について専門科と密接に連携している．本年度は
306 名が受診し，158 名が精査・治療のため院内各診療科に紹介となった．

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
査読委員：Annals of Vascular Diseases, Hypertension Research（丸山）
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，日本臨床生理学会（丸山），日本心電学会（伊藤）
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Sasaki O, Nishioka T, Inoue Y, et al
Longitudinal heterogeneity of coronary artery distensibility in plaques related
to acute coronary syndrome
Clin Res Cardiol 101 (7): 545-551, 2012
② Maruyama Y, Ito H
Relation of calcium redistribution with atherosclerotic risk factors and
cardiovascular remodeling
Ningen Dock 27 (5): 806-812, 2013
③ Sasaki O, Nishioka T, Inoue Y, Sasaki H, Ito H, Yoshimoto N
Aortopulmonary artery ﬁstula: ruptured aneurysm of the distal aortic arch into
the pulmonary artery
Echocardiography 30: E67-E69, 2013
④中出泰輔，中田貴彬，安藤敏行，外山堅太郎，伊藤博之，西岡利彦，吉本信雄
アミオダロン投与 6 日目で acute respiratory distress syndrome 型の薬剤性肺障害を来した大動脈弁狭窄症患者
の1例
Progress in Medicine 33 (suppl 1): 742-745, 2013
⑤ Sasaki O, Nishioka T, Inoue Y, et al
Obesity paradox in patients with ischemic heart disease -A Virtual Histology
intravascular ultrasound studyScientiﬁc Sessions 2012 American Heart Association
Los Angeles, CA, USA 2012 年 11 月 3-7 日
⑥ Kamiyama T, Nishioka T, Toyama K, Sasaki O, Ito H
Usefulness of ultrasonic lung comets obtained by a pocket-sized ultrasound
device in sitting outpatients
62nd Annual Scientiﬁc Session American College of Cardiology
San Francisco, CA, USA 2013 年 3 月 9-11 日
⑦井口貴文，外山堅太郎，佐々木修，伊藤博之，丸山義明，西岡利彦，吉本信雄
Primary PCI を行った左主幹部心筋梗塞患者の臨床的特徴および予後についての検討
第 60 回日本心臓病学会学術集会

金沢

2012 年 9 月 14-16 日

⑧山口隆太郎，佐々木修，西岡利彦，他
急性冠症候群症例において Virtual-Histology IVUS は slow ﬂow/no reﬂow を予測できるか？
第 60 回日本心臓病学会学術集会

金沢

2012 年 9 月 14-16 日

⑨ Sasaki O, Nishioka T, Inoue Y, et al
Renal function is one of the determinant factors of subclinical coronary
calciﬁcation -an intravascular ultrasound Virtual Histology study第 77 回日本循環器学会学術集会

横浜

2013 年 3 月 15-17 日

⑩ Toyama K, Koike A, Isshiki A, et al
Serum N-3 polyunsaturated fatty acid level as a determinant factor of arterial
remodeling in patients with coronay artery disease
第 77 回日本循環器学会学術集会

横浜

2013 年 3 月 15-17 日

【総数：論文 4 件，学会発表 8 件，講演 0 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
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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，9 階西病棟のご協力により，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：代表指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：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

2．教育
2-1．目的・目標
消化器腫瘍の診断，治療に関する教育をおこなう
2-2．教育内容
消化器腫瘍の内科的事項につき教育する
2-3．達成度
目標はほぼ達成された
2-4．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．目的・目標
消化器腫瘍の診断，治療に関する研究をおこなう
3-2．研究プロジェクト
内視鏡的画像解析

治療成績の解析

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

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
消化管腫瘍の患者に対し安全で質の高い医療を提供することを目標とし，消化器がんの診断と内科・内視鏡的治療
を行った．早期消化管がんに対する内視鏡治療は技量が安定し，偶発症の少ない安全な治療を提供できた．閉塞性黄
疸に対して経皮的あるいは内視鏡に安全な減黄を行った．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員

該当なし

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：日本消化器内視鏡学会査読委員，Digestive endoscopy 査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務

該当なし

6．業績
6-1．論文，学会発表，著者
代表論文
①野中康一，新井

晋，伴

慎一，北田英貴，名本真章，永田耕治，落合康利，外川

修，中尾将光，西村

誠，

石川恵子，佐々木裕，喜多宏人
胃腺腫と高分化型腺癌の鑑別における Narrow Band Imaging(NBI)Type 分類の有用性の検討 -prospective study601
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Gastroenterological Endoscopy 55 巻 7 号 Page2050-2060 (2013.07)
②野中康一，新井

晋，伴

慎一，永田耕治，庄野

孝，落合康利，外川

修，中尾将光，西村

誠，石川恵子，佐々

木裕，喜多宏人
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 Nonaka K, Namoto M, Kitada H, Shimizu M, Ochiai Y, Togawa O, Nakao M, Nishimura M,
Ishikawa K, Arai S, Kita H.
Usefulness of the DL in ME with NBI for determining the expanded area of early-stage differentiated gastric
carcinoma.
World J Gastrointest Endosc. 2012 Aug 16;4(8):362-7.
④ Nishimura M, Togawa O, Matsukawa M, Shono T, Ochiai Y, Nakao M, Ishikawa K, Arai S, Kita H.
Possibilities of interventional endoscopic ultrasound.
World J Gastrointest Endosc. 2012 Jul 16;4(7):301-5.
学術論文（症例報告）
⑤ Nonaka K, Ishikawa K, Arai S, Nakao M, Shimizu M, Sakurai T, Nagata K, Nishimura M, Togawa O, Ochiai Y,
Sasaki Y, Kita H.
A case of gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma in which magniﬁed endoscopy with narrow band
imaging was useful in the diagnosis.
World J Gastrointest Endosc. 2012 Apr 16;4(4):151-6
⑥外川

修，毛利

大，野中康一，落合康利，中尾将光，西村

膵腫瘍に対する内視鏡的抗腫瘍療法・緩和治療

誠，石川恵子，新井

晋，喜多宏人

切除症例に対する術前胆管ドレナージ

ステントの必要性と選

択（解説／特集）肝・胆・膵 (0389-4991)66 巻 1 号 Page47-52(2013.01)
【総数：論文 20 件，学会発表 25 件】
6-2．獲得研究費
6-3．受賞
6-4．特許

該当なし

該当なし
該当なし

6-5．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，心エコー検査：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
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（TOBIUME, Takeshi）
：助教：循環器病学，不整脈，カテーテルアブレーション

中埜信太郎（NAKANO, Shintaro）
：助教：循環器学，小児循環器学，救急一般，虚血性性心疾患
吉本晴美（YOSHIMOTO, Harumi）
：助教：循環器病学，画像診断，心エコー検査：博士
有山幸紀（ARIYAMA, Miyuki）
：助教：循環器病学，画像診断，心エコー検査：博士
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
杉

佳紀（SUGI, Keiki）
：助教：博士：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

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

舟田周平（FUNADA, Shuhei）
：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
丸山隆元（MARUYAMA, Ryugen）
：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
與沢直子（YOZAWA, Naoko）
：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
深澤佑介（FUKAZAWA, Yuusuke）
：助教：循環器病学
志貴祐一郎（SHIKI, Yuichiro）
：助教：循環器病学，不整脈，平成 24 年 9 月まで
田中沙綾香（TANAKA, Sayaka）
：助教：循環器病学，平成 24 年 10 月から
客員教授：河本修身（KOHMOTO, Osami）
：指導教員（大学院）：循環器病学，心機能・心不全：博士
（SHIMIZU, Wataru）
：循環器病学，不整脈：博士
学院）
：循環器病学，心エコー検査：博士

客員講師：元山

本義博（MORIMOTO, Yoshihiro）
：循環器病学：博士
心疾患：博士

渉

猛（MOTOYAMA, Takeshi）：循環器病学：博士

森

宮本直政（MIYAMOTO, Naomasa）：循環器病学，虚血性

浅野由起雄（ASANO, Yukio）
：循環器病学，不整脈：博士

病学，虚血性心疾患，カテーテルインターベンション
テルインターベンション

清水

客員准教授：中島淑江（NAKAJIMA, Yoshie）
：論文審査教員（大

関

山田裕一（YAMADA, Yuichi）：循環器

憲司（SEKI, Kenji）
：循環器病学，虚血性心疾患，カテー

荻野達夫（OGINO, Tatsuo）：循環器病学，不整脈：博士

原

幹（HARA, Motoki）
：論

文審査教員（大学院）
：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中の，循環器病学の基本を担当し，病態生理に基づき理解しやすい講義を，
5 年生の BSL および CC では，学生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．BSL 循環器ユニットのプログラムでは，循環器系（心臓内科，心臓血管外科，小児心臓科）2 週間
とし，
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 2 日間回り，まとめは心臓内科で行っ
ている．6 年生への講義内容は，国家試験合格レベルに加えて，初期臨床研修で求められる事項も含んでいる．
卒後教育：初期研修医は，診療チームの中で，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．
大学院教育：一名が在籍し，3 年目にあたり，成果の中間発表を目標とした．「急性冠症候群の上腕動脈内皮機能
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の評価」に関する研究の成果の一部を 2 学会で発表した．
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．週 1 回の外科合同カンファレンス，院内の CPC にも参加させた．
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
ベルに達していない学生もみられ，クルズスによる補講を行っている．臨床実習は，量，質ともに向上がのぞまれ，
今後要求される国際標準レベルに到達するには，さらなる努力を要する．
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，急性冠症候群，急性心不全ある
いは慢性期の検査入院の症例など多様な患者を受け持つことができた．
大学院教育：院生が，
「急性冠症候群の上腕動脈内皮機能の評価」に関する研究の成果の一部を 2 学会で発表した．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：概ね目標を達成した．系統的講義は，基礎の細胞生物学を理解した上で，循環器疾患の病態生理に基づ
く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 7 日冠と減少し，循環器内科全般
の知識の復習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一般的技能の習得もめ
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診療にあたり，内容を卒後臨床
研修とリンクを考慮したものとしている．
卒後教育：到達目標のからなりを達成できた．初期臨床研修においては，すべての到達目標を達成しないと終了とな
らないため，他科との協力して目標の達成を目指している．

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研究テーマを
選ぶことを目標とした．多施設研究には積極的に参加すること，translational research 研究の推進を目指した．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た研究成果を，地方会等で報告し，論文の作成
を義務付けている．
3-2．研究グループ
虚血性心疾患グループ，不整脈グループ，心不全グループ，および心臓核医学グループ，心臓超音波検査，心臓
CT，心臓 MRI 画像診断グループに分けている．心不全グループでは，心不全モデルを用いて，拡張不全から収縮
不全への進展機序の解明を，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-ACCESSIV，REALCAD，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．先進
医療である和温治療の多施設治験にも加わった．
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．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．
心不全グループでは，村松俊裕准教授を中心に，重症心不全の診断と，至適薬物治療に関する生化学的マーカーによ
る効果判定の有効性等の研究を行っている．当センターが，心臓移植実施施設として認可され，2 例目（大学病院の
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実績を加えると 5 例目）の心臓移植が行われた．新しい陽圧換気法である ASV の効果を急性心不全で検証する研究
も進行中である．千本末准教授とともに，重症心不全の悪化因子を検討する多数の心不全例を対象としたゲノムワイ
ド解析研究を開始した．
3-4．自己評価と次年度計画
それぞれの研究の主テーマは，数年前から研究してきたものであり，一部はその成果を，英語原著論文としてまと
めた．当科の特徴を活かし，地域での関連施設も参加する地域臨床研究，心筋組織を用いたエピジェノミック解析研
究を準備している．また，電子カルテからの情報を取り込むデータベースシステムの構築を準備し，一部は IRB の承
認を得た．

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チームが，集約
して診療する体制を強化し，
診療症例数が増加した．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，再同期治療等を実施し，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，心臓 CT 検査，心臓 MRI 検査数は漸増
している．心臓移植例の術後管理，他施設からのコンサルテーションに当たっている．J-ACCESSIV, J-RHYTHMII 等
の医師主導の全国的な治験にも参加した．

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）
，日本冠疾患学会副編集長，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， 村 松 俊 裕 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, Annals of Nuclear Medicin, 日本核医学学会誌，Internal Medicine（日
本内科学会雑誌英語版）
，心臓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，著書等 10 編
① Erdem A, Uenishi M, Kucukdurmaz Z, Matsumoto K, Kato R, Hara M, Yazici M. The eﬀect of metabolic syndrome
on heart rate turbulence in non-diabetic patients.Cardiol J. 2012;1:507-12.
② Erdem A, Uenishi M, Matsumoto K, Kucukdurmaz Z, Kato R, Sahin S, Yazıcı M. Cardiac autonomic function
in metabolic syndrome: a comparison of ethnic Turkish and Japanese patients. J Interv Card Electrophysiol.
2012;35:253-8.
③ Nakano S, Sujino Y, Tanno J, Ariyama M, Muramatsu T, Senbonmatsu T, Nishimura S, Tamura Y, Fukuda K.
Inducible intrapulmonary arteriovenous shunt in a patient with beriberi heart. Am J Respir Crit Care Med.
2013;187:332-3.
④ Erdem A, Uenishi M, Kucukdurmaz Z, Matsumoto K, Kato R, Hara M, Yazıcı M. Cardiac autonomic function
measured by heart rate variability and turbulence in pre-hypertensive subjects. Clin Exp Hypertens.
2013;35:102-7.
⑤ Guidelines for clinical use of cardiac nuclear medicine (JCS 2010) - digest version - .JCS Joint Working Group.
Circ J. 2012;76:761-7
⑥松尾

汎，松村

誠，小田代啓太，久保田義則，佐藤

洋，西山和宏，平井都始子，村田和也：超音波による大
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動脈・末梢動脈病変の標準的評価法（案）
．Jpn J Med Ultrasonics 2012; 39:147-56
⑦村松俊裕，小川晴美，加藤律史，飛梅

威，内田龍制，牧田

茂，小宮山伸之，西村重敬．CRT non-responder

である難治性心不全に対し和温療法が有効であった 1 例．心臓 2012, 44: 592-6
⑧ Makoto Matsumura: How to insert transesophageal echocardiography probe: Awake and intraoperative cases.
Transesophageal Echocardiography (Rozyo Omoto Ed), Shindan To Chiryosha, Tokyo. p25-36, 2012.
⑨小宮山伸之，白崎泰隆．冠動脈血栓吸引，末梢保護．循環器疾患最新の治療 2012-2013．堀正二，永井良三，編．
p122-124，2012，南江堂，東京．
⑩西村重敬，
葛西督雄．心臓核医学エビデンス．BRAND NEW 心臓核医学−機能画像が病態を捉える．西村恒彦編集．
P182-245，2012，金原出版，東京．
【総数：論文 15 件，学会発表 24 件，講演 16 件】
6-2．獲得研究費
埼玉医科大学学内グランド日高プロジェクト；2 件
6-3．受賞
該当無し
6-4．特許，実用新案
1 件申請中
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
新鎌北湖セミナーを 3 回，院内講演会を 4 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できた．卒前教育では，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．今後も，その方針を継続していき
たい．循環器病学は範囲が広範であるため，6 年生へは，重要な点に絞りこんだ内容の講義を行っている．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，到達目標をできるだけ多く達成できるよう
に配慮した．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しい視点から病態を解析できた症例，新治
療が成功した症例等を，自らが学会発表できた．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．本年度は日本循環器学会認定専門医試験に 2 名が合格した．大学院生は，研究の中間期の成果を発表できた．
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．稀な疾患，病態，治療において示唆に富む症例を論文にして報告し
た．急性冠症候群例の冠動脈内血栓を解析する研究，冠動脈狭窄病変の機能的狭窄度を血管超音波検査等を用いて評
価する研究の成果を投稿中である．
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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：代表指導教員（大学院）：肺癌：博士
村山芳武（MURAYAMA, Yoshitake）
：准教授：研究主任：教育主任：指導教員（大学院）：肺癌：博士
小山信之（KOYAMA, Nobuyuki）
：講師：研究員：大学院教員（大学院）：肺癌：博士
岡野哲也（OKANO, Tetsuya）
：講師：研究員：大学院教員（大学院）：肺癌：博士
加賀亜希子（KAGA, Akiko）
：助教：研究員：大学院教員（大学院）：博士
大東久佳（DAITO, Hisayoshi）
：助教：研究員：大学院教員（大学院）：博士
三尾友彦（MIO, Tomohiko）
：助教：研究員
宇津木春枝（UTSUGI, Harue）
：助教：研究員
増本

愛（MASUMOTO, Ai）
：助教：研究員

前野有理（MAENO, Yuri）
：非常勤医員：研究員
石川里奈子（ISHIKAWA, Rinako）
：非常勤医員：研究員：博士

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育では，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．臨床実習意欲を最大
限に引き上げ，結果として学習効果を上げることを目標とした．卒後教育では，研修医が呼吸器悪性疾患の診断から
治療までを一通り習得するとともに，症例ごとに全身管理まで行えることを目標とした．
2-2．教育内容
卒前教育では，各担当講義ではポイントをわかりやすく説明することに力点を置いた．また，5 年生の BSL では，
画像診断教育を行いながら，呼吸器疾患の診断から治療にいたるまで，それぞれの症例に基づいて習得させた．クリ
ニカル・クラークシップにおいては，担当症例について実際の臨床に即した教育を行うとともに，ディスカッション
にも積極的に参加させるように促した．
卒後教育において，初期研修医に対しては，スムーズに臨床研修に入れるようにマンツーマンで指導するとともに，
カンファにおけるプレゼンテーションについても細かく指導した．また，ある程度基礎的臨床技能を習得している者
に対しては，呼吸器疾患に特化した技術についても指導した．また，胸部画像診断については，一定以上の水準に到
達できるよう特に指導した．
2-3．達成度
卒前教育の BSL では，
主な呼吸器疾患について，画像診断を基にして体系的に理解させることができた．クリニカル・
クラークシップでは，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．
卒後教育の初期研修では，呼吸器だけでなく一般内科としても，必要な知識や技術を習得させることができた．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育の BSL は，
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．また，肺癌以外の呼吸器の代表的疾患についても忘れていた内容を有機
的に結びつけて理解させることができた．次年度も同様のシステムで教育を行う．クリニカル・クラークシップは，
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．講義は，肺癌を中心に十分な理解が得られたと考え
る．次年度は，さらにポイントを絞っての講義を行いたい．
卒後教育の初期研修については，呼吸器悪性疾患を中心にして，最低限必要事項を習得させることができたと考え
る．次年度は，研修医の個性に合わせて理解させるような教育を行いたい．

3．研究
3-1．目的・目標
肺癌に対する治療の前進をめざし，以下の臨床研究，ならびに基礎研究を進めている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
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a．非小細胞肺癌，ヒト上皮増殖因子受容体（EGFR）遺伝子変異陽性症例に対して，分子標的治療薬であるゲフィ
チニブの安全かつ有効なテーラーメード治療の開発
b．非小細胞肺癌 EGFR 遺伝子変異陽性でゲフィチニブ無効症例に対する化学療法の開発
c．非小細胞肺癌既治療例に対する化学療法の開発
d．高齢者肺癌患者に対する有効かつ安全な化学療法の開発
e．進行胸腺腫・胸腺癌に対する新規治療法の検討
f．癌性胸膜炎患者における癌特異的遺伝子変化・染色体変異の検索と有効な治療法の確立
g．肺癌患者における術後補助化学療法における新たな治療法の開発
h．非小細胞肺癌症例においての多種癌関連遺伝子の解析と臨床応用
i．特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障害に関与する特異的遺伝素因の探索
j．中等度催吐性抗悪性腫瘍薬投与患者における急性及び遅延性の消化器症状（悪心・嘔吐，食欲不振）に対する
治療の検討
3-3．研究内容と達成度
a．肺癌に対する分子標的治療薬であるゲフィチニブの安全かつ有効なテーラーメード治療の開発
a．1．EGFR 遺伝子変異陽性である未治療進行期非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）のゲフィチニブ／化学療法併用に
おけるゲフィチニブ連日投与法と交代投与法の比較第 II 相試験（NEJ005 ／ TCOG0902）の症例集積を終了し，
観察期間である．
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
プラチン／ペメトレキセド併用療法との第Ⅲ相比較試験（NEJ009）の症例集積中である．
a．3．EGFR 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．本研究では EGFR 遺伝子
変異陽性患者を研究対象とし，全ゲノムレベルの SNP 解析を通してその関連遺伝子を同定することを目的とし
ている．現在，症例集積中である．
b．非小細胞肺癌 EGFR 遺伝子変異陽性における EGFR-TKI 無効例に対する TS-1 ＋ CPT-11 第 II 相試験を遂行した．
研究の成果は，国内外の学会等に発表予定である．
c．非小細胞肺癌既治療例に対して，biweekly docetaxel/ TS-1 併用療法の第Ⅰ / Ⅱ相試験 (KRSG-0601) を行い，
安全かつ有効であることを報告した（Br J Cancer. 2012 Oct 23;107(9):1474-80.）．
d．高齢者非扁平上皮癌に対する Weekly Paclitaxel / Carboplatin / Bevacizumab 併用療法の忍容性と有効性を検討
するための第Ⅱ相試験（NEJ016）を施行した．
内容は以下の通りである．
目的：本試験の目的は，70 才以上の高齢者非扁平上皮癌患者における，Weekly Pemetrexed / Carboplatin /
Bevacizumab 併用療法の忍容性と有効性を検討する．
評価項目は，主評価項目を奏効割合 (Response Rate: RR)，副次的評価項目として安全性，病勢制御割合，無増悪
生存期間，全生存期間，探索的バイオマーカー研究，EGFR 遺伝子変異と有効性の相関を検索する．現在，症例
集積中である．
e．進行胸腺腫・胸腺癌を対象に，塩酸アルムビシン・カルボプラチン併用療法第Ⅱ相試験を遂行した．今後，研
究の成果は，国内外の学会等に発表予定である．
f．癌性胸膜炎患者における癌特異的遺伝子変化・染色体変異の検索と有効な治療法の確立
f．1．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を実施中である．内容は以下の通り．
癌性胸膜炎を有する患者，癌性胸膜炎が疑われる患者，癌以外の胸膜炎を有する患者（疾患対照患者）を対象と
して，得られた胸水から DNA 抽出して SNP 解析，Exome 解析を行い，同定された遺伝子構造変化，遺伝子・タ
ンパク発現変化の関連を検討する．現在，症例集積中である．
f．2．胸膜癒着術が不成功であった癌性胸水貯留を合併する非扁平上皮非小細胞肺癌に対する Pemetrexed /
Carboplatin / Bevacizumab 併用療法の有用性を検討するための第Ⅱ相試験（NEJ013B 試験）を実施中である．
内容は以下の通り．
評価項目は，主評価項目を 8 週時点胸水コントロール率，副次的評価項目として胸水再貯留を有さない無増悪
生存期間（PFS）
，全生存期間（OS）
，抗腫瘍効果（RR），安全性，探索的バイオマーカー研究

QOL 評価を検索

する．現在，症例集積中である．
g．完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するペメトレキセド＋シスプラチン併用療法とビノレルビン＋シスプラ
チン併用療法のランダム化比較第Ⅲ相試験を実施中である．内容は以下の通り．
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目的：本試験の目的は，完全切除された非扁平上皮非小細胞肺癌に対する，ペメトレキセド＋シスプラチン併用
療法の有用性を，標準治療であるビノレルビン＋シスプラチン併用療法とランダム化比較において評価し，術後
補助化学療法における標準治療を確立する．評価項目は，主評価項目を全生存期間，副次的評価項目として無病
生存期間，治療完遂割合，有害事象発生割合を検索する．現在，症例集積中である．
h．非小細胞肺癌症例においての多種癌関連遺伝子の解析と臨床応用
本研究目的は，非小細胞肺癌臨床検体（DNA，RNA）からの多種癌関連遺伝子の検出を目指し精度の高い遺伝子
解析法を開発する．実際には，肺癌の診断を目的として採取した細胞診検体または組織診検体の一部，あるいは
治療目的で外科的に切除された肺組織の一部を使用し，EGFR 遺伝子変異と EML4-ALK 同時に検索する．現在，
次世代シークエンサーを用いた解析法の確立に取り組んでいる．
i．特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障害に関与する特異的遺伝素因の探索
本研究は，
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障害の疾患関連遺伝子同定することを目的とする．対象疾患は，
特発性肺線維症急性増悪または薬剤性肺障害，特発性肺線維症，家族性肺線維症で，それぞれの疾患はその疑診
例も含んでいる．対象患者の血液サンプルから DNA 抽出して SNP 解析，Exome 解析を行い，同定された遺伝子
構造変化，遺伝子・タンパク発現変化の関連を検討する．現在，症例集積中である．
j．中等度催吐性抗悪性腫瘍薬投与患者における急性及び遅延性の消化器症状（悪心・嘔吐，食欲不振）に対する
Palonosetron, Aprepitant, Dexamethasone の三剤併用制吐療法の有効性と安全性の検討及び消化器症状の発現状
況の実態調査を行っている．プライマリー・エンドポイントは CBDCA 投与後の嘔吐完全抑制率であり，セカン
ダリー・エンドポイントは，嘔吐性事象の完全制御率，悪心抑制率，食事摂取量，抗癌剤レジメン別の完全制御
率・悪心抑制率，有害事象，QOL 調査である．
3-4．自己評価と次年度計画
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については，EGFR
遺伝子変異の有無に基づき，一定の方向性が見えたものと考えている．また，非小細胞肺癌既治療例に対し，
biweekly docetaxel/ TS-1 併用療法が安全かつ有効な治療法であることが報告できた意義は大きいと考える．次年度
は，第Ⅲ相試験に向けて症例集積を行う予定である．非小細胞肺癌症例においての多種癌関連遺伝子の解析はセット
アップを終了した．次年度は，次世代シークエンサーを用いた解析法の確立に全力を傾注する予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
平成 24 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）
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6．業績
6-1．論文・学会発表
① Oizumi S, Kobayashi K*, Inoue A, Maemondo M, Sugawara S, Yoshizawa H, Isobe H, Harada M, Kinoshita I,
Okinaga S, Kato T, Harada T, Gemma A, Saijo Y, Yokomizo Y, Morita S, Hagiwara K, Nukiwa T. Quality of Life with
Geﬁtinib in Patients with EGFR-Mutated Non-Small Cell Lung Cancer: Quality of Life Analysis of North East Japan
Study Group 002 Trial. Oncologist. 2012;17(6):863-70.
② Vivat B, Young T, Eﬃcace F, Sigurdadottir V, Arraras JI, Asgeirsdottir GH, Bredart A, Costantini A, Kobayashi K,
Singer S; On behalf of the EORTC Quality of Life Group. Cross-cultural development of the EORTC QLQ-SWB36:
A stand-alone measure of spiritual wellbeing for palliative care patients with cancer. Palliat Med. 2012 Jul 27.
[Epub ahead of print]
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 2012, vol./is. 53/2(288-94)
④ AKINOBU YOSHIMURA1,2, RINTARO NORO1, AKIHIKO MIYANAGA1, HIDEAKI MIZUTANI1, SEIJI KOSAIHIRA1,
YUJI MINEGISHI1, MASAHIRO SEIKE1, MITSUNORI HINO3, MASAHIRO ANDO4, KOICHIRO NOMURA5,
TETSUYA OKANO6, KUNIHIKO KOBAYASHI6, AKIHIKO GEMMA1 and THE EAST JAPAN CHESTERS GROUP
Combination Chemotherapy of Alternating Etoposide and Carboplatin with Weekly Administration of Irinotecan
and Cisplatin in Extensive-stage Small-cell Lung Cancer ANTICANCER RESEARCH 32: 4473-4478 (2012)
⑤ Kobayashi K, Sakuyama T, Koizumi W, Sato A, Konishi H, Shimizu A, Fujimori M, Noro R, Kotajima F, Kudoh
S, Kurihara M, Biweekly administration of irinoteca (CPT-11) plus cisplatin with an antidiarreal program of
intestinal alkalization to reduce diarrhea in cancer patients, Ann. Cancer Res. Ther. 2012; 20(2):52-57.
⑥ Ishikawa R, Okano T, Koyama N, Kaga A, Utsugi H, Mio T, Daito H, Maeno Y, Uchida Y, Nagai Y, Murayama Y,
Kotajima F, Sakaguchi H, Kobayashi K, Successful treatment of carcinomatous meningitis with erlotinib and
whole brain radiotherapy, Ann. Cancer Res. Ther. 2012; 20(2):58-62.
⑦ Maemondo M, Minegishi Y, Inoue A, Kobayashi K, Harada M, Okinaga S, Morikawa N, Oizumi S, Tanaka T, Isobe
H, Kudoh S, Hagiwara K, Nukiwa T, Gemma A. First-line geﬁtinib in patients aged 75 or older with advanced nonsmall cell lung cancer harboring epidermal growth factor receptor mutations: NEJ 003 study. J Thorac Oncol.
2012 Sep;7(9):1417-22
⑧ Komiyama K, Kobayashi K, Minezaki S, Kotajima F, Sutani A, Kasai T, Mori K, Hoshi E, Takayanagi N, Koyama
S, Eguchi K, Nakayama M, Kikuchi K; Kanto Respiratory Disease Study Group. Phase I/II trial of a biweekly
combination of S-1 plus docetaxel in patients with previously treated non-small cell lung cancer (KRSG-0601). Br
J Cancer. 2012 Oct 23;107(9):1474-80. doi: 10.1038/bjc.2012.437. Epub 2012 Oct
⑨ Carolyn Gotay, Trina Orimoto1, Kunihiko Kobayashi, Content Validity and Feasibility of the Care Notebook to
Assess Cancer-Related Quality of Life in Hawaii. Ann. Cancer Res. Ther. Vol. 20, No. 2, pp. 68-73, 2012
⑩ Yamada N, Oizumi S, Asahina H, Shinagawa N, Kikuchi E, Kikuchi J, Sakakibara-Konishi J, Tanaka T, Kobayashi K,
Hagiwara K, Nishimura M. The peptide nucleic acid-locked nucleic acid polymerase chain reaction clamp-based
test for epidermal growth factor receptor mutations in bronchoscopic cytological specimens of non-small cell
lung cancer. Oncology. 2012;82(6):341-6. doi: 10.1159/000338327. Epub 2012 Jun 2.
【総数：論文 16 件，学会発表 7 件，講演 2 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）「特発性肺線維症急性増悪および薬剤成敗障害に関する
日本人特異的遺伝素因に関する研究」
（萩原班）班員
採択金額

なし

・厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業「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●相比較試験」（井上班）班員
採択金額

2,000,000

・がん臨床研究事業「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」（石川）班
採択金額

1,000,000

・研究種目：基盤研究（C）課題番号：22590874
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研究課題名 非喫煙者肺がんにおける発癌分子機構の解明とその制御
採択金額

780,000

6-3．受賞
2012 International Research Promotion Council (IRPC) World Scientists Forum International Award - Eminent
Scientist of the Year 2012.
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
栗原

進（KURIHARA, Susumu）
：講師：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：大学院教員（大学院）
：糖
尿病：博士

保川信行（YASUKAWA, Nobuyuki）
：助教：専門医員：教育員：研究員

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）
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，clinical clarkship の学生に対する BSL を週 1 回，外来実習と病棟の見学を約 4 時間行った．
2-3．達成度
十分達成している．
2-4．自己評価と次年度計画
BSL，Clinical Clarkship などに症例を通じて糖尿病教育していく方針である．

3．研究
3-1．目的・目標
内分泌疾患全般，ならびに糖尿病に関する臨床データを蓄積し，学会発表，論文発表などにおいて，当科をアピー
ルすることを目標とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
＊ヒト 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
＊シタグリプチン，ビルダグリプチン，リナグリプチンの 2 型糖尿病患者に対する臨床効果
＊人工膵臓を用いた心臓血管外科周術期の厳格な血糖管理の有用性の検討
3-3．研究内容と達成度
インクレチン関連薬として，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．人工膵臓を用いた心臓血管外科周術期の厳格な血糖管理の有用性の検討につ
いてはまだ開始したばかりであるが，今後学会発表をする予定である．
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，人工膵臓を用いた心臓血管外科周術期の厳格な血糖管理の有用性について臨床研究を遂行していく方針で
ある．今後は 3 人態勢とし人工膵臓の施設認定を目指していく．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．
人工膵臓を用いた心臓血管外科周術期の厳格な血糖管理の有用性について臨床研究を遂行していく方針である．今
後は 3 人態勢とし人工膵臓の施設認定を目指していく．

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
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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
医師会などと連携し，糖尿病の勉強会を開催し地域連携を強化していく．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① 1 型糖尿病における基礎インスリンとしてのグラルギンとデテミルの比較
栗原

進， 森 田 智 子， 保 川 信 行， 山 下 富 都， 小 野

啓， 犬 飼 浩 一， 井 上 郁 夫， 片 山 茂 裕， 粟 田 卓 也

Therapeutic Research33 巻 9 号 Page1389-1396(2012.09)
②長期に意識障害を認めたが救命し顕著な意識状態の改善を認めた 2 型糖尿病患者における低血糖脳症の 1 例
大堀哲也，犬飼浩一，今井健太，安田重光，神垣多希，小野

啓，栗原

進，片山茂裕，粟田卓也

糖尿病 55

巻 10 号 Page774-780(2012.10)
③インスリン使用患者におけるインスリン抗体の検討
池袋香織，栗原
粟田卓也

進，諏訪絵美，保川信行，山下富都，保坂利男，小野

啓，犬飼浩一，井上郁夫，片山茂裕，

第 55 回日本糖尿病学会年次学術集会（平成 24 年 5 月 17 〜 19 日，パシフィコ横浜）

④肥満 2 型糖尿病におけるリラグルチドの有用性の検討（食物頻度調査表と食行動質問表を中心に）
進，波田祐生子 1，木内恵子 2，保坂利男，小野

栗原

啓，犬飼浩一，井上郁夫，片山茂裕，粟田卓也

1埼

玉医科大学病院栄養部，2 埼玉医科大学病院看護部
第 55 回日本糖尿病学会年次学術集会（平成 24 年 5 月 17 〜 19 日，パシフィコ横浜）
⑤インスリン療法で加療した肝機能障害合併糖尿病の検討
諏訪絵美，栗原
粟田卓也

進，保川信行，山下富都，保坂利男，小野

1 埼玉医科大学内科学消化器内科・肝臓内科

啓，犬飼浩一，井上郁夫，持田

智 1，片山茂裕，

第 55 回日本糖尿病学会年次学術集会（平成 24 年 5

月 17 〜 19 日，パシフィコ横浜）
⑥持続血糖モニター（CGM）によるリラグルチドの効果検討
保川信行，竹中康浩，諏訪絵美，山下富都，保坂利男，小野

啓，栗原

進，犬飼浩一，井上郁夫，片山茂裕，

粟田卓也
第 55 回日本糖尿病学会年次学術集会（平成 24 年 5 月 17 〜 19 日，パシフィコ横浜）
⑦糖尿病ケトアシドーシス治療後に下大静脈血栓症を発見し手術した一例
住田

崇，保坂利男，諏訪絵美，保川信行，池上裕一，池袋香織，伊藤大輔，今井健太，片山茂裕，粟田卓也

⑧血糖コントロール不良の 1 型糖尿病に脳腫瘍を合併した一例
中島理津子，栗原 進，山下富都，皆川晃伸，酒井豪太，井内卓次郎，小野 啓，井上郁夫，片山茂裕，粟田卓也
第 50 回日本糖尿病学会関東甲信越地方会（平成 25 年 1 月 26 日，パシフィコ横浜）
⑨当院の糖尿病透析予防の取り組み
埼玉医科大学病院

栄養部 1），埼玉医科大学病院

埼玉医科大学病院

看護部 2）

内分泌糖尿病内科

須田幸子 1），波田祐生子 1），堀口さやか 1），木内恵子 2），中泉直子 2），栗原

進，粟田卓也，片山茂裕

第 24 回日本糖尿病性腎症研究会（平成 24 年 12 月 1 日〜 2 日，東京）
⑩肥満 2 型糖尿病におけるリラグルチドの有用性の検討（食物頻度調査表と食行動質問表を中心に）
進，波田祐生子 1，木内恵子 2，井上郁夫，片山茂裕，粟田卓也

栗原

1 埼玉医科大学病院栄養部，2 埼玉医科大学病院看護部
第 33 回日本肥満学会（平成 24 年 10 月 11 〜 12 日，京都）
【総数：論文 2 件，学会発表 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
越生毛呂山糖尿病症例検討会，飯能日高糖尿病懇話会，西北部糖尿病セミナー
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7．自己点検・評価
教育は，clinical clarkship の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：学長：医学部長：運営責任者：指導教員（大学院）
：臨床血液学，造血因子，
貧血：博士
松田

晃（MATSUDA, Akira）
：教授：専門医員：教育主任：代表指導教員（大学院）
：臨床血液学，骨髄異形成症候群：
博士

新津

望（NIITSU, Nozomi）
：教授：専門医員：指導教員（大学院）：臨床血液学，悪性リンパ腫：博士

川井信孝（KAWAI, Nobutaka）
：准教授：診療科長：外来医長：研究主任：教育副主任：大学院教員（大学院）
：臨
床血液学，造血幹細胞移植：博士
高橋直樹（TAKAHASHI, Naoki）
：准教授：副診療科長：病棟医長：研究副主任：研修医長：大学院教員（大学院）
：
臨床血液学，悪性リンパ腫
羽山弥亨（HAYAMA, Miyuki）
：講師：専門医員：大学院教員（大学院）：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：大学院教員（大学院）：臨床血液学，白血病：博士
石川真穂（ISHIKAWA, Maho）
：助教：専門医員：大学院教員（大学院）：臨床血液学，白血病：博士
岡村大輔（OKAMURA, Daisuke）
：助教：医員：臨床血液学
田苗

健（TANAE, Ken）
：助教：医員：臨床血液学

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．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と臨床推論
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 年生でも CC と講義を通じて，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，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 グループにつき 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，前田は臨床研修指導医として，初期研修医の指導を担当した．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 5 回若手医師のためのリンパ腫セミナー」「第 1 回リンパ腫スキルアッ
プセミナー」
「第 1 回研修医，若手医師のためのリンパ腫基本セミナー」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．特に，6 年生の造血器領域の講義の学
生からの評価は，全領域のトップであった．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 24 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
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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．顕微
鏡を用いた検鏡実習も行っている．次年度は，さらに BSL のあり方に工夫を加える予定である．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．

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．研究グループ（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，セントラルレビューシステムを構築し，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た（24 年 7 月）．24 年度には，レビュー担当者の増員し，このシステムはさらに
発展している．松田は，長崎大学およびデュッセルドルフ（ドイツ）グルー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が，24 年度も
その成果は英文学術誌（Eur J Haematol）に掲載された（25 年 1 月）．また，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 (Leuk Res) に掲載され
た（24 年 5 月）
．
2）白血病の基礎的研究と多施設共同治療研究：多施設共同治療研究グループに参加し，多くの患者を登録した．
所属団体は，全国規模となる主に日本成人白血病治療共同研究グループ（JALSG），関東造血幹細胞移植共同研
究グループ (KSGCT)，Tokyo STI Study グループ（TSSG）がある．前田，石川は同グループの臨床研究プロトコー
ルの作成と遂行，治療結果の解析などに参加した．また前田，石川，岡村が中心となり，遺伝学的解析を中心と
した随伴研究および疫学調査の協力も含めた基礎的研究を行った．また，基礎的研究の中に当学内の修士課程
（保
健医療学部）大学院生の受入および学位取得までの研究指導教育を行なった．このことにより医療研究および補
助の後進者育成に貢献することが期待される．

これらの成果は，造血器疾患（主に腫瘍）における最適な治療

法の選択と治療成績の向上が期待されるだけでなく，多くの分子異常の解析結果の蓄積が新しい疾患概念・分類
の提唱や治療薬開発へ向けた企業への提案や日本発の新規治療薬の開発や臨床応用を担うことが期待される．
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ープ
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ー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，結果が米国癌治療学会で報告された．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．その他，現在新津は，
「縦
隔原発大細胞型 B 細胞性リンパ腫に関する多施設共同後方視的研究」「乳腺原発悪性リンパ腫に対する治療成績
に関する多施設後方視的調査研究」
「未治療 CD5 陽性びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫に対する Dose-adjusted
EPOCH-R/HD-MTX 療法の第Ⅱ相試験について」など多数の臨床研究に参加している．また，新津は基礎的研究
として，リンパ腫の対するＮＭ 23 の細胞外環境の検討と分子標的治療法の開発を行っており，その成果を学会
616

造血器腫瘍科

で公表した．
4）造血幹細胞移植に関する研究：川井が中心となり関東造血幹細胞移植共同研究グループに参加し多数の共同研
究に参加した．埼玉県内では埼玉造血細胞移植連絡会を開催し，症例検討を行うことにより移植治療の成績向上
に努めた．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ーシステムの責任者
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細胞形態学的所見と臨床像の関連に関する報告も英文学術誌 (Am J Clin Pathol) に
掲載予定である．長崎大学，デュッセルドルフ（ドイツ）グループを中心とした，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，主として引き続き JALSG の一員として共同研究に
参画するとともに，より良い治療ストラテジーの開発に取り組みたい．悪性リンパ腫に関しては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, TSSG などの共同研究グループ
の一員として，また骨髄移植推進財団，さい帯血バンクの認定施設として造血幹細胞移植や臨床治験を含む先端医療
の実践を目指している．血液疾患の診療は専門性が高く，また当院の置かれている地域の特殊性から近隣の医療施設
からの紹介患者が多い．これら疾患の当科における治療成績は，国際的に先端的な治療を行っている施設の治療成績
と比べて遜色のないものである．問題点としては，地域での血液疾患患者の当科への受け入れの要望は増加傾向にあ
るが，これに対応する病床および専門医の確保が困難になっている点があげられる．今後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：文部科学省科学技術動向センター専門調査員
松田

晃：独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門医員

新津

望：厚生労働省薬事・食品管理審議会薬事分科会委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員
新津

望：International Journal of Clinical Oncology (IJCO), editorial board

新津

望：Journal of Clinical and Experimental Hematopathology, editorial Board

新津

望：Japanese Journal of Clinical Oncology, editorial Board

新津

望：Lymphoma, editorial board

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
日本血液学会教育委員：別所正美
全国医学部長病院長会議 会長：別所正美
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日本血液学会プログラム委員：松田

晃

日本血液学会専門医認定委員：松田

晃

日本内科学会認定医制度審議会資格認定試験委員：松田
日本血液学会代議員：別所正美，松田

晃，新津

日本リンパ網内系学会常任理事：新津

望

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

晃

望，脇本直樹
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
日本リンパ網内系学会プログラム委員：新津

望

望

日本リンパ網内系学会総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：黒川峰夫）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
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：前田智也
JALSG 施設運営委員：前田智也，石川真穂

6．業績
6-1．主要論文
① Matsuda A, Taniwaki M, Jinnai I, Harada H, Watanabe M, Suzuki K, Yanagita S, Suzuki T, Yoshida Y, Kimura A,
Tsudo M, Tohyama K, Takatoku M, Ozawa K: Morphologic analysis in myelodysplastic syndromes with del(5q)
treated with lenalidomide. A Japanese multiinstitional study. Leuk Res2012:36:575-580
② Matsuda A, Germing U, Miyazaki Y: Correlation between the low marrow blast cutpoint and WHO classiﬁcation
for myelodysplastic syndromes. Eur J Haematol. 2013 ;90:79-80
③ Araseki K, Matsuda A, Tohyama K, Ishikawa T, Kawabata H, Miyazaki Y, Nakao S, Tomonaga M, Takaori-Kondo A,
Kurokawa M, Omine M, Ozawa K: Survey on examinations for diagnosis of bone marrow failure in Japan: a report
from the Japanese National Research Group on Idiopathic Bone Marrow Failure Syndromes. Rinsho Ketsueki.
2012;53(7):691-7.
④ Kiyoyuki Ogata, Keiji Kakumoto, Akira Matsuda, Kaoru Tohyama, Hideto Tamura,
Yasunori Ueda, Mineo Kurokawa, Jin Takeuchi, Hirohik Shibayama, Nobuhiko Emi,Toshiko Motoji, Yoshihide
Miyazaki, Hiroya Tamaki, Kinuko Mitani, Tomoki Naoe,Haruo Sugiyama, Fumimaro Takaku: Diﬀerences in blast
immunophenotypes among disease types in myelodysplastic syndromes: A multicenter validation study. Leuk
Res.2012: 36: 1229-1236
⑤ Shimizu H, Saitoh T, Tanaka M, Mori T, Sakura T, Kawai N, Kanda Y, Nakaseko C, Yano S, Fujita H, Fujisawa S,
Miyawaki S, Kanamori H, Okamoto S: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for adult AML patients
with granulocytic sarcoma.. Leukemia. 2012.12. 26(12):2469-73
⑥ Mizuta S, Matsuo K, Maeda T, Yujiri T, Hatta Y, Kimura Y, Ueda Y, Kanamori H, Usui N, Akiyama H, Takada S,
Yokota A, Takatsuka Y, Tamaki S, Imai K, Moriuchi Y, Miyazaki Y, Ohtake S, Ohnishi K, Naoe T: Prognostic factors
influencing clinical outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation following imatinib-based
therapy in BCR-ABL-positive ALL. : Blood Cancer J. 2012: 2(5) e72.
【総数：論文 52 件，学会発表 31 件】
6-2．獲得研究費
新津

望：分子基盤に基づく難治性リンパ系腫瘍の診断及び治療法の開発に関する研究（主任研究者：木下朝博）

研究協力者
新津

望：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
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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 11 回埼玉 CML 研究会

2012.6.22

大宮

第 15 回埼玉造血幹細胞移植連絡会

2012.4.27

川越

第 16 回埼玉造血幹細胞移植連絡会

2012.12.7

さいたま

第 14 回 JINML スライドカンファレンス．2011.4

東京

第 15 回 JINML スライドカンファレンス．2011.9.

東京

第 5 回若手医師のためのリンパ腫セミナー
第 1 回リンパ腫スキルアップセミナー

2011.6

2012.11.

福岡

名古屋

第 1 回研修医，若手医師のためのリンパ腫基本セミナー
造血障害における調査研究

検鏡会：2012.7.31

2013.3

東京，2013.2.9

京都
東京

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．
骨髄異形成症候群の研究面では，長崎大学およびデュッセルドルフ（ドイツ）グルー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，今後の新たな研究が予定され，これに参加予定である．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ーの責任者を務め，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
始された．治療法に関連する臨床研究にも取り組みたい．
白血病および悪性リンパ腫の紹介患者数は増加の一途にあるが，地域の医療施設からの要望にまだ十分に対応はで
きているとはいえない．今後の課題として，人的資源の確保に努めるとともに近隣の病院との連携を深めて，それぞ
れの病院機能に応じた診療体制を構築していきたい．
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3．6）神経内科・脳卒中内科
1．構成員
棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：教授：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
林

健（HAYASHI, Takeshi）
：准教授：病棟医長：教育主任：指導教員（大学院）：脳卒中の診療：博士

加藤裕司（KATO, Yuji）
：講師：外来医長：研究主任：指導教員（大学院）：頭痛の診療：博士
名古屋春満（NAGOYA, Harumitsu）
：助教：脳卒中の診療：博士
出口一郎（DEGUCHI, Ichiro）
：助教：脳卒中の診療：博士
福岡卓也（FUKUOKA, Takuya）
：助教：脳卒中の診療：博士
大江康子（OHE, Yasuko）
：助教：電気生理学：博士
丸山

元（MARUYAMA, Hajime）
：大学院生：脳卒中の診療：博士

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，各種専門医資格および学位を最短年限で取得することを目指す．
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，抄読会を通じて，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を用いて，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）心房中隔欠損孔閉鎖術と片頭痛の関連についての研究：当院小児心臓科と連携し，心房中隔欠損孔閉鎖術後に
片頭痛の新規発症を認めることを見出すとともに多数例において検討を行っている．
3-4．自己評価と次年度計画
各研究グループとも精力的に国内外で学会発表を行った．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
① Deguchi I, Hayashi T, Kato Y, Nagoya H, Ohe Y, Fukuoka T, Maruyama H, Horiuchi Y, Tanahashi N: Treatment
outcomes of tissue plasminogen activator infusion for branch atheromatous disease. J Stroke Cerebrovasc Dis.
2012 [Epub ahead of print]
② Fukuoka T, Dembo T, Nagoya H, Kato Y, Yasuko O, Deguchi I, Maruyama H, Horiuchi Y, Takeda H, Tanahashi N:
Factors related to recurrence of paradoxical cerebral embolism due to patent foramen ovale. J Neurol 2012: 259:
1051-5.
③ Deguchi I, Furuya D, Fukuoka T, Tanahashi N: Eﬀects of telmisartan on the cerebral circulation of hypertensive
patients with chronic-stage stroke. Hypertens Res 2012; 35: 1171-5.
④ Deguchi I, Ohe Y, Fukuoka T, Dembo T, Nagoya H, Kato Y, Maruyama H, Horiuchi Y, Tanahashi N: Relationship of
obesity to recanalization after hyperacute recombinant tissue-plasminogen activator infusion therapy in patients
with middle cerebral artery occlusion. J Stroke Cerebrovasc Dis 2012; 21: 161-4.
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⑤ Deguchi I, Ogawa H, Ohe Y, Nemoto M, Tanahashi N: Rate of antithrombotic drug use and clinical outcomes
according to CHADS(2) scores in patients with an initial cardioembolic stroke who had nonvalvular atrial
ﬁbrillation. J Stroke Cerebrovasc Dis 2012 [Epub ahead of print]
⑥ Maruyama H, Nagoya H, Kato Y, Deguchi I, Fukuoka T, Ohe Y, Horiuchi Y, Dembo T, Uchino A, Tanahashi N:
Spontaneous cervicocephalic arterial dissection with headache and neck pain as the only symptom. J Headache
Pain 2012; 13: 247-53.
⑦ Kato Y, Furuya D, Ishido H, Kobayashi T, Tanahashi N: New-onset migraine with aura after transcatheter closure
of atrial septal defect. Headache Pain 2012; 13: 493-5.
⑧ Horiuchi Y, Kato Y, Dembo T, Takeda H, Fukuoka T, Tanahashi N: Patent foramen ovale as a risk factor for
cryptogenic brain abscess: case report and review of the literature. Intern Med 2012; 51: 1111-4.
⑨ Ohe Y, Shintani D, Kato Y, Tanahashi N: Fisher syndrome with taste impairment. Intern Med 2012; 51: 2977-9.
⑩ Dembo T, Deguchi I, Fukuoka T, Nagoya H, Maruyama H, Kato Y, Horiuchi Y, Ohe Y, Tanahashi N: Additional
endovascular therapy in patients with acute ischemic stroke who are nonresponsive to intravenous tissue
plasminogen activator: usefulness of magnetic resonance angiography-diﬀusion mismatch. J Stroke Cerebrovasc
Dis 2012 [Epub ahead of print]
【総数：論文 36 件，学会発表 33 件】
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
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれにおいても概ね目標は達成された．
教育面では，研修医に対して教授や准教授が直接的に指導し，カンファレンスやレクチャーを通じて，病巣診断，
病態の考え方を中心に脳血管障害について理解を深めさせるよう努力した．しかし，中堅クラスの指導医や医員が不
足しているために，研修医とマンツーマンで指導する時間がとりにくかった．研究面では，学会活動や論文投稿を通
じて，国内のみならず，世界に新しい知見を発信する下地ができつつあり，次年度以降さらなる飛躍が期待される．
診療面では，限られたベッドを最大限有効に使うことで，虚血性脳卒中の入院患者数が年間 400 例に迫り，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：指導教員（大学院）：腎臓病学・透析療法・高血圧
大野洋一（OHNO, Yoichi）
：准教授：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
井上

勉，菊田知宏，内田幸助，新井鐘大，野平由香，岡山美香

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とな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，近年大きく変化した．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．
血液型不適合生体腎移植時のアフェレーシス治療や，透析患者の心血管手術後の予後調査なども行っている．
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
厚生労働省難治性腎疾患研究班班員
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 Kojima E, Hoshi H, Watanabe Y, Takenaka T, Suzuki H. Daily hemodialysis
improves uremia-associated clinical parameters in the short term. Contrib
Nephrol. 2012;177:169-77.
② Takenaka T, Nobe K, Okayama M, Kojima E, Nodaira Y, Sueyoshi K, Hoshi H,
Watanabe Y, Takane H, Suzuki H. Aliskiren reduces morning blood pressure in
hypertensive patients with diabetic nephropathy. Clin Exp Hypertens.
2012;34(4):243-8.
③ Takenaka T, Seto T, Okayama M, Kojima E, Nodaira Y, Sueyoshi K, Kikuta T,
Watanabe Y, Inoue T, Takane H, Ohno Y, Suzuki H. Long-term eﬀects of calcium
antagonists on augmentation index in hypertensive patients with chronic kidney
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disease: a randomized controlled study. Am J Nephrol. 2012;35(5):416-23.
④ Suzuki H, Inoue T, Watanabe Y, Kikuta T, Sato T, Tsuda M, Uchida K. 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.
⑤ Kojima E, Inoue T, Sueyoshi K, Sato T, Tsuda M, Kikuta T, Watanabe Y, Takane
H, Takenaka T, Suzuki H. 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.
⑥渡辺裕輔，岡田浩一
【腎臓症候群（第 2 版）下−その他の腎臓疾患を含めて−】各種病態にみられる腎障害
常

ミルクアルカリ症候群

代謝性疾患，電解質異

日本臨床 (0047-1852) 別冊腎臓症候群（下）Page330-333(2012.03)

⑦長期血漿交換療法を要した難治性血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP) の一例
末吉慶多，内田幸助，星

均，菊田知宏，渡辺裕輔，井上

浄化学会雑誌 (2185-1085)3 巻 Suppl. Page88

勉，高根裕史，竹中恒夫，鈴木洋通

日本急性血液

(2012.10)

⑧腹膜透析患者の血糖管理指標に関する検討
渡辺裕輔，末吉慶多，星

均，小島恵理子，大野洋一，竹中恒夫，鈴木洋通

日本透析医学会雑誌 (1340-3451)45 巻 Suppl.1 Page889(2012.05)
【総数：論文 8 件，学会発表 100 件】
6-3．受賞
（該当無し）
6-4．特許・実用新案
（該当無し）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
埼玉透析医学会など

7．自己点検，評価
教育分野では多くの学生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．

625

臨床医学部門（日高キャンパス）

3．8）腫瘍内科
1．構成員
佐々木康綱（SASAKI, Yasutsuna）
：教授：運営責任者：診療科長：研究副主任：代表指導教員（大学院）
：腫瘍内科学：
博士（2012 年 6 月 30 日退職）
奈良林至（NARABAYASHI, Masaru）
：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）
：腫瘍内科学（緩和医療）
：
博士
畝川芳彦（SEGAWA, Yoshihiko）
：教授：診療科長：研究主任：代表指導教員（大学院）：腫瘍内科学：博士
（2012 年 8 月 1 日就任）
嶋田

顕（SHIMADA, Ken）
：准教授：研究副主任：教育主任：科目責任者（大学院）：腫瘍内科学：博士
（2013 年 3 月 31 日退職）

三輪啓介（MIWA, Keisuke）
：講師：医長：がん薬物療法：博士（2012 年 5 月 31 日退職）
藤田健一（FUJITA, Ken-ichi）
：講師：研究主任：博士（2013 年 4 月 30 日退職）
金田聡門（KANETA, Toshikado）
：助教：医員（2013 年 2 月 28 日退職）
荒木和浩（ARAKI, Kazuhiro）
：助教：医長：博士（2012 年 7 月 28 日退職）
山下啓史（YAMASHITA, Keishi）
：助教：教育副主任（2012 年 4 月 30 日退職）
砂川

優（SUNAKAWA, Yuu）
：助教：博士（2012 年 11 月 30 日退職）

松永宗倫（MATSUNAGA, Mototugu）
：助教：医員（2012 年 8 月 31 日退職）
中山博文（NAKAYAMA, Hirofumi）
：助教：医員（2012 年 12 月 31 日退職）
河知あすか（KAWACHI, Asuka）
：助教：医員（2012 年 12 月 31 日退職）
鎌滝哲也（KAMATAKI, Tetsuya）
：客員教授：博士
竹内正弘（TAKEUCHI, Masahiro）
：客員教授：博士
藤原康弘（FUJIWARA, Yasuhiro）
：非常勤講師：博士
山本

亘（YAMAMOTO, Wataru）
：非常勤講師：博士

廣瀬

敬（HIROSE, Takashi）
：非常勤講師：博士

市川

度（ICHIKAWA, Wataru）
：非常勤講師：博士

宮

敏路（MIYA, Toshimichi）
：非常勤講師：博士

古瀬純一（FURUSE, Junichi）
：非常勤講師：博士
長島文夫（NAGASHIMA, Fumio）
：非常勤講師：博士
井上賢一（INOUE, Kenichi）
：非常勤講師：博士
水野圭子（MIZUNO, Keiko）
：非常勤講師
石田博雄（ISHIDA, Hiroo）
：非常勤講師：博士
柳澤昭浩（YANAGISAWA, Akihiro）
：非常勤講師

2．教育
2-1．薬物療法および緩和医療を中心としたがん医療について学習することを目的とし，将来医師となった際，専攻
した診療科にかかわらずがん患者に対して適切な医療を提示できることを目標とする．
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」
2 年生

良医への道

（佐々木，柳澤）

3 年生

ターミナルケア，尊厳死

（奈良林）

4 年生

腫瘍総論：腫瘍とは

（市川）

腫瘍総論：病因・疫学

（山本）

腫瘍総論：診断

（砂川）

腫瘍総論：薬物療法 1

（畝川）

腫瘍総論：薬物療法 2

（水野）

腫瘍総論：抗悪性腫瘍薬の薬理

（藤田）

腫瘍総論：インフォームドコンセント

（奈良林）
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腫瘍総論：臨床試験総論

（畝川）

腫瘍総論：緩和医療

（奈良林）

腫瘍総論：チーム医療

（嶋田）

腫瘍各論：消化管

（山下）

腫瘍各論：肝・胆・膵

（古瀬）

腫瘍各論：肺

（宮）

腫瘍各論：乳腺

（井上）

腫瘍各論：胚細胞腫瘍・原発不明癌

（三輪）

腫瘍各論：腫瘍学的緊急症

（石田）

6 年生

消化器癌の化学治療

（嶋田）

インフオームド・コンセントとがん治療

（奈良林）

4 年生 「臨床推論」実践的ケーススタディ実習

（奈良林，河知）

5 年生

臨床実習指導 (BSL)

（全員）

研修医を対象とした「卒後教育」

（全員）

2-3．達成度
2012 年度においては概ね診療科としての教育目標を達成できたのではないかと考えているが，学生・その他の意
見をフィードバックしつつ改善に努めたい．
2-4．自己評価と次年度計画
臨床腫瘍科が 2002 年に基本学科として発足して以来，その中心的役割を果たしてきた佐々木康綱教授が 2012 年
6 月に退職され，それに伴い多くの構成員が退職された．医学部学生に対する臨床腫瘍学教育体制を維持するため，
次年度では非常勤講師を含む構成員の充実を可及的速やかに進めていく．

3．研究
3-1．目的・目標
薬理学的基盤に基づいた抗悪性腫瘍薬の科学的評価を目的として，がん薬物療法の適正化を目標とする
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）大学ゲノム医学研究センタープロジェクト研究チーム（責任者：藤田健一）
2）教員研究棟研究室研究プロジェクト腫瘍内科チーム （責任者：藤田健一）
3-3．研究内容と達成度
1）抗悪性腫瘍薬の個別化医療に向けた PK/PD，PGX を駆使した開発的治療研究
2）乳癌組織のシグナル伝達とホルモン剤・分子標的薬の応答性
3）Pharmacogenomic information に基づいたがん薬物療法の適正化：乳がんに対するシグナル伝達と抗腫瘍効果
に関わる検討
トランスレーショナルリサーチおよび臨床研究に関して概ね目標が達成された．また，これらの成果の一部を論
文として発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
これまでの研究については順調に推移すると共に構成員が論文化を目指して努力してきた．次年度からの研究につ
いては，構成員の補充を可及的速やかに進め立案していく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
腫瘍内科は，国内の医科大学における腫瘍内科の先駆け的な存在であり，固形がん薬物療法において，他診療科と
の連携の下に，臓器横断的な診療を実践していくことを目標としている．各がん腫に対する標準的な治療の実施を基
本とし，治験や臨床試験を推進することにより，より効果の優れた新規治療を開発していく．また，地域に根差した
がん薬物療法専門医を養成していく．

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
Japanese Journal of Clinical Oncology (Reviewer)
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Cancer Chemotherapy Pharmacology (Reviewer)
肺癌（査読委員）
呼吸器学会雑誌（査読委員）
呼吸器内視鏡学会雑誌（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
さいたま地方裁判所

さいたま医事関係事件鑑定人候補者

6．業績
6-1．論文・学会発表
原著論文
① Akiyama Y, Fujita K, Ishida H, Sunakawa Y, Yamashita K, Kawara K, Miwa K, Saji S, Sasaki Y. Association of
ABCC2 genotype with eﬃcacy of ﬁrst-line FOLFIRI in Japanese patients with advanced colorectal cancer. Drug
Metab Pharmacokinet 27: 325-335, 2012.
② Fujita K, Sugiyama M, Akiyama Y, Hioki K, Kunishima M, Nishi K, Kobayashi M, Kawai K, Sasaki Y. N-Isopropylp-iodoamphetamine hydrochloride (IMP) is predominantly metabolized by CYP2C19. Drug Metab Dispos 40:
843-846, 2012.
③ Sunakawa Y, Fujita K, Ichikawa W, Ishida H, Yamashita K, Araki K, Miwa K, Kawara K, Akiyama Y, Yamamoto W,
Nagashima F, Saji S, Sasaki Y. A phase I study of infusional 5-ﬂuorouracil, leucovorin, oxaliplatin, and irinotecan
(FOLFOXIRI) in Japanese patients with advanced colorectal cancer who harbor UGT1A1*1/*1, *1/*6, or *1/*28.
Oncology 82: 242-248, 2012.
④ Sasaki T, Fujita K, Sunakawa Y, Ishida H, Yamashita K, Miwa K, Saji S, Kato Y, Sasaki Y. Concomitant
polypharmacy is associated with irinotecan-related adverse drug reactions in patients with cancer. Int J Clin
Oncol, Epub ahead of print (2012).
⑤ Umemura S, Tsubouchi K, Yoshioka H, Hotta K, Takigawa N, Fujiwara K, Horita N, Segawa Y, Hamada N, Takata I,
Yamane H, Kamei H, Kiura K, Tanimoto M. Clinical outcome in patients with leptomeningeal metastasis from nonsmall cell lung cancer: Okayama Lung Cancer Study Group. Lung Cancer 77:134-139, 2012.
学会発表
（1）国際学会
⑥ Ken Shimada. Randomized phase III trial of irinotecan plus cisplatin versus irinotecan alone after S-1 based
chemotherapy failure for patients with advanced and recurrent gastric cancer (AGC) (TCOG GI-0801. 2013
Gastrointestinal Cancer Symposium, San Francisco, 2013.1.
⑦ Ken-ichi Fujita, Tomoko Sugiura, Hidenori Okumura, Saki Umeda, Noritaka Nakamichi, Yasutsuna Sasaki, Yukio
Kato: OATP1B1-mediated hepatic uptake of SN-38, an active metabolite of irinotecan, and its inhibition by
uremic toxins in humans. 114th American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics annual meeting,
Indianapolis, 2013. 3.
（2）国内学会
⑧ Ken-ichi Fujita, Tomoko Sugiura, Noritaka Nakamichi, Yuko Akiyama, Yasutsuna Sasaki, Yukio Kato: Partial
inhibition by uremic toxins of hepatic uptake of an active metabolites SN-38 of irinotecan in humans. 71st Japan
Cancer Association meeting, Sapporo, 2012.9.
⑨ Ken-ichi Fujita, Tetsuya Sasaki, Yu Sunakawa, Hiroo Ishida, Keishi Yamashita, Keisuke Miwa, Shigehira Saji,
Yasuhisa Kato, Yasutsuna Sasaki: Concomitant polypharmacy is associated with irinotecan-induced adverse drug
reactions in patients with cancer. 27th Japanese Society for the Study of Xenobiotics annual meeting, Tokyo,
2012.11.
⑩畝川芳彦．
（教育講演）呼吸器：肺癌治療の進歩−肺癌の放射線化学療法−．第 32 回日本画像医学会，東京都，
2013.2.
【総数：論文 9 件， 学会発表 13 件】
6-2．獲得研究費
砂川

優：特定非営利活動法人日本がん臨床試験推進機構

委託研究費 「HER2 陽性・65 歳以上の進行再発胃癌

に対する TS1 ＋トラスツズマブ併用療法の第Ⅱ相試験」 535,500 円
治験受託研究費（44 件）
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特増寄附金（7 件）

4,230,000 円

研究受託研究費（ 2 件）

1,793,925 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
診療科構成員の補充を可及的速やかに図り，研究，教育及び診療に関して，高いモチベーションを持てる診療科を
創っていく．
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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：科目責任者（大学院）：感染症，感染制御
宮里明子（MIYAZATO, Akiko）
：講師：副科長：指導教員（大学院）：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，市中および病院内で発生する感染症の診断・治療を正しく実行できる知識
の習得を目的とする．また医療関連感染対策において，正しい知識と基本的な予防策を実施できることを目標とする．
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 コマ

【6 年生】外科総論，内科総論

他

5 コマ

【BSL，チューター】チューター 2 コマ，BSL

14 時間

【OSCE】評価者
【保健医療学部】2 コマ
2-3．達成度
感染症のカバーする範囲は多岐・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，BSL も担当しているが，必要レベルが行えていると思われる．引き続
き埼玉医科大学感染症科と分担・協力して教育を行う．

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．

真菌に対する宿主免疫の研究．
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

る active surveillance culture：論文掲載済み
3-4．自己評価と次年度計画

2）MRSA 対策におけ

3）カンジダに対する宿主免疫に関する研究：学会発表

1）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開始する予定．
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．感染症診療では，外科系に限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．開院以来の感染対策の取り組みにより，院内での感染対策の基礎が構築され
たと思われる．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重視の感染対策を支援し，国内では初となる大学病院での JCI 受審へ向けて準備
を行っていく．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

埼玉県感染症診査協議会委員（宮里）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：
（editor および査読）Journal of Infection and Chemotherapy, Internal
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Medicine, ISRN Pulmology
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
厚生労働省主催 感染対策講習会講師
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
深在性真菌症診療ガイドライン（真菌症フォーラム）作成委員
日本心臓血管医療フォーラム

委員

6．業績
6-1．論文，学会発表など
①第 28 回日本環境感染学会総会

消化器センターにおける手指衛生の遵守率（一般）

②第 28 回日本環境感染学会総会

当院における 5 年間の MRSA 検出率の推移（一般）

③第 41 回日本免疫学会総会

Analysis of TLR9 involvement and cooperation with dectin-2 in mediating immune

response against Candida albicans（一般）
④第 49 回日本臨床生理学会総会

感染性心内膜炎（セミナー）

⑤第 61 回日本感染症学会・第 59 回日本化学療法学会合同学会

カンジダ感染モデルでの TLR9 および dectin-2

シグナルの相互作用の検討
⑥第 61 回日本感染症学会・第 59 回日本化学療法学会合同学会

中心静脈カテーテル関連感染における血液培養

と留置期間との関連の検討（一般）
⑦第 4 回 J 感染制御ネットワークフォーラム
⑧第 23 回アメリカ心エコー図学会

MRSA の感染制御（セミナー）

Feasibility of Sonoporation Using Nano-sized Bubble Liposomes as Treatment

of Infective Endocarditis: A Study on Rat Model of Experimental Endocarditis
⑨第 60 回日本化学療法学会合同学会・第 86 回日本感染症学会

院内における低水準消毒薬の使用状況とその評

価（一般）
⑩第 60 回日本化学療法学会合同学会・第 86 回日本感染症学会

心移植における感染症（シンポジウム）

⑪第 60 回日本化学療法学会合同学会・第 86 回日本感染症学会

感染性心内膜炎の治療ストラテジー（シンポジ

ウム）
⑫ 第 60 回 日 本 化 学 療 法 学 会 合 同 学 会・ 第 86 回 日 本 感 染 症 学 会

完全房室ブロックを呈し診断に至った

Corynebacterium striatum による感染性心内膜炎の 1 例
⑬第 60 回日本化学療法学会合同学会・第 86 回日本感染症学会

白血球数異常高値を示した症例の検討

⑭第 60 回日本化学療法学会合同学会・第 86 回日本感染症学会

埼玉県内の血液材料から分離された MRSA の検

出状況および各種臨床材料から分離された MRSA の薬剤感受性について
⑮第 23 回日本心エコー図学会

Eﬀect of Sonoporation with Bubble Liposomes on Vegetations Using Rat Model of

Experimental Endocarditis
論文
英文 4（原著）
6-2．獲得研究費

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

埼玉 ICD 研究会

7．自己点検・評価
スタッフ医師 2 名，感染管理認定看護師 2 名の人員となった．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，認定薬剤師と連携し支援を強化していく．研究
は，MRSA 病原因子関連が準備中，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：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：教育主任：指導教員（大学院）：消化器外科（下部消化管）
：
博士
櫻本信一（SAKURAMOTO, Shinichi）
：教授：診療科長：指導教員（大学院）：消化器外科（上部消化管）：博士
宮澤光男（MIYAZAWA, Mitsuo）
：教授：研究主任：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
佐藤
俵

弘（SATO, Hiroshi）
：准教授：外来医長：指導教員（大学院）：消化器外科（上部消化管）：博士
英之（TAWARA, Hideyuki）
：講師：外来医長：指導教員（大学院）：消化器外科（上部消化管）：博士

合川公康（AIKAWA, Masayasu）
：講師：指導教員（大学院）：消化器外科（肝胆膵）：博士
石井利昌（ISHII, Toshimasa）
：助教：消化器外科（下部消化管）：博士
岡

伸一（OKA, Shinichi）
：助教：消化器外科（上部消化管）：博士

田代

浄（TASHIRO, Jo）
：助教：消化器外科（下部消化管）

岡田克也（OKADA, Katsuya）
：助教：消化器外科（肝胆膵）
渡邊幸博（WATANABE, Yukihiro）
：助教：消化器外科（肝胆膵）
近藤宏佳（KONDO, Hiroka）
：助教：消化器外科（下部消化管）
鈴木麻未（SUZUKI, Asami）
：助教：消化器外科（下部消化管）
原

聖佳（HARA, Kiyoka）
：助教：消化器外科（肝胆膵）

高瀬健一郎（TAKASE, Kenichiro）
：助教：消化器外科
加藤琢也（KATO, Takuya）
：助教：消化器外科
高木

誠（TAKAGI, Makoto）
：助教：消化器外科

丸山圭一（MARUYAMA, Keiichi）
：客員教授：消化器外科・腫瘍外科：博士
小川展二（OGAWA, Nobuji）
：客員教授：臓器移植：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（下部消化管）：博士
佐藤貴弘（SATO, Takahiro）
：非常勤講師：消化器外科（下部消化管）：博士
阪

眞（SAKA, Makoto）
：非常勤講師：消化器外科（上部消化管）：博士

竹下宏樹（TAKESHITA, Hiroki）
：非常勤医員：消化器外科（上部消化管）：博士
康

祐大（KANG, Woodae）
：非常勤医員：消化器外科（下部消化管）：博士

田中

武（TANAKA, Takeshi）
：専攻生

上野陽介（UENO, Yosuke）
：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 1,200 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，日本の消化器外科をリードする優れた臨
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
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取得直後の専門医が教育を受けている．それぞれの専門学会の専門医取得，内視鏡外科学会の技術認定医修得，肝胆
膵外科学会の高度技能指導医・認定医などの修得をめざす医師への教育に特に力を入れている．
卒前教育では，食道外科を佐藤准教授，胃外科を櫻本教授，大腸・肛門外科を山口教授，肝胆膵外科を小山教授・
岡本准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，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，
選択した学生 1 人が 1 週間実習を行い，個人クルズスなどを行って実習効率の改善を図った．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．また，後期研
修医の外科学会専門医取得，臨床フェローの技術認定や高度技能医修得に向けて継続的な教育ができた．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育では，昨年度まで，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が，今年度からは，選
択した学生 1 人が 1 週間実習を行い，個人クルズスなどを行って実習効率の改善が図られた．
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．
臨床フェロー制度は順調に遂行され，
全国の複数の大学および病院から臨床フェローの希望が多くなった．臨床フェ
ローに採用され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，オゾンの医療利用に関する研究
山口班：結腸・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：生体吸収性材料を用いた消化管再生，膀胱再生，腹壁再生，血管再生療法の開発．生体吸収性材料を用い
た新規食道狭窄部拡張法の開発（高瀬健一郎（院））
佐藤班：食道がんの外科治療における口腔ケア・栄養管理・リハビリの役割に関する研究
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，全国的にも腹腔鏡下肝切
除に必須のものとなっている．
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．
山口班：結腸・直腸癌に対する腹腔鏡下手術を標準以上の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的な臨床研究を企画し，また他の研究にも参加した．
また，がん集学的治療財団の臨床研究に参加した．
宮澤班：生体吸収性材料を用い，臓器を再生させる研究を継続している．大静脈，肝外胆管，食道，胃，大腸，膀
胱再生に関する実験においては，臨床応用可能と考えられる研究結果を得ることができ，国内外に報告した．現
在，臨床研究に進めるよう，多数の大動物における実験を継続するとともに，補足的実験を行っている．
佐藤班：多施設共同研究で食道がんの外科治療における口腔ケア・栄養管理・リハビリの役割について研究を継続
している．当院においてもより安全性の高い周術期管理を導入しその成果を報告した．
3-4．自己評価と次年度計画
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上部消化管
食道癌に対する周術期管理の研究は，症例を集積・分析し，報告していく予定である．また食道癌に対するランジ
オロール術中投与による食道癌根治術後心房細動予防効果の前向きランダム化比較試験を開始した．胃癌に対しては，
日本がん臨床試験推進機構の StageIII の治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としての TS-1 ＋ Docetaxel 併用療
法と TS-1 単独療法のランダム化比較第 III 相試験，および腹腔鏡下胃切除術研究会の進行胃癌に対する腹腔鏡下手術
と開腹手術の安全性と根治性に関するランダム化 II ／ III 相試験に参加し，積極的に多施設共同研究に取り組む予定
である．
下部消化管
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，全国の研究代表施設として 1,000 例以上を集積し，米国学会で発表した．また全国で行っ
た腹腔鏡下直腸切除の第 2 相試験の性別臨床成績のサブグループ解析は，米国内視鏡外科学会賞を受賞した．また，
ＪＣＯＧ，がん集学的治療財団研究の，各臨床試験に参加した．
肝胆膵外科
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．進行性膵癌の症例が多く，放射線化学療法と手術療法
による集学的治療を次年度に計画している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
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，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
胃がん手術数は 214 例，食道がん手術は 34 例であった．その他の手術が 12 例，計 260 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消化器内科（腫瘍内科），放射線治療を
担当する放射線腫瘍科，内視鏡治療を担当する消化器内科とともに，チームで治療にあたっている．次年度は食道癌，
胃癌ともにより積極的な鏡視下手術の導入を予定している．
下部消化管
全手術症例は 625 例．結腸癌切除 199 例，直腸癌切除 159 例．結腸癌切除のうち開腹が 34 例，腹腔鏡が 165 例，
直腸癌切除は開腹 22 例，腹腔鏡 137 例で，結腸癌の 83％，直腸癌の 86％が腹腔鏡手術となっている．厚労省発表
の 2011 年度 DPC データによると，平均在院日数は結腸癌切除で 11.5 日，直腸癌切除で 14.4 日であり，ともに全
国の病院の中で最短であり，低侵襲性を生かし合併症も少なく管理できた．
肝胆膵外科
全手術症例は 262 例．肝臓癌根治切除は 106 例で，肝細胞癌 63 例，肝内胆管癌 11 例，混合型肝癌 1 例，転移
性肝癌 33 例．その他良性肝腫瘍 4 例．胆道癌切除は 27 例，うち乳頭部を含む胆管癌は 20 例．胆嚢癌 7 例．胆嚢
良性腫瘍 14 例．膵癌切除は 39 例．うち通常型膵管癌 30 例，IPMC4 例，PNET5 例であり，IPMN2 例，SCN2 例，
その他 4 例であった．術式別では肝切除術 120 例，膵切除術 66 例（膵頭十二指腸切除術 38 例，膵体尾部切除 21 例，
膵全摘術 5 例，膵中央切除術 1 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導入し，標準化しつつある．胃癌に対しては，胃がん治療ガイドラ
インを基に早期胃癌で適応を限定して，内視鏡治療をはじめ，縮小手術，機能温存手術，腹腔鏡下手術を行っている．
結腸癌のみならず，直腸癌においても腹腔鏡下手術を積極的に導入しており，標準術式となりつつある．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）を行った結果，永久人工肛門の症例が減少し，多くの症例
で肛門が温存され QOL が向上した．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．平成
24 年度は腫瘍内科および消化器内科の人員不足から，内視鏡治療や消化器がん化学療法と手術の連携がやや円滑に
いかない点もあったが，次年度は人員確保の見込みが立ち，今まで以上に充実した体制となることが期待されている．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
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）Annals
of Thoracic and Cardiovascular Surgery 査読委員（佐藤）
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，合川），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，櫻本），日本食道学会（櫻本，佐藤）日本
内視鏡外科学会（山口，櫻本）
，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，佐藤）
，日本臓器保存生物医学会（小山，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），日本胆道学会（宮澤）
，
日本外科代謝栄養学会（佐藤）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：周術期感染管理におけるチーム医療の確立に向けて−外科周術期感染管理教育医の役割−，日本外科

感染症学会雑誌 9(3):233-236,2012
②山口茂樹 他：直腸間膜内の血管解剖−安全な直腸間膜の処理−，手術 66(6):889-896,2012
③ M.Miyazawa,: Regeneration of extrahepatic bile ducts by tissue engineering with a bioabsorbable polymer,J Artif
Organs 15:26-31,2012
④岡本光順 他：膵癌術前診断としての FDG-PET の意義，胆と膵 33(5):403-406,2012
⑤田代

浄 他：腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術（腹壁貫通固定法），手術 66(5):565-568,2012

⑥渡邊幸博 他：Neuroendocrine carcinoma (large cell type) が混在した膵 Mixed adeno-neuroendocrine carcinoma
の 1 例，膵臓 27(6):747-754, 2012
⑦佐藤

弘 他：食道癌手術の胸壁前経路と胸骨後経路再建術に関連する重篤な合併症と対策，第 64 回日本気管食

道科学会総会学術講演会

2012.11.8

⑧合川公康 他：生体吸収性胆道ステントによる胆管吻合部狭窄の予防 その基礎と臨床，第 112 回日本外科学会定
期学術集会

2012.4.13

⑨ 石 井 利 昌 他： 当 院 に お け る 直 腸 癌 側 方 郭 清 の 短 期・ 中 期 成 績， 第 112 回 日 本 外 科 学 会 定 期 学 術 集 会
2012.4.12
⑩岡田克也 他：生体吸収性ポリマーシートを用いた膀胱壁の再生，第 112 回日本外科学会定期学術集会
2012.4.13
【総数：論文 30 件，学会発表 141 件，講演 38 件】
6-2．獲得研究費
①合川公康：文部科学省科学研究費（基盤研究 C）：生体吸収性素材を用いた食道損傷部における低侵襲治療法の
開発
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②岡田克也：文部科学省科学研究費（基盤研究 C）：生体吸収性ポリマーシートを用いた膀胱再生療法
③山口茂樹：厚生労働科学研究費：進行性大腸がんに対する低侵襲治療の標準的治療法確立に関する研究
④合川公康：日高プロジェクト：消化管縫合不全の治療を目的とした生体吸収性ステントの開発
⑤田代

浄：日高プロジェクト：消化器癌における新規制限増殖型アデノウイルスの探索と癌治療への応用

6-3．受賞
該当なし
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
小山

勇：第 6 回彩の国腎移植フォーラム

小山

勇：第 26 回 DIF 研究会

佐藤

弘：第 2 回埼玉西部地区 NST 講演会

2012.11.7（さいたま市）

2013.2.2（さいたま市）
がん免疫栄養について考える

2013.3.19（日高市）

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・外科の境界がない消化器病センターとして活動してきた．
開設 6 年目で病床は 700 床に増床され，
それに伴って消化器病センターの病床数も増加した．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．ただ，消化器内科のスタッフの一時的
減少により，消化器癌の化学療法や内視鏡治療などにおいてやや活動の低下がみられたが，それも後半では回復の兆
しが出て，平成 25 年度はさらに発展的進化をとげられる見込みである．平成 24 年度は消化器病センターにおいて，
1,200 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，腫瘍外科，再生医療の領域における基礎研究を継続しているとともに低侵襲手術に重きをおいた臨床研究を推進
している．
平成 25 年 5 月には，
内科医も含めた消化器病センターの平成 24 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：診療科長：研究主任：乳癌の薬物療法，薬剤感受性：代表指導教員（大学院）
：
博士
大崎昭彦（OSAKI, Akihiko）
：教授：診療副科長：教育主任：研究副主任：乳癌の予後因子と効果予測因子，手術手技：
指導教員（大学院）：博士
松浦一生（MATSUURA, Kazuo）
：助教：教育員：研究員：乳癌の遺伝子学的効果予測因子：博士（-2011.6）
重川

崇（SHIGEKAWA, Takashi）
：助教：教育員：研究員：乳癌の薬物療法，ホルモン耐性：博士（2012.10-）

上田重人（UEDA, Shigeto）
：助教：教育員：研究員：乳癌の薬物療法，薬物療法の画像効果予測：博士（2012.10-）
中宮紀子（NAKAMIYA, Noriko）
：助教：教育員：研究員：乳癌の画像と病理診断，微小転移
廣川詠子（HIROKAWA, Eiko）
：助教：教育員：研究員：乳癌の画像診断，乳房再建
島田浩子（SHIMADA, Hiroko）
：助教：教育員：研究員：乳癌の画像診断

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 BSL, 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．
2-4．自己評価と次年度計画
短期間の間に外科の基本的手技と術前・術後管理を身につけさせることができた．学生には限られた講義のなかで
外科の魅力と臨床腫瘍学の一端を担う乳癌の治療の重要性と将来性を伝え，少しでも興味を持たせたい．研修医，特
に後期研修のローテーターには手術を積極的に指導し，治療面での当科の魅力をさらにアピールしたい．

3．研究
3-1．目的・目標
637

乳腺腫瘍科

研究の成果が実地臨床の場で反映されることを目標に，基礎と臨床を結びつける translational research を中心に研
究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
① Diﬀuse optical spectroscopy による乳癌薬物療法の治療効果モニターリングの有用性の検討② OncotypeDX,
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 ER 関連蛋白とホルモン耐性の
基礎的研究⑤ 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⑥乳癌診
療ガイドライン作成のためのデータベース構築⑦乳癌における non-codingRNA の臨床的意義に関する研究⑧治療効
果の画像診断および病理診断⑨ CTC の同定と臨床的意義⑩ Triple negative 乳癌の生物学的特徴について⑪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）の研究をさらに広げ，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，その成果を全国学会のシンポジウムで発表
できた（第 20 回日本乳癌学会学術総会，熊本）．新規研究プロジェクトとして薬物療法における早期効果予測とし
て functional imaging を取り入れ，promising な臨床データが蓄積されている（Int J Clin Oncol 17（2）: 276-282,
2012）
．
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，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とホルモン療法耐性にかかわる ER 関連蛋白の研究を
柱にしてさらに研究を推し進めたい．乳癌における ncRNA によるサブタイピング，その発現パターンで相関のある
nRNA を検出しうるか否かなど ncRNA の臨床的意義を明らかにする研究も手がけ，中間報告を国際学会で発表した．
さらに，最近注目されている large intergenic non-coding RNA（lincRNA）に関する研究も推し進めたい．

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，大崎昭彦は日本乳癌検診学会の理事とし活動し乳癌の診断，治療両面から活躍している．
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．10 月の乳癌月間に日高キャンパスで行われる市民公開講座も多くの参
加者を得，定着してきた．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Aogi K, Saeki T, Nakamura S, Kashiwaba M, Sato N, Masuda N, Rai Y, Ohno S, Kuroi K, Nishimura R, Miyakoda
K, Akiyama F, Kurosumi M, Ikeda T.:A multicenter, phase II study of epirubicin/cyclophosphamide followed by
docetaxel and concurrent trastuzumab as primary systemic therapy for HER-2 positive advanced breast cancer
（the HER2NAT study）. Int J Clin Oncol. 2012 Jul 26. [Epub ahead of print]
② Shigekawa T, Takeuchi H, Misumi M, Nakamiya N, Sugiyama M, Sugitani I, Fujiuchi N, Osaki A, Saeki T.: [Successful
treatment of trastuzumab-resistant HER2-positive breast cancer with extensive liver metastases using the
combination of trastuzumab and capecitabine - a case report.] Gan To Kagaku Ryoho. 2013 Feb;40（2）:225-7.
Japanese.
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③ Osaki A, Nakamiya N, Saeki T, Matsuura K. :[Treatment of inoperable breast cancer]. Nihon Rinsho. 2012 Sep;70
Suppl 7:581-6. Japanese.
④ Mizukoshi W, Kozawa E, Inoue K, Saito N, Nishi N, Saeki T, Kimura F.:（1）H MR spectroscopy with external
reference solution at 1.5 T for diﬀerentiating malignant and benign breast lesions: comparison using qualitative
and quantitative approaches. Eur Radiol. 2013 Jan;23（1）:75-83.
⑤ Inaji H, Iwata H, Nakayama T, Yamamoto N, Sato Y, Tokuda Y, Aogi K, Saji S, Watanabe K, Saito T, Yoshida M,
Sato N, Saeki T, Takatsuka Y, Kuranami M, Yamashita H, Kikuchi A, Tabei T, Ikeda T, Noguchi S. Randomized
phase II study of three doses of oral TAS-108 in postmenopausal patients with metastatic breast cancer. Cancer
Sci. 2012 Sep;103（9）:1708-13.
⑥ Suzuki Y, Saeki T, Aogi K, Toi M, Fujii H, Inoue K, Watanabe T, Fujiwara Y, Ito Y, Takatsuka Y, Iwata H, Arioka
H, Tokuda Y.: A multicenter phase II study of TSU-68, a novel oral multiple tyrosine kinase inhibitor, in patients
with metastatic breast cancer progressing despite prior treatment with an anthracycline-containing regimen and
taxane. Int J Clin Oncol. 2012 May 15. [Epub ahead of print]
⑦ Shigekawa T, Sugitani I, Takeuchi H, Misumi M, Nakamiya N, Sugiyama M, Sano H, Matsuura K, Takahashi T,
Fujiuchi N, Osaki A, Saeki T.: Axillary ultrasound examination is useful for selecting patients optimally suited for
sentinel lymph node biopsy after primary systemic chemotherapy. Am J Surg. 2012 Oct;204（4）:487-93.
⑧ Ijichi N, Shigekawa T, Ikeda K, Horie-Inoue K, Shimizu C, Saji S, Aogi K, Tsuda H, Osaki A, Saeki T, Inoue S.:
Association of double-positive FOXA1 and FOXP1 immunoreactivities with favorable prognosis of tamoxifentreated breast cancer patients. Horm Cancer. 2012 Aug;3（4）:147-59.
⑨ 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]
⑩大崎昭彦，島田浩子，宮原か奈，佐野

弘，中宮紀子，松浦一生，三角みその，高橋孝郎，佐伯俊昭：70 歳以

上の手術可能高齢者乳癌の治療選択と予後．第 20 回日本乳癌学会学術総会，熊本，2012
【総数：論文

10 件，学会発表

16 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

15,000 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
者

佐伯俊昭

研究代表者

平田公一

研究分担

950 千円

（3）日高研究プロジェクト「拡散光イメージング装置を用いた癌イメージングの臨床応用」 中宮紀子

600 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 29 回乳腺腫瘍セミナー
秋山

2012.6.19

太先生：構築の乱れの病理学的背景

BCT カンファレンス・乳腺腫瘍セミナー

2012.6.22

畝川芳彦先生：がん領域における新規治療の臨床開発
第 30 回乳腺腫瘍セミナー

2012.7.11

Anais Leproux, Ph.D.：DOSI の基本概念＋ ACRIN：米国での DOSI 臨床試験概要
第 31 回乳腺腫瘍セミナー

2012.11.16

高尾信太郎先生：乳がんの骨転移の最新情報 2012
BCT カンファレンス

2012.12.21

黒井克昌先生：東京都における医療連携の現状
第 32 回乳腺腫瘍セミナー

2013.1.18

谷本光音先生：自家造血幹細胞移植をめぐる最近の話題
第 33 回乳腺腫瘍セミナー

2013.1.22

戸井雅和先生：原発性乳癌の治療システムの進歩
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第 34 回乳腺腫瘍セミナー

2012.3.8

平田公一先生：DCIS のトピックス
第 35 回乳腺腫瘍セミナー

2012.3.15

西尾和人先生：分子標的薬の基礎から臨床，トランスレーショナルリサーチ
第 6 回市民公開がん医療講座

2012.11.23

乳がんに負けない

自分らしく生きよう！

大崎昭彦先生：あなたを支えるチーム医療
奈良林至先生：痛みに負けない
杉山勝彦：音楽が生まれる場所

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 23 年 4 月 1 日より廣川詠子助教，同年 10 月 1 日
より重川

崇助教，上田重人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．

研究面でも新たな研究プロジェクトが立ち上がり，promising なデータが蓄積されており，学会発表や論文発表も
積極的に行えた．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
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，山崎）．④医学生のチュー
ターとしての活動（坂口）
．
「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；
B．診断に関する研究；

石田，坂口，山崎

石田，山崎

C．治療法に関する研究；

坂口，石田，二反田，山崎
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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

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）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％
2）肺 GGO（localized ground glass opacity）病変に対する診断と治療に関する研究
3）肺癌組織における
中

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

70％

B．診断に関する研究；
1）小型肺結節（肺 GGO）の切除における気管支鏡下ゴールドマーキング法の検討
達成度

80％

2）PET と CT による胸膜中皮腫の診断の研究

70％

C．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％
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
5）肺癌手術時の胸腔内洗浄細胞診における癌細胞陽性症例に対する胸腔内温熱化学潅流療法の検討・・・現在症
例蓄積中
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％
E．肺移植に関する研究；
1）脳死肺移植における手術手技，術前術後管理に関して，研究中 （二反田）
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．論文は作成中である．多くは臨床研究で，継続し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）
当科では胸部に関する疾患を幅広く扱い，原発性肺癌，転移性肺腫瘍，縦隔腫瘍，胸膜中皮腫など腫瘍性病変の手
術を主に行っているが，
自然気胸の治療や炎症性肺疾患の外科治療，診断と治療を含めた未確の肺結節の手術も多かっ
た．胸膜炎や間質性肺炎の胸腔鏡による生検も積極的に行った．診療においては，外来，手術，術前術後管理，気管
支鏡検査に従事し，患者さんとの対話やインフォームドコンセントも大切にし，医師とコメディカルによるチーム医
療を実践した．また，医学生や研修医の教育，臨床実習に対しても力をいれ，少しでも多く医学生や研修医に呼吸器
外科の知識や技術が習得できるよう努力した．毎週，呼吸器外科，呼吸器内科，放射線診断科，放射線腫瘍科，他関
連科との合同カンファレンスを行い，個々の症例に関して年齢，病状，病期，合併症などを考慮して最も適した治療
方針の決定をした．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た．研究は主に臨床に則
したテーマで研究継続し，学会報告も行った．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本臨床外科学会誌

編集委員（金子）
，日本外科学会誌

日本呼吸器外科学会誌

編集（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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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
【学会発表】
①石田博徳，坂口浩三，山崎庸弘，坪地宏嘉，二反田博之，山浦
術例の検討．第 29 回日本呼吸器外科学会総会

匠，金子公一：両側多発 GGO 病変に対する手

2012.5.18（秋田）

②山﨑庸弘，石田博徳，坂口浩三，二反田博之，坪地宏嘉，金子公一：術前診断に苦慮した右胸腔鏡内横隔膜上腫
瘤 5 切除例の検討．第 29 回日本呼吸器外科学会総会

2012.5.17（秋田）

③坂口浩三，石田博徳，二反田博之，山﨑庸弘，天野博明，山口

浩，金子公一：PGA シートによるカバーリン

グ 3 年後に再発気胸手術を施行した 1 例．第 16 回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会
④二反田博之，金子公一，坂口浩三，山﨑庸弘，上部一彦，高橋

研，新浪

2012.9.29（東京）

博，石田博徳：体外循環下に切除し

た再発縦隔胚細胞性腫瘍の 1 例．第 160 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会

2012.11.10（東京）

【論文・症例報告・分担執筆】
⑤金子公一：外科学

温故知新

29：呼吸器外科学（分担執筆）．p434-447, 大道学館出版部，2012.4

⑥坂口浩三，二反田博之，石田博徳，山﨑庸弘，坪地宏嘉，金子公一：気管腫瘍に対する治療の現況：悪性期間狭
窄に対するステント挿入例の検討．日本気管食道科学会雑誌
⑦石田博徳：第 5 章

治療総論

3

63(2): 154-155, 2012

外科治療総論．医学スーパーラーニングシリーズ

呼吸器病学．丸善出版

114-118，2012.6
⑧二反田博之：第 12 章

肺腫瘍

3

良性腫瘍．医学スーパーラーニングシリーズ

呼吸器病学．丸善出版

295-297，2012.6
⑨山﨑庸弘：第 13 章
版

胸膜・縦隔疾患

5

縦隔気腫．医学スーパーラーニングシリーズ

呼吸器病学．丸善出

318-320，2012.6

【講演】
⑩二反田博之：肺移植の現状と課題．第 54 回包括的がんセンター教育カンファレンス

2012.12.17（日高）

【総数：論文・執筆 21 件，学会発表 9 件，講演 9 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 160 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会
2012 年 11 月 10 日 東京ファッションタウンビル（東京 有明）
2）第 17 回呼吸器療法研究会

2012 年 11 月 19 日 （毛呂本部棟 3 階）

2）第 52 回埼玉医科大学国際医療センター地域連携懇話会（呼吸器病センター主催）
2013 年 1 月 16 日 （国際医療センター）

7．自己点検・評価
臨床，研究，教育に関して，医局員全員が協力し合って，ある程度の実績は残せたと判断する．中でも，臨床にお
いて手術症例数は増し，肺癌に対する胸腔鏡手術の比率も増加している．また，教育に関しても BSL には力を入れ，
学生からの評価も得ている．臨床研修医に対して，診断学の指導や手技や実技の指導に重点を置き，評価を得たと判
断している．
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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（大学院）：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（大学院）：重症心全：博士
朝倉利久（ASAKURA, Toshihisa）
：准教授：外来医長：大学院教員（大学院）：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（大学院）
：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）
：助教

岡田至弘（OKADA, Norihiro）
：助教
髙澤晃利（TAKAZAWA, Akitoshi）
：助教
林祐次郎（HAYASHI, Yujiro）
：助教
西村元延（NISHIMURA, Motonobu）
：客員教授
福嶌教偉（FUKUSHIMA, Norihide）
：客員教授
田鎖

治（TAGUSARI, Osamu）
：客員教授

朝野晴彦（ASANO, Haruhiko）
：客員准教授
石川雅透（ISHIKAWA, Masayuki）
：客員講師
荻原正規（OGIWARA, Masanori）
：非常勤講師
尾崎公彦（OZAKI, Masahiko）
：非常勤講師
佐藤

渉（SATOU, Wataru）
：非常勤講師

島袋高志（SHIMABUKURO, Takashi）
：非常勤講師
伊橋健治（IHASHI, Kenji）
：非常勤講師

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育
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
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．
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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
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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
1）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
2）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
3）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，基礎系の研究も行っている．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
今まで蓄積したデータをもとに，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テルモホスピタリティルームセミナー：胸部大動脈瘤の手術−私の人工血管の使い分け−：2012 年 5 月 25 日
（上部）
②第 3 回心臓血管外科領域における DIC 治療を考える会：慢性 DIC を伴う大動脈瘤にリコモジュリンが奏功した
1 例：2012 年 7 月 25 日（林）
③ Ehime Heart Valve Conference 2012：大動脈弁狭窄症の現状と治療：2012 年 9 月 1 日（新浪）
④第 32 回福島心疾患治療懇話会：TAVI 時代における大動脈弁狭窄症に対する治療戦略：2012 年 9 月 8 日（新浪）
⑤第 35 回循環器内科・外科フォーラム：冠疾患治療におけるハートチーム〜外科の立場〜：2012 年 2 月 16 日
（新
浪）
⑥第 4 回心臓移植治療戦略懇話会：60 歳以上重症心不全症例に対する左心不全症例に対する左心補助人工心臓の
装着−心臓移植適応拡大に向けての検討−：2013 年 3 月 2 日（高橋）
⑦第 10 回せとうち心臓血管外科セミナー：冠動脈 3 枝病変に対する In Situ3 本動脈
グラフトのみによる OPCAB:2012 年 3 月 30 日（新浪）
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6．業績
6-1．論文・学会発表
①上部一彦，中嶋博之，朝倉利久，小池裕之，森田耕三，神戸
井口篤志，新浪

将，高橋

研，池田昌弘，岡田至弘，高澤晃利，

博：透析症例に対する単独 AVR の早期および中期遠隔成績：第 42 回日本心臓血管外科学会

学術総会：2012 年 4 月 20 日
②中嶋博之，森田耕三，小池裕之，神戸
新浪

将，池田昌弘，岡田至弘，高澤晃利，上部一彦，朝倉利久，井口篤志，

博：中等度狭窄右冠動脈へのグラフト選択における minimum luminal diameter 評価の有用性：第 42 回

日本心臓血管外科学会学術総会：2012 年 4 月 20 日
③高澤晃利，中嶋博之，井口篤志，朝倉利久，上部一彦，小池裕之，森田耕三，神戸
道本

智，岡田至弘，新浪

将，高橋

研，池田昌弘，

博：3 回目の MVR における弁周囲逆流防止のための縫着法の戦略：第 159 回日本

胸部外科学会関東甲信越地方会：2012 年 6 月 2 日
④岡田至弘，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
道本

智，
高澤晃利，
新浪

将，高橋

研，池田昌弘，

博：稀な形態を示した左室瘤 1 症例：第 159 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会：

2012 年 6 月 2 日
⑤朝倉利久，岡田至弘，高橋

研，池田昌弘，森田耕三，田畑美弥子，小池裕之，上部一彦，井口篤志，新浪

博：

急性 A 型解離に対する新しい治療戦略：術後長期予後改善を目指した Open stent graft 変法：日本心臓血管外科
学会雑誌：2012;21:00-00
⑥小池裕之，井口篤志，朝倉利久，中嶋博之，上部一彦，森田耕三，神戸
岡田至弘，高澤晃利，林祐次郎，新浪

将，高橋

研，池田昌弘，道本

智，

博：年間 500 症例開心術を行う為の周術期管理：第 65 回日本胸部外

科学会定期学術集会：2012 年 10 月 20 日
⑦高橋

研，井口篤志，林祐次郎，高澤晃利，岡田至弘，道本

上部一彦，中嶋博之，朝倉利久，新浪

智，池田昌弘，神戸

将，森田耕三，小池裕之，

博：心室中隔穿孔に対する手術成績の検討：第 65 回日本胸部外科学会

定期学術集会：2012 年 10 月 20 日
⑧道本

智，森田耕三，小池裕之，神戸

井口篤志，朝倉利久，中嶋博之，新浪

将，高橋

研，池田昌弘，岡田至弘，高澤晃利，岡田至弘，林祐次郎，

博：新しい大動脈弁位生体弁 Trifecta TM の超急性期成績の検討：第

65 回日本胸部外科学会定期学術集会：2012 年 10 月 20 日
⑨高橋

研，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

岡田至弘，林祐次郎，新浪

将，池田昌弘，道本

智，

博，山崎健二：体表面積 1.4 ㎡未満の症例に対する EVAHEART 植込みの経験：第

18 回日本臨床補助人工心臓研究会学術集会：2012 年 11 月 22 日
⑩新浪

博：長期開存性を期待した In situ 3 本動脈グラフトのみによる OPCAB：第 26 回日本冠疾患学会学術集

会：2012 年 12 月 15 日
【総数：論文 2 件，学会発表 32 件，講演 11 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 1 回彩の国臨床循環器疾患研究会：2012 年 4 月 2 日：埼玉医科大学国際医療センター
②第 14 回日本 Advanced Heart & Vascular Surgery/ OPCAB 研究会：2012 年 7 月 14 日：ホテルグランドヒル市ヶ
谷：会長

新浪

博

③第 2 回彩の国臨床循環器疾患研究会：2012 年 11 月 5 日：埼玉医科大学国際医療センター
④循環器領域の漢方セミナー：2012 年 11 月 1 日：埼玉医科大学国際医療センター
⑤第 54 回埼玉医科大学国際医療センター地域医療連携懇話会：テーマ

心臓血管外科の現状と将来の展望：

2012 年 3 月 27 日

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
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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：運営責任者：教務主任：研究主任：骨軟部組織腫瘍科・整形外科：医長：代
表指導教員（大学院）：軟部腫瘍：医学博士
今西淳悟（IMANISHI, Jungo）
：助教：骨軟部組織腫瘍科・整形外科：医員：軟部腫瘍

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 4，6 年学生に矢澤が「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
頻度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．診断，検査，治療の改善方法を検討，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．転移性骨腫瘍の頻度と治療結果（責任者：矢澤）
3-3．研究内容と達成度
疾患台帳（外来，入院，手術，病理）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，手術映像も電子化して蓄積する予定である．転移性骨腫瘍症例は電子カルテより症例を収拾して行う
よていであるが，まず倫理委員会を通す必要がある．
3-4．自己評価と達成度
症例はかなり蓄積された．手術成績，生存率の解析も行ない始めている．骨，軟部肉腫の手術では 3 − 4cm の切
除縁が妥当であるとの結果が得られた．予後データ解析において他施設へ転院した患者の追跡も行う必要があり，院
内癌登録との連携を模索している．

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の
重さを感じた．

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
東日本整形外科学会査読
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
平成 24 年 10 月 13 日

がんの子どもを守る会にて講演
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「肉腫って何だろう？」矢澤康男

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
代表的なものを以下に示す．
①矢澤康男：脊椎・傍脊柱領域にみられる骨軟部腫瘍の診断と治療．脊髄外科 vol.26(3), 284-292, 2012.
② Jungo Imanishi. A 62-year-old Male, Epithelioid sarcoma of the perineal region. The 24th Forum of the surgical
society for Musculoskeletal sarcoma
【総数：論文 1 件，学会発表 11 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
Best Poster Award, Radiology, 10th Asia Paciﬁc Musculoskeletal Tumor Society 2012 (Kuala Lumpur, Malaysia)
Jungo Imanishi. False Positive Study of FDG-PET/CT concerning on Musculoskeletal Tumors.
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，また学生教育，会議，大学運営業務も多くなりそれなりに疲労してきている．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

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・外来医長：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）
：教授：副診療科長：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）：小児中
枢神経系腫瘍：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
安達淳一（ADACHI, Jun-ichi）
：准教授：外来医長・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）
：准教授：副診療科長・外来医長：大学院教員（大学院）：脳血管障害：博士
鈴木智成（SUZUKI, Tomonari）
：助教：病棟医長：社会人大学院
甲賀智之（KOHGA, Tomoyuki）
：助教：専門医員：博士
白畑充章（SHIRAHATA, Mitsuaki）
：助教：専門医員：博士
福岡講平（FUKUOKA, Kohei）
：助教：医員
渡辺祐子（WATANABE, Yuko）
：助教：医員：博士
竹田理々子（TAKEDA, Ririko）
：講師：専門医員・病棟医長：脳血管障害：博士
池田俊貴（IKEDA, Toshiki）
：講師：専門医員・外来医長：脳血管障害
中島弘之（NAKAJIMA, Hiroyuki）
：助教：研修担当医長・専門医員
石原秀章（ISHIHARA, Hideaki）
：助教：専門医員
吉原智之（YOSHIHARA, Tomoyuki）
：助教：医員
掛樋喜明（KAKEHI, Yoshiaki）
：助教：専門医員
飯田

優（IIDA, You）
：看護師コーディネーター

根木宏明（NEKI, Hiroaki）
：助教：専門医員・病棟医長
嶋口英俊（SHIMAGUCHI, Hidetoshi）
：助教：専門医員
吉川信一朗（YOSHIKAWA, Shin'ichiro）
：fellow・助教
大塚宗廣（OHTSUKA, Munehiro）
：fellow・助教
鈴木海馬（SUZUKI, 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
柴田碧人（SHIBATA, Aoto）
：後期研修医・助教
池田峻介（IKEDA, Shunsuke）
：後期研修医・助教
鈴木千尋（SUZUKI, Chihiro）
：非常勤講師
小倉丈司（OGURA, Takeshi）
：非常勤講師
神山信也（KOHYAMA, Shinya）
：非常勤講師
田辺秀紀（TANABE, Hideki）
：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
大塚俊宏（OOTSUKA, Toshihiro）
：非常勤医員
新見康宏（NIIMI, Yasuhiro）
：非常勤教授
伏原豪司（FUSHIHARA, Goushi）
：非常勤医員
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中島まゆ（NAKAJIMA, Mayu）
：非常勤医員
宮本直子（MIYAMOTO, Naoko）
：非常勤医員
布施孝久（FUSE, Takahisa）
：非常勤医員

2．教育
2-1．目的・目標
本学の教育目標は「すぐれた臨床医の育成」である．すぐれた臨床医とは，（1）医師としてのしっかりした専門
性を持つことであり，それは（2）豊かな人間性と社会的視野に裏打ちされたものでなくてはならない．そして，
（3）
生涯にわたって，
探求心と科学的思考能力を持った医師であることが求められる．脳神経外科の学生教育においては，
脳神経外科学について，脳神経外科を専門としない医師としても必要な，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．
卒前教育においては，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深めることを目標とする．
卒後教育においては，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も極めて重要であり，その上
で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．
大学院教育においては，脳神経外科内における専門性の取得の基礎となる専門知識取得の学問的方法論を学ぶこと
に重点を置き，学位取得を目標とする．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育：
講義：
栗田浩樹

栗田浩樹

西川

亮

西川

亮

柳澤隆昭

柳澤隆昭

山根文孝

西川
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亮

脳・神経系疾患 24．1．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．
脳 神 経 外 科 に お け 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．
る外科解剖
3．髄膜の構造と役割を述べる事ができる．
4 年生
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．
脳・神経系疾患 25．1．脳血管障害の種類を挙げることができる．
脳血管障害総論
2．脳卒中の発症様式と応急対応を述べる事ができる．
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
脳腫瘍（2）
1．神経膠腫の診断と治療
悪性脳腫瘍（1）
2．中枢神経系悪性リンパ腫の発生，頻度，画像，治療について述べることが出
来る
4 年生
3．転移性脳腫瘍の画像，原発巣別頻度，治療方針について述べることが出来る
脳腫瘍（3）
1．小児脳腫瘍はどのように発症し診断にいたるか？
悪性脳腫瘍（2）
2．小児脳腫瘍にはどのようなものがあるか？
4 年生
3．小児脳腫瘍の診断・治療上の特徴について：成人とどのような違いがあるか？
4．低悪性度神経膠腫の治療について
5．髄芽腫の治療について
保 健 医 療 学 部 看 護 小児脳腫瘍：子どもたちと家族の日常．
学科
小児脳腫瘍の特徴，診断と治療について学ぶと共に，患児・家族の抱える心理社
小児看護活動論
会的問題について学び，包括的診療における看護の役割を学ぶ
3 年生
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

脳神経外科

臨 床 実 習 の 再 1．画像を見た時に，CT か MRI か，MRI だとすれば T1 強調か T2 強調か，造影
チェック（13）
剤投与後の画像かを述べることが出来る．
脳神経疾患（2）
2．CT で高吸収域あるいは低吸収域を示す代表的な病変を挙げる事が出来る．
6 年生
3．MRI で高信号域あるいは低信号域を示す代表的な病変を挙げる事が出来る．
4．脳梗塞の MRI 画像について述べることが出来る．
5．脳出血の MRI 画像について述べることが出来る．
6．リング状増強を示す疾患を挙げる事が出来る．
7．脳実質外腫瘍を挙げ，MRI の特徴的な所見を述べることが出来る．
8．腫瘍マーカーが診断上重要な役割を果たす脳腫瘍を挙げる事が出来る．
西川 亮
内分泌・代謝（5） 1．下垂体腺腫の画像診断−下垂体腺腫の MRI 所見について述べることが出来る．
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．
〈間脳・下垂体〉
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
下垂体前葉（2）
下 垂 体 腫 瘍・ 頭 蓋 いて述べることが出来る．
咽頭腫
3 年生
佐藤 章
脳・ 神 経 系 疾 患 ＜ 1．救急治療を要する疾患
必 須 の 症 候 と 疾 患 2．救急治療を要する頭蓋内病態
＞（6）
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
6 年生
佐藤 章
頭部外傷（1）
1．頭部外傷の特殊性（解剖，特に頭蓋内という環境）
2．脳実質損傷と実質外損傷
4 年生
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
大井川秀聡 頭部外傷（2）
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．
4 年生
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．
大井川秀聡 頭部外傷（3）
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．
4 年生
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．
杉山達也
脳・ 脊 髄 の 先 天 奇 1．先天性疾患の診断と治療．
形
2．中枢神経系発生異常を理解する
4 年生
佐藤 章
頭部外傷
外傷による脳損傷発生機序，緊急手術を要する病態，外傷性急性頭蓋内出血，頭
蓋内圧とその管理，頭部外傷と全身管理
6 年生
佐藤 章
脳 血 管 障 害（2）
： 1．くも膜下出血の疫学
脳動脈瘤治療
2．動脈瘤破裂によるくも膜下出血の診断（画像，腰椎穿刺など）
3．脳動脈瘤の急性期治療
6 年生
4．脳血管攣縮の病態と治療
5．未破裂脳動脈瘤の治療
佐藤 章
脳血管障害（5）
1．くも膜下出血疫学
2．脳動脈瘤破裂とクモ膜下出血
4 年生
3．クモ膜下出血の病態（頭蓋内，全身）
4．脳動脈瘤治療の原則
5．脳血管攣縮とその対策
石原正一郎 脳血管障害（2）
1．脳梗塞の原因となる病態とその外科治療
2．脳梗塞と血管内治療
4 年生
3．モヤモヤ病の外科治療
佐藤 章
医療概論（4）
1．医学的死の定義
死 の 概 念・ 臓 器 移 2．頭蓋内圧亢進が脳幹機能障害を起こす機構
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
佐藤 章
終 末 期 医 療 と し て 1．死の概念（三徴候死と脳死，死亡宣告の相対性と社会性）
の脳死と生命倫理 2．終末期ケアの歴史
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
佐藤 章
脳 死・ 臓 器 移 植 に 1．医学的な脳死の病態と定義
おける生命倫理
2．生命倫理からみた脳死・臓器移
2 年生
植 3．脳死はヒトの死か？
4．終末期医療としての脳死患者への倫理的対応
西川

亮
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三島一彦
三島一彦

良医への道
医学論文読解の指導
医 学 英 語： 医 学 論
文読解
BSL が行われている学年に，実践的な講義を行った．
特別演習
脳腫瘍

PBL：3 つの課題を担当した．
臨床推論：教員が順に担当した．
BSL：全教員がクルズス，神経所見の取り方など実技指導，手術解説，レポート指導，カンファランス解説などを
分担して指導した．研修担当責任者：安達淳一，竹田理々子
CC：BSL での指導に加え，担当患者を決めてカンファランスでの症例提示など，より深い指導を行った．
卒後教育
脳血管内治療科：脳卒中疾患に対して基礎となる患者管理，画像診断および病態を把握する方法の修得を目標とす
る．他院からの非常勤医師・研修生に対しては，いずれ脳血管内治療専門医となって脳卒中診療の一線で活躍する
人材を育成することに主眼をおく．そのために，医療チームの一員として，急性期から慢性期管理にいたる脳血管
内治療科の診療全体を理解し，脳血管内治療医に必要な基礎的技能および知識を習得する．後期研修医のローテー
ションがあり指導にあたった．
脳卒中外科：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，臨床推論等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
卒前教育：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も取り入れてい
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．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．週 1 回の総廻診は学生を前面に，学生指導を第 1 の目的とす
る廻診と位置づけている．100 床にも及ぶ脳神経外科入院患者の数と，小児脳腫瘍から脳卒中，頭部外傷に及ぶ幅
広さは，学生へのインパクトが強い．また，手術への参加や顕微鏡下血管吻合の実技指導も学生に好評で，今後も継
続したい．
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．
脳血管内治療科では，今年度当科をローテーションした研修医はなし．他院からの研修生は非常勤で月曜日一名が
引き続き研修中である．常勤医 1 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 1 名（根木宏明）合格した．またデバイスセミナーでは当院および関連施
設コメディカルを対象とした脳血管内治療に関する基礎およびデバイスのハンズオンであり，さらに専門医収得後の
医師を対象に closed ではあるが Hidaka live seminar を定期的に開催している．

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
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脳腫瘍研究グループ
西川

亮

1．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
2．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
3．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
4．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
5．高齢者膠芽腫における Temozolomide の治療効果に関する国際共同臨床試験
6．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
三島一彦
1．中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する治療：高齢者に対する治療戦略
2．悪性グリオーマに対する放射線増感による新たな治療法の開発
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．グリオーマの診断，治療反応性，予後予測に有用な分子マーカーの解析
白畑充章
1．高齢者膠芽腫に対する MGMT メチル化を指標とした個別化治療多施設共同第Ⅱ相試験
鈴木智成（院）
1．マイクロアレイ解析を用いた脳腫瘍におけるポルフィリン代謝経路の解析
脳血管障害研究グループ
石原正一郎，根木宏明
1．脳血管内手術用シミュレーターの開発
石原秀章，石原正一郎
1．ガイディングカテーテル留置時血管攣縮の解明
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．椎骨動脈乖離性動脈瘤の流体力学による各種病態解明
3．脳血管造影術後管理についての看護研究
掛樋喜明，石原正一郎
1．中大脳動脈閉塞症の病態解明
山根文孝，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
神山信也，嶋口英俊，根木宏明
1．3F カテーテルによる脳血管造影
嶋口英俊
1．動眼神経麻痺を呈する脳動脈瘤の病態と治療
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
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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
鈴木海馬・栗田浩樹
1．慢性硬膜下血腫の再発因子に関する研究
2．慢性硬膜下血腫に対する新しいドレナージ術の開発
3-3．研究内容と達成度
脳腫瘍研究グループ
西川

亮

1．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】
分担研究者として参加した．初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メトトレキサート療法＋放射
線治療と照射前大量メトトレキサート療法＋テモゾロミド併用放射線治療＋テモゾロミド維持療法とのランダム
化比較試験（JCOG1114）のプロトコールを完成させた．次に先進医療 B 指定獲得のための手続きに入った．
【達成度】
70％
2．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】
引き続き JCOG0504「転移性脳腫瘍に対する，腫瘍摘出術＋全脳照射と腫瘍摘出術＋ Salvage Radiation Therapy
とのランダム化比較試験」に参加し，症例の登録を行った．
【達成度】
50％
3．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】
JCOG0911「初発膠芽腫に対するインターフェロンーβ＋テモゾロミド併用化学放射線療法のランダム化第 2 相
試験」に参加し，症例の登録を行い，試験は終了となった．また新規に計画中の臨床試験「初発退形成性神経膠
腫に対する術後塩酸ニムスチン（ACNU）化学放射線療法先行再発時テモゾロミド化学療法をテモゾロミド標準
化学放射線療法と比較するランダム化第 III 相試験」JCOG 1016，「手術後残存腫瘍のある WHO Grade II 星細胞
腫に対する放射線単独治療とテモゾロミド併用療法を比較するランダム化第Ⅱ / Ⅲ相試験」PC1303，並びに「再
発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド療法先行再発時ベバシズマブ療法をベバシズマブ療法と比較する多施設
共同ランダム化第 III 相試験」PC11xx に関する討論に積極的に参加し，症例調査等に協力した．
【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完成させると共に，Web 症例検討会に参加し，症例調査や
重症度分類作成にも協力した．
【達成度】
90％
6．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
【研究内容】
神経膠腫と頭蓋内胚細胞腫のゲノム解析のプロジェクトに参加し，初年度である平成 24 年度は過去に遡っての
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凍結保存サンプルの匿名化作業や発送，並びに臨床データのデータベース作成を行った．
【達成度】
30％
三島一彦
1．中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する治療：高齢者に対する治療戦略
高齢者中枢神経系原発悪性リンパ腫（PCNSL）に対し当科で行なってきた抗体化学療法の治療成績をまとめ解析
した．
【目的】高齢者の中枢神経系原発悪性リンパ腫（PCNSL）の予後は非常に不良である．その理由として，標準治療
である high-dose MTX（HD-MTX）を基盤とした化学療法と全脳照射は，遅発性神経障害を高頻度にきたし QOL
を損ねるという問題がある．従って，新たな治療法の開発が必要である．我々は高齢者 PCNSL に対する治療戦
略として，照射を回避した免疫化学療法を施行しており，今回その有効性と安全性を解析した．【方法】2009
年 1 月以降 70 歳以上の初発 PCNSL 19 例に対し，初期治療として Rituximab（375mg/m2）と HD-MTX（3.5g/
m2）
（RIT-MTX 療法）を 2 週ごとに 6 サイクル，その後 1 ヵ月毎に RIT-MTX 療法を 2 サイクル，さらに維持療
法として HD-MTX を 2-3 ヵ月毎に再発まで，あるいは 2 年間投与した．初期治療に対し PR 例には定位照射，
temozolomide による化学療法を，PD 例には全脳照射を行なった．【成績】19 例の年齢中央値は 74 歳（66-84）
，
KPS 中央値は 60（30 − 80）で，RIT-MTX は計 101 サイクル，HD-MTX は計 64 サイクル施行した．MTX 投
与量は CCr 低下により 4 例では 1 サイクル目より，4 例では途中より減量した．MRI で標的病変が評価できた
のは 17 例で，CR: 11 例（64.7％）
，PR: 3 例（17.6％），PD: 3 例（17.6％），奏効割合は 82.3％であり，CR に
は中央値 5 サイクルで到達した．無増悪生存期間中央値（mPFS）は 24.3 ヵ月，全生存期間中央値（mOS）は
29 ヵ月であった．初期療法で CR となった症例（n=13）は non-CR 症例（n=6）に比較し，mPFS（未到達 vs. 7.8 ヵ
月）
，mOS（未到達 vs. 15.3 ヵ月）とも有意に延長した．Grade 3-4 の有害事象は grade 3 の血小板減少 1 例，
grade 3 の白血球減少 1 例，grade 3 の肺炎 2 例，grade 3 のトランスアミラーゼ上昇 1 例，grade 4 の好中球減
少を 1 例に認めたが，治療関連死は認めなかった．【結論】RIT-MTX 療法は高齢者に安全に投与可能であった．
高齢者に対し照射を回避した化学療法のこれまでの治療成績は mPFS が 5.9 − 20 ヵ月と報告されており，今回
の治療成績がそれを上回ったのは，初期治療に RIT を加えたこと，HD-MTX で維持療法を行ったことが理由と
して考えられた．
【達成度】
70％
2．悪性グリオーマに対する放射線増感による新たな治療法の開発
【研究内容】
悪性神経膠腫（グリオーマ）は予後不良な脳腫瘍で，その治療を困難としている理由として，腫瘍細胞が放射線照
射に抵抗性を示すことが挙げられる．従って予後改善には，腫瘍細胞の放射線抵抗性を克服することが必須であ
る．本研究では放射線照射による DNA の二重鎖切断（DSB）を修復する経路で最初に機能する MRE11-RAD50NBS1（MRN）を抑制する低分子化合物を用い，照射後の DNA 損傷の修復を阻害することで，放射線治療増感
効果が得られることを仮説とし，放射線増感を目指した新たなグリオーマの治療法開発を目的とした
．本年度は，4 つのグリオーマ細胞株，U87, U251, LN229, LN319, LN428 に X 線（2, 4, 6, 8Gy）を照射し，
colony formation assay 法を用いて生存率を求めた．その結果，放射線線量依存的に腫瘍細胞生存率は低下した．
次に，上記のグリオーマ細胞に MRN 低分子阻害剤を 0 − 100 μ M 添加し増殖能を colony formation assay 法
により検討した．U251, LN229 では 25 μ M で約 60 − 80％の生存率を示し，LN319, LN428 では 50 μ M で
約 60％の生存率を示した．この実験で得られた MRN 阻害剤の IC50 用量を各グリオーマ細胞に 3 時間作用させ，
放射線を照射しコロニー形成能を検討した．その結果，MRN 阻害剤で処理し放射線照射を行なうと，照射単独
で治療したものに比べコロニー形成能が有意に抑制され，放射線増感作用が認められることが確認できた．
【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】
「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適応するための政
策提言をすることを目的とする班研究に参画した．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
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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．さらに，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し，その解決方法を検討した
【達成度】
50％
安達淳一
1．グリオーマの診断，治療反応性，予後予測に有用な分子マーカーの解析
【研究内容】
脳腫瘍の中で最もポピュラーであるグリオーマの診断，治療反応性や予後予測に関与する主な分子マーカーで
ある染色体 1p, 19q 欠失，MGMT 遺伝子プロモーターのメチル化定量，IDH1 遺伝子の変異の検出について，短
時間で効率良く解析できる方法を確立した．グリオーマの摘出組織から DNA を抽出して，染色体 1p/19q 欠失
の有無については FISH 法で，MGMT 遺伝子プロモーターのメチル化定量と IDH1 遺伝子の変異の有無について
は LightCycler480 システムを用いた高解像能融解曲線分析法と免液染色法によって解析を行った．MGMT 遺伝
子プロモーターのメチル化定量法については，グリオーマから脳リンパ腫へも応用し論文へ新知見を報告した．
IDH1 遺伝子変異について，小児グリオーマでは極めて稀であることを報告し，また，迅速診断法を確立し，グ
リオーマ手術へ応用できないか検討を行った．
【達成度】
60％
白畑充章
1．高齢者膠芽腫に対する MGMT メチル化を指標とした個別化治療多施設共同第Ⅱ相試験
【研究内容】
70 歳以上の高齢者膠芽腫患者を対象として，腫瘍組織における MGMT 遺伝子 DNA メチル化状態を前方視的に
調べ，メチル化群では，術後治療において放射線治療をせずにテモダール単独治療，非メチル化群では従来通り
の放射線単独治療を行なう第Ⅱ相臨床試験「高齢者膠芽腫に対する MGMT メチル化を指標とした個別化治療多
施設共同第Ⅱ相試験」を立案構築し，全国に参加を呼びかけ，キックオフミーティングを開催し，平成 25 年 4
月から患者登録を開始した．
現在 3 名の登録を行なった．全国の施設に参加を呼びかけた結果，20 施設以上から参加の打診を頂き，現在各
施設での倫理委員会審査を行なっている
【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】
5-ALA 投 与 後 の 蛍 光 の 有 無 に つ い て， 凍 結 保 存 試 料 に 励 起 光 照 射 を 行 い， 蛍 光 診 断 の 確 認 を 行 っ た．
glioblastoma, anaplastic astrocytoma, oligoastrocytoma, pilocytic astrocytoma において，同一症例で蛍光診断陽
性・陰性腫瘍部が併存して認められた検体を含む 11 症例，22 検体から RNA を抽出した．蛍光陽性・陰性腫瘍
部より抽出した RNA を使用し，マイクロアレイによる遺伝子発現解析から蛍光陽性・陰性規定候補遺伝子を策
定し，更に全ての検体から抽出した RNA を使用して，real-time RT-PCR 法によって詳細な遺伝子発現レベルの
確認を行った．その結果 CDH13（cadherin 13）が蛍光陰性腫瘍において蛍光陽性腫瘍に比べ有意に高発現して
いることが示された．さらに，培養細胞を用いたノックダウン実験などの機能解析を行い蛍光発色に関連する遺
伝子に関しての詳細を検討した．
【達成度】
90％
脳血管障害研究グループ
石原正一郎，根木宏明
1．脳血管内手術用シミュレーターの開発
データ収集中
石原秀章，石原正一郎
1．ガイディングカテーテル留置時血管攣縮の解明
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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
データ収集はほぼ終了し，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
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
データ収集はほぼ終了し，論文準備中
2．椎骨動脈乖離性動脈瘤の流体力学による各種病態解明
データ収集中
3．脳血管造影術後管理についての看護研究
データ収集中
掛樋喜明，石原正一郎
1．中大脳動脈閉塞症の病態解明
データ収集中
山根文孝，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
データ収集はほぼ終了し，論文準備中
神山信也，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
嶋口英俊
1．動眼神経麻痺を呈する脳動脈瘤の病態と治療
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】
90％
2

高難易度脳動脈瘤に対する血管内塞栓術と直達術を併用した複合治療法の開発

【研究内容】
Clipping 術や coil 塞栓術では従来治療困難とされてきた脳底動脈の部分血栓化巨大脳動脈瘤に対して，clipping
で動脈瘤の neck 形成を行い，脳動脈瘤を coil 塞栓可能な形状に変化させ，そのまま coil 塞栓術を行うという新
しい strategy による手術が近日予定されている．この手術法が確立されば，治療困難な部分血栓化脳動脈瘤に
対する breakthrouh になる可能性がある．
【達成度】
50％
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．
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【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 16 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】
70％
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，論文としても発表した．
【達成度】
100％
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，現在論文投稿中である．
【達成度】
100％
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．中枢神経系原発悪性リンパ腫に関する JCOG1114 臨床試験は
国際的にも認知された，国内でも注目される臨床試験となった．その立ち上げに全力を尽くしたい．また本年度から
神経膠腫，頭蓋内胚細胞腫，そして JCOG1114 試験に附随して中枢神経系原発悪性リンパ腫のゲノム解析を開始す
ることができた．新規治療薬の開発やバイオマーカーの発見のために極めて重要なプロジェクトであるので，次年度
も積極的に推進させたい．
三島一彦
今年度は，高齢者 PCNSL 患者に対し当科で行なってきた抗体化学療法の治療成績につき解析し発表した．本治療
法の治療成績は比較的良好であることが確認できた．次年度はさらに症例数を増やし，追跡期間を延長した結果を論
文としてまとめていきたいと考えている．
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悪性グリオーマに対する放射線増感による新たな治療法の開発の研究においては，悪性グリオーマ細胞に対して
MRN 阻害剤は放射線増感作用を示すことが確認できた．次年度は，MRN 阻害剤により放射線増感がもたらされる作
用機序を解明するため，細胞周期の解析，細胞死の誘導状況の解析とそのシグナル伝達経路の解析などについて検討
する予定である．
安達淳一
本年度は症例数の増加に伴い有意義な解析が行えた．
今後，さらに症例を重ねて，今まで得られた知見の検証を行う予定である．同時に新たな分子マーカーに関しても，
脳腫瘍の臨床や病態解明に有用と思われるものについては積極的に解析を進めていきたい．
白畑充章
多施設共同前向き第Ⅱ相試験を立ち上げることができた．次年度はこれを軌道に載せたい．またこれまでの研究歴
を発展させる新しいプロジェクトにも挑戦したい．
鈴木智成
論文が完成し，英文雑誌に投稿することができた．次年度以内に，学位取得を目指す予定となった．
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り，数年遅れて国立がん研
究センターに同名の診療科が命名されたのみである．また特記すべきは小児科医の参加による効率的な小児悪性脳腫
瘍治療の推進であり，この分野においては我が国のトップに立ったといっても決して過言ではない．脳脊髄腫瘍全般
について診断，治療の向上に努めるとともに，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，密度の濃い診療，並びに先進的な診療の開発に努
めていく．
脳血管内治療科：開院以来脳血管造影検査，脳血管内手術とも多くの件数をやらせていただいた．はっきりしたの
はもはや医師のみの診療科構成では医療サービス向上はすすまないこと．当科では本年度より，医師 7 人体制にコー
ディネーター 1 人，MA2 人，秘書 1 人計 11 人体制が確立し，この試行錯誤の段階を終了し実績をあげた年度であっ
た．今後いっそう患者満足度をアップするために医療サービス向上に励んでいく．また，それぞれの本業を発揮する
ことで症例数増加にも寄与することが示された．
脳腫瘍の症例数が多い施設や，脳血管障害に特化したような施設はあるが，当科のように，脳腫瘍と脳血管障害が
揃ってバランス良く，量・質共に充実した診療を行っている施設は本邦においても数少ない．更に 3 診療科お互い
に切磋琢磨して，発展させて行きたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
三島一彦（独立行政法人医薬品医療機器総合機構

専門委員）

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
Neurologia medico-chirurgica（西川

亮，Reviewer）

亮 Editorial Board, 三島一彦，石原正一郎．柳澤隆昭 Reviewer）

Pediatric International（柳澤隆昭 Reviewer）
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）
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Neurosurgical Emergency（佐藤
小児の脳神経（柳澤隆昭

章 編集委員）

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

編集同人）

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
日本がん治療認定医機構教育委員会委員（西川

亮）

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（副理事長，事務局長：西川
日本脳神経外科学会診療報酬委員会（西川
日本脳神経外科学会国際教育小委員会（西川
日本脳神経外科学会用語委員会（西川

亮）

亮）
亮）

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）

小児血液・がん画会専門医制度委員会（柳澤隆昭）
埼玉県立日高特別支援学校相談医（柳澤隆昭）

6．業績
6-1．論文・学会発表・講演
論文発表
① Feng H, Hu Bo, Jarzynka MJ, Li Yanxin, Keezer S, Johns TG, Tang CK, Hamilton RL, Vuori K, Nishikawa
R, Sarkaria JN, Fenton T, Cheng T, Furnari FB, Cavenee WK ,Cheng S-Y. Phosphorylation fo dedicator of
cytokinesis 1（Dock180）at tyroisine residue Y722 by Src family kinases mediates EGFRvIII-driven Glioblastoma
tumorigenesis. Proc Natl Acad Sci USA 109:3018-3023, 2012
② Nakajima H, Ogura T, Ooigawa H, Takeda R, Yoshikawa S, Ootsuka M, Okada D, Suzuki K, Sato H, Yanagawa
T, Kurita H: Characteristics and prognostic value of acute catcholamine surge in patients with aneurysmal
subarachnoid hemorrhage. Cerebrovasc Dis 34:102, 2012
③ Yamane F, Ishihara S, Kohyama S, Kanazawa R, Ishihara H, Suzuki M, Araki R, Suzuki H, Satho A. Local thrombus
formation at the coil-parent artery interface during endovascular coil embolization of cerebral aneurysms. J
Neuro Sug A Cent Eur Neurosurg 73:358-368, 2012.
④ Nishikawa R. Resection of PCNSL, if safely possible, seems to be better than biopsy: challenging a paradigm?
Neuro-Oncol 14:1423, 2012.
⑤ Nishikawa R. Diﬀuse intrinsic pontine gliomas: new waves. Neuro-Oncol 14:245, 2012.
6．Fukuoka K, Sasaki A, Yanagisawa T, Suzuki T, Wakiya K, Adachi J, Mishima K, Fujimaki T, Matsutani M,
Nishikawa R.Pineal parenchymal tumor of intermediate diﬀerentiation with marked elevation of MIB-1 labeling
index. Brain Tumor Pathol. 2012; 29（4）:229-34
⑦ Adachi J, Mishima K, Wakiya K, Suzuki T, Fukuoka K, Yanagisawa T, Matsutani M, Sasaki A, Nishikawa R. O6methylguanine-DNA methyltransferase promoter methylation in 45 primary central nervous system lymphomas:
quantitative assessment of methylation and response to temozolomide treatment. J Neurooncol 107:147-153,
2012
⑧ Usami K, Kawai K, Koga T, Shin M, Kurita H, Suzuki I, Saito N: Delayed complication after gamma knife
radiosurgery for mesial temporal lobe epilepsy. J Neurosurg 116: 1221-1225, 2012
⑨ Kaneko N, Boling WW, Shonai T, Ohmori K, Shiokawa Y, Kurita H, Fukushima T: Morphomtric analysis of the
sylvian insula with MRI control: intraoperative landmarks to avoid corticospinal tract injury. Neurosurgery 70:
290-298, 2012
⑩ Kohyama S, Ochiai I, Uemiya N, Yoshihara T, Yamane F, Kanazawa R, Neki H, Shimaguchi H, Ishihara H, Ishihara
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S. Clinical usefulness of the 3.3Fr catheter for cerebral angiography. J Neuroendovascular Therapy 6:235-239,
2012.
【総数：論文 37 件，学会発表 147 件，講演 35 件】
6-2．獲得研究費
1．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）

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・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
3．がん研究開発費（23-A-20）
「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試験」（西川

亮）

亮）

4．文部科学省次世代がん研究推進プロジェクト．悪性脳腫瘍克服のための新規治療標的およびバイオマーカーの
創出．
（西川

亮）

5．厚生労働省化学研究費補助金（がん臨床研究事業）「標準治療抵抗性神経膠芽腫に対するペプチドワクチンの
第 III 相臨床試験」
（H23 −がん臨床−一般− 002）
6．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「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．文部科学省科学研究費補助金

基盤研究（C）：悪性グリオーマに対する放射線増感による新たな治療法の開発：

交付決定額（三島一彦）
8．厚生労働省がん研究助成金
する研究」
（西川

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

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− 151．2009 −
10．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）
11．平成 24 年度埼玉医科大学学内グラント「術中迅速変異型 IDH1 遺伝子検出のグリオーマ手術への応用」（安達
淳一）
12．平成 24 年度日高プロジェクト（大井川秀聡）
13．平成 24 年度日高プロジェクト（白畑充章）
6-3．受賞
1．Takeda R: Best Video presentation Award. 1st International Congress on Minimally Invasive Neurosurgery
（12/3/20-23, Florence, Italy）
2．竹田理々子：最優秀 presentation 賞：
「部分血栓化内頸動脈瘤に対する外科治療戦略」 第 66 回関東脳神経外
科懇話会
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
平成 24 年 5 月 19 日

第 39 回西関東 NIVR セミナー

平成 24 年 5 月 21 日

Hidaka ライブセミナー

平成 24 年 6 月 3 日

SIMC デバイスセミナー開催

平成 24 年 7 月 21 日
平成 24 年 11 月 24 日
平成 24 年 11 月 26 日
平成 24 年 12 月 1 日

第 4 回脳血管内治療地域勉強会
第 8 回新都心神経内視鏡症例検討会
Hidaka ライブセミナー
第 40 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．しかし脳脊髄腫
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
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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．脳腫瘍治療は地道にではあるが分子標的薬の登場などの先進的な治療が導入されつつあ
る．引き続き治験への参加や標準治療の確立に関わる臨床試験・臨床研究への参加など，本邦の特に悪性脳腫瘍治療
を牽引すべく努力したい．
脳卒中外科：診療では 2009 − 2012 年の手術数は順調に伸び（281 例→ 342 例→ 428 例→ 456 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 2.2％，
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，
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．過去 2 年間で後期研修医も 5 名（脳神経外
科全体では 7 名）が入局し，医局も活気づいている．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，複数の医員が学位を取得した．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，
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．コーディネーター，MA の活躍はすでに記載
した．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
だ．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 1 年の留
学によって新しい風が吹き込まれ，また副科長が教育主任に就任して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（兼任）
：運営責任者：診療科長：研究主任：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
横川秀樹（YOKOGAWA, Hideki）
：助教：教育主任
栗原

健（KURIHARA, Takeshi）
：助教

中尾阿沙子（NAKAO, Asako）
：後期研修医

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基本的な点を理解してもらう．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・研修医に再建手術を見学，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，同様に学生の教育に役立てている．なお，現在当科には大学院生はいない．
2-2．教育内容（担当者）
：頭頸部再建（横川秀樹・中塚貴志）
乳房再建（廣川詠子（乳腺腫瘍科に属している形成外科医））
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
を行ってもらい，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）
：横川秀樹（微小血管吻合術後血栓形成の危険因子解析に関する研究）
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，どのような因子が微小血管吻合後の血
栓形成に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 24 年度の新患数は 352 名，入院患者数 40 名，入院
手術数 253 件，外来手術数 34 件，総手術数 287 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．80 例近くの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から穿通枝皮弁まで，多岐の方法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縦隔炎や胸骨骨髄炎，
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
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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
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 Sakuraba M, Miyamoto S, Kimata Y, Nakatsuka T, Harii K, Ehibara S, Hayashi R.: Recent advances in
reconstructive surgery: head and neck reconstruction. Int J Clin Oncol. 2012 Dec (Epub ahead of print)
② Ogasawara T, Ohba S, Yano F, Kawaguchi H, Chung UI, Saito T, Yonehara Y, Nakatsuka T, Mori Y, Takato T, Hoshi K.:
Nanog promotes osteogenic diﬀerentiation of the mouse mesenchymal cell line C3H10T1/2 by modulating bone
morphogenetic protein (BMP) signaling. J Cell Physiol. 228:163-171, 2013
③【研修医・外科系医師が知っておくべき形成外科の基本知識と手技】皮弁の理論と実際
秀樹，中塚貴志

形成外科

腓骨皮弁，骨弁：横川

55（増刊号）
：164-168, 2012

④【私はこうしている−微小血管吻合法−】頭頸部再建：中塚貴志

形成外科 55(9):951-957, 2012

⑤【イチから始めるマイクロサージャリー】血管のマイクロサージャリー

我々の吻合法 2：中塚貴志

PEPARS

69:25-32, 2012
学会発表
⑥ 横 川 秀 樹， 中 平 光 彦， 菅 澤 正， 中 塚 貴 志： 自 家 頸 静 脈 に よ る 頸 動 脈 再 建
2012/06/08

第 36 回 日 本 頭 頸 部 癌 学 会

島根

⑦横川秀樹，栗原健，中塚貴志：当科で再建した 11 例の縦隔炎・胸骨骨髄炎の検討
2012/07/26

第 4 回創傷外科学会

福岡

⑧ Kurihara T, Yokogawa H, Hirokawa E, Satoh T, Nakatsuka T, Ichioka S.: Analysis of the factors contributing to the
outcome of negative pressure wound therapy. WUWHS2012 September2-6, 2012 YOKOHAMA JAPAN
⑨横川秀樹，栗原健，中塚貴志：当科で再建した 13 例の縦隔炎・胸骨骨髄炎の検討
2012/12/04

第 42 回日本創傷治癒学会

札幌

⑩中塚貴志：
「安全にマイクロサージャリーを行うポイント−頭頸部再建例を中心に−」特別講演
瘍研究会
【総数

平成 25 年 2 月 2 日

東海頭頸部腫

名古屋市

論文 5 件，学会発表 4 件，講演 1 件】

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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3．17）
（1）小児心臓科（小児心臓科）
1．構成員
小林俊樹（KOBAYSHI, Toshiki）
：教授：診療科長：代表指導教員（大学院）：外来医長：小児循環器病学：博士
松永

保（MATSUNAGA, Tamotsu）
：非常勤講師：小児循環器病学：博士

葭葉茂樹（YOSHIBA, Shigeki）
：助教：病棟医長：小児循環器病学
白石昌久（SHIRAISHI, Masahisa）
：助教：小児循環器病学
清水寛之（SHIMIZU, Hiroyuki）
：助教：小児循環器病学
安原

潤（YASUHARA, Jyun）
：助教：小児循環器病学

井原正博（IHARA, Masahiro）
：非常勤講師
高橋

努（TAKAHASHI, Tsutomu）
：非常勤医師

2．目的
2-1．目的・目標
卒前教育：先天性心疾患の病理・病状や治療を理解させる
卒後教育：小児心臓病の診断と治療，各疾患による血行動態を理解し対応する．駐中治療学の研修．
2-2．教育内容（葭葉

茂樹）

卒前教育：小児の心不全，短絡性心疾患，非短絡性心疾患など各疾患での病状や症状，治療について理解させる
卒後教育：疾患の診断と治療適応の判断．また集中治療下での適切な薬剤の使い方や病状の把握．
2-3．達成度
卒前教育：代表的な先天性心疾患の理解 60％程度
卒後教育：小児心臓病の診断学 80％，集中治療学 70％
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：限られた時限数（循環器病学としても小児科学としても）の中で学生に興味を持たせること．学生から
は成人の循環器疾患の後付け的な印象もあり，頻度の高い疾患の理解に限られる．
卒後教育：心不全や手術前後の集中治療学と，病態の評価を正確に出来るようにする．また各疾患での治療適応と
その時期の判断が正確に出来るようにする．日本小児循環器専門医の取得．診断学に関してはかなりの精度に上
昇しているが，集中治療の急性変化に対する理解に関しては更なる教育が必要．

3．研究
3-1．目的・目標
A，左心低形成症候群に関する Hybrid 治療の適応とステージ治療の改良
B，本邦で承認されていないカテーテル治療の導入や保険適応の拡大
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
A，左心低形成症候群

小児心臓外科との合同

B，カテーテル治療の導入や保険適応の拡大

日本小児循環器学会及び JPIC 学会による肺動脈に対するステント

留置拡大術の医師主導治験
3-3．研究内容と達成度
A，左心低形成症候群

病型による治療選択がほぼ確立されてきている．現在ステージ治療中の適切な病状評価法

についての検討を行っている
B，カテーテル治療の導入や保険適応の拡大

日本医師会からの予算も付き 2013 年の冬頃より治験開始予定

3-4．自己評価と次年度計画
各研究共に着実に成果を上げている．
左心低形成症候群に関しては周術期の正確な病状評価法の検討をさらに進める
カテーテル治療に関しては治験の開始と，欧米では治療ガイドラインに入っているが本法では施行不可能な治療法
及び治療道具の導入を厚生労働省や PMDA, 企業と協力して推進する
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
4-1．診療科の特色と診療目的（目標）
小児心疾患及び，成人も含めた先天性心臓病の診断と内科治療，カテーテル治療
4-2．診療実績データ
2012 年度入院患者数 284 名，外来受診総数 3642 名，心臓カテーテル検査 131 名内カテーテル治療 76 例．
4-3．診療内容，治療成績
小児心臓外科による心臓手術前後の評価検査（心臓カテーテル検査・CT・MRI 等）および術前術後の内科治療．
根治的カテーテル治療 31 名，心臓術前術後のカテーテル治療 45 名
4-4．先進医療の開発
心内修復に必要な閉塞血管の再開通術
4-5．実施治験内容
無し
4-6．自己評価と次年度目標
2011 年に比して医局員数の減少した 2012 年ではあったが，症例数の減少は最小限に抑えられていると考えてい
る．次年度は本年の 130％程度の症例数を目標としている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
PMDA 外部専門委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
査読委員

日 本 小 児 科 学 会 雑 誌， 日 本 小 児 循 環 器 学 会 雑 誌，Circulation Journal, Journal of Cardiology,

Catheterization and cardiovascular interventions
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本小児循環器学会

評議委員，心奇形形態登録委員会，保険診療委員会医療機器委員，臓器移植委員会

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
2012 年 JPIC 学会学術集会
SVC 閉塞を来たした Glenn 術後の HLHS 症例に，閉塞部再開通・ステント留置を行い血行動態を保った 1 例
川

中

良 1，小林俊樹 1，石戸博隆 1，先崎秀明 1，葭葉茂樹 1

Bilateral PA stent 症例の右室圧は高い 小林俊樹 1，葭葉茂樹 1，小島拓朗 1
姑息的右室流出路再建術後の人工導管屈曲に対し，Express vascular LD ステント留置が有効であった 1 例 小島拓
朗 1，葭葉茂樹 1，石戸博隆 1，増谷

聡 1，竹田津未生 1，小林俊樹

閉塞血管再開通の試み −続報− 石戸博隆 1，小林俊樹 1，葭葉茂樹 1，松永

保 1, 2，竹田津未生 1，小島拓朗 1，

Fontan candidate での閉塞肺動脈，下大静脈に対する再疎通，ステント留置
葭葉茂樹 1，河野一樹 1, 2，中川

良 1，小島拓朗 1，小林俊樹 1

左心低形成症候群に対する Hybrid strategy inter-stage における心臓カテーテル検査，カテーテルインターベンショ
ンの重要性

葭葉茂樹 1，河野一樹 1, 2，小島拓朗 1，小林俊樹 1

Hybrid approach 術中の PDA stent migration −リカバリーと予防について−
葭葉茂樹 1，中川

良 1，栗島クララ 1，小島拓朗 1，小林俊樹 1，鈴木孝明 2，加藤木利行 2

第 18 回日本小児肺循環研究会
A/VSD/MAPCAs 症例に対する一期的 unifocalization 後の肺循環動態
小島拓朗 / 小林俊樹 / 葭葉茂樹 / 鈴木孝明 / 加藤木利行
第 48 回日本小児循環器学会総会
Cavo-pulmonary shunt 症例の，体静脈・肺動脈閉鎖症例に対する経皮的再開通術の試
み

小林俊樹，葭葉茂樹，松永

保，小嶋拓朗，桝岡

歩，鈴木孝明，加藤木利行

当院における左心低形成症候群（HLHS）
，その類縁疾患に対する Hybrid strategy
葭葉茂樹，小島拓朗，中川
鈴木孝明，枡岡
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良，栗島クララ，齋木宏文，石戸博隆，増谷

歩，加藤木利行

聡，竹田津未生，先崎秀明，小林俊樹，
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先天性心疾患に対する手術直後に手術室内で行う “Exit angiography” の有用性
葭葉茂樹，小林俊樹，鈴木孝明，枡岡

歩，加藤木利行

第 21 回日本小児心筋疾患学会
渡航心臓移植を目的とした小児症例に対する成人用 NCVC LVAS 補助人工心臓の使用経験
小林俊樹，葭葉茂樹，小嶋拓朗，桝岡

歩，鈴木孝明，加藤木利行

6-2．獲得研究費
無し
6-3．受賞
無し
6-4．特許，実用新案
無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
無し

7．自己点検・評価
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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：代表指導教員（大学院）
：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：指導教員（大学院）
：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：指導教員（大学院）：成人先天性心疾患：医学博士

宇野吉雅（UNO, Yoshimasa）
：講師：外来医長：先天性心疾患外科治療：医学博士
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
実践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）
＊新生児乳児開心術時における MUF 中白血球除去フィルター使用による心肺機能保護の研究．
＊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掲載さ
れた．
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．肺静脈の吻合法について
は世界に発信し高い評価を得る事ができた．また新たな基礎的研究の課題として MUF 中白血球除去フィルターの使
用の準備を行っており，次年度から開始出来る予定である．
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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．今年度の手術症例数は体外循環下の手術が 105 例で，全手術
が 131 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）
Hear and Vessels: Editorial Board（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．山岸俊介，枡岡

歩，宇野吉雅，加藤木利行，鈴木孝明

人工腱索を用いた Cone 変法による三尖弁形成術を施行した Ebstein 奇形成人例の一例
第 160 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会
2．山岸俊介，枡岡

2012/11/10

歩，宇野吉雅，加藤木利行，鈴木孝明

左心低形成およびその類縁疾患に対する Hybrid stage I 後の大動脈再建術
第 43 回日本心臓血管外科学会学術総会
3．鈴木孝明，枡岡

2013/2/25

歩，宇野吉雅，山岸俊介，加藤木利行

cAVSD 修復術における Bridging leaﬂets に対する自己心膜を用いた Patch augmentation
第 43 回日本心臓血管外科学会学術総会
4．枡岡

2013/2/25

歩，鈴木孝明，山岸俊介，宇野吉雅，加藤木利行

中心肺動脈欠損や狭窄病変に対する治療戦略
第 43 回日本心臓血管外科学会学術総会
5．鈴木孝明，枡岡

2013/2/25

歩，岩崎美佳，中村智一，山岸俊介，加藤木利行

機能的単心室症における Fontan 手術到達への工夫と Fontan 手術後の予後の改善を目指して
第 112 回日本外科学会定期学術集会
6．枡岡

2012/4/12

歩，鈴木孝明，山岸俊介，加藤木利行

心内膜床欠損症根治術後房室弁逆流再手術症例の検討
第 65 回日本胸部外科学会定期学術集会
7．山岸俊介，枡岡

2012/10/18

歩，加藤木利行，鈴木孝明

Superior Cavopulmonary Anastomosis が房室弁輪径，房室弁逆流に与える影響
第 65 回日本胸部外科学会定期学術集会

2012/10/18
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8．鈴木孝明，枡岡

歩，山岸俊介，加藤木利行

当院における左心低形成症候群 (HLHS) およびその類縁疾患に対する Hybrid stage I 手術
第 65 回日本胸部外科学会定期学術集会
9．岩﨑美佳，枡岡

2012/10/18

歩，山岸俊介，中村智一，加藤木利行，鈴木孝明

乳幼児期に急性発症した ̲ 僧帽弁閉鎖不全症 7 例に対する外科治療
第 48 回日本小児循環器学会総会
10．山岸俊介，枡岡

2012/7/5

歩，中村智一，岩崎美佳，加藤木利行，鈴木孝明．

総肺静脈還流異常症に対する当院の手術方法．
第 48 回日本小児循環器学会総会 2012/7/7
11．鈴木孝明，枡岡

歩，山岸俊介，加藤木利行．

当院における Hybrid stage I 手術．
第 12 回小児手術手技研究会
12．山岸俊介，枡岡

2012/7/6

歩，加藤木利行，鈴木孝明．Emergent operation for pericardial cyst presenting acute cardiac

tamponade.
第 69 回埼玉小児循環器談話会

2012/6/30

著書
1． 鈴 木 孝 明， 西 部 伸 一， 吉 田

譲． 心 臓 手 術 の 実 際 Damus-kaye-Stansel (DKS) 手 術 と 体 外 循 環 法．Clinical

Engineering 2012; 23: 360-370
2．Kimura N, Masuoka A, Katogi T, Suzuki T. A simplified technique for total anomalous pulmonary venous
connection repair associated with functional single ventricle. J Thorac Cardiovasc Surg 2012; 143: 1455-1457.
【総数：論文 2 件，学会発表 12 件】
6-2．獲得研究費
院内グラント
“ 小児開心術中の Modiﬁed Ultaraﬁltration における白血球除去フィルターの有用性

の研究 ”

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
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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3．17）
（3）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：大学院教員（大学院）：小児がん・血液疾患
渡辺温子（WATANABE, Atsuko）
：非常勤講師：小児がん・血液疾患
丹野修宏（TANNNO, Nobuhiro）
：助教

2．教育
2-1．目的・目標
臨床医学，実際の臨床現場での根拠ある判断と果断な実践力は基礎医学の理解と臨床医学への応用力無くしてはあ
り得ない．これは小児腫瘍学・血液学に限ったことでは無く，いかなる臨床分野であっても共通する論理である．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」が軽視され，さらに基本的な国語
能力や対人関係構築能に問題のある学生・研修医が多い現在，全ての基礎となる「医療の基本」が全て要求される
generalist を育てることが国家的急務である．
当科は著しく専門特化しているかのごとく見られがちであるが，がん診療だから，小児がんだから，といった特殊
性など無い．これらの疾患群への対応に必用な素養は全ての診療科あるいは基礎医学講座でも，さらに医師とは異な
る職種であっても共通性がある．この実態を見て見ぬ振りする事なく，一つ一つの課題について，学生・研修医諸君
に全てに通用する臨床能力とはなにか，その習得に何が必用か，を示す講義内容，実習内容とすべく努力した．
2-2．教育内容（担当者）
田中が主に担当し，BSL の一部を丹野が担当している．近年の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学生は教室前方にいるので，その視線を
見れば授業への興味や理解度は明らかであるが，過半の学生は，その内容を理解・記憶しようとする姿勢すら感じら
れない．さらに，授業後の質問で，
「先生

試験にはどこが出るのですか？」と訊かれる事には愕然とする．当方の

講義内容が興味を引かないと言うことでは無いと察せられる．
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，努めて臨床現場で必要な実技（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．この方法は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） 前年度からの継続研究である．
・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．
また，当科では地域性故か，希少ながん種が集まりやすく，また，がん診療専門組織として，骨・軟部腫瘍科，頭
頸部腫瘍科，その他，全身に発生する若年者腫瘍症例が蓄積しつつある．単一施設として希少がん症例を短期間に多
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数集積できる施設は極めて希である．特に，肝芽腫と骨・軟部悪性腫瘍についてはその発生頻度から推測し，3 年間
で各 4 例，10 例という症例数は他施設ではあり得ない．これらに関し，単一施設としての経験を「臨床研究」の形
に昇華させたい．
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がい
まだ結果と言えるものはない．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）
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．
また，がん対策基本法にて「希少がん・特に小児がんに重点を置く」国策が策定され，今後，当院が小児がん拠点
病院として発展していくことが期待される．

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
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渡辺温子

他：小児・思春期がん治療における学校教育の重要性とその支援

第 10 回日本臨床腫瘍学会学術集会（大阪）2012/7/28
②田中竜平

他：移植後早期の重症非定型的水痘とウイルス学的文献レビュー

第 74 回日本血液学会学術集会（京都）2012/10/20
③田中竜平

他：小児腫瘍性疾患にみられる Oncological Emergency とその対応法

第 50 回日本癌治療学会学術集会（神奈川）2012/10/26
④ Tanaka,R. et.al.: A family with von Willebrand disease type IIB:
The clinical features, the issues related to the inheritance of the disorder, and the modality of treatment.（神奈川）
第 54 回日本小児血液・がん学会学術集会
⑤荒尾正人

他：全身型若年性黄色肉芽腫を発症した Trisomy 21 の 1 例（神奈川）第 54 回日本小児血液・がん

学会学術集会
⑥渡辺温子

他：尿酸オキシダーゼの当院における 2 年間の使用経験（神奈川）第 54 回日本小児血液・がん学会

学術集会
⑦渡辺温子

他：思春期・若年成人の抗がん剤治療中の有害事象についての検討（神奈川）第 54 回日本小児血液・

がん学会学術集会
総説
⑧田中竜平：小児腫瘍診断における FDG-PET 画像の特徴．PET Journal 2012;5:7-9.
【総数：論文 1 件，学会発表 7 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
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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．
24 年度までの診療科としての成長過程は瞠目に値する．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．
教育関係に関し，次年度には他県の専門施設との連携関係（人的交換修練制度）締結の計画が進行中である．これ
は，当科の診療姿勢，教育姿勢が国内で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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3．18）皮膚科（皮膚腫瘍科）
1．構成員
山本明史（YAMAMOTO, Akifumi）
：教授：運営責任者：教育副主任：研究主任：診療科長：代表指導教員（大学院）
：
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：論文審査教員（大学院）
：
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
山田和哉（YAMADA, Kazuya）
：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をまかせ，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回答があった．
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）に入学し，研究中である．
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，多数の早期病変の患者の紹介を受け，着実に早期治療を実行している．
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．メラノーマ以外の皮膚悪性腫瘍についても，同研究を進める．
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．さらに積極的に全国から臨床フェローの獲得をめざす．

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
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
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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
5-1．該当なし
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 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（財務委員長），日本皮膚科
学会皮膚悪性腫瘍指導専門医委員会委員長，日本バイオセラピー学会評議員，日本がん治療認定医機構暫定教育医な
ど）

6．業績
6-1．論文・学会発表
①山本明史：悪性黒色腫，今日の臨床サポート，エルゼビア・ジャパン発行，東京，2012
②江口弘伸，寺本由紀子，須山孝雪，脇山健司，堤田

新，橋本

隆，山本明史：Interferon- β髄腔内投与が有効

と思われた悪性黒色腫癌性髄膜炎の 1 例，皮膚臨床，54：1357-1362, 2012
③寺本由紀子，山本明史：有棘細胞癌に対する化学療法，1 冊でわかる最新皮膚科治療，文光堂発行，p.150-153,
2012
④寺本由紀子：進行期悪性黒色腫に対する化学療法〜過去・現在・未来〜，Skin Cancer 27: 310, 2012
⑤須山孝雪：皮膚疾患最新の治療 2013-2014，血管肉腫：218-219，南江堂 2013
⑥須山孝雪：顔面腫瘤を呈する皮膚悪性腫瘍 1 −皮膚癌とメラノーマを中心に−．Derma, 199: 24-31, 2012
⑦須山孝雪：眼瞼腫瘍 切除とその再建．日本皮膚科学会誌，122（13）: 3434-3437,2012
⑧須山孝雪，江口弘伸，寺本由紀子，山本明史，今西淳悟，三輪啓介：下腿血管肉腫の 1 例：臨床皮膚科 67（3）
，
255-259, 2013
⑨須山孝雪，寺本由紀子，山本明史：分子標的薬による皮膚有害事象．皮膚病診療，35（3）: 291-294, 2013
⑩須山孝雪，江口弘伸，寺本由紀子，山本明史，木下正信：再発し悪性を疑った石灰化上皮種の 1 例．皮膚科の臨床，
55（3）: 383-386, 2013
【総数：論文 10 件，学会発表 14 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

厚生労働省がん研究開発費

50 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 3 回開催（第 9 回 2012 年 4 月 12 日・第 10 回 2012 年 11 月 8 日・第 11 回 2013
年 3 月 14 日開催）
，埼玉難治性皮膚疾患臨床研究会を 3 回開催（第 7 回 2012 年 5 月 19 日・第 8 回 2012 年 10
月 6 日・第 9 回 2013 年 3 月 9 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
域の医療連携も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術後再発もほとんどなく，理想的な状況
にあり，ひいては社会に大いに貢献している．
スタッフが少ないため，診療に没殺され，教育・研究に満足に時間がさけず，昨年度の論文・学会発表は少ないも
のになってしまった．なんとかスタッフを増加して，さらなる質の向上・発展を導きたい．
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3．19）泌尿器科
1．構成員
小山政史（OYAMA, Masafumi）
：准教授：診療科長：教育主任：指導教員（大学院）
：泌尿器科腫瘍学（内視鏡手術，
分子標的療法）：博士
上野宗久（UENO, Munehisa）
：教授：研究主任：代表指導教員（大学院）：泌尿器科腫瘍学：博士
黒田

功（KURODA, Isao）
：講師：外来医長：指導教員（大学院）：泌尿器科腫瘍学：博士，2012.5.31 まで在籍

古平喜一郎（KODAIRA, Kiichirou）
：講師：病棟医長：大学院教員（大学院）
：泌尿器科腫瘍学（前立腺小線源手術）
：
博士
城武

卓（SHIROTAKE, Suguru）
：助教：外来医長（2012.6.1 から）

竹内尚史（TAKEUCHI, Hisashi）
：助教：医員：博士，2012.8.31 まで在籍
初鹿野俊輔（HAJIKANO, Shunsuke）
：助教：医員，2012.3.31 まで在籍
坂本博史（SAKAMOTO, Hirofumi）
：助教：医員，2012.3.31 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て悪性疾患について詳しく指導して
いきたい．また，初期・後期研修医に対する手術手技や病棟管理の基礎に関する教育を徹底し，自立した泌尿器科医
の育成を目指していく．
2-2．教育内容（担当者）
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，クルズスを通じて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
前期研修医が 2 名，一か月ずつローテートした．また今年度も 5，6 年生の計 4 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．研修医，学生ともに手術に立ち会う症例が多く，外科的手技の経験から取
得に関しては充実した時間を持てたのではないかと自負している．
2-4．自己評価と次年度計画
BSL の学生に対しては，手術症例が主立っている反面，限られた時間での外来見学・クルズスでの講義となってい
る．偏りがあることに関しては，少しずつ改善していきたいと考えている．
クリニカルクラークシップにて当科を選択する学生が増加しており，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．次年度はより良い学生指導ができるように，授業ならびに実技でもさ
らなる努力を惜しまない所存である．

3．研究
3-1．目的・目標
当科は当院包括がんセンターに所属し，埼玉県において泌尿器科領域の悪性腫瘍の手術症例に限っては，前立腺
癌，腎細胞癌に関しては県下でも一番症例が多い．このような環境下においては，臨床研究が必要不可欠であると考
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えている．本年度終了時には開院 6 年となるため，今までの臨床の業績を統計学的に解析し，埼玉県だけでなく全国，
世界に発信していくのが目標である．また，本年度は疾患に対して，放射線治療や化学療法に対して，当科統一の治
療方針を打ち立て，それに合わせた臨床研究デザインを行うことになった．
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
型治験）
（小山・上野）
腎癌骨転移に対する放射線治療とゾレドロン酸併用療法の臨床第Ⅱ相試験（上野）
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（城武・小山）
尿路悪性腫瘍細胞における時計遺伝子の発現（上野・岡部）
高血圧の表在性膀胱腫瘍，TUR 後にカンデサルタン投与（城武）
ホルモン不応期前立腺癌（CRPC）に対するドセタキセル療法（城武・上野）
泌尿器悪性腫瘍疾患を対象としたクリニカルパス導入（古平）
PET 検査を用いた前立腺癌に対するリンパ節転移（古平・小山・上野）
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）
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）
，いるいらない
In vitro においてデータ収集中である（岡部）
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）
3-4．自己評価・次年度計画
基礎研究は日内サイクルと腎癌について行い，実験結果も揃ってきたので，来年度には論文にまとめられると考え
ている．

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．
6 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
市民公開講座を不定期に埼玉県内にて行っている

6．業績
6-1．論文・学術発表
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主な論文（総数 2）
①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
②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 21）
一般演題（示説）
③初鹿野俊輔，竹内尚史，城武

卓，古平喜一郎，黒田

功，小山政史，上野宗久：juxtaglomerular cell tumor（傍

糸球体細胞腫）の 1 例，第 61 回日本泌尿器科学会埼玉地方会，大宮，2012.06.02
④ Takashi Okabe, Megumi Kumagai, Masaaki Ikeda, Suguru Shirotake, Kiichiro Kodaira, Masafumi Oyama,
Munehisa Ueno: HIF1 α /ARNT may affect the Per2 transcriptional activity. 29th Japan-Korea Urological
Congress, 鹿児島，2012.09.15
⑤上野宗久：前立腺癌骨転移巣の評価におけるＢＳＩの有用性，さいたまＢＯＮＮＡＶＩ講演会，さいたま市，
2012.09.27
⑥城武

卓，小山政史，渡邉

之，堀永

徹，伊藤浩紀，松田

実，朝倉博孝，鈴木隆大，重城

香，中村倫之助，加藤裕二，安原克彦，益山恒夫，北嶋将

裕，雨宮

裕，湯浅譲治，井坂茂夫，城谷建二，角谷秀典，濱野達

也，川口拓也，石引雄二，上野宗久：埼玉北部・西部地区の前立腺癌登録に関する多施設共同研究（2008 年−
2011 年）
，第 77 回日本泌尿器科学会東部総会，2012.10.18
⑦小山政史，初鹿野俊輔，竹内尚史，岡部尚志，城武

卓，古平喜一郎，上野宗久：腎癌患者に対する 5- アミノ

レブリン酸投与後の血漿ポルフィリン代謝産物の検討

新たな腫瘍マーカーとしての可能性，第 26 回日本泌尿

器内視鏡学会，仙台，2012.11.23
⑧初鹿野俊輔，岡部尚志，竹内尚史，城武

卓，古平喜一郎，小山政史，上野宗久：体腔鏡下摘除術を施行した肺

癌孤立性副腎転移 2 例の検討，第 26 回日本泌尿器内視鏡学会，仙台，2012.11.24
⑨古平喜一郎，岡部尚志，坂本博史，初鹿野俊輔，城武

卓，小山政史，上野宗久：PSA 地域連携パスの導入とそ

の後，日本クリニカルパス学会，岡山，2012.12.08
⑩岡部尚志，池田正明，熊谷

恵，城武

卓，古平喜一郎，小山政史，上野宗久：腎癌細胞における HIF1 α /

ARNT による Per2 転写活性の促進，泌尿器科分子・細胞研究会，高知，2013.03.09
【総数：論文 2 件，学会発表 14 件，講演 7 件】
6-2．獲得研究費
特になし
6-3．受賞
特になし
6-4．特許・実用新案
特になし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
北埼玉前立腺カンファランスを年 2 回主催
埼玉前立腺ワ−クショップ

2013 年 3 月 9 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．研修医にとっては，一人当たりの手術症例数が多いため，若手医師の技術向上などは十分成果
を上げていると考えている．今後は系統立てた研修システムを構築し，コメディカルも含めて治療内容や手術方法な
どをより相互理解できるような環境を目指している．
研究においては，日常業務の中で臨床業務に偏りがちな状況ではあり，予定通りには結果を達成できていないが，
研究を追求する余裕を少しでも持って，次年度には臨床統計を軸に発表の機会を増やしていきたいと考えている．基
礎研究は日内サイクルと腎癌について行い，実験結果も揃ってきたので，来年度には論文にまとめられると考えてい
る．
臨床においては，地域連携を主眼に行ってきた結果，特に前立腺癌の放射線治療に関しての症例数の増加が目覚ま
しかった．外来，入院における患者数，手術症例数ともほぼ目標を達成できていると自負している．また，古平が泌
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尿器内視鏡技術認定医試験を合格し，小山に次いで 2 人目の認定医が育ったことから，今後さらに腹腔鏡による低
侵襲手術の症例が増加すると期待している．
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3．20）耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科）
1．構成員
菅澤

正（SUGASAWA, Masashi）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：科目責任者（大学院）：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：研究主任：指導教員（大学院）
：頭頸部腫瘍，喉頭機能外科：
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
南

和彦（MINAMI, Kazuhiko）
：助教：専門医員：内視鏡手術

（9 月より）
林

崇広（HAYASHI, Munehiro）
：助教：医員

（1 月から）
松村聡子（MATUMURA, Satoko）
：助教：医員
（4 月− 8 月まで）
久場潔実（KUBA, Kiyomi）
：助教：医員
井上

準（INOUE, Hitoshi）
：助教：医員

（4 月− 12 月まで）
野島淳也（NOJIMA, Jyunya）
：助教：医員：口腔外科：医学博士
嶋村由美子（SHIMAMURA, Yumiko）
：非常勤医員：大学院生：口腔外科

2．教育
2-1．目的，目標
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
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
学生講義：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．
臨床実習：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．
また，選択科目として，BSL 学生を 10 名受け入れ，頭頸部外科実習を行った．
本年度は，1 名，Clinical clerk ship で当科を選択した．数名の患者を受け持ち，頭頸部癌機能温存治療について，
手術治療，化学療法，放射線療法などを組み合わせた集学的治療の実習を行い，気道管理等の実技を学んだ．
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．合同カンファとして頭頸部癌カンファ（放
射腺腫科）に加えて，頭頸部病理カンファ（病理診断科，画像診断科），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，臨床研究を指導
し，研究室設備を確立した．大学院生を中心に前向きの臨床試験を行っている．
学外で開催される，鼻内視鏡手術セミナー，頭蓋底解剖セミナー等に当科若手を積極的に参加させた．
後期研修の一環として，喉頭機能外科研修の為，国立国際医療センターに 1 年間の予定で派遣した．
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．細胞株による，
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薬剤感受性がほぼ終了し，同株の遺伝子解析から，候補を同定し，実際の症例で，有用か検討を開始している．
2-3．達成度
BSL では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 1 日のみの見学では，時間
が不足している．又，マンパワー付属のため，十分に指導時間がとれていない．
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，相互に研究会を開催し交流を開始した．今後も，積極的に CLERK SHIP 学生，研修医を受け入
れたい．

3．研究
3-1．目的，目標
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，昨年に引き続き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，南，松
村，久場，井上，野島
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，南
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：菅澤，中平，盛田，高城
中咽頭がんと papilloma virus 感染：菅澤，中平，久場
内視鏡による頭蓋底手術の新展開：菅澤，南
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．口腔がんに対する Papilloma virus の関与
についても検討予定である，
“ 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 “ を大学院生島村が中心となり
開始した．現在症例がリクルート中で，下咽頭がん Cell line を使用し薬剤感受性試験が終了し，現在薬剤官銃声の指
標となる候補遺伝子を検討中である．
3-4．自己評価と次年度計画
多忙な臨床の傍らで，
研究を進めている．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 281 名で，手術件数は 356 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．

5．その他
5-1．自治体・政府関連委員
菅澤

正：

大学評価学位授与機構

専門委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員
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菅澤

正：

日本気管食道科学会会報
Auris Nasus Larynx

編集委員
査読委員

日本耳鼻咽喉科学会会報

査読委員

日本音声言語学会

査読委員

頭頸部癌

査読委員

頭頸部外科

査読委員

喉頭科学会

査読委員

5-3．その他
菅澤

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専門医制度委員会委員長
日本頭頸部癌学会理事
日本頭蓋底外科学会理事

6．業績
6-1．論文，学会発表
主な業績代表論文 10 編
① Nakahira M, Sugasawa M, Morita K. Monophasic synovial sarcoma of the nasopharynx. Auris Nasus Larynx 40
(2013) 413-416
② Nakahira M,Saito N,Murata S,Sugasawa M,Shimamura Y,Morita K,Takajyo F,Omura G,Matsumura S: Quantitive
diffusion-weighted magnetic resonance imaging as a powerful adjunct to fine needle aspiration cytology for
assessment of thyroid nodules. Am J Otolaryngol 33(4),408-16,2012
③ Shikama N, Kumazaki Y, Tsukamoto N, Ebara T, Makino S, Abe T, Nakahira M, (Sugasawa M), Kato S. Validation
of nomogram-based prediction of survival probability after salvage re-irradiation of head and neck cancer. Jpn J
Clin Oncol. 43(2),154-60,2013
④南

和彦，宮崎拓也，西村一成，他：緩和治療における Mohs 法の応用．頭頸部外科 22:247-253, 2012.

⑤南

和彦，丸山萩乃，土師知行：ボイスプロステーシスの変更に伴う音声機能評価．音声言語 53: 294-301,

2012.
⑥南

和彦，土師知行：当院における副甲状腺癌の 2 症例．耳喉頭頸 84: 1039-1044, 2012.

⑦南

和彦，土師知行：当院における鼻腔血管腫症例の検討．日鼻学会 51: 462-467, 2012.

⑧菅澤

正：最新の診療 NAVI 日常診療必携

腫瘍性疾患診療 NAVI

中咽頭癌．耳鼻咽喉科頭頸部外科 21(3),

265-270, 2012
⑨菅澤

正：口腔癌，中咽頭癌．今日の治療指針

2013

⑩菅澤

正：顔面の症状，がんを見逃さないために−頭頸部がん治療の最前線，ENT 臨床フロンティア−がんを

見逃さないために−頭頸部がん治療の最前線，中山書店

山口編

医学書院

岸本誠司編

2013

2013

【総数：論文 16 件，学会発表 35 件】
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」 60 万円
学内グラント
中平光彦，嶋村由美子．下咽頭癌三剤併用導入化学療法の効果予測困子の探索と多因子に基づくテイラード療法．
平成 24 年度学内グラント 24-B-1-11

80 万円

6-3．受賞
南

和彦：2012 年度日本気管食道科学会奨励賞（気管系部門）
乳幼児に対する気管切開術の検討

井上

準：第 112 回日本耳鼻咽喉科学会埼玉県地方部会
優秀発表賞

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
2012/10/11

北関東頭頸部がん研究会 （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．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 6 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くと共に，治療成績を元にして
臨床研究の幅を広げたい．
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3．21）産婦人科（婦人科腫瘍科）
1．構成員
藤原恵一（FUJIWARA, Keiichi）
：教授：科長：代表指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：婦人科腫瘍学・癌臨床試験
講師：外来医長

婦人科腫瘍学

長谷川幸清（HASEGAWA, Kosei）
：講師：医局長：指導教員（大学院）：婦人科腫瘍学・癌免疫・遺伝子治療
岩佐紀宏（IWASA, Norihiro）
：助教：外来医長・研修医担当：産婦人科学，婦人科腫瘍学：がんプロ大学院生
黒崎

亮（KUROSAKI, Akira）
：助教：産婦人科学，婦人科腫瘍学：がんプロ大学院生

西川忠暁（NISHIKAWA, Tadaaki）
：助教（後期研修医）：産婦人科学，婦人科腫瘍学
堀

祐子（HORI, Yuko）
：助教：産婦人科学，婦人科腫瘍学

花岡立也（HANAOKA, Tatsuya）
：助教：産婦人科学，婦人科腫瘍学：がんプロ大学院生

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
毎年同じことを書かざるを得ないが，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は困難であった．卒後教育では，長谷川，堀の 2 名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，西川，花岡は昨年度から引き続き，婦人科腫瘍学会専門医取得を目指す修練
医として研修を継続しており，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，花岡は，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行っている．黒崎の研究指導は主に長谷
川が担当する．岩佐は大学院卒業し，論文を執筆中である．
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，黒崎，西川，堀，花岡が中心となって当たった．
2-4．自己評価と次年度計画
講義では学生の評価は昨年度と比較して向上している．さらに充実した内容を提供できるように努力したい．BSL
では短時間ではあるが，手術見学，外来実習を通じて満足な実習であったとの評価を受けている．次年度もさらに充
実した教育を提供していきたい．
卒後教育は，産婦人科医として経験十分のスタッフの高度専門知識と技術の習得に専念すればよいという，恵まれ
た状況を生かし，専門医教育，後期研修に十分な成果を上げられた．今後は初期研修医がチームに参加してくること
が予想されるので，より基本的な事項を確実に教育できるようなシステムを構築していく必要があると考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
婦人科癌に対する新しい標準療法確立を目指した臨床試験を院内，地域，全国，国際レベルで遂行する．
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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
・ 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） フォローアップ中
・JGOG2043 試験 （子宮体癌術後化学療法に関する第Ⅲ相試験） フォローアップ中
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） 症例登録中
・ GOTIC-002 LUFT 試験 （局所進行子宮頸がんに対するケモラジ後の UFT

2 年間内服投与の有効性を検証する

第Ⅲ相比較試験）
・ GOTIC-003 iPLAS 試験 （再発卵巣癌に対するドキシル 40mg/m2 対 50mg/m2 の有効性・安全性を比較するラ
ンダム化第Ⅱ相試験）
三海婦人科スタディグループ (SGSG) での多施設共同試験
・SGSG006 試験 （子宮頸部非扁平上皮癌進行再発例に対する化学療法第Ⅱ相試験）
・Doxil の口内炎予防に関する研究
埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科臨床試験
・卵巣癌に対する Dose-dense パクリタキセル併用カルボプラチン腹腔内化学療法第Ⅱ相試験
・子宮体癌に対する TAP 療法の有用性を検証する Feasibility 試験
・再発子宮頸がんに対するペプチドワクチンの安全性を検証する第 I 相試験
・ 子宮頸部非扁平上皮がんに対するドセタキセル＋カルボプラチン投与 (NAC) 後広汎子宮全摘術を行う 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（Follow up 中）

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（Follow up 中）
・ 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（Follow up 中）
・ 再発子宮内膜癌に対する PI3K-mTOR dual inhibitor（PF-04691502 および PF-05212384）の第Ⅱ相試験（症例
登録中）
・ GOG268 試験（進行卵巣明細胞腺癌に対する mTOR 阻害剤 Temsirolimus の TC 療法併用後維持療投与した場合
の第Ⅱ相医師主導治験）
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．この研究は，平成 24 年度
からは新たな厚生労働科研として認められ，症例集積中である．
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．
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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
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 6 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

副理事長

Gynecologic Oncology Group 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）
① Wright JD, Barrena Medel NI, Sehouli J, Fujiwara K, Herzog TJ, Contemporary management of endometrial
cancer. Lancet. 379(9823): 1352-60, 2012
② Nagao S, Iwasa N, Kurosaki A, Nishikawa T, Ohishi R, Hasegawa K, Goto T, Fujiwara K, Intravenous/
intraperitoneal paclitaxel and intraperitoneal carboplatin in patients with epithelial ovarian, fallopian tube, or
peritoneal carcinoma: a feasibility study. Int J Gynecol Cancer. 22(1): 70-5, 2012
③ Katoh T, Yasuda M, Hasegawa K, Kozawa E, Maniwa J, Sasano H, Estrogen-producing endometrioid
adenocarcinoma resembling sex cord-stromal tumor of the ovary: a review of four postmenopausal cases. Diagn
Pathol. 7: 164. 2012
④ Kozawa E, Inoue K, Iwasa N, Fujiwara K, Yasuda M, Tanaka J, Kimura F, MR Imaging of Polypoid Endometriosis
of the Ovary Reson Magn Med Sci. 11(3): 201-4, 2012
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（H21 −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）
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研究代表者

勝俣紀之

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 6 年目として，患者数は予想以上のペースで増加している．科員の数は一昨年度より 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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3．22）歯科・口腔外科
1．構成員
小林明男（KOBAYASHI, Akio）
：准教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：学位論文審査教員（大学院）
埼玉医科大学口腔外科兼任：口腔腫瘍：博士
非常勤講師

安部貴大（ABE, Takahiro）
：
（東京大学口腔外科）

2．教育
医学部における歯科医学の習得ならびに口腔外科領域医療の知識と理解を深める
口腔外科学講義

医学部 4 年

その他，埼玉医大歯科口腔外科に凖ずる

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に限定して診察している．設備医療に制約があり外来患者さんには十分な対
応ができていなが，診療範囲内で患者さんが満足できるように努めている

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

該当なし
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
埼玉県医科歯科連携推進委員会委員．日本口腔診断学会評議員
小林明男

埼玉県歯科医師会医療安全講演

学術企画講演会

東京

大宮

平成 24 年 6 月 30 日

平成 24 年 6 月 21 日

学術企画講演会

大宮

平成 24 年 7 月 6 日．

6．業績
6-1．論文（2 件）
①重症心身障害者施設入所者の歯科疾患調査および喪失歯の原因
宮崎弘道，小林明男，鈴木郁子，丸木和子

日本重症心身障害学会誌

Vol38 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. 23 2011 119-121
【総数：論文 2 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
口腔ケア患者に付随した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．患者さんのご協力
も得られ，現在大きな支障はみられないが，本院における診療範囲の拡大と充実を検討している．口腔ケア外来の歯
科健康保険医療の適応について申請を準備中である．
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3．23）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：博士

2．教育
2-1．目的・目標
「卒前教育」
：リハビリテーション医学を理解し，臨床の場面で必要な知識を習得する．
「卒後教育」
：リハビリテーション医学に関連する疾患や合併症を幅広く理解し，リハビリテーション医療に必要な
知識と技術を習得し，リハビリテーション専門医取得を目指す．
「大学院教育」
：リハビリテーションに関する理論とその応用を研究し，その学問的修練を極めて，学術業績を積ん
でリハビリテーション医学の発展に寄与する．
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」
：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
し講義を 1 回（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

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，一昨年度から循環器 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）．
「卒後教育」
，
「大学院教育」
：今年度該当者はいなかった．
2-3．達成度
「卒前教育」
：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
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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．

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，2012 年心臓内科は 456 件，心臓血管外科は 637 件と共に前年を上回る実
績となった．心肺運動負荷試験は 903 件であった．多発外傷を含む救命救急関係では，395 件の新規リハビリテー
ションを行った．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 563 例を実施した．心臓リハビリテーションに関する院外からの見学・実習も 5 施設 7 名を受け入れた．
脳卒中のリハビリテーションでは 980 名を実施した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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）
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），日本リハビリテーション医
学会代議員（牧田）
，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・著書
① Impact of exercise training on blood lactate concentration during exercise test for severe heart failure patients
with left ventricular assist device.
Shigeru Makita, Ayumi Toida, Yusuke Hanafusa, Ryusei Uchida
The 3rd Asia-Oceanian Conference of Physical and Rehabilitation Medicine (AOCPRM)
21 May 2012, Bali Nusa Dua Convention Center, Indonesia,
② LVAS 装着患者の有酸素トレーニングにおけるガス交換比の改善
樋田あゆみ，内田龍制，花房祐輔，牧田
第 76 回日本循環器学会

茂

2012 年 3 月 16 日

マリンメッセ福岡

③当院開院から 5 年間の心臓血管外科領域における心臓リハビリテーションの実施状況．
牧田

茂，内田龍制

第 49 回日本リハビリテーション医学会

2012 年 6 月 2 日

福岡国際会議場

④造血幹細胞移植導入から退院後まで心肺フィットネスならびに筋力をフォローした急性骨髄性白血病患者の経
験．
牧田

茂，内田龍制

第 49 回日本リハビリテーション医学会

2012 年 6 月 1 日

福岡国際会議場

⑤症状増悪によりリハビリテーションが中断した重症心不全症例の特徴とその病態．
シンポジウム「重症心不全（心移植を含めて）治療におけるリハビリテーション」
山﨑宗隆，西村重敬，牧田

茂

第 18 回日本心臓リハビリテーション学会

2012 年 7 月 15 日

大宮ソニックシティー

⑥ LVAS 装着症例のリハビリテーションの経過について．
花房祐輔，外山洋平，飯塚有希，並木未来，樋田あゆみ，内田龍制，牧田
第 18 回日本心臓リハビリテーション学会

2012 年 7 月 14 日

茂

大宮ソニックシティー

⑦左室補助人工心臓装着患者に対する認知リハビリテーションの経験．
大村千穂，伊藤純平，矢内敬子，内田龍制，牧田
第 18 回日本心臓リハビリテーション学会

茂

2012 年 7 月 15 日

大宮ソニックシティー

⑧心臓血管術後の嚥下障害に対する嚥下リハビリテーションチャート作成の試み．
伊藤純平，大村千穂，矢内敬子，内田龍制，牧田
第 18 回日本心臓リハビリテーション学会
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2012 年 7 月 15 日

大宮ソニックシティー
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⑨歩行速度から算出された負荷量でリハビリを行った心臓血管術後症例に対する術式別による検討．
並木未来，花房祐輔，外山洋平，飯塚有希，樋田あゆみ，内田龍制，牧田
第 18 回日本心臓リハビリテーション学会

2012 年 7 月 14 日

茂

大宮ソニックシティー

⑩当院での集団スポーツ心臓リハビリテーション参加者の現状．
高山絵里，佐藤真治，樋田あゆみ，今村貴幸，内田龍制，牧田

茂

第 18 回日本心臓リハビリテーション学会

大宮ソニックシティー

2012 年 7 月 14 日

⑪人工心臓装着下のリハビリテーションの実際と効果
シンポジウム「重要性を増す心臓リハビリテーション」
牧田

茂

第 16 回日本心不全学会

2012 年 12 月 2 日

仙台

⑫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−トイレ動作に着目した検討−．
鈴木真弓，武田智徳，山﨑宗隆，内田龍制，牧田
第 16 回日本心不全学会

2012 年 11 月 30 日

茂

仙台

⑬開院から 6 年間にわたる当院のがんリハビリテーションの推移．
牧田

茂，内田龍制

第 53 回日本リハビリテーション医学会関東地方会

2012 年 12 月 8 日

慶応大学三田キャンパス

⑭ Maeshima S, Osawa A, Ogura J, Sugiyama T, Kurata H, Satoh A, Tanahashi N: Functional dissociation between
Kana and Kanji: agraphia following a thalamic hemorrhage. Neuro Sci 33:409-413,2012
⑮ Osawa A, Maeshima S, Tanemura J, Tsubahara A, Yoshimura T, Ozaki F, Moriwaki H: Relationship between the
life style and cognitive functions in elderly individuals. Neurology Asia 2012,17:31-37,2012
⑯ Maeshima S, Osawa A, Miyazaki Y, Takeda H, Tanahashi N: Functional outcome in Patients with pontine
infarction after acute rehabilitation. Neurol Sci 33:759-764,2012
⑰ Y.Sato, K.Kondo, T.Watanabe, H.Sone, M.Kobayashi, R.Kawamori, Y.Tamura, Y.Atsumi, Y.Oshida, S.Tanaka, S.Suzuki,
S.Makita, I.Ohsawa, S.Imamura: Present situation of exercise therapy for patients with diabetes mellitus in Japan:
a nationwide survey. Diabetol Int 3:86-91,2012
⑱ Shigeru Makita: Cardiac rehabilitation for severe heart failure patients with ventricular assist device.J Cardiac
Failure 18(10): Suppl1 S143,2012
⑲斉藤友美，山﨑宗隆，牧田

茂：当院でリハビリテーションを実施した慢性心不全症例における再入院因子の検

討．日本臨床生理学会雑誌 42(2):103-106,2012
【総数：論文 6 件，学会発表 13 件，講演 12 件】
6-2．獲得研究費
1）平成 24 年度厚生労働省科学研究費（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）「虚血性心疾患の疾
病管理プログラムとしての外来型心臓リハビリテーションの効果と普及方策に関する研究」
6-3．受賞
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 13 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー
シンポジウム「高齢心疾患患者のリハビリテーション」
国際医療センター 30 周年記念講堂
2012 年 4 月 14 日，15 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，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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3．24）麻酔科
1．構成員
北村

晶（KITAMURA, Akira）
：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：臨床麻酔：博士

磨田

裕（USUDA, Yutaka）
：教授：教育主任：指導教員（大学院）：集中治療：博士

西部伸一（NISHIBE, Shinichi）
：准教授：教育副主任：指導教員（大学院）：小児心臓麻酔：博士
有山

淳（ARIYAMA, Jun）
：准教授：研究主任：指導教員（大学院）：心臓血管麻酔：博士

辻田美紀（TSUJITA, Miki）
：講師：専門医員：大学院教員（大学院）：小児心臓麻酔：博士
中川秀之（NAKAGAWA, Hideyuki）
：助教：研究副主任：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
大野聖加（OHNO, Seika）
：助教：医員：臨床麻酔
古市昌之（FURUICHI, Masayuki）
：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

伊藤一志（ITOH, Kazushi）
：助教：医員：臨床麻酔
尾崎百合子（OZAKI, Yuriko）
：助教：医員：臨床麻酔
土屋

香（TSUCIYA, Kaori）
：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, Youko）
：助教：医員：臨床麻酔
以上 19 名

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
らの理解を講義の目的とする．
座学より臨床に直結した教育を目標としている．他施設よりも臨床医として早い上達を目指し，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る．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．
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
実習や気管挿管実習について臨床研修医と合同の教育を推進する予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床麻酔および周術期管理に直結した研究と，大学病院と連携した循環，呼吸，代謝管理の基礎実験研究を行い，
安全で予後の良い全身管理を追及する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
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・低体温・循環停止中の脳組織酸素飽和度低下と循環再開・加温後のＢＩＳ脳波の回復の関係に関する研究
・疼痛・鎮痛関連遺伝子多型が腹腔鏡補助下大腸切除術における術中・術後の麻薬性鎮痛
・薬必要量に及ぼす影響に関する研究
・全身麻酔薬が，中枢組織および末梢組織までの循環時間および筋弛緩薬の作用発現に及ぼす影響に関する研究−
ICG を用いての検討
・完全体外循環中の，レミフェンタニルとフェンタニルの動静脈拡張効果およびストレスホルモンに及ぼす影響の
差異に関する研究
・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
・麻酔薬が好中球のカンナビノイド受容体に及ぼす影響
・舌下神経，横隔神経活動への各種麻酔薬の影響−電気生理学的手法を用いて−
3-3，4．達成度と自己評価，次年度計画
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．今後，神経・呼吸・循環・代謝・小児・周術期管理など分野
ごとのチーム作りを進めて教室としての体系的な研究体制の確立を目指したい．

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：独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員
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
6-1．論文・学会発表
① Nakagawa H, Maruyama K, Hayashida M, Kakoi H, Ohki R, Takenouchi K, Kitamura A. Comparison of tracheal
intubation using Machintosh and Airtraq laryngoscopes during cardiopulmonary resuscitation with or without
cervical immobilization: a manikin study. 麻酔と蘇生 . 2012. 48(4): 93-98
② Nishibe S, Tsujita M. The impact of intraoperative vasopressin infusion in complex neonatal cardiac surgery.
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012. 15(6): 966-972
③ Kobayashi K, Ohno S, Uchida S, Amano O, Sakagami H, Nagasaka H. Cytotoxicity and type of cell death induced
by local anesthetics in human oral normal and tumor cells. Anticancer Res. 2012.32(7): 2925-2933
④ Ohno S, Kobatashi K, Uchida S, Amano O, Sakagami H, Nagasaka H. Cytotoxicity and type of cell death induced
by midazolam in human oral normal and tumor cells. Anticancer Res. 2012.32(11): 4737-47
⑤中川秀之，今西宏和，寺尾和久，有山

淳，林田眞和，北村

晶．人工心肺離脱時に生じた難治性 SAM に対し

て，プロプラノロールと塩酸ランジオロールで管理した僧房弁形成術の麻酔経験．日本臨床麻酔学会誌．2012.
32(3): 384-389
⑥有山

淳，今西宏和，中川秀之，寺尾和久，三枝

勉，北村

晶．広汎子宮全摘出術後左側大腿神経麻痺を発生

淳，中川秀之，今西宏和，寺尾和久，北村

晶．Catastrophic Pulmonary Vasoconstriction 型

した 1 症例．臨床麻酔．2012. 36(9): 1380-1382
⑦土屋

香，有山

プロタミンショックと考えられた 1 症例．臨床麻酔．2012.36(10). 1479-1482
⑧寺尾和久，中川秀之，有山

淳，辻田美紀，西部伸一，北村

晶．僧房弁形成術後に発症したと考えられる僧房
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弁穿孔の麻酔経験．臨床麻酔．2012. 36(7): 1085-1086
⑨辻田美紀．小児そけいヘルニアの麻酔．小児外科．2012. 44(9): 873-875
⑩大野聖加，磨田

裕．全身麻酔時の誤嚥性肺炎の予防と治療．Anesthesia 21 century. 2013. 15. 48-54

【総数：論文 14 件，学会発表 19 件】
6-2．3．4．5．獲得研究費，受賞，学会などの開催実績
該当無し

7．自己点検・評価
現在のところ，診療業務が非常に多忙である中で，個々人が結束よく努力した．今後，さらに上記，教育，研究，
診療を総合しての自己，他者評価を行い，次年度改善計画をたてる．
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3．25）
（1）救急医学科（救命救急科）
1．構成員
根本

学（NEMOTO, Manabu）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：代表指導教員（大学院）：救急医学全般，
外傷外科，ショック，災害医療，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：医学博士

主な資格：日本救急医学会専門医・指導医，日本外傷学会専門医，麻酔標榜医，JPTEC・JATEC・MCLS インスト
ラクター

他

古田島太（KOTAJIMA, Futoshi）
：准教授：副診療科長：研究主任：指導教員（大学院）：内科一般，急性期呼吸不全，
急性期呼吸管理：医学博士
主な資格：日本内科学会認定内科医・総合内科専門医，日本呼吸器学会専門医・指導医，日本アレルギー学会専門医
龍神秀穂（RYUJIN, Hideho）
：講師：外来医長：教育副主任：専門医員：教育員：研究員：大学院教員：救急医学
全般，熱傷，自殺企図患者に対する救急治療
主な資格：日本救急医学会専門医・指導医，JATEC・ICLS インストラクター

他

鳥尾哲矢（TORIO, Tetsuya）
：講師（兼担：整形外科）：専門医員：教育員：大学院教員：骨損傷急性期治療，外傷
外科，脊椎・脊髄外科
主な資格：日本整形外科学会専門医，日本脊椎脊髄病学会指導医

他

高平修二（TAKAHIRA, Shyuji）
：講師（兼担：腎臓内科）：病棟医長：専門医員：教育員：研究員：大学院教員：救
急医学全般，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：医学博士
主な資格：日本救急医学会専門医，日本内科学会認定医，日本腎臓学会専門医，ICLS ディレクター，JATEC イン
ストラクター，日本内科学会 JMECC ディレクター他
関根康雅（SEKINE, Yasumasa）
：助教：専門医員：教育員：研究員：救急医学全般，災害医療，整形外科一般
主な資格：日本整形外科学会専門医，JPTEC・JATEC インストラクター

他

星谷謙三（HOSHITANI, Kenzo）
：助教：医員：内科一般，腎臓病学，内科一般，腎臓内科，血液浄化
主な資格：日本内科学会認定医，日本腎臓学会専門医
織田徹也（ODA, Tetsuya）
：助教：
（兼担：整形外科）：専門医員：教育員：骨損傷急性期治療，外傷整形外科，救
急一般
主な資格：日本整形外科学会専門医，JPTEC・JATEC プロバイダー
吉川

淳（KIKKAWA, Jun）
：助教：
（兼担：整形外科）：専門医員：教育員：骨損傷急性期治療，外傷整形外科，救
急一般

主な資格：日本整形外科学会専門医，JPTEC・JATEC プロバイダー
川原

毅（KAWAHARA, Tsuyoshi）
：助教：医員：救急医学全般

主な資格：JPTEC・JATEC・ICLS プロバイダー

他

園田健一郎（SONODA, Kenichiro）
：助教：医員：救急医学全般
主な資格：日本救急医学会専門医，ICLS ディレクター，JPTEC インストラクター

他

川井田望（KAWAIDA, Nozomu）
：助教：医員：教育員：救急医学全般
主な資格：日本救急医学会専門医，JATEC・JPTEC プロバイダー

他

小川博史（OGAWA, Hiroshi）
：助教：医員：救急医学全般
主な資格：日本救急医学会専門医，JATEC・JPTEC プロバイダー

他

野村侑史（NOMURA, Yuushi）
：助教：医員：救急医学全般
主な資格：JATEC・JPTEC プロバイダー

他

中村一郎（NAKAMURA, Ichiroh）
：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：救急全般，外科一般：医学博士
主な資格：日本救急医学会専門医，日本外科学会専門医，JATEC・ICLS プロバイダー

他

白川哲也（SHIRAKAWA, Tetsuya）
：非常勤医師：骨損傷急性期治療，外傷整形外科，整形外科一般
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主な資格：日本整形外科学会専門医，JPTEC・JATEC プロバイダー
大谷義孝（OHYA, Yoshitaka）
：非常勤医師：救急医学全般，外傷外科，災害医療
主な資格：日本救急医学会専門医，JATEC プロバイダー，ICLS インストラクター，日本 DMAT 隊員

他

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）および救急
救命士養成教育機関の学生などを対象に，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
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，JATEC ならびに MCLS プ
ロバイダー・コースの開催担当．
2-3．達成度
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．また，消防職員（主に救急救命士）や救急救命士養成機関の学生教育は中村，岸田の努力
によりほぼ満足できる達成度に到達した．
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．救命救急センターおよび災害拠点病院として今後は災害医療の教育面でも，
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
昨年度に引き続き，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 Utstein 方式登録による院外心肺停止症例の予後調査
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
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⑤重症病態の臨床的検討
⑥外傷予防学
3-3．研究内容と達成度
① Utstein 登録，
社会復帰に影響を与える因子の多変量解析や蘇生後脳症に対する軽度低体温療法の臨床データ収集．
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．
⑤主に外傷患者における凝固異常や重症壊死性膵炎に対する蛋白分解酵素阻害薬および抗菌薬の持続動注療法の臨
床データの蓄積と治療の選択等を実施した．
⑥主にヘルメット着用による頭部外傷予防とシートベルト着用による胸・腹部外傷発生の要因に関して臨床データ
を基に基礎情報の収集と企業への情報提供を実施継続中である．
それぞれの研究内容に関する達成度は概ね 70 〜 80％程度であるが，今後は論文に纏め，社会に発信していく
予定である．
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．一方，ヘルメット着用による頭部外傷予防やヘルメットの臨床的効果に関しては，国内ヘ
ルメット製造会社と連携し，社会に啓発していく上で重要なある程度の研究結果を纏めることができた．

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

6．業績
6-1．論文・学会発表
①大谷義孝，高平修二，根本

学：当院で経験したバイケイソウ中毒 5 症例の検討．日本臨床救急学会雑誌 2012;

15: 752-755.
②白川哲也，鳥尾哲矢，織田徹也，河野義彦，織田弘美：距骨骨折の治療経験．骨折 2012; 34: 665-669.
③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．骨折 2012; 34: 836-839.
④河野義彦，鳥尾哲矢，白川哲也，織田徹也，織田弘美：開放骨折治療における V.A.C.ATS 治療システムの治療経験．
骨折 2012; 34: 942-946.
⑤中島弘之，佐藤

章，鈴木海馬，高平修二，栗田浩樹，古田島太，根本

学：早期外科的治療にて著明な視力の

改善が得られた外傷性視神経損傷の 1 例．日本神経救急学会雑誌 2012; 24: 97-100.
⑥鳥尾哲矢，白川哲也，織田徹也，河野義彦，織田弘美：難治性骨折の治療（各論） 脊椎・骨盤骨折
椎骨折

難治性脊

要因と対策．別冊整形外科 2012; 61: 137-143.

⑦織田徹也，根本

学：スポーツと救急救護体制

スタジアムドクターの役割．救急医学 2012; 36: 1036-1038.

【総数：論文 7 件，学会発表 21 件】
6-2．獲得研究費
平成 24 年度

日高研究プロジェクト

研究課題名：3 種類の骨髄輸液穿刺法の比較検討
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研究担当者：高平修二
研究金額：\300,000 円
研究課題名：二輪車乗車用ヘルメットの保護性能についての比較・検討
JIS 規格 1 種ヘルメットの衝撃吸収性について
研究担当者：関根康雅
研究金額：\150,000 円
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
特定非営利活動法人

JATECTM コース

日本外傷診療研究機構

コースディレクター：根本

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 ICLS 指導者養成ワークショップ
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

JPTECTM プロバイダーコース・更新コース

学

日本集団災害医学会 MCLS コース
コース開催責任医師：根本

学，開催世話人：中村一郎，岸田全人

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 および MCLS 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
医局員で自己研鑽に努めていきたい．
また東日本大震災の報告も多数なされており，今後は大規模災害に備えて救命救急センター・災害拠点病院には更
なる充実が求められていることから，院内外と連携を強化し，埼玉県基幹病院として体制を強化していく意味でも，
医局員一同，それぞれが応分の役割を果たすことができるように努めていきたい．
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3．25）
（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，小児膠原病：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）
：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（糸球体病理の見方）
．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，小児救急医学の実践．
2-3．達成度
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．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．達成度 50％．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．達成度 30％．
3-4．自己評価と次年度計画
社会啓発の観点から自転車安全運転 5 則 leaﬂet の有用性についての検討を継続する．腎膠原病における免疫抑制
療法は症例数集積が十分ではない．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
救急領域では小児症例数は少ないが，地域に必須の小児外傷医療を提供している．埼玉医科大学病院の小児腎・膠
原病診療および健康推進室と複数の業務を果たしている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
査読：日本小児科学会雑誌，日本小児救急医学会雑誌．
5-3．その他
日本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】
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【学会発表】
① Tubulo-interstitial nephritis and uveitis 症 候 群 の 1 例． 荒 尾 正 人， 森 野 正 明， 他

第 147 回 埼 玉 地 方 会

22012/2/8
②小児の自転車乗用中の事故の現状

ヘルメット着用の重要性．森野正明，他

日本小児救急医学会

2012/6/1

③ Yersinia pseudotuberculosis 感染が原因と考えられた急性尿細管間質性腎炎の 1 例．戸田紘一，森野正明，他
第 122 回日本小児科学会埼玉地方会

2012/9/8

④小児の車乗用中の事故の現状：シートベルトを普及させよう．森野正明．日本小児保健学会

2012/9/28

⑤ NSAIDs が奏功した肥厚性骨関節症（hypertrophic osteoarthropathy）の 1 男児例．荒尾正人，森野正明．第 8
回埼玉小児腎・膠原病研究会

2012/11/2

【総数：論文 0 件，学会発表 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 8 回埼玉小児腎膠原病研究会

平成 24 年 11 月 2 日

ラフレ埼玉

代表世話人：森野正明

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，その責任を
果たしている．教育では小児科学の講義を担当し，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．
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3．25）
（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・学年内順
位は原稿提出時まだ未発表） 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 2）
（平成 22 年度に学会賞を受賞した）に関する学術発表を，今年も精神科救急学会において発表
するとともに，プロジェクト 1）に関する研究をまとめ，国際学会において発表することができた．
3-4．自己評価と次年度計画
プロジェクト 2）につき国内学会，プロジェクト 1）については国際学会で学術発表を行うことができた．今年度
も両プロジェクトを継続して発展させ，引き続き国内外での発表を目指していきたい．

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
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れた患者への精神科往診診療を，独立した診療科として担うことを目的として，平成 19 年度に設立された．必要時
に 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

161 件（日勤帯：104 件，夜間帯：

57 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 70 〜
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％

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埼玉県メディカルコントロール協議会委員
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
①八戸精神科医会

講演

講師（八戸市）＜松岡＞

②さいたま市はぁといきいきプロジェクト講演会

講演

③狭山保健所トピックス研修会講演

講師（狭山市）＜松岡＞

④認知症研究会 in 本庄

講演

講演・討議

講師（さいたま市）＜松岡＞

講師（本庄市）＜松岡＞

6．業績
6-1．論文・学会発表
1）学会発表
①大学病院型「スーパー救急」
：医師チーム単位での入院診療貢献度の定量化の試み：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 20 回大会（奈良） 2012．10.
② Cluster analysis of suicide attempt cases : regional preventive measures for suicide attempt derived after
statistical classification Takahiro Matsuoka. World Psychiatric Association (WPA) Regional Meeting (oral
presentation). 2012 .09. Bali
③埼玉医科大学病院精神科外来におけるうつ病治療の実態調査〜抽出データにみる主剤および併用薬の選択状況
〜：松岡孝裕

第 44 回埼玉精神医学懇話会（さいたま市）2012.07.

2）論文
④総合病院精神科のスーパー救急の現場から：
大学病院型「スーパー救急」その実践的運営モデルと実状について：松岡孝裕，平田吾一，太田敏男，豊嶋良一．
臨床精神医学 (41)4

425-432

【総数：論文 1 件，学会発表 3 件
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

講演 4 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
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ができた．
3．研究

①自殺企図患者の類型化に関するプロジェクト，②精神科救急システムの運営に関するプロジェクトの

両者において，学術発表を行うことができた．以上，診療・教育・研究を一体として次年度も内容の充実を図っ
て行きたい．
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3．26）
（1）放射線科（画像診断科）
1．構成員
木村文子（KIMURA, Fumiko）
：教授：診療科長：指導教員（大学院）：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：指導教員（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：指導教員（大学院）：画像診断一般，胸部画像診断：博士
岡田吉隆（OKADA, Yoshitaka）
：教授：研究主任：代表指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：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：大学院教員：画像診断一般，血管造影，IVR：博士（〜 12 月）

水越和歌（MIZUKOSHI, Waka）
：講師：研修医長：外来医長（1 月〜）
：大学院教員：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：指導教員（大学院）：画像診断一般，頭頚部画像診断：博士
高橋正洋（TAKAHASHI, Masahiro）
：助教（後期研修医）：医員：画像診断一般
渡邉祐亮（WATANABE, Yusuke）
：助教（後期研修医）：医員：画像診断一般
新津

守（兼担・大学病院）
（Niitsu, Mamoru）：教授：運営責任者：診療科長：研究主任：研修担当医長：骨軟部
画像診断

田中淳司（兼担・大学病院）
（TANAKA, Junji）
：教授：診療副科長：研究副主任：教育副主任：専門医員：IVR，放
射線被曝防護，放射線診断：博士
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
西

直子（NISHI, Naoko）
：講師：画像診断一般，血管造影，IVR：博士（1 月〜）

中澤

賢（NAKAZAWA, Ken）
：講師：画像診断一般：博士（1 月〜 3 月）

森下（長谷川）瑞江（MORISHITA（HASEGAWA, Mizue）：医師 2 類：画像診断一般：博士
坪水小百合（TSUBOMIZU, Sayuri）
：医師 2 類：画像診断一般
嶺

貴彦（MINE, Takahiko）
：医師 2 類：画像診断一般：博士（1 月〜 3 月）

小野澤志郎（ONOZAWA, Shiro）
：医師 2 類：画像診断一般（1 月〜 3 月）
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）

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）
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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．

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）
，
間質性肺炎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：ASIR を用いた冠動脈石灰化スコアの検討，MRI による心筋症の検討（継続），MRI を用いた心筋
ストレインの検討
④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，肝および腎悪性腫瘍の質的診断における MRI
拡散強調画像の有用性，膵・胆道悪性腫瘍の画像と病理所見の比較検討，ガドキセト酸造影肝 MRI 検査の造影
効果と肝機能の関係
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（継続）
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（継続），慢性腎臓
病に対する MRI での新しい評価検討
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
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）
，
間質性肺炎の画像診断の標準化に関する研究（継続），IPF/UIP 症例および類縁疾患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）
びまん性中皮腫の画像診断基準の検討
③心臓グループ：ASIR を用いた冠動脈石灰化スコアの検討，MRI による心筋症の検討（継続），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（継続）
⑤乳腺グループ：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（継続），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基礎的検討（継続）
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（継続），慢性腎臓病に対
する MRI による機能的評価の開発．
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），頭頸部腫瘍の ADC 値 histogram 解析
による検討

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
平成 24 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
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先端の画像解析技術，④迅速で適切な IVR の施行，⑤ CT と MRI の効率的利用であったが，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）
環境省中皮腫登録に関する委員会委員
環境省委託（社団法人こころとからだの元気プラザ）平成 24 年度石綿の健康リスク調査等に関する意見交換会
委員
厚生労働省委託（労働者健康福祉機構）石綿疾患確定委員会委員
国立がん研究センター画像診断コンサルテーション医師
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Japanese Journal of Radiology：木村文子，酒井文和，内野
日本磁気共鳴医学会雑誌：内野

晃

晃，岡田吉隆

Magnetic Resonance in Medical Sciences, Cardiovascular & Interventional Radiology, Neuroradiology, Surgical and
Radiologic Anatom, Journal of Neuroimaging：内野

晃

Journal of magnetic resonance imaging：小澤栄人
Internal Medicine, European Journal of Radiology, European Radiology
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 日本呼吸器学会雑誌，日本画像医学会雑誌，Journal
of Thoracic Oncology 日本語版，雑誌画像診断，雑誌日本胸部臨床編集委員：酒井文和
Heart and Vessels：木村文子，酒井文和
American Journal of Roentgenology：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 Uchino A, Saito N, Okada Y, Kozawa E, Nishi N, Mizukoshi W, Inoue K, Nakajima R, Takahashi M: Persistent
hypoglossal artery and its variants diagnosed by CT and MR angiography. Neuroradiology 55:17-23, 2013
② Sakai F, Johkoh T, Kusumoto M, Arakawa H, Takahashi M. Drug-induced interstitial lung disease in molecular
targeted therapies: high-resolution CT ﬁndings. Int J Clin Oncol. 2012 17(6):542-550.
③ Mizukoshi W, Kozawa E, Inoue K, et al.(1)H MR spectroscopy with external reference solution at 1.5 T for
diﬀerentiating malignant and benign breast lesions: comparison using qualitative and quantitative approaches.
Eur Radiol. 2013 Jan;23(1):75-83.
④ Saito N, Sakai O, Bauer CM, Norbash AM, Jara H. Age-related relaxo-volumetric quantitative magnetic resonance
imaging of the major salivary glands. J Comput Assist Tomogr. 2013 Mar-Apr;37(2):272-8.
⑤ Watadani T, Sakai F, Johkoh T, Noma S, Akira M, Fujimoto K, Bankier AA, Lee KS, Muller NL, Song JW, Park JS,
Lynch DA, Hansell DM, Remy-Jardin M, Franquet T, Sugiyama Y. Interobserver variability in the CT assessment of
honeycombing in the lungs.Radiology. 2013 266(3):936-44
⑥ Watanabe E; Kimura F; Nakajima T; Hiroe M; Kasai Y; Nagata M; Kawana M; Hagiwara N. Late gadolinium
enhancement in cardiac sarcoidosis: characteristic magnetic resonance findings and relationship with left
ventricular function. J Thorac Imaging 2013 Jan;28(1):60-6.
⑦ Saito N, Nadgir RN, Nakahira M, Takahashi M, Uchino A, Kimura F, Truong MT, Sakai O. Posttreatment CT
and MR imaging in head and neck cancer: what the radiologist needs to know. Radiographics. 2012 SepOct;32(5):1261-82.
⑧ Kozawa E, Inoue K, Tanaka J, Meguro S, Yasuda M, Fujiwara K, Kimura F. Unusual MR findings in ovarian
leiomyoma. Magn Reson Med Sci. 2013 Mar 25;12(1):57-61.
⑨ Okada Y, Nishi N, Kozawa E, Togawa O, Yamaguchi H, Kimura F, Takahashi M, Inoue K, Tanaka J: Benign nontumorous disorders mimicking pancretobiliary malignancy: a radiologic approach to diﬀerential diagnosis. 98th
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Scientiﬁc Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America. (2012.11.25-30, Chicago)
⑩高橋正洋，木村文子，井上快児，冨永循哉，酒井文和，丹野

巡，小川晴美，西村重敬．第 71 回日本医学放射

線学会総会
【総数：論文 47 件，学会発表 37 件，講演 23 件】
6-2．獲得研究費
①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

②酒井文和：文部科学省科学研究費補助金基盤研究 C 縦隔腫瘍取扱い規約にもとづく縦隔区分法の再評価と縦隔
腫瘤性病変における画像診断を用いた病期分類の提案

分担研究者

③木村文子：多施設共同医師主導型臨床研究・イオパミロン注を使用した冠動脈 CT 検査における投与ヨード量と
造影効果に関する観察研究，分担研究者
④岡田吉陸：多施設共同医師主導型臨床研究・日常診療下でのガドキセト酸ナトリウム肝造影 MRI 〜肝細胞造影
相における肝エンハンスメントと肝機能に関わる臨床検査項目との相関性ならびに肝細胞造影相撮像タイムポイ
ントに関する検討，分担研究者
⑤小澤栄人：埼玉医科大学学内グラント：3 テスラ MRI による拡散強調画像 diﬀusion tensor imaging を利用した
糖尿病性腎症の早期発見に対する有用性の検討
⑥齋藤尚子：平成 24 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金（若手研究 B）頭頸部放射線治療後の嚥
下障害に関する画像的評価

研究代表者

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
第 4 回頭池添メモリアル胸部画像診断セミナー：2012 年 8 月 3 日（東京ミッドタウン富士フィルム会議室）
第 26 回胸部放射線研究会（日本医学放射線学会秋季大会併催）：2012 年 9 月 28 日（長崎 NCC スタジオ）
2013 年 1 月 7 日

第 1 回埼玉心臓 MRI カンファレンス

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：社会人大学生

1 名（高橋正洋）
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3．26）
（2）放射線科（核医学科）
1．構成員
久慈一英（KUJI, Ichiei）
：准教授：診療科長：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）
：講師から客員准教授：外来医長：教育員：研究員：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）：脳核医学：博士

松田博史（MATSUDA, Hiroshi）
：教授から客員教授：代表指導教員から指導教員（大学院）
：脳核医学，画像解析学：
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
佐藤英尊（SATOU, Hidetaka）
：非常勤講師：画像診断学
秋山一義（AKIYAMA, Kazuyoshi）
：非常勤講師：画像診断学
箱崎謙太（HAKOZAKI, Kenta）
：非常勤講師：核医学
福島善光（FUKUSHIMA, Yoshimitsu）
：非常勤講師：画像診断学
中塚智也（NAKATSUKA, Tomoya）
：非常勤医師

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（久慈一英）
・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）
・Bedside learning（久慈一英，松田博史）
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）
2-3．達成度
卒前教育：80％，卒後教育：70％，大学院教育，90％
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．今後も内容を厳選して，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．今後も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．大学院生の学位を 1 名取得
できた．別の大学院生の学位論文も J-ADNI 関連の研究成果についてまとめて投稿中である．
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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
・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 90％．
・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いる．達成
度 80％．
・PET/CT による悪性腫瘍治療効果判定に関する研究
PET/CT による FDG の固形腫瘍への集積指標である Standardized Uptake Value (SUV) を用いて新規分子標的薬
の治療効果判定を行っている．また，11C-methionine による脳腫瘍の治療効果判定と再発診断を行っている．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，対象を乳癌に絞って
研究を継続している．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．次年度からは，脳アミロイドイメージングの新しい多施設研究である J-ADNI2 が開始される
予定である．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 で検証する研究が開始して
いる．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乳癌における治療効果予測や
判定法の確立を進めている．しかし，昨年度は教授を含む主力スタッフの退職があり，研究の進捗はやや遅かった．
研究を進めるためにも，人材の獲得が重要である．

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，
6,563
件の検査，治療が行われ，前年度とほぼ変わらなかった．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必要である．

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（環境省）
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）
医療放射線管理専門委員会委員（日本アイソトープ協会）
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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

核医学 , Annals of Nuclear Medicine

査読委員

日本医学放射線学会 , Japanese Journal of Radiology, Journal of Clinical Oncology and Therapeutics

今林悦子
査読委員

核医学 , Annals of Nuclear Medicine

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
松田博史
日本核医学会理事，日本脳循環代謝学会理事，日本認知症学会評議員，日本てん

かん学会評議員，日本アイ

ソトープ協会常任委員
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・著書
① Osawa, A., Maeshima, S., Matsuda, H., Tanahashi, N.: Functional lesions in dysphagia due to acute stroke:
discordance between abnormal ﬁndings of bedside swallowing assessment and aspiration on videoﬂuorography.
Neuroradiology 55(4):413-421, 2013
② Iida H., Hori Y., Ishida K., Imabayashi E., Matsuda H., Takahashi M., Maruno H., Yamamoto A., Koshino K., Enmi
J., Iguchi S., Moriguchi T., Kawashima H., Zeniya T.: Three-dimensional brain phantom containing bone and grey
matter structures with a realistic head contour. Ann Nucl Med 27(1):25-36, 2013
③ Matsuda H., Imabayashi E.: Molecular neuroimaging in Alzheimer's disease. Neuroimaging Clin N Am
22(1):57-65, viii, 2012
④ Matsuda H., Mizumura S., Nemoto K., Yamashita F., Imabayashi E., Sato N., Asada T.: Automatic voxel-based
morphometry of structural MRI by SPM8 plus diﬀeomorphic anatomic registration through exponentiated lie
algebra improves the diagnosis of probable Alzheimer Disease. AJNR Am J Neuroradiol 33(6):1109-1114, 2012
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 23(1):137-140,
2013
⑥ Nakatsuka T., Imabayashi E., Matsuda H., Sakakibara R., Inaoka T., Terada H.: Discrimination of dementia with
Lewy bodies from Alzheimer's disease using voxel-based morphometry of white matter by statistical parametric
mapping 8 plus diffeomorphic anatomic registration through exponentiated Lie algebra. Neuroradiology
55(5):559-566, 2013
⑦ 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.:

18

F-ﬂuorodeoxyglucose

positron emission tomography optimizes neoadjuvant chemotherapy for primary breast cancer to achieve
pathological complete response. Int J Clin Oncol 17(3):276-282, 2012
⑧久慈一英：核医学テキスト 神経伝達機能 SPECT. 絹谷清剛編 中外医学社，60-65.2013
⑨今林悦子，松田博史：MEDICAL VIEW, FDG-PET によるてんかん・脳腫瘍の診断，最新脳 SPECT/PET の臨床 第
3 版，西村恒彦編，154-159, 2012
⑩瀬戸

陽：核医学テキスト 脳脊髄液動態．絹谷清剛編 中外医学社，66-68.2013

【総数：論文 17 件，学会発表 16 件，講演 10 件】
6-2．獲得研究費
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1）平成 24 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
2）平成 24 年度厚生労働省認知症対策総合研究事業，アミロイドイメージングを用いたアルツハイマー病発症リ
スク予測法の実用化に関する多施設臨床研究，（主任研究者，石井賢二），分担研究者，今林悦子，100 万円
6-3．受賞
第 71 回日本医学放射線学会 Cypos 賞 Bronze Medal：久慈一英，今林悦子，島野靖正，瀬戸

陽，藤島基宣，松田博史，

伊藤公輝，
伊藤邦泰，
「FDG-PET/CT 検査時の血管迷走神経反射による副腎高集積」，第 71 回日本医学放射腺学会，
横浜，
2012
6-4．特許，実用新案
特許第 4989610 号（平成 24 年 5 月 11 日）
．機能画像の画像データ解析装置，方法，及びコンピュータプログラム．
特許権者，富士フイルム RI ファーマ株式会社．発明者，松田博史，今林悦子，相馬

努．

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 6 回日本てんかん学会関東甲信越地方会開催，会長：松田博史，事務局：久慈一英，2012.6.23, 東京

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，基本問題を加えた．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，
英語論文投稿中である．
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，6,565 件の検査，治療が行われた．実施件数は昨年度と同様であり，実施可能限
界件数に達していると考えられる．必要人員確保と機器の増設が課題である．
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3．26）
（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：代表指導教員（大学院）：放射線治療：博士
鹿間直人（SHIKAMA, Naoto）
：教授：診療副科長：教育副主任：指導教員（大学院）：放射線治療：博士
江原

威（EBARA, Takeshi）
：准教授：外来医長：指導教員（大学院）：放射線治療：博士

熊崎

祐（KUMAZAKI, Yu）
：講師：研究員：医学物理士：博士

宮浦和徳（MIYAURA, Kazunori）
：助教：研究員：医学物理士：修士
小野里侑佑（ONOZATO, Yusuke）
：助教：医学物理士：修士
牧野壮壱（MAKINO, Souichi）
：助教：後期研修医
阿部孝憲（ABE, Takanori）
：助教：後期研修医

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，江原）
．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，熊崎）．
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，熊崎）
．
2-3．達成度
卒前教育：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し，教育担当者ごとに役割を決めて指導
に当たった．これによって教育内容は前年に比して充実した．
しかし依然として講義および BSL のコマ数は少なく，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：平成 24 年度に加わった 2 名の後期研修医に対する教育は目標を達成した．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：講義および BSL の拡充を図っているが，依然としてコマ数は少なく，十分に目標達成が果たせたとは
言えない．平成 25 年度では講義のコマ数を少し拡充する．
卒後教育：平成 24 年度には後期研修医が 2 名加わった．個々の症例において指導医が後期研修医を指導する体制
を構築しつつある．また重要な論文を用いて後期研修医に必須と考えられる知識を習得させている．平成 25 年度以
降は，画像診断，核医学，放射線治療の 3 領域を包括的に教育する，埼玉医科大学後期研修 3 病院合同プログラム
を構築する．

3．研究
3-1．目的・目標
低侵襲で高精度の外部放射線治療方法を確立する．3 次元画像誘導小線源治療方法を確立する．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方法を開発する．
3-2．研究グループ
加藤眞吾
・婦人科腫瘍に対する有効な放射線治療方法の確立に関する研究
・婦人科腫瘍に対する重粒子線治療に関する研究
・アジア地域の放射線治療の技術向上に関する国際共同研究
714

放射線科（放射線腫瘍科）

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
・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
江原

威

・中枢型早期肺癌に対する安全で有効な定位放射線治療に関する研究（日本放射線腫瘍学研究機構）
熊崎

祐

・高精度外部放射線治療の品質保証・品質管理システムの構築
・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
牧野壮壱
前立腺癌に対する高線量率組織内照射の最適化に関する検討
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（JGOG）
・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（放医研，群馬大学）
・婦人科腫瘍に対する 3 次元画像誘導小線源治療（3D image-guided brachytherapy）を確立する（群馬大学，
IAEA，FNCA）
・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立案・運営する（FNCA）
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

・中枢型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（日本放射線腫瘍学研究機構）
・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

・高精度外部放射線治療の品質保証・品質管理システムの構築（岡本班）
・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）
牧野壮壱
・前立腺癌に対する高線量率組織内照射における線源位置精度の確保のための研究を行う
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 25 年度では更に目標達成に向けて研究を推進する．

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：1,266 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．放射線治療
部門内のチーム医療および他診療科との密なる連携により，高度の集学的治療を推進している．平成 25 年度では，
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を含めた診療を実現していく．また放射線治療
の品質管理と安全管理の向上に十分に対応していく．

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「3D image-guided brachytherapy」の
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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）
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)
Radiation Oncology
・編集委員
Japanese Journal of Clinical Oncology (JJCO)
鹿間直人
・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

・編集委員
日本肺癌学会誌
・査読委員
Journal of Radiation Research (JRR)
熊﨑

祐

・査読委員
Journal of Radiation Research (JRR)
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
・日本医学放射線学会代議員（国際委員）
・日本放射線腫瘍学会小線源治療部会常任幹事
・日本婦人科腫瘍学会評議員（研究助成小委員）
・婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構（JGOG）放射線治療委員
・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
・放射線医学総合研究所重粒子線がん治療臨床研究班
・群馬大学重粒子線がん治療臨床研究班

婦人科腫瘍研究班班員

婦人科腫瘍研究班班員

鹿間直人
・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）
・日本肺癌学会評議員
・日本肺癌学会ガイドライン検討委員
熊崎

祐

・日本医学物理学会代議員（計測委員，QA/QC 委員）
・医学物理士認定機構（試験委員）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
6-1-1．論文
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① Ito Y, Morikawa S, Kato S, Kajiyama H, Nawa A, Kikkawa F. Carbon ion radiotherapy for recurrent malignant
transformation from mature cystic teratoma of the ovary. J Obstet Gynaecol Res. 38 (5): 880-883, 2012.
② Ohno T, Dang HQT, Kato S, Devi B, Ngo TT, Thephamongkhol K, Calaguas M, Zhou J, Chansilpa Y, Supriana N,
Erawati D, Banu PA, Cho C-K, Kobayashi K, Nakano T, Tsujii H. Radiotherapy concurrently with weekly cisplatin
followed by adjuvant chemotherapy for N2-3 nasopharyngeal cancer: a multicenter trial of the Forum for Nuclear
Cooperation in Asia. J Radiat Res. 54 (3): 467-473, 2012.
③ Tokumaru S, Toita T, Oguchi M, Ohno T, Kato S, Niibe Y, Kazumoto T, Kodaira T, Kataoka M, Shikama N, Kenjo M,
Yamauchi C, Suzuki O, Sakurai H, Teshima T, Kagami Y, Nakano T, Hiraoka M, Mitsuhashi N, Kudo S. Insuﬃciency
fractures after pelvic radiation therapy for uterine cervical cancer: an analysis of subjects in a prospective multiinstitutional trial, and cooperative study of the Japan Radiation Oncology Group (JAROG) and Japanese Radiation
Oncology Study Group (JROSG). Int J Radiat Oncol Biol Phys. 84 (2): e195-200, 2012.
④ Toita T, Kato S, Niibe Y, Ohno T, Kazumoto T, Kodaira T, Kataoka M, Shikama N, Kenjo M, Tokumaru S, Yamauchi
C, Suzuki O, Sakurai H, Numasaki H, Teshima T, Oguchi M, Kagami Y, Nakano T, Hiraoka M, Mitsuhashi N.
Prospective multi-institutional study of deﬁnitive radiotherapy with high-dose-rate intracavitary brachytherapy
in patients with nonbulky (<4-cm) stage I and II uterine cervical cancer (JAROG0401/JROSG04-2). Int. J. Radiat
Oncol Biol Phys. 82 (1): e49-e56, 2012.
⑤ Nakamura N, Tsunoda H, Takahashi O, Kikuchi M, Honda S, Shikama N, Akahane K, Sekiguchi K. Frequency
and Clinical Significance of Previously Undetected Incidental Findings Detected on Computed Tomography
Simulation Scans for Breast Cancer. Int J Radiation Oncology Biology Physics, 2012;84; 602-5.
⑥ Nakamura N, Shikama N, Takahashi O, Sekiguchi K, Hama Y, Akahane K, Nakagawa K. The relationship between
the bladder volume and optimal treatment planning in deﬁnitive radiotherapy for localized prostate cancer. Acta
Oncologica 2012; 51; 730-4.
⑦ Shikama N, Sasaki S, Shinoda A, Koiwai K. Treatment Outcome of Elderly Patients With Glioblastoma who
Received Combination Therapy. Am J Clin Oncol 2012; 35:486-489.
⑧ Shikama N, Nakamura N,Kunishima N, Hatanaka S, Sekiguchi K. Identifying Patients Who Are Unsuitable for
Accelerated Partial Breast Irradiation Using Three-Dimensional External Beam Conformal Techniques. Int J Radiat
Oncol Biol Phys, 2012; 83, e313-318.
⑨ Shikama N, Kumazaki Y, Tsukamoto N, Ebara T, Makino S, Abe T, Nakahira M, Sugasawa M, Kato S. Validation of
nomogram-based prediction of survival probability after salvage reirradiation of head and neck cancer. Jpn J Clin
Oncol. 2013; 43: 154-160.
⑩ Okonogi N, Ebara T, Ishikawa H, Yoshida D, Ueno M, Maeno T, Suga T, Nakano T. A seven-year disease-free
survivor of malignant pleural mesothelioma treated with hyperthermia and chemotherapy: a case report. J Med
Case Rep. 2012 Dec 28;6(1):427.
⑪ Sato Y, Ebara T, Sunaga N, Takahashi T, Nakano T. Interaction of radiation and geﬁtinib on a human lung cancer
cell line with mutant EGFR gene in vitro. Anticancer Res. 2012 Nov;32(11):4877-81.
⑫ Kawamura H, Ebara T, Katoh H, Tamaki T, Ishikawa H, Sakurai H, Nakano T. Long-term results of curative
intraluminal high dose rate brachytherapy for endobronchial carcinoma. Radiat Oncol. 2012 Jul 23;7:112.
⑬ Matsuo Y, Onishi H, Nakagawa, Nakamura M, Ariji T, Kumazaki Y, Shinbo M, Tohyama, Nishio T, Okumura M,
Shirato H, and Hiraoka M. Guidelines for respiratory motion management in radiation therapy. J Radiat Res,
2013;54(3):561-8.
6-1-2．学会発表
①田巻倫明，大野達也，清原浩樹，野田真永，大久保悠，安藤

謙，若月

優，加藤真吾，中野隆史：子宮頸癌放

射線治療後の照射野辺縁のリンパ節再発に対し重粒子線治療が有用であった 2 例．第 52 回婦人科腫瘍学会学術
講演会．2012 年 7 月，東京．
②唐澤久美子，安藤

謙，若月

優，加藤真吾，清原浩樹，生水真紀夫，鎌田

正：婦人科領域の悪性黒色腫に対

する重粒子線治療の経験．第 52 回婦人科腫瘍学会学術講演会．2012 年 7 月，東京．
③加藤真吾，大野達也，若月

優，唐澤久美子，中野隆史，辻井博彦：局所進行子宮頸癌に対する同時化学放射線

治療に関するアジア地域国際共同臨床第 II 相試験．第 52 回婦人科腫瘍学会学術講演会．2012 年 7 月，東京．
④安藤

謙，若月

優，加藤真吾，大野達也，唐澤久美子，中野隆史，生水真紀夫，鎌田

正：局所進行子宮頚部

扁平上皮癌に対する重粒子線治療成績．第 52 回婦人科腫瘍学会学術講演会．2012 年 7 月，東京．
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⑤若月優，加藤真吾，大野達也，唐澤久美子，安藤謙，清原浩樹，中野隆史，鎌田正：局所進行子宮頚部腺癌に対
する重粒子線治療の有効性と安全性．第 52 回婦人科腫瘍学会学術講演会．2012 年 7 月，東京．
⑥ Shingo Kato. Long-term follow-up results of a multi-institutional phase II study of concurrent chemoradiotherapy
for locally advanced cervical cancer in Asia. 4th JASTRO-KOSTRO-CSRO Trilateral Symposium. Tokyo, November
2012.
⑦若月

優，大野達也，加藤真吾，野田真永，北本佳住，吉田大作，大川綾子，安藤

謙，中野隆史．子宮頸癌に

対する CT-based Image-guided Brachytherapy における HR-CTV の標準化に向けて．日本放射線腫瘍学会第 25
回学術大会．2012 年 11 月，東京．
⑧加藤真吾．ランチョンセミナー「婦人科腫瘍に対する 3 次元画像誘導小線源治療」．日本放射線腫瘍学会第 25
回学術大会．2012 年 11 月，東京．
⑨ Ohno T, Kato S, Wakatsuki M, Karasawa K, Nakano T, Tsujii H. Radiotherapy concurrently with weekly cisplatin
followed by adjuvant chemotherapy for N2-3 nasopharyngeal cancer: Multicenter trial of the Forum for Nuclear
Cooperation in Asia (FNCA). 日本放射線腫瘍学会第 25 回学術大会．2012 年 11 月，東京．
⑩兼安祐子，藤原久也，西村哲夫，大野達也，櫻井英幸，生島仁史，楮本智子，宇野

隆，播磨洋子，戸板孝

文，徳丸直郎，喜多みどり，五味弘道，高橋健夫，加藤真吾，中野隆史，野田真永，堤ゆり江，清原浩樹．平成
22・23 年度 JASTRO 研究課題報告：子宮頸癌治療後の QOL に関する全国調査−放射線療法と手術療法の比較：
中間報告−．日本放射線腫瘍学会第 25 回学術大会．2012 年 11 月，東京．
⑪ Ando K, Kato S, Wakatsuki M, Kiyohara H, Ohkubo Y, Karasawa K, Kamada, Nakano T. Dose-volume parameters
in CT-based image-guided brachytherapy for cervical cancer. World Congress of Brachytherapy. Barcelona, Spain,
May 2012.
⑫鹿間直人．シンポジウム「乳癌領域における放射線治療医に求められる資質」日本乳癌学会第 20 回学術大会，
2012, 熊本
⑬鹿間直人．サテライトシンポジウム「放射線科からみる骨転移診断治療の現状と今後の展望」日本乳癌学会第
20 回学術大会，2012, 熊本
⑭鹿間直人．シンポジウム「乳癌治療の過去と未来

放射線治療」日本癌治療学会第 50 回学術大会，2012，横

浜
⑮熊﨑

祐．画像誘導放射線治療，第 1 回 JASTRO 医学物理セミナー，東京，2012

⑯熊﨑

祐．画像誘導放射線治療，東北大学がんプロフェッショナル講座，仙台，2012

⑰塚本信宏，熊﨑

祐，呼吸同期評価用ファントムを用いたサイバーナイフの動体追跡精度と線量分布への影響第

24 回日本高精度放射線外部照射研究会，横浜，2012
⑱熊﨑

祐，中村健宏，宮川竜太，木内克典，五十嵐廣之，柏山史保，塚本信宏，江原

威，鹿間直人，加藤眞吾：

ビデオカメラシステムによる Synchrony トラッキング精度評価，第 24 回日本放射線腫瘍学会，東京，2012
⑲加藤昭子，熊﨑

祐，高松

聡，渡辺伸樹，岡田智子，鈴木裕之，尾形智幸，黒田順平，塚本信宏．前立腺

IMRT の位置決めにおける骨照合と金属マーカ照合の比較，第 24 回日本放射線腫瘍学会，東京，2012
⑳柏山史保，塚本信宏，熊﨑

祐，宮川竜太，中村健宏，木内克典，五十嵐廣之，川口

修，土器屋卓志，茂松直

之．サイバーナイフによる肝定位照射の初期経験，第 24 回日本放射線腫瘍学会，東京，2012
㉑牧野壮壱，古平喜一郎，小野里侑祐，阿部孝憲，熊崎

祐，江原

威，上野宗久，鹿間直人，加藤眞吾：中・高

リスク前立腺癌に対する外部照射併用高線量率組織内照射の有害事象と治療成績．日本放射線腫瘍学会第 25 回
学術大会．2012 年 11 月，東京．
㉒阿部孝憲，江原

威，加藤真吾．子宮体癌に対する 3D Image-Guided Brachytherapy の初期経験．群馬放射線腫

瘍研究会．2012 年 9 月，群馬
6-1-3．総説，著書
①加藤真吾，若月

優，吉田

謙，磯橋文明，野田真永，村上直也，櫻井英幸，他．特集．婦人科領域における三

次元画像誘導小線源治療．臨放 58 (3), 379-431, 2013.
②戸板孝文，青木昌彦，生島仁史，宇野

隆，大野達也，加藤真吾，兼安祐子，野田真永．放射線治療計画ガイド

ライン 2012 版．日本放射線腫学会（金原出版）2012; 195-216．
③嘉村敏治，戸板孝文，加藤真吾，他．日本産科婦人科学会・日本病理学会・日本医学放射線学会・日本放射線腫
瘍学会編．子宮頸癌取扱い規約

第 3 版．2012 年 4 月．金原出版株式会社，東京．

④嘉村敏治，戸板孝文，加藤真吾，他．日本産科婦人科学会・日本病理学会・日本医学放射線学会・日本放射線腫
瘍学会編．子宮体癌取扱い規約
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⑤鹿間直人．乳房切除術後（進行乳癌）
．乳腺腫瘍学

日本乳癌学会編（金原出版）289-92．

⑥鹿間直人．放射線治療における個別化−乳房温存療法後の放射線療法の多様化と個別化．腫瘍内科

科学評論社

2012; 10; 126-30.
⑦鹿間直人．多施設共同大規模データベースの意義 JROSG (Japanese Radiation Oncology Group) 05-5 試験の意義．
乳癌（第 2 版）基礎と臨床の最新研究動向
⑧大室夏生，磯部浩一，鹿間直人，伊丹

日本臨床

2012; 70; 773-76.

純，末山博男，小口正彦，長谷川正俊，小泉雅彦，浅川勇雄，玉本哲郎，

礒橋文明．放射線治療計画ガイドライン 2012 版．日本放射線腫学会（金原出版）2012; 242-45．
⑨鹿間直人．臨床放射線腫瘍学

最新知見に基づいた放射線治療の実践．日本放射線腫瘍学会

日本放射線腫瘍学

会研究機構（南光堂）2012; 508-11.
⑩鹿間直人．DCIS の放射線治療
⑪熊﨑

乳癌の臨床№ 6（篠原出版新社）2012; 27 681(25)-85(29).

祐，他：放射線治療の品質管理と測定技術 −高精度放射線治療に対応した実践 Q&A − , 中外医学社，

Pp38-39,82,97-98,181-184, 2012.（編者）
⑫熊﨑

祐，他：臨床放射線腫瘍学臨床放射線腫瘍学−最新知見に基づいた放射線治療の実践（日本放射線腫瘍学

会・日本放射線腫瘍学研究機構編集）
，南江堂，87-90, 2012
⑬熊﨑

祐，黒岡将彦，角谷典之．AAPM TG-142「Quality assurance of medical accelerators」翻訳本．平成 23

年度がん研究開発費「A-3.a 放射線治療の品質管理・品質保証の体制確立のための研究」，2012
⑭熊﨑

祐，塚本信宏．CyberKnife の最近技術．Rad Fan 10(3):2-5, 2012.

⑮熊﨑

祐，山田宗裕．密封小線源治療における線量標準の導入−．日本放射線技術学会誌 68(5): 633-636,

2012
⑯ 熊 﨑 祐：CyberKnife(R) の 技 術 解 説 〜 MultiPlan に よ る 治 療 計 画 〜 サ イ バ ー ナ イ フ の 技 術 解 説 〜．Rad Fan
11(2):2-4, 2013.
⑰岡本裕之，黒岡将彦，宮浦和徳，脇田明尚，遠山尚紀，熊崎

祐．詳説放射線治療の精度管理と測定技術−高精

度放射線治療に対応した実践 Q&A −．中外医社．東京．2012
⑱牧野壮壱，
鹿間直人．サブタイプを考慮した乳房温存術後放射線治療−今後の方向性．これからの乳がん診療．
（金
原出版）2013; 6; 92-96
【総数：論文 13 件，学会発表 22 件，総説・著書 18 件】
6-2．獲得研究費
文部科学省
加藤眞吾
1．平成 24 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 10 万円
2．平成 24 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

1．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
1．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
2．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
3．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

4．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
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
5．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
熊崎

祐

1．平成 24 年度

厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業「高精度放射線治療システムの実態調査と臨床評
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価に関する研究」班（班員）20 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，セミナーなどの開催実績
加藤眞吾
1．Project Planning Meeting of IAEA/RCA RAS/6/062 開催．Saitama, Japan, August 27-30, 2012.
2．FNCA Workshop on Radiation Oncology 開催．Suzhou and Shanghai, China, January 10-13, 2012.

7．自己点検・評価
平成 23 年度に行われた大幅な人員刷新のため，ほとんど 0 からのスタートであったが，平成 24 年度は教育，研究，
診療のいずれにおいても，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，概ね目標は達成できたものと
考えられる．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たが，講義に関しては今後も改善
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確認した．
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3．27）精神科（精神腫瘍科）
1．構成員
大西秀樹（ONISHI, Hideki）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：代表指導教員（大学院）
：サイコオンコロジー
（精神腫瘍学）
，死生学：博士
石田真弓（ISHIDA, Mayumi）
：助教：サイコオンコロジー（精神腫瘍学），臨床心理学
川田

聡（KAWADA, Satoshi）
：非常勤講師：サイコオンコロジー（精神腫瘍学）

遠山啓亮（TOYAMA, Hiroaki）
：非常勤医師：サイコオンコロジー（精神腫瘍学），乳腺外科

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，石田真弓，川田聡，遠山啓亮）
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，石田真弓，川田聡，遠山啓亮）
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おり，講義の内容を理解し，その後の実習を行なっている様子
がうかがえる．
②卒後教育：
日常臨床および院内研修会などの活動を丁寧におこなった結果，心のケアの重要性が理解されるようになり，臨
床現場における心の問題への関心が高まりつつある．
2-4．自己評価と次年度計画
①前教育：
学生講義の評価では良い結果が報告されているが，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
教育プログラムを発展的に改良してゆく必要がある．
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身につけ
たスタッフに対し，更なるスキル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
上記の研究はそれぞれ進行中であり，国際誌に掲載されている．また，国際学会・国内学会等でも多く発表の機会
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を持ち，得られた研究内容の発信も含めて達成しているといえる．
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ことは広く知られており，当科では精神医学的な見地からそのそれぞれに対応を
行っている．
なお，がんで家族を亡くした遺族に対する診療体制も整えている．

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推進検討会構成員（大西秀樹）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Palliative care and Supportive care（査読委員）
Case report journal in psychiatry（査読委員）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業務
日本サイコオンコロジー学会代表理事（大西秀樹）
日本サイコオンコロジー学会代議員（石田真弓）

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文（英文）5 編，総説（和文）12 編，著書 0 編
（代表論文）
① 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.
② Ishida, M., Onishi, H., Matsubara, M., Tada, Y., Ito, H., Narabayashi, M., Sasaki, Y., Nomura, S. & Uchitomi, Y. (2012).
Psychological distress of the bereaved seeking medical counseling at a cancer center. Jpn J Clin Oncol, 42(6),
506-512.
③ Tada, Y., Okano, T., Kaga, A., Yamazaki, S., Kawada, S., Ishida, M., Kobayashi, K. & Onishi, H. (2012). Dissociative
stupor mimicking consciousness disorder in an advanced lung cancer patient. Jpn J Clin Oncol, 42(6), 548-551.
④ Matsunaga, M., Onishi, H., Ishida, M., Miwa, K., Araki, K., Kaneta, T., Sunakawa, Y., Nakayama, H., Shimada, K.,
Noguchi, T., Narabayashi, M. & Sasaki, Y. (2012). Hypomanic episode during recurrent gastric cancer treatment:
report of a rare case and literature review. Jpn J Clin Oncol, 42(10), 961-964.
【学会発表

総数 10（うち，シンポジウム 3）
】

6-2．獲得研究費
・平成 20 年度

厚生労働省科学研究費補助金

プログラムの開発に関する研究
・平成 24 − 25 年度

第三次対がん総合戦略研究事業

文部科学省 科学研究費助成事業

研究活動スタート支援 (24890223) 「再発・進行がん患

者の精神的健康状態の改善を目的とした治療法の開発」（石田真弓：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）
横浜リエゾン研究会（代表世話人：大西秀樹）
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QOL 向上のための各種患者支援

がん患者家族の支援プログラムの開発（大西秀樹：120 万円）

精神科（精神腫瘍科）

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，国際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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3．28）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
小林清子（KOBAYASHI, Kiyoko）
（兼担）
：助教：内科学
三角みその（MISUMI, Misono）
（兼担）
：助教：乳腺腫瘍学

2．教育
2-1．目的・目標
①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．
医療学部の卒業研究に参加し，血液塗抹標本の染色条件の最適化を検討する．担当は池淵，網野．
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．
医療学部の卒業研究：血液塗抹標本の染色条件（ｐ H，温度，反応時間など）を検討し，最適条件を探した．ま
た種々の白血病細胞の顕微鏡写真を撮影し，アトラス作成を試みた．
②卒後教育．初期研修医 2 名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
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える予定である．

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，内田
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，ｓ IL-2R の院内導入を完了できた．
②超音波検討グループでは血管内エコーに習熟した技師が部内の教育を充実させている．
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．

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）
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，事業評価委員会副委員長（池淵）

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）
論文発表
①山本哲也：リニア型探触子における連続波ドプラ法による最大血流速度測定の有用性
超音波検査技術，Vol.37. No5, 420-427, 2012, 日本超音波検査学会
学会・研究会発表
②山本哲也：山本災害医療で活かす下肢静脈エコー
第 23 回日本心エコー図学会学術集会

2012/4/20 大坂

③木下博美：白血球数異常高値を示した症例の検討
第 86 回日本感染症学会総会・学術講演会

2012/4/25 長崎

④数野直美：携帯型超音波診断装置 (Vscan(R)) による弁逆流の重症度評価
日本超音波医学会第 85 回学術集会

2012/5/27 東京

⑤深田茂則：ALT 異常高値検体はなぜ 13IU/L と測定されたか− TBA-c16000 測定吸光度範囲下限の設定−
第 61 回日本医学検査学会

2012/6/10 三重

⑥山本哲也：再確認！頸動脈と下肢動脈エコー検査の基礎
千葉エコー研究会

2012/8/5 千葉

⑦岡原千鶴：下肢深部静脈血栓の急性期の超音波像と形態変化
第 24 回日本超音波医学会関東甲信越地方会

2012/10/20 埼玉

⑧橋北義一：微生物検査における地域ネットワークについて
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第 17 回埼玉感染症研究会

2012/12/8 埼玉

⑨田中沙知：フレックスレート法の検証
第 41 回埼玉県医学検査学会

2012/12/16 埼玉

⑩橋北義一：埼玉酵母様真菌の薬剤感受性報告
埼玉酵母様真菌研究会

2013/3/25 埼玉

【総数：著書 6 件，論文 1 件，学会発表 12 件】
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

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．

726

臨床医学部門（日高キャンパス）

3．29）病理診断科
1．構成員
＜医師＞
清水道生（SHIMIZU, Michio）
：教授：運営責任者：診療科長：診断病理，膵・消化管・甲状腺病理，皮膚病理，
細胞診：医学博士
安田政実（YASUDA, Masanori）
：教授：教育主任：診断病理，婦人科腫瘍学，細胞診：医学博士
永田耕治（NAGATA, Koji）
：講師：研究副主任：専門医員：診断病理，消化器病理：医学博士
山口

浩（YAMAGUCHI, Hiroshi）
：講師：専門医員：診断病理，膵・胆道病理：医学博士

市村隆也（ICHIMURA, Takaya）
：助教：医員：診断病理，婦人科病理，分子病理：医学博士
目黒史織（MEGURO, Shiori）
：助教：医員：診断病理，婦人科病理
松嶋

惇（MATSUSHIMA, Jun）
：助教：医員：診断病理

河合亜希子（KAWAI, Akiko）
：助教：医員：診断病理
四十物絵理子（AIMONO, Eriko）
：助教：医員：診断病理
菊地

淳（KIKUCHI, Jun）
：助教：医員：診断病理

高柳奈津子（TAKAYANAGI, Natsuko）
：助教：医員：診断病理
鈴木裕之（SUZUKI, Hiroyuki）
：大学院生
＜臨床検査技師＞
鎌田孝一（KAMADA, Kouichi）
，
瀬山
Yasuo）
，中村

敦（SEYAMA, Atsushi），後藤義也（GOTO, Yoshiya），鎌倉靖夫（KAMAKURA,

勝（NAKAMURA, Masaru）
， 佐 瀬 智 子（SAZE, Tomoko）， 加 藤 智 美（KATO, Tomomi）， 細 沼

祐介（HOSONUMA, Yusuke）
，鈴木

隆（SUZUKI, Takashi），矢島沙紀（YAJIMA, Saki），菅野恵士（KANNO,

Satoshi）
，内田真仁（UCHIDA, Masato）
＜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：診断病理，中枢神経病理：医学博士
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：准教授：診断病理，血液・リンパ節病理，分子病理：医学博士
本間
金

琢（HONMA, Taku）
：講師：医員：診断病理，中枢神経病理：医学博士
玲（JIN, Ling）
：助教：医員：医学博士

＜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
加藤良平（KATO, Ryouhei）
：非常勤講師
槻木恵一（TSUKINOKI, 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．今年度からはバーチャルスライドを取り入れ，学生個人のコンピュータ上
でも標本観察を可能とした．臓器別病理各論講義では，病理総論的知識に基づき，それぞれの臓器に固有な疾病の病
態や病理学的形態学変化を詳細かつ具体的に解説し，臨床像を理解するための一助とする．
2-2．教育内容（担当者）
〈2 年生〉
「病理総論」ユニット：講義 29 時間，病理概論（1 時間：清水道），代謝障害（2 時間：清水禎），腫瘍（2
時間：村田，4 時間：安田，2 時間：清水）
，実習 8 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）
〈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 15 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 37 編を発表した．その内訳は英文 21 編，邦文 16 編である．学会発表は，海外 3 回，国内 34 回，講演
12 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 24 年度の病理診断数は，組織診 8,874 件，術中迅速診断は 1,035 件，細胞診は 7,301 件，染色体検査は 340
件であった．病理解剖数は 33 体であった．科内のカンファレンスが週 5 回実施され，他科（脳神経外科，皮膚科，
腎臓内科，消化器内科・外科，呼吸器科，婦人科，乳腺外科，血液内科，頭頸部腫瘍科，泌尿器科）とのカンファレ
ンスも定期的に行われている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無．
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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
Acta Histochemica et Cytochemica, Editorial Board: Masanori Yasuda
日本病理学会・診断病理：編集長：安田政実
日本臨床細胞学会誌査読委員：清水道生
膵臓学会誌査読委員：清水道生
婦人科腫瘍学会編集長：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）
卵巣腫瘍取扱い規約委員（安田政実）
日本病理学会コンサルテーション委員（清水道生，安田政実）
国立がん研究センター病理診断コンサルテーション委員（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．Nagata K, Shimizu M:Pathological evaluation of gastrointestinal endoscopic submucosal dissection materials
based on Japanese guidelines. World J Gastrointest Endosc 2012;4:489-99.
②．Kawakami F, Shimizu M, Yamaguchi H, Hara S, Matsumoto I, Ku Y, Itoh T.: Multiple solid pancreatic
hamartomas: A case report and review of the literature. World J Gastrointest Oncol 2012; 4:202-6.
③．Yasuda M, Hori S, Suzuki K, Ohno K, Maruya M, Matsui N, Miyazaki S, Ogane N, Kameda Y.: Endometrial
intraepithelial carcinoma in association with polyp: review of eight cases. Diagn Pathol 2013;8:25.
④．Meguro S, Yasuda M.: α -Fetoprotein-producing ovarian tumor in a postmenopausal woman with germ cell
diﬀerentiation. Ann Diagn Pathol 2013;17:140-4.
⑤．Katoh T, Yasuda M, Hasegawa K, Kozawa E, Maniwa JI, Sasano H. Estrogen-producing endometrioid
adenocarcinoma resembling sex cord-stromal tumor of the ovary: a review of four postmenopausal cases. Diagn
Pathol 2012;7:164.
⑥．
Motosugi U, Yamaguchi H, Furukawa T, Ichikawa T, Hatori T, Fujita I, Yamamoto M, Motoi F, Kanno A, Watanabe T,
Koike N, Koyama I, Kobayashi J, Shimizu M.: Imaging Studies of Intraductal Tubulopapillary Neoplasms of the
Pancreas: 2-Tone Duct Sign and Cork-of-Wine-Bottle Sign as Indicators of Intraductal Tumor Growth. J Comput
Assist Tomogr 2012;36:710-717.
⑦．Tze S. Khor, Fujita H, Nagata K, Shimizu M, Lauwers G.Y: Biopsy interpretation of colonic biopsies when
inﬂammatory bowel diseaqse is excluded. J Gastroenterol 2012;47(3):226-48.
学会発表
⑧．Yasuda M, Kajiwara H, Tamaru J-I, Adachi S, Iwabuchi K, Jokoji R, Kondo T, Kubota K, Nagasaka T, Matsumoto
H, Maki M, Itami H, Kawakami F: Postmenopausal AFP-Producing Ovarian Tumors(APOTS): Pathological Review
of 14 Cases. 14th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society(IGCS) October 13-16,2012
Vancouver, Canada
⑨．Yasuda M.: Uniqueness of ovarian tumors with ascetic positive cytology. The 20th Thai-Japanese Workshop in
Diagnostic Cytopathology 2013 年 January 16-18
⑩．Nagata K:EML4-ALK Fusion Gene-Positive Lung Cancer:Its Usefulness in Immunohistochemical Screening and
Its Histological Variation. 102nd USCAP 2013 Annual Meeting. March 2-8, 2013 Baltimor Convention Center
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【総数：論文 37 件，学会発表 38 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 24590425「膵癌の進展様式：特に PanIN,

IPMN との関わりと浸潤形態について」
2）安田政実：科学研究費補助金

基盤研究（C）（2）一般

課題番号 24590424「治療の観点からみた卵巣癌の

特徴付け：低酸素関連因子の発現に基づいた治療の個別化」
4）山口：科学研究費補助金

若手研究 (B)

課題番号 24790358「新規膵癌（膵管内管状乳頭腫瘍）のマウスモ

デルの作製」
6-3．受賞：
山口

浩：日本膵臓病財団の研究奨励賞

山口

浩：Joint meeting of the 4th Asian-Oceanic Pancreas Association and 2011 Annual Congress of the Korean

Pancreatobiliary Association, Poster Award
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
5 月 26 − 27 日の両日，
“ 第 10 回彩の国さいたま病理診断セミナー ” をさいたま市のラフレさいたまで主催した．
よりレベルの高い病理医を育成することを目標としたこのセミナーでは，今回はテーマとして「病理検体の切り
出しから報告まで」を取り上げた．重要症例のプレパラート配布や顕微鏡実習など，類似のセミナーにはない特
徴を有しており，
きわめて好評であった．今回は当科から 4 人，埼玉医大病理から 1 人，埼玉医大総合医療センター
病理から 1 人，
外部から 5 人の計 11 人の講師による講義と顕微鏡実習が行われ，日本全国から 90 人が受講した．
セミナーの運営，
ハンドアウトの作成についてはスタッフが一致協力して当たり，完全に手作りのセミナーであっ
たことも好評を博した一因と思われた．
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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3．30）輸血・細胞移植科
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）
（兼担）
：助教

2．教育：
2-1．目的・目標
血液型検査は異なった時点で 2 回検査することが重要であること，交差適合試験と同様に不規則抗体検査が重要
であること，不規則抗体陽性の場合は適正な製剤を準備するために余分な時間がかかること，人為的ミスを回避する
ため PDA 照合が必須であること，適正な輸血が推奨され各血液製剤にはトリガー値があること，を教育する．国際
医療センターでは超緊急輸血体制が敷かれていることや，血液製剤の気送管搬送システムが稼働していることも紹介
する．
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．
2-2．教育内容
①医学部 5 年生の BSL では 1 班 3 〜 4 名単位，半日のワクで 16 回，現場見学を行う．血液製剤の保管状況を説明し，
血小板の外観検査（スワーリング）を見学してもらう
2-3．達成度
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．また血液製剤の外観
検査が重要であることに理解を深めてもらった．
2-4．自己評価と次年度計画
初期研修医を対象とした講義では，輸血実施時の PDA 照合，輸血適合票の扱い，血液バッグと輸血ラインの接続，
輸血オーダー時の諸注意，など具体的に役立つ解説講義に努めたい．
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．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
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
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
できた．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
安全で適正な輸血医療のため，臨床側への情報提供および指導を行っている．自己血輸血を推進し，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
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整備ができた．

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）
日本さい帯血バンクネットワーク正会員，事業評価副委員長（池淵）

6．業績
6-1．論文・学会発表
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

該当なし

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，追加で要請された事項について対
策を立てることで，スタッフの一体感が高まった．
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．
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，もう少し必要で，1 年前から準備
万端できるようスタッフと意識向上に取り組みたい．
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1．中央研究施設

形態部門

1．構成員
穐田真澄（AKITA，Masumi）
：教授：教育主任：代表指導教員（大学院）：血管新生，血管と器官形成に関する分
子形態学：博士
大島

晋（OHSHIMA，Susumu）
：准教授：大学院教員（大学院）
：細胞老化・発癌に関する分子病理学・細胞生物学：
博士

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，および大学院講義（研究方法特論）を
分担し，さらに学部 2 年生の選択必修（老化について考える）を担当した．その他；穐田；保健医療学部理学療法
学科（人体の構造と機能 II 演習）を分担した．
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；
「卒前教育」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；リンパ系とが
んの転移）では，
がんの転移のメカニズムという共通のテーマを解説し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」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．次年次は，各自の研
究テーマに沿い，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；
「卒前教育」医学部の病理学実習では講義内容の再確認を促すことに重点を置いて指導を行なった．また選
択必修では老化についての最近の研究成果と現代の解釈を解説し，老化に関する基礎医学的理解の重要性を認識させ
ることができたと考えている．
「大学院教育」細胞レベルの研究に必要な基本的技術と装置について解説を行ない，
研究の具体的イメージを掴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）．老化や DNA 損傷に伴っ
て形成される多倍体細胞の性質を解析し，発癌との関連を追及する（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，CD133 陽性の幹細胞からの血管新生について検討を始めた．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は以前からの課題であり，その一環として大気圧走査電顕による
ワークショップを行った．
大島；前年度に引き続き正常ヒト線維芽細胞より増殖性 4 倍体細胞を作製する方法について検討を加え，その方
法が細胞多倍体化と発癌との関連を解析する為の実験モデルとして有用であることを確認した．結果の一部を論文発
表した．
3-4．自己評価と次年度計画
733

中央研究施設

形態部門

穐田；新たに開発された大気圧走査電顕によるワークショップを行った．培養液中の細胞を直接電子顕微鏡で観察
できることから，この分野の研究者にとって画期的な方法となることが提示できた．ゲノム医学研究センター（ゲノ
ム科学部門）が進めている，Tysnd1 遺伝子ノックアウトマウスに関する研究が PLoS Genet に掲載され，形態学的
解析の分野で貢献できた．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．次年度計画；造
血幹細胞のマーカーである CD133 陽性細胞からの血管新生について検討する．
大島；正常ヒト線維芽細胞より増殖性 4 倍体細胞を作製する方法を確立できたため，多倍体細胞に関連する研究
分野に一石を投じることができたと評価している．次年度はこの方法で作製した細胞を用いて解析を行ない，発癌研
究における方法の有用性についてさらに検証したい．

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
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 論文査読（1 件）
The Scientiﬁc World Journal 論文査読（1 件）
大島；Cytotherapy 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 Mizuno Y, Ninomiya Y, Nakachi Y, Iseki M, Iwasa H, Akita M, Tsukui T, Shimozawa N, Ito C, Toshimori K,
Nishimukai M, Hara H, Maeba R, Okazaki T, Alodaib AN, Al Amoudi M, Jacob M, Alkuraya FS, Horai Y, Watanabe
M, Motegi H, Wakana S, Noda T, Kurochkin IV, Mizuno Y, Schonbach C, Okazaki Y. Tysnd1 deﬁciency in mice
interferes with the peroxisomal localization of PTS2 enzymes, causing lipid metabolic abnormalities and male
infertility. PLoS Genet. 2013;9（2）:e1003286.
② Ohshima S and Seyama A. Formation of bipolar spindles with two centrosomes in tetraploid cells established
from normal human ﬁbroblasts. Hum Cell 2012;26:78-85.
③ Ohshima, S. Centrosome aberrations associated with cellular senescence and p53 localization at supernumerary
centrosomes. Oxid Med Cell Longev. 2012;2012:Article ID 217594.
著書
④穐田真澄編著；組織学総論−細胞・組織の基礎から病態の理解へ−，第二版，東京農工大学出版会，2012 年 4
月
学会発表 ;
⑤ワークショップ「大気圧走査電子顕微鏡の基礎と応用」穐田真澄，松本幸子，田中嘉代子，村井則子，小松久美子，
大島晋，藤田恵子．培養腫瘍細胞への応用，特に肝芽腫における CD133 の発現，第 44 回日本臨床分子形態学会，
2012 年 9 月，高知
⑥梶原健，藤田恵子，Japarath Prechapanich, 内野聡美，田中嘉代子，松本幸子，穐田真澄，永島雅文，石原理．フィ
ブリンゲル 3 次元培養システムを用いた子宮内膜症 in vitro モデルの確立とその応用．第 44 回日本臨床分子形
態学会，2012 年 9 月，高知
⑦ Tokuzawa Y,Yagi K,Yamashita Y,Nakachi,Nikaido I,Bono

H,Kanesaki-Yatsuka K, Akita M, Motegi H, Wakana

S, Noda T, Sablitzky F,Arai S, Kurokawa R, Fukuda T, Katagiri, T, Suda T, Mizuno Y and Okazaki Y. Id4, a New
Candidate Gene for Senile Osteoporosis Acts as a Molecular Switch Promoting Osteoblast Diﬀerentiation. 生命医
薬情報学連合大会，2012 年 10 月，東京
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⑧水野由美，二宮裕一，伊関美緒子，岩佐泰靖，仲地豊，穐田真澄，津久井通，下澤伸行，伊藤千鶴，年森清隆，
西向めぐみ，原博，前場良太，岡崎具樹，Ali Nasser Ali Alodaib, Mohammed Al Amoudi, Minnie Jacob, Fowzan
S. Alkuraya，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 の欠損によるペルオキシソームの脂質代謝異常とその発症メカニズム，第 35 回
日本分子生物学会年会，2012 年 12 月，福岡
⑨藤田恵子，松本幸子，藤田一正，栗崎智浩，穐田真澄，永島雅文．ヒト肝芽腫細胞における CD133 の発現局在
と機能的意義について，第 118 回日本解剖学会総会・全国学術集会，2013 年 3 月，高松
⑩村田栄子，周東真代，村井則子，穐田真澄．パネート細胞内亜鉛の分析型走査電子顕微鏡による観察，第 118
回日本解剖学会総会・全国学術集会，2013 年 3 月，高松
【総数：原著論文 3 件，著書 1 件，学会発表 12 件】
6-2．獲得研究費
1．穐田（分担）
；科学研究費（基盤研究 C）
；咀嚼筋腱・腱膜過形成症におけるプロテオミクスと元素分析（代表；
歯科・口腔外科；依田）
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
日本顕微鏡学会関東支部技術講習会の開催
1．医学生物学・走査電顕試料作製法
2．蛍光顕微鏡および共焦点レーザー顕微鏡観察法

7．自己点検・評価
平成 24 年度の形態部門への登録者数は 206 名で，24 年度の 202 名から僅かではあるが増加した．登録者数は，
21-22 年度やや減少傾向にあったが 23 年度から回復している．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 10 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，川越総
合医療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，私学助成の対象機器として申請した高性能共焦点レーザー顕微鏡が新たに設
置され，今後多くのユーザーによる利用が見込まれる．

735

中央研究施設・研究部･その他

2．中央研究施設
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1．構成員
仁科 正実（NISHINA, Masami）
：部門長：准教授：大学院教員（大学院）：実験動物学，医動物学（寄生虫学）
，
NMR 分光法，脳エネルギー代謝：博士
冨永 信子（TOMINAGA Nobuko）: 助教：研究員
石原 由夏（ISHIHARA Yuka）
：助手：研究員
萩原 克美（飼育業務係長）
，堀切一美（飼育業務主任）大久保，池田，林，塩野（飼育業務），鈴木，佐藤（飼育業務・
非常勤）

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）
○卒前教育
・医学部 1 年：
（選択必修）実験動物学入門の講義（仁科，冨永）
・医学部 3 年：感染講義，感染実習（医動物学）（仁科）
・保健医療学部大学院：実験動物学概論の講義及び実習（仁科，冨永，石原，堀切）
・夏期プログラム：実験動物施設見学と動物実験手技を学ぶ（仁科，冨永，石原，堀切）
○卒後教育
・大学院博士課程：研究方法論：NMR 分光法の基礎・生物，医学への応用（仁科）
・大学院博士課程：実用実験医学特別講義：実験動物学入門（仁科）
・登録のための利用者教育訓練の実施．
（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）
2-3．達成度
○卒前教育
・医学部 1 年生 90 名以上の学生が選択した．
・保健医療学部大学院の 2 名が選択した．
・医学部及び保健医療学部の学生の 7 名が参加した．
○卒後教育
・登録のための利用者教育訓練を 18 回実施し，計 26 名が受講した．
・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 2 月に開催し 1 名が参加した．
・個別に実技講習を 1 回実施した．
卒前教育及び卒後教育において，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
滑り止め靴下の有用性について検討する
3-2．研究グループ ( 研究プロジェクト )
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該当無し
3-3．研究内容と達成度
一般的な建築として使用する 3 種類の木質フローリングに対する一般的な靴下，滑り止め機能付き靴下，人工皮
膚の滑りやすさについて比較した．滑り止め靴下は人工皮膚と同等の効果が認められた．第 22 回体力栄養免疫学会
で発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
高齢者社会を迎え，家庭や入院施設などの転倒防止の対策になると考えられる．転倒防止は廃用症候群の防止にも
なることから，建築建材，入院施設で利用されている床材に対する靴，サンダルの底や靴下の滑りやすさの比較と温
度，湿度，水濡れなどの条件をかえて検討する．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
該当無し

4．診療
該当無し

5．その他
該当無し

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①滑り止め機能付き靴下の有用性とその効果：○石原由夏，冨永信子，仁科正実：
第 22 回体力栄養免疫学会（2012）
②水は油をどれだけ溶かすか：○松下和弘，仁科正実
第 22 回体力栄養免疫学会（2012）
【総数：論文 0 件，学会発表 2 件，講演 0 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
該当無し

7．自己点検・評価
7-1．飼育管理作業
毎日の飼育環境の点検，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，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．実験動物飼養状況
毛呂山キャンパスの動物実験計画書は，135 件（継続 105 件，新規 30 件）が承認され，組換え DNA 承認実験お
よび感染実験は 41 件であり全体の約 30％を占めた．動物実験計画書に基づき合計 3,199 匹の実験動物が導入された．
動物実験のために一年間に供した動物数は 15,982 匹となり，前年度より 1,070 匹増加し，全動物の約 91% がマウ
スであり，遺伝子改変マウスが多数を占めた．また，一年間の延べ飼養匹数は，1,572,978 匹であり，一日平均 4,309
匹を飼養した．
7-3．実験動物施設利用状況
平成 24 年度の利用登録者数は 264 名，一年間に約 6000 人が利用した．
7-4．慰霊祭
平成 24 年 11 月 10 日（土）に実験動物慰霊祭を主催，執り行った．66 名が参列した．
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7-5．利用者協議会
平成 24 年 2 月 28 日（木）に利用者協議会を開催し，42 名が参加した．
7-6．検査
年 4 回の微生物モニタリング検査，年 4 回の落下細菌検査を実施し，良好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すると共に，飼育環境を整え，良好な実験動物の提供をできる
よう努力することを目標とする．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飼育管理を実施する．また，近年問題視され『特定
化学物質等障害予防規則』において特定第二類物質 ( 慢性障害，発癌の危険性のある物質 ) 及び特別管理物質 ( 有害性，
作業者の健康管理記録の 30 年保存等の義務がある物質 ) として規制されているエチレンオキシドガス (EOG) の安全
な取り扱いや職員教育の実施を行うとともに，EOG 滅菌からより安全性の高い滅菌方法に換え，職員の作業環境を
安全な快適な場所へと変えることを今後の課題とする．
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3．中央研究施設

RI 部門

1．構成員
小野

啓（ONO, Hiraku）: 講師：部門長，内分泌・糖尿病内科兼担：糖尿病：博士

飯塚裕幸（IIZUKA, Hiroyuki）
：助教：大学院教員（大学院）：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）
（卒前教育）
・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）
・保健医療学部健康医療科学科 4 年生後期：検査学特論（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）
（大学院教育）
・大学院講義：研究方法特論（飯塚）
（その他）
・新規放射線安全教育訓練（飯塚・宮下）
2-3．達成度
卒前教育の保健医療学部，医学部の講義においては目的を達成できた．大学院教育は工夫の余地があり達成度は
70％である．
新規放射線安全教育訓練は 5 月と 12 月に行ったが，利用者の要望に応えて開催でき，目的を達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：保健医療学部の講義においては，講義内で小テストを行い，学生の知識の定着を図った．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深まるよう指導をした．次年度
は，小テストを学生のレベルに応じたものに改訂し，実習内容の充実も図りたい．医学部の講義は，スライド作成か
ら発表までの指導をした．次年度は早期にスライドを完成し，発表の練習時間をとり，より良いプレゼンテーション
ができるようにする．
大学院教育：放射性同位元素を用いた実験方法について講義をしたが，実験の内容をもう少し詳しく伝えるべきで
あった．次年度は，より具体的な内容に変更する．
その他：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．

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）
インスリンの視床下部および肝臓における作用機序とその障害のしくみを，高インスリン血症正常血糖クランプ法
などを用いて解明する．
3-3．研究内容と達成度
大学院生（住田崇）が研究成果（ラット視床下部のインスリン情報伝達の役割）に関する論文をまとめ，英文雑誌
に投稿中である．また，本年度からもう一人の大学院生（酒井豪太）が肝臓のインスリン情報伝達に関与する分子の
研究を開始している．
3-4．自己評価と次年度計画
次年度は，さらなる研究成果を発表できるようにしたい．
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4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
・埼玉県立不動岡高等学校放射線実習セミナー（飯塚）
・社団法人日本アイソトープ協会放射線取扱主任者部会の事業所内教育訓練講習会講師として上智大学，順天堂大
学大学院，東京医科歯科大学，微生物化学研究所にて講演（飯塚）
・公益 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）
講習の講師（飯塚）
・小学校，
中学校，
特別支援学校の児童生徒を対象とした放射線等に関する出前授業講師（文部科学省事業）（飯塚）
RI 研究施設の管理内容
平成 24 年度のアイソトープ（RI）利用状況は以下のとおりである．
1）利用登録講座：15 講座（基礎系 7，臨床系 8）
2）実験計画：24
3）実験者数：33 名（基礎系 22 名，臨床系 11 名）
4）延べ実験立ち入り者数：3888 名
5）放射線教育訓練 :54 名 /3 回（再教育含む）
6）RI 入庫量（MB ｑ）
：3H （592.00）
51Cr

（1295.00）

125I

（0.80）

35S

（64.750）

32P

（18.50）

7）RI 廃棄量（MB ｑ）
：可燃物（25.18）
難燃物

（1715.41）

不燃物

（89.79）

無機液体 （825.90）
有機廃液 （160.15）
排水

（0.39）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①飯塚裕幸 , 宮下由美 , 小野啓「東日本大震災後の主任者，ＲＩ施設管理者の取り組みについて」（平成 24 年度主
任者部会年次大会（第 53 回放射線管理研修会）
②赤羽明 , 渡辺修一 , 柴崎智美 , 鈴木健之 , 飯塚裕幸 , 荒木信夫「放射線に関する医学生の意識・理解度調査」
（第
44 回日本医学教育学会）
③ 飯塚裕幸「放射線取扱主任者の活動についての報告と考察」埼玉放射線 61（2）134‐139,2013
【総数：学会発表 2 件 , 論文 1 件，著書 0 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
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平成 25 年 3 月 19 日に東京大学大学院医学系研究科の鈴木崇彦先生をお招きし，再教育訓練を開催した．

7．自己点検・評価
本年度より，退職した犬飼浩一准教授の後任として小野啓講師（第一種放射線取扱主任者）が部門長に就任した．
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．放
射性動物の乾燥装置の設置も決まり，安全管理に関する装置の充実も図られてきている．また，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の修繕も順次行っている．今後は，さらなる研究環境
の改善や最新のＲＩ実験法等の情報の収集を行い，ＲＩを用いた研究のサポート体制を充実させていきたい．
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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：指導教員（大学院）：施設長：機能生物化学：博士

廣澤成美（HIROSAWA, Narumi）
：助教：研究員：指導教員（大学院）：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．環境問題をテーマとした
環境科学実験を行い，その結果を Excel でデータ処理し解析の基礎を学ぶ．解析結果は Power Point で資料を作成し
考察する．
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 年生）
；内分泌（坂本・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・廣澤）．臨床推論
（1 年生）テューターを分担した（廣澤）
．
2-3．達成度
血液ユニットに関しては，講義内容を可能な範囲で簡素化し，学生側から理解しにくいと指摘を受けていた領域の
資料をより理解しやすく改善した．結果として，授業評価が上昇した．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 の作成については，ほぼ習熟がみられたが，Excel につい
ては学生により習熟度にバラつきがみられた．医学部大学院・医学研究基礎コース・実用実験医学入門に関しては効
率化を目指し，施設の特性を生かし可能な限り分析機器を前にして講義を行った．
2-4．自己評価と次年度計画
次年度は，新カリキュラムとなり講義内容が大きく変化すると予測されるが，現在までの講義の経験と評価を踏ま
えて，また国家試験，医療環境の動向をとらえて講義内容を洗い直す予定である．選択必修ユニットでは，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たが近年，学生数が増加しているため，医学教育セ
ンターより備品購入予算を追加していただいた．これにより実験器具を購入し受入れ可能な人数を 14 名まで増やし
対応した．大学院教育においては，歯科・口腔外科の大学院生が咀嚼筋腱腱膜過形成症のプロテオーム解析を行い学
位を取得した．現在は，川越総合医療センターの神経内科の大学院生が血漿のプロテオーム解析を行い，結果をまと
めている．

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．この結果は国際学会で報告を行った．さらに詳
細な解析を行い，論文投稿を目指す．
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引き続き行う．また昨年より埼玉県庁，東洋大学，城西大学，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」が推進されている．プロ
ジェクトの推進にあたって会議・報告会が定期的に開催され参加した．また医療機器開発のための共同実験を東洋大
学，埼玉県産業技術総合センター北部研究所，株式会社イムノ・プローブと連携して行い，ナノ粒子を用いたアレル
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ギー検査機器のモデル機と測定チップを 2013 ビジネスアリーナ（2013 年 1 月 30 〜 31 日）に出展し発表を行った．
また今年度より，東洋大学バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター教授

Dr. Kumar 研究チーム（インド共和国）

と「ナノ構造体によるバイオ・イメージング手法の開発」の共同研究を開始した．
3-3．研究内容と達成度
昨年度に引続き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った．その結果，
各濃度の投与群にコントロール群と比較し変動の認められた蛋白スポットが複数同定された．この結果は The 26th
Annual Symposium of The Protein Society および，第 85 回日本生化学会大会で報告を行った．
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 Proteomic analyses of adrenal and pituitary gland of rat exposed fenitrothion. ◯ N. Hirosawa1, T. Sakamoto2, Y.
Uemura3, Y. Sakamoto1（1. Biomedical Research Center, Saitama Medical University, Saitama, Japan. 2. Faculty
of Pharmaceutical Scieneces, Josai University, Saitama, Japan. 3. Div.of Immunol, Aichi Cancer Ctr. Res. Inst,
Aichi, Japan.）
The 26th Annual Symposium of The Protein Society, San Diego, CA, USA, August 5-8, 2012
②活性化インバリアント NKT 細胞は樹状細胞における IL-12p70/ オステオポンチン産生バランスを制御する

○

鈴木元晴 1，劉天懿 2，5，廣澤成美 3，昇弥生 4，岡村文子 5，坂本安 3，葛島清隆 5，植村靖史 5，
（1. 埼玉医大・医・
産婦人科，2. 中国人民解放軍総医院・腫瘍学，3. 埼玉医大・中央研究施設・機能部門，4. のぼり病院・産婦人科，
5. 愛知がんセンター研究所・腫瘍免疫学部）第 71 回日本癌学会学術総会

札幌

2012 年 9 月 19-21

③ Activation of invariant NKT cells modiﬁes dendritic cell function by regulating the IL-27/Osteopontin balance,
potentially associated with the autoimmune diseases. ○ Zhang Rong, Tianyi Liu, Motoharu Suzuki, Narumi
Hirosawa, Shin Kaneko, Ayako Okamura, Yasushi Sakamoto, Kiyotaka Kuzushima, and Yasushi Uemura. 第 41 回
日本免疫学会総会・学術集会

神戸

2012 年 12 月 5-7

④有機リン系農薬の生殖毒性及び内分泌系臓器におけるターゲット分子の同定
○廣澤成美 1，
坂本武史 2，
植村靖史 3，
鈴木悠子 1，坂本安 1（1 埼玉医大・中研・機能，2 城西大・薬学・医薬品化学，
3 愛知がんセンター）第 85 回日本生化学会大会
【学会発表

2012 年 12 月 14-16 日

4 件】

6-2．獲得研究費
坂本

福岡

基盤研究 C「咀嚼筋・腱腱膜過形成症におけるプロテオミクスと元素分析」平成 24 〜 26（分担者：

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 Western Blotting & 画像撮影装置デモンストレーション
医学棟カンファレンスルーム
② Bio-Plex テクニカルセミナー
ム

バイオ・ラッド ラボラトリーズ 株式会社
平成 24 年
（2012）10 月 10 日

バイオ・ラッド ラボラトリーズ 株式会社

③ Auto 2D 新技術セミナー

平成 24 年（2012）6 月 19 日（火） 16:30 〜

基礎

ライフサイエンス事業部

16:30 〜 18:00 基礎医学棟 3F カンファレンスルー

ライフサイエンス事業部

平成 25 年（2013）3 月 1 日

14:30 〜 15:30 基礎医学棟 3F カンファレンスルーム
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島津製作所，SHARP

7．自己点検・評価
共同利用施設運営部門が管理・運営する「共同利用実験室」が基礎医学棟 3F 旧分生物学教室実験室に平成 24 年
9 月 10 日より運用が開始された．これにあたり，実験室の整備を行った．また，学内に利用方法等の告知を行うた
めにホームページを作成した．
機能部門では，多くのホームページ・データベース（機能部門 HP，中央研究施設 HP，共同利用施設運営部門
HP，共同実験室 HP）を管理しているために，作業が複雑になってきている．また近年，PC 起動ソフトのバージョ
ンアップの間隔が短くなり，PC に負荷のかかる作業が多いことから，機動力の高い PC の確保は必須であるが，最
新の状態で作業を行うことは困難である．今年度は，WindowsXP から Windows7 へのアップグレードの為に，受託
研究費より PC を 2 台購入し作業の効率化を図った．
昨年度，新規データベースの公開を行い，これにより今年度は登録作業が簡便化され登録者登録管理の効率化を図
ることができた．機能部門の利用登録者数は，平成 24 年度は 197 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．
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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・教育副主任：代表指導教員（大
学院）
：病理学：博士
森

隆（MORI, Takashi）
：副研究部長：准教授：研究主任・教育副主任：指導教員（大学院）：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）
：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）
：
（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）
：
（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）
：
（院長代理：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（教育訓練・施設説明会の実施数：9 回，受講人数：9 人）
．
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（受講
人数：32 人）
．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，
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学内各診療科が効率よく当施設を利用できるよう日々努力することであり，利用書類・手続きのペーパーレス化およ
び情報活動推進の一環として学内向けにホームページを開示している．
3-2．研究グループ

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 19 件，マウス 4 科 9 件，ウサギ 2 科 2 件，ブタ 1 科 1 件，RI 研究施設：4 科 4 件，
電子顕微鏡施設：3 科 7 件，
共同利用研究施設：9 科 17 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 31 件の審査・承認を
受けた．動物実験施設：実験動物種毎の飼養保管数（年間飼養保管数）は，マウス：123,518 匹，ラット：41,072
匹であった．飼育室稼働率は，年平均でマウス（47%），ラット（21.6%）で推移した．施設利用頻度は，日に平均
1-2 グループ（3-4 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（169 回），小児科（124 回）
，
腎・高血圧内科（40 回）
，胆肝膵外科・小児外科（29 回），呼吸器内科（24 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（323 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（272
回）
，胆肝膵外科・小児外科（89 回）
，消化管外科・一般外科（19 回），小児科（12 回），神経内科（4 回），呼吸器
内科（2 回）
，電子顕微鏡施設：病理部（200 回），消化管外科・一般外科（41 回：191 パラッフィンブロック薄切
支援）
，腎・高血圧内科（15 回）
，共同利用研究施設：消化管・一般外科（171 回），リウマチ・膠原病内科（57 回）
，
胆肝膵外科・小児外科（56 回）
，呼吸器内科（42 回），小児科（25 回），産婦人科（23 回），病理部（19 回），研究
部（14 回）
，麻酔科（6 回）中央検査部（1 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，研究部の部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．
該当なし．

5．その他
該当なし．

6．業績
6-1．論文･学会発表
① 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.
② 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.
③ 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.
④ 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.
⑤ Gary W. Arendash, Takashi Mori, Maggie Dorsey, Rich Gonzalez, Naoki Tajiri, Cesar Borlongan. Electromagnetic
treatment to old Alzheimer's mice reverses β -amyloid deposition, modiﬁes cerebral blood ﬂow, and provides
selected cognitive beneﬁt. PLoS ONE, 7（4）: e35751, 2012.
746

研究部

⑥ Donna Darlington, Juan Deng, Brian Giunta, Huayan Hou, Cyndy D. Sanberg, Nicole Kuzmin-Nichols, Hua-Dong
Zhou, Takashi Mori, Jared Ehrhart, Paul R. Sanberg, Jun Tan. Multiple low-dose infusions of human umbilical
cord blood cells improve cognitive impairments and reduce A β -associated neuropathology in Alzheimer mice.
Stem Cells Dev, 22（3）: 412-421, 2013.
⑦ Takashi Mori, Naoki Koyama, Marie-Victoire Guillot-Sestier, Jun Tan, Terrence Town. Ferulic acid is a
nutraceutical β -secretase modulator that improves behavioral impairment and Alzheimer-like pathology in
transgenic mice. PLoS ONE, 8（2）: e55774, 2013.
【総数：論文 23 件，学会発表 17 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）
：医療政策学特任教授：運営責任者：大学院教員（大学院）
：保健医療行政

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：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―」

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すとともに，実際に起こった事件などを演習のテー
マとして提示し，それぞれが考えることで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」
，
「社会保障と税の一体改革」
，「地域福祉の実態」など，実際に進められている事柄に沿って，行
政レベル，地域レベルで展開されている（展開されようとしている）事例を具体的に伝えることで，今後の医療のあ
り方と医療者の役割の変化に関する理解を促進させ，関心を高める事が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「厚生労働省政策提言型事業仕分委員」
（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）
⑥「NPO 法人日本マネジメント学会埼玉支部副支部長」（日本マネジメント学会）
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（本学関連病院看護師約 20 名含む）に対し，認定看護管理者教育課程のファース
トレベル，セカンドレベル，サードレベルごとに「保健・医療・福祉サービスの提供の仕組み」や「保健医療福
748

医療政策学

祉の現況と課題」
，
「社会保障の概念」
・
「パブリックコメント」を担当し，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 NPO 法人日本マネジメント学会埼玉支部主催による第 1 回の学会を所属の医療者及び県内の医療者を対象に開
催し，
「これからの地域医療づくり」をテーマとしたシンポジウムの座長を担当した．（NPO 法人日本マネジメ
ント学会埼玉支部）

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ることで，学生自身が一人称で考え，語れるよ
うになってきている．
自治体，政府関連委員については，埼玉県や近隣市町村，厚生労働省との緊密な関係を構築することで，学生教育
や基幹的医療機能の充実強化などにおいて，緊密な連携を図ることができた．
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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
ガネーエフ

Hiroto）
：教授：運営責任者：先端レーザー医学：博士

ラシッド（GANEEV

鈴木将之（SUZUKI
馬場基芳（BABA
三谷文野（MITANI

Rashid）
：特任教授：研究及び教育担当者 : 先端レーザー医学 : 博士

Masayuki）: 准教授：研究及び教育担当者：先端レーザー医学：博士
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
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
5-1．自治体，政府関連委員会の有無

該当なし

5-2．学術誌，編集委員，査読医院の有無

あり（多数）

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・著書
①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 ***
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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
② 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.
③ Eﬃcient spectral broadening of supercontinuum in photonic crystal ﬁber with
self-phasemodulation induced by femtosecond laser pulse,
M. Suzuki, M. Baba, S. Yoneya, and H Kuroda,
Appl. Phys. Lett. 101（2012）191110/1-3
6-2．獲得研究費
（1）平成 24 年度科学研究費助成事業若手研究 B（24760048）
「プラズマ非線形光学による広帯域フェムト秒光源」
研究代表者：鈴木将之
金額：4,550,000 円
（2）公益財団法人武田科学振興財団 2012 年度「医学系研究奨励」
「加齢黄斑変性治療に向けた白色レーザー光源による超精密眼科治療とその高分解眼底断層実時間計測」
研究代表者：鈴木将之
金額：3,000,000 円
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，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勇気づけられる．今後もなお一層の進展があるべく一同力
を合わせていきたい．
現在，レーザー分光法による眼内物質のリアルタイム計測と診断を目的に，基礎実験を行っている．現在の最高水
準を超える眼科用 Optical coherent tomography（眼科用光干渉画像診断装置，OCT と略称）の研究を進め，フェム
ト秒レーザーによる高分解 OCT 画像の取得に成功し，特殊物質によるその信号増大も確認した．軟 X 線レーザーの
生体医学への応用も実用化に向けて研究を進めている．現在，国内外の OCT の縦分解能 10 μ m 程度をはるかにし
のぐファイバー導光のスペクトルドメイン方式で，高分解能 1.2~1.3 ミクロンを眼内でも実証する事が出来，同時に
毎秒 50 枚のフレーミング動画も加算平均などを使用せず，位相情報として完全に撮像し，今後の眼科のみならず臨
床医療への応用が極めて期待されるところまで進展している．
また紫外（450nm）から近赤外（2 μ m）まで一つのパルスで全波長を出す事が初めて示す，実験と理論を発表した．
これにより，いわゆるホワイトレーザーが超短パルスで非常に安定して示された．
現在，OCT のさらなる高度化と医学用新型レーザーの開発の最終段階である．最先端のモード同期フェムト秒レー
ザーの開発に成功し軸分解能 2 μ以下の極めて鮮明な 3 次元画像（in vivo）のリアルタイム撮像に初めて成功した．
平成 24 年度上旬から，倫理委員会の承認の下，患者，健常者のボランティアによる 60 例の加齢黄斑変性や緑内障
の臨床研究を実施した結果，従来は得られていない新しい病態を示す高速現象得られており，今後の病態機構の解明
により治療に向けての研究を加速していく計画である．
今後はミクロな構造変化のみならず物質解析機能を持つ OCT の開発，および診断と治療の両者を可能とするホワ
イトレーザーおよび新型高性能レーザーの開発も進めているところである．
このような状況で，さらなる進展を得るために平成 25 年度 4 月より軟Ｘ線レーザーやナノ物質生成，プラズマ中
の非線形効果，眼内のレーザーレーダー方式による生体内観察の共同研究者として，ウズベキスタン科学アカデミー
より R.A. ガネーエフ教授を本部門に特任教授として招聘する．
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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
古地順子（KOCHI, Junko）
： 教授：代表指導教員（大学院）：成人看護学：修士
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
冨田幸江（TOMITA, Sachie）
： 教授：指導教員（大学院）：基礎看護学：修士
湯澤八江（YUZAWA,Yae）
：教授：代表指導教員（大学院）：基礎看護学：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
坂本文子 （SAKAMOTO,Fumiko）
：准教授：指導教員（大学院）：成人看護学：博士 （11 月から）
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：博士
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（8 月まで）
藤沼小智子（FUJINUMA,Sachiko）
： 講師： 小児看護学：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
小田沙矢香（ODA,Sayaka）
：助教：修士
大澤優子（OSAWA, Yuko）
： 助教：修士
佐々木千佳（SASAKI,Chika）
：助教：修士
デッカー清美（Decker, Kiyomi）
： 助教：修士
富樫和枝（TOGASHI,Kazue）助教：修士（10 月から）
野村

浩（NOMURA,Hirosi）
：助教：修士（5 月まで）

橋本志麻子（HASHIMOTO, Shimako）
： 助教：修士
福田里美（FUKUDA, Satomi）
：助教：修士
舩津沙織（FUNATSU, Saori）：助教：修士
小林由起子（KOBAYASHI,Yukiko）
：助手
杉山智江（SUGIYAMA, Tomoe）
： 助手
鈴木優子（SUZUKI,Yuko）
：助手
三好理恵（MIYOSHI, Rie）
： 助手
山本幸子（YAMAMOTO,Sachiko）
：助手（9 月まで）
渡邊裕見子（WATANABE, Yumiko）
：助手

2．教育
2-1．目的・目標
深い人間理解に基づき，看護に求められる社会的使命を遂行し生涯にわたり自らの人間性と看護実践の能力の研鑽
に努めることができる人材を育成することを目的とする．「看護の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
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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」を学ぶ．「ケアの質向上のための看護」では，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，現代社会に生きる成人の特徴および健康問題を理解し，効果的な看護援助
に必要な知識・技術の習得を目指して授業を構築した．方法論Ⅰは，健康レベルの慢性的な揺らぎのある人とその家
族の特徴を理解し，健康の維持・回復を支援または健康障害とともに生きることを支援するための学習を，Ⅱは急激
な健康レベルの変動のある人および手術を受ける人ならびにその家族の特徴を理解し，回復を促進するための援助を，
Ⅲはがんとともに生きる人また終末期にある人およびその家族の特徴を理解し，全人的に支援することを，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：在宅看護学概論では，在宅看護の理念と意義，特徴，ケアマネジメント等について，
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等を学修する．在宅看護学
実習では在宅看護の実際を学ぶと共に，受け持ち事例の看護過程の展開を通して，QOL の高い療養生活を支援する
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，地域看護管理論では地域ケアシステムと地域における看護に必要な
管理を学び，地域看護学実習では地域健康課題の解決のための実践を学ぶことを目的としている．
2-2．教育内容
【生活している人間理解】
・人体の科学：1 年生，1 単位 15 時間（江連和久）
【看護の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（丸山昭子，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）
・人体の構造と機能Ⅱ：1 年生，2 単位 60 時間（江連和久ほか）
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・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）
【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，冨田幸江）
・看護技術論：1 年生 ,1 単位 15 時間（石津みゑ子 , 冨田幸江 , 小倉邦子 , 大堀昇 , 舩津沙織，小田沙矢香，小林由起子，
山本幸子）
・基礎看護技術Ⅰ：1 年生 ,1 単位 30 時間（冨田幸江 , 小倉邦子 , 大堀昇 , 舩津沙織 , 小田沙矢香 , 小林由起子，山
本幸子）
・基礎看護技術Ⅱ：1 年生 ,1 単位 30 時間（大堀昇 , 冨田幸江 , 小倉邦子 , 舩津沙織 , 小田沙矢香，小林由起子）
・基礎看護技術Ⅲ：1 年生 ,1 単位 30 時間（小倉邦子 , 冨田幸江 , 大堀昇 , 舩津沙織 , 小田沙矢香，小林由起子）
・基礎看護技術Ⅳ：2 年生 ,1 単位 30 時間（小倉邦子 , 冨田幸江 , 大堀昇 , 舩津沙織 , 小田沙矢香 , 小林由起子，山
本幸子）
・基礎看護技術Ⅴ：2 年生 ,1 単位 30 時間（大堀昇 , 冨田幸江 , 小倉邦子 , 舩津沙織 , 小田沙矢香 , 小林由起子，山
本幸子）
・看護方法演習：2 年生 ,1 単位 30 時間（石津みゑ子 , 冨田幸江 , 小倉邦子 , 舩津沙織，小田沙矢香，山本幸子）
・成人看護学概論：2 年生 ,2 単位 30 時間（古地順子）
・成人看護方法論Ⅰ：2 年生 ,1 単位 30 時間（原田真里子 , 古地順子）
・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（丸山昭子）
・在宅看護学概論：2 年生 ,2 単位，30 時間（千田みゆき）
・地域看護学概論：2 年生 ,2 単位，30 時間（千田みゆき）
・家族看護学：2 年生 ,1 単位 30 時間（山路真佐子，佐鹿孝子）
・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 , 福田里美）
・成人看護方法論Ⅱ：3 年生 ,1 単位 30 時間（藤村朗子 , 本山仁美）
・成人看護方法論Ⅲ：3 年生 ,1 単位 30 時間（原田真里子 , 古地順子）
・成人看護方法論Ⅳ：3 年生 ,1 単位 30 時間（本山仁美 , 古地順子 , 原田真里子 , 藤村朗子 , 野村浩 , 渡邊裕見子）
・老年看護学活動論：3 年生 ,2 単位 60 時間（浅川典子 , 根岸貴子，橋本志麻子 , 佐々木千佳 , 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 , 藤沼小智子 , 杉山智江，鈴木優子）
・精神看護学活動論：3 年生 , 2 単位 60 時間（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（山路真佐子 , 千田みゆき , 菊池チトセ，鈴木直子）
・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 , 鈴木直子）
・看護学概論Ⅱ：4 年生 ,1 単位 15 時間（石津みゑ子 , 湯澤八江）
・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 , 湯澤八江 , 小倉邦子 , 大堀昇 , 舩津沙織 , 小
田沙矢香 , 小林由起子）
・基礎看護学実習Ⅱ：2 年生 ,2 単位 90 時間（石津みゑ子 , 冨田幸江 , 湯澤八江 , 小倉邦子 , 大堀昇 , 舩津沙織 , 小
田沙矢香 , 小林由起子）
・成人看護学実習Ⅰ -A：3 年生 ,2 単位 90 時間（古地順子 , 原田真里子 , 坂本文子 , 渡邊裕見子）
・成人看護学実習Ⅱ -A：3 年生 ,2 単位 90 時間（古地順子 , 本山仁美 , 藤村朗子）
・成人看護学実習Ⅰ -B：4 年生 ,1 単位 45 時間（古地順子 , 原田真里子 , 渡邊裕見子）
・成人看護学実習Ⅱ -B：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，根岸貴子，橋本志麻子，佐々木千佳 , 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 , 根岸貴子，橋本志麻子 , 佐々木千佳 , 三好理恵）
・小児看護学実習：3・4 年生 ,2 単位 90 時間 （佐鹿孝子 , 藤沼小智子 , 杉山智江，鈴木優子）
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・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 , 福田里美）
・精神看護学実習：3 年生 , 2 単位 90 時間（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（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子 , 鈴木直子）
・地域看護学実習：4 年生 ,3 単位 135 時間（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子，富樫和枝）
・実践応用の看護学実習：4 年生 ,2 単位 90 時間（佐鹿孝子 , 石津みゑ子 , 古地順子 , 千田みゆき , 湯澤八江 , 浅川典子 ,
大森智美 , 菊池チトセ , 原田真里子 , 丸山昭子 , 本山仁美 , 山路真佐子 , 藤沼小智子 , 藤村朗子 , 藤村博恵 , 根岸貴子 ,
大澤優子 , デッカー清美 , 福田里美 , 杉山智江 , 鈴木優子 , 渡邊裕見子）
【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（佐鹿孝子，石津みゑ子 , 古地順子，千田みゆき，冨田幸江，大森智美，原
田真里子 , 丸山昭子，本山仁美，藤沼小智子，藤村朗子，藤村博恵，根岸貴子，渡邊裕見子）
・パリアティブケア論：2 年生 ,1 単位 15 時間（原田真里子）
・生殖医療と看護：2 年生 ,1 単位 15 時間（大森智美 , 藤村博恵）
・リハビリテーションと看護：2 年生 ,1 単位 30 時間（丸山昭子，黒川幸雄，新井智之，丸山康平，佐鹿孝子，本
山仁美，藤村朗子）
・クリティカルケア論：3 年生 ,1 単位 15 時間（古地順子 , 藤村朗子）
・看護研究概論：3 年生 ,1 単位 15 時間（千田みゆき）
・救急救命論：4 年生 , 1 単位 15 時間（古地順子 , 本山仁美）
・地域看護管理論：4 年生，1 単位，15 時間（千田みゆき）
・看護研究セミナー：4 年生 ,2 単位 90 時間（全教員）
（他学科での講義・演習）
・医療の基本Ⅰ（コミュニケーション／患者−医療人関係））：理学療法学科 1 年生，1 単位 30 時間（大野良三 ,
西岡亮治）
・医療の基本Ⅱ（医の倫理，診療の基本）
：医用生体工学科 2 年生，1 単位 30 時間（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（間山

伸，大野良三）

・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 , 田邊一郎ほか）
・ヒトの病気Ⅰ〜Ⅱ：医用生体工学科 2 年生，4 単位 60 時間（大野良三，田邊一郎ほか）
・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，田邊一郎ほか）
・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，田邊一郎ほか）
・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，田邊一郎ほか）
2-3．達成度
基礎看護学領域：各科目の授業は，シラバスの内容に沿って行われ，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は，実技試験項目
を 6 項目実施し，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．その結果，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よりよく習得できた．基礎看護学実習Ⅰでは，学生が看護師と
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あり，看護学を学ぶ動機
づけになった．基礎看護学実習Ⅱでは，看護師から多くの指導を受け，実習目標は十分に達成できた．今年度から開
始された実践応用の看護学実習の基礎看護学の担当では，領域中最も学生数が多く 26 人を担当した．実習では看護
の実際を看護師と共に行動しながら学び，卒業後の看護実践のイメージが具体的になり，実習目標は十分に達成でき
た．
成人看護学領域：概論では成人の健康を保持・増進する意義と看護の役割について教授し，成人のあらゆる健康レ
ベルにおける看護の必要性の理解を目指した．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は生命危機に直面している患者お
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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，老年看護学概論では資料を工夫して授業を進め，学生は高齢者の特徴をふ
まえた援助の必要性を学習できた．老年看護学活動論では高齢者への個別性のある看護援助を展開するための基本的
な知識・技術について学習でき概ね目標は達成できた．老年看護学実習Ⅰでは，老いを生きるということについて理
解を深めることができた．老年看護学実習Ⅱでは，学生は認知症高齢者を受け持ち必要な看護援助について理解を深
めることができた．
小児看護学領域：小児看護学概論では，子どもの成長発達の原則や小児各期の特徴が理解できるように VTR の活
用により学生は理解を深められた．日常生活への援助は，グループワークにて学生間の学びを深めた．活動論では，
事例を用いながら，小児期に多い疾患の特徴と看護について学べた．学内にて看護過程の展開や小児の基礎看護技術
の演習を行い実習で活用できた．実習初日から子ども達に関わり，日々の援助や看護過程の展開ができていた．
今年度から開始された実践応用の看護学実習では学外施設も担当した．教員は事前に研修を行い実習指導にあたっ
たため実習目標は達成できた．
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，精神障害をイメージしやすいよう
に VTR 視聴を取り入れた．また，精神看護学活動論では当事者講師による講義から，学生はより深い学びが得られ
たと考える．
「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：在宅看護学概論はパワーポイントとレジュメを工夫した．在宅看護学活動論の演習
は昨年に引き続き，最新の在宅医療機器を用いた体験学習を実施し学習効果を得た．地域看護学概論および活動論は
事例を用いた教材を工夫し，地域診断の演習では 4 つの実習市町のデータを用いて実習と直結するようにした．地
域看護管理論は開講初年度につき，学習内容の難易度の検討が必要であった．実習においては教員の欠員があり，特
に，広範囲の地域に多数の学生を配置する地域看護学実習の指導は非常勤講師で補うこととなった．実践応用の看護
学実習は学外施設を担当したが，初年度のこともあり調整が不十分なところもあった．次年度は学習内容の精選と教
材の工夫，学生への実習指導の強化が課題である．全員合格であったが，達成度は 80% 程度と考える．
2-4．自己評価と次年度計画
基礎看護学領域：基礎看護技術の習得度を高めるために，実技試験（年間 6 項目）を導入，その結果，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．
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を具体的に説明するとともに，会議に
参加していない看護師には，看護師長・実習指導者から実習目標・方法等の説明を行なってもらったことで学生は，
実習目標に沿った実習指導を受け，実習目標を十分に達成できた．実践応用の看護学実習では，実習目標を十分に達
成できた．次年度以降は，学生の負担に配慮するため遅番実習と翌日の実習開始時間を見直し充実した実習としてい
く．
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およびⅢは知識と実践をつなげるための思考を強化する授業方法に工夫していく必要がある．方法
論Ⅳは昨年度に引き続き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より理解を深めること
ができているため，学内での演習内容を工夫していく．老年看護学実習Ⅱでは，事前学習課題内容を検討し，学生の
認知症高齢者に対する理解がより深まる実習となるようにしていく．
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
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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
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を行い，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・応用する学習が主体的に取り組めるよう
工夫し効果がみられた．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．また，公衆衛生看護学概論が開講するが，内容を精選し国家試験にも対応できるよ
うにしたい．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．地域看護管理論は内
容が抽象的なので，具体例を挿入する等の工夫をしていく．実習においては，教員間の情報共有を密にしていく．

3．研究
＜専門基礎領域＞
3-1．目的・目標：従来，医学教育における小グループ学習の実践と改善，態度・技能評価の実践と改善を目的に研
究を行ってきた．これを継続するとともに，さらに分野を拡げて，医療人教育においても同様の観点から研究を進め
ていく．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①医療人教育における小グループ学習の実践と改善（大野良三ほか）
3-3．研究内容と達成度：コミュニケーション，医の倫理，患者ー医療人関係，医療安全管理などのテーマで，小グルー
プ学習を実践し，その成果を発表してきた（大野良三ほか）．
3-4．自己評価と次年度計画：これまでに行った 3.3 の学会発表内容をまとめて論文とするべく検討中である．
＜基礎看護学領域＞
3-1．目的・目標：①看護学生の実習指導者の実習指導の捉え方に関する調査結果から，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．②院内感染防止対策としての手指衛
生について，実習指導者の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，的確な手洗いの指導につなが
るための示唆を得る．③中堅看護師の職業的アイデンティティと「診療の補助」への認識との関連を明らかにし，中
堅看護師の職業的アイデンティティの確立への示唆を得る．④ゆとり教育世代の看護学生の職業的アイデンティティ
の発達過程について，看護学生の職業的アイデンティティの発達過程を明らかにして，学生の教育背景を反映した看
護基礎教育への示唆を得る．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①看護学生の実習指導者の実習指導の捉え方に関する研究（冨田幸江 , 天
野雅美 , 石津みゑ子）②院内感染防止対策としての手指衛生について，実習指導者の実習中の看護学生への手指衛生
の指導に関する研究（秦朝子 , 冨田幸江 , 大堀昇）③ゆとり教育世代の看護学生の職業的アイデンティティの発達過
程（小倉邦子 , 石津みゑ子 , 舩津沙織：平成 24 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）④中堅看護師の
職業的アイデンティティと「診療の補助」への認識との関連（舩津沙織 , 石津みゑ子 , 小倉邦子：平成 24 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：①②については，調査結果を分析し論文化を進めている．達成度 80％ ③文献研究として，
国内外における医療系学生の職業的アイデンティティの発達に関する先行研究の検討を行った．その結果から，アイ
デンティティ尺度および職業的アイデンティティ尺度の適性について検討し，質問紙を作成中である．達成度 60％
④倫理審査に承認され，アンケート調査票の作成を行い，予備調査の発送準備中である．達成度 60％
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
るなど成果をあげることができた．今年度は文部科学研究費，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，新たなテーマの研究に着手したところである．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，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．
758

看護学科

＜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の継続）
3-3．研究内容と達成度：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を明らかにした．その結果を論
文化し，日本がん看護学会誌に投稿中である．到達度 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についてどのように理解を深めているのか，実習記録を基に明らかにする．
3-2．研究グループ：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）
3-3．研究内容と達成度：データの分析を行い，看護学生の認知症高齢者の理解について学会発表を行った．達成度
50％
3-4．自己評価と次年度計画：さらにデータの分析を進め知見をまとめていく．
＜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とグリーフケアについて，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幼児を持つ親が予防接種時に子どもに説明を行
うかどうかを決める背景要因を考察することを目的として取り組んだ．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①障害のある子ども（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 , 藤沼小智子，杉山智江 , 鈴木優子他：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
の継続）②幼児が医療機関を受診する際の親の説明に関する研究（藤沼小智子，佐鹿孝子 , 杉山智江，鈴木優子他：
平成 24 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．埼玉医科大学看護学科
紀要第 6 巻 1 号に投稿した．達成度 100% ②質問紙調査の準備を進めている．達成度 50%
3-4．自己評価と次年度計画：①面接調査結果より，母親は，わが子がその人らしく生活できたことにより，わが子
の死を受けとめていた．わが子の死を受けとめていく過程では，生前に関わっていた専門職に相談することが多かっ
た．専門職の支援がグリーフケアに繋がっていた．次年度は面接者の面接を追加し研究の結果の考察を深めることが
課題である．②質問紙調査を実施し，その結果を学会発表および学会誌へ投稿していく．
＜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−（藤村博
恵，大森智美，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）②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対象者へのインタビュー調査を実施中である．達成度 60％．②前年度のプロジェクト研
究を倫理審査委員会に期間延長を申請し，今年度も研究を継続した．インタビュー調査を終え，現在分析を進めてい
る．達成度 80％．
3-4．自己評価と次年度計画：今年度は前年度からの研究を継続し取り組んだ．領域内に欠員があり，例年に比べる
となかなか研究活動を進めることができなかった．①・②について分析を進め，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）
：丸山昭子，他：乳幼児を持つ女性看護師の育児支援に関する研究（平成
24 年度科研費助成金基盤研究 C

課題番号 24593247）

3-3．研究内容と達成度：乳幼児を持つ女性看護師を対象とした郵送式質問紙調査のベースライン調査が終了し，現
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在解析中である．今後は，追跡調査により育児支援に向けた具体的な知見を得ることを目標としている．達成度
80%
3-4．自己評価と次年度計画：科学研究費補助金研究プロジェクトは順調に進んでいる．次年度以降も計画通りに継
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：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．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①保健師の現任教育に関する新人保健師のニーズと現任教育体制の現状に
関する研究（菊池チトセ , 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）②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，鈴木直子）③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代表保健師と新任期の保健師を対象とした調査内容について学会発表を 3 件した．中堅
保健師を対象とした調査内容については学会発表に申し込み受理された．残りのデータの分析及び報告書作成中であ
る．達成度 80%

②平成 18 年度から毎年度委託されている調査である．市の健康づくり計画の目標値に調査結果を

反映させるために協力できた．報告書を作成し日高市に報告した．達成度 80%

③地域住民を対象とする心の健康

に関する調査である．一部を学会に発表した．達成度 60%
3-4．自己評価と次年度計画：①は学会発表と投稿論文を目指す．②③は引き続き分析をすすめ，学会発表を目指す．

4．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
文部科学省プロジェクトチーム：国際協力型がん臨床指導者養成拠点 8 大学（筑波大学，千葉大学，群馬大学，
埼玉医科大学，日本医科大学，獨協医科大学，茨城県立医療大学，群馬県立県民健康科学大学）（連携がんプロジェ
クト委員会埼玉医科大学看護系委員（代表石津みゑ子，原田真里子）, 保健師助産師看護師国家試験委員（千田みゆき）
，
日高市健康づくり推進会議委員（千田みゆき）
，東京都板橋区介護認定審査会委員（浅川典子），川越市健康づくり推
進協議会委員（菊池チトセ）
，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
日本小児看護研究学会誌専任査読委員（佐鹿孝子），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），日本地域看護学会査読委員（千田み
ゆき）
，日本看護学会論文集看護管理論文選考委員（冨田幸江，大堀昇），日本看護研究学会査読委員（浅川典子）
，
日本リハビリテーション看護学会誌査読委員（丸山昭子），日本看護科学学会英文誌編集委員（丸山昭子），日本看護
学会論文集看護教育論文選考委員（小倉邦子）
，日本看護学会

成人看護Ⅰ 論文選考委員（藤村朗子）

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
【大学・大学院・その他の非常勤講師等】
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），重症心身障害認定看護師研修
会（埼玉県支部）
「看護研究の基礎」講師（佐鹿 孝子），毛呂病院光の家療育センター看護部研修会「看護研究の実際」
講師（佐鹿孝子）
，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（古地順子，千田みゆき，冨田幸江，
大森智美，本山仁美 , 丸山昭子）
，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），埼玉県立大学大学院
非常勤講師（千田みゆき）
，埼玉医科大学国際医療センター看護研究勉強会講師（千田みゆき，浅川典子），埼玉県立
大学看護教員養成講習会非常勤講師（冨田幸江），茨城県立医療大学認定看護教育課程非常勤講師（冨田幸江），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），埼玉医科大学市民公開講座「がんと緩和ケア」（原田真
里子）
，公立大学法人首都大学東京大学院人間健康科学研究科「地域看護学特論演習」非常勤講師（藤村博恵）
【学会役員・その他の学会関連】
看護科学研究学会研修委員（佐鹿孝子）
，
北日本看護学会評議委員（浅川典子），北日本看護学会会計監査（浅川典子）
，
日本循環器管理病予防学会評議員（菊池チトセ）, 日本アディクション看護学会事務局長（丸山昭子），第 4 回埼玉ア
ルコール・薬物家族支援フォーラム実行委員（小倉邦子），日本アディクション看護学会事務局（大澤優子，デッカー
清美）
【その他】
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日本子ども家庭総合研究所嘱託研究員（佐鹿孝子），所沢市介護予防教室講師（千田みゆき），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），NPO 法人高齢社会をよくする女性の会理事（浅川典
子）
，東松山市ケアマネジメント従事者研修会講師（浅川典子），水野介護老人保健施設職員研修会講師（浅川典子）
，
社会保険病院関東ブロック看護職員拠点研修講師（浅川典子），彩の国いきがい大学講師（浅川典子），埼玉県保健師
長会西部ブロック研修会講師（菊池チトセ）, 日本精神科看護技術協会埼玉県支部教育委員（大澤優子），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），さいたま市地域包括支援センター運営協議会委員（根岸貴子）
，
埼玉県看護教員養成講習会講師（根岸貴子）

6．業績
＜専門基礎領域＞
6-1．論文・学会発表
①田邊一郎 , 脇田政嘉 , 村田栄子 , 辻

美隆 , 大野良三：保健医療学部における人体解剖見学実習前の倫理教育の必

要性とその試み , 第 44 回日本医学教育学会大会 ,2012.7, 横浜．
②辻

美隆 , 西岡亮治 , 大野良三 , 有田和恵 , 大西京子 , 斉藤

恵 , 荒関かやの , 森

茂久 , 持田

智 , 荒木信夫：医

学部及び医療人養成学部における医療安全教育−学生によるカリキュラム評価の検討 , 第 44 回日本医学教育学
会大会 ,2012.7, 横浜．
【総数：論文

0 件，学会発表

2 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 24 年度文部科学省，科学研究費
補助金，基盤研究（C）
）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： なし
＜基礎看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①大堀昇：新卒看護師が関わった医療事故，およびヒヤリ・ハットの発生要因―公表データの二次分析より―，埼
玉医科大学看護学科紀要，6（1）
，25-33，2013.3.
②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，看護教
育研究学会，4（2）
，3-13，2013.1.
③岸由理奈，大堀昇：アロマオイルと入浴剤を用いた足浴におけるリラックス効果の比較 , 看護教育研究学会 ,4
（1）
，3-12，2012.6．
④小林由紀子：精神科看護師が専門的ケア行動を実施できる要因−精神看護専門看護師・精神科認定看護師への面
接を通して−，埼玉医科大学大学院看護学研究科修士論文 ,1- ,53,2013,3.
⑤秦 朝子 , 冨田 幸江 , 大堀 昇 , 石津 みゑ子 , 舩津 沙織：臨地実習指導者が看護学生に対し陰部洗浄時に病室内で
の手指衛生を指導しなかった理由，第 22 回日本看護学教育学会学術集会，2012,8，熊本．
⑥秦 朝子 , 冨田 幸江 , 大堀 昇 , 石津 みゑ子 , 舩津 沙織：臨地実習指導者が看護学生に指導する陰部洗浄時の手指
衛生のタイミングと院内感染対策との関連 , 第 38 回看護研究学会学術集会 ,2012.7, 沖縄．
⑦冨田幸江 , 大堀昇 , 天野雅美 , 石津みゑ子 , 小林由起子 , 舩津沙織：臨地実習指導者が受け止めた看護学生の実習
経験に対する思考と学んで欲しいことの違い，第 23 回日本医学看護学教育学会学術学会，2013.3，島根．
⑧仙田志津代 , 冨田幸江 , 佐々木美樹：ケーススタディを通して看護師が捉えた甲状腺疾患患者の看護の専門性，
第 32 回日本看護科学学会学術集会，2012, 11, 東京 .
⑨舩津沙織 , 石津みゑ子 , 林静子 , 小倉邦子：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 , 第 32 回日本看護科学学会学術集会 ,2012.11, 東京 .
⑩望月結花 , 関なつ代 , 平澤昌子 , 布施美枝子 , 浅沼彩 , 奈良敬子 , 宮城光恵 , 石田町子 , 井上裕美 , 小倉邦子：新人
教育をしている病棟看護師の現状と課題−新人看護師入職 1 ヶ月，2 ヶ月，6 ヶ月の調査から− , 第 43 回日本
看護学会看護管理 ,2012.10, 京都 .
【総数：論文

4 件，学会発表 9 件】

6-2．獲得研究費：
①小倉邦子 , 石津みゑ子 , 舩津沙織：ゆとり教育世代の看護学生の職業的アイデンティティの発達過程（平成 24
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年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 ,21 万円）
②舩津沙織 , 石津みゑ子 , 小倉邦子：中堅看護師の職業的アイデンティティと「診療の補助」への認識との関連（平
成 24 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 ,22.5 万円）
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 32 回日本看護科学学会学術集会 / 交流会「がんプロフェッショナル養成基盤推進プランにおけるがん看護
e-learning ついて」, 2012 年 12 月 , 東京（石津みゑ子 , 原田真里子）
②筑波大学，埼玉医科大学，群馬大学，4 大学連携がんプロジェクト委員会主催「緩和ケア多職種養成コース（イ
ンテンシブ短期コース）
」,2012 年 10 月 16 日〜 2013 年 1 月 11 日計 6 回 ,（石津みゑ子，原田真里子）
＜成人看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①原田真里子：同種造血幹細胞移植患者の QOL の変遷と医療者の認識との相違，山梨大学大学院医学工学総合教
育部博士論文，2013,3.
【総数：論文

1 件，学会発表 0 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 32 回日本看護科学学会学術集会 / 交流会 「がんプロフェッショナル養成基盤推進プランにおけるがん看護
e-learning ついて」, 2012 年 12 月 , 東京（石津みゑ子 , 原田真里子）
②筑波大学，埼玉医科大学，群馬大学，4 大学連携がんプロジェクト委員会主催「緩和ケア多職種養成コース（イ
ンテンシブ短期コース）
」,2012 年 10 月 16 日〜 2013 年 1 月 11 日計 6 回 ,（石津みゑ子，原田真里子）
＜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：実施者が発揮しているグループ回想法実践力 , 日本認知症ケア学会
誌 ,11（2）,551-562,2012.
②根岸貴子，杉澤秀博：男性における定年後の老年期の生き方，加齢・発達研究所，老年学第 3 号 ,19-35,2013．
③ Takako Negishi ，Kazuko Tashiro：IMAGES OF THE ELDERLY FORMED BY STUDENTS，45th Australian
Association of Gerontology National Conference，2012 ,11, Brisbane Australia.
④三好理恵，根岸貴子，橋本志麻子，浅川典子：看護学生の実習における認知症高齢者への理解の深まりに関する
研究ー実習記録の分析を通してー，第 32 回日本看護科学学会学術集会講演集，475, 2012
⑤浅川典子 , 細谷たき子 , 小林淳子 , 叶谷由佳：独居認知症高齢者のケアマネジメントに関する研究 , 第 15 回北日
本看護学会学術集会抄録集 ,58,2012
⑥浅川典子 , 細谷たき子 , 小林淳子 , 叶谷由佳：独居認知症高齢者へのサービス導入後のモニタリングとかかわ
り方の特徴

主任ケアマネジャーへのインタビュー調査の結果から , 日本老年看護学会第 17 回学術集会抄録

集 ,216,2012
⑦浅川典子 , 細谷たき子 , 叶谷由佳：独居認知症高齢者に対する支援開始時のケアマネジャーのかかわり方の特徴 ,
第 13 回日本認知症ケア学会大会抄録集 ,395,2012
⑧佐々木千佳 , 高橋俊之 , 星川仁人 , 新野弘樹 , 西澤千香子：終末期の透析患者に何を見るか

子供が透析患者であっ

た場合，第 43 回山形腎不全研究会抄録集 ,19,2012
⑨内野聖子，浅川典子，橋本志麻子，三好理恵，薬袋淳子，相内恵津子：グループ回想法において認知症高齢者を
支える実践者の関わり，第 32 回日本看護科学学会学術集会講演集，466, 2012
⑩内野聖子，浅川典子，橋本志麻子，三好理恵：認知症高齢者が参加するグループ回想法展開に必要な実施者の関
わりー回想法実施場面の観察調査結果からー，日本老年看護学会第 17 回学術集会抄録集，183，2012
【総数：論文

2 件，学会発表 13 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）170 万円）
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
＜小児看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①佐鹿孝子，坂口由紀子，久保恭子，藤沼小智子，杉山智江，鈴木優子他：重い障害のある人の母親に対するグリー
フケア（第 2 報）―わが子の死を受容していく過程と支援の課題―，埼玉医科大学看護学科紀要 6（1），1-8，
2013.3
②藤沼小智子，佐鹿孝子 , 杉山智江，鈴木優子他：プレパレーションにおける親の説明に関する文献検討，埼玉医
科大学看護学科紀要 6（1）
，9-15，2013.3
③杉山智江：小児がんの子どもがターミナル期に不安や思いを「語り」始めた瞬間からの看護師の関わりのプロセ
ス，埼玉医科大学大学院看護学研究科修士論文，1-53，2013．3.
④坂口由紀子，久保恭子，佐鹿孝子：ダウン症候群の母親が地域生活で抱く感情―出生〜乳幼児期について，日本
小児看護学会第 22 回学術集会，盛岡，2012.7
⑤坂口由紀子，久保恭子，宍戸路佳，田崎知恵子，佐鹿孝子：重症心身障害児・者をケアする看護師の防災に関す
る意識―自由記述の分析から―，第 59 回日本小児保健協会学術集会，岡山，2012.9
⑥宍戸路佳，久保恭子，坂口由紀子，田崎知恵子，佐鹿孝子：重症心身障害児・者をケアする看護師の防災に関す
る意識―看護管理者とスタッフ看護師の差―，第 59 回日本小児保健協会学術集会，岡山，2012. 9
⑦久保恭子，宍戸路佳，坂口由紀子，田崎知恵子，佐鹿孝子：発達障害児とその親を対象としたアロマテラピーを
用いた子育て支援の試み，第 59 回日本小児保健協会学術集会，岡山，2012.9
【総数：論文

3 件，学会発表

4 件】

6-2．獲得研究費
①藤沼小智子，佐鹿孝子 , 杉山智江，鈴木優子他：幼児が医療機関を受診する際の親の説明に関する研究（平成 24
年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究

19.9 万）

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
＜母性看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①松下年子，大森智美，藤村博恵，宍戸路佳，福田里美，池袋昌子：日本人男性高齢者の性意識− 3 名の男性を
対象とした予備調査の結果から−，第 4 回日本「性とこころ」関連問題学会，2012.6，東京．
②松下年子，大森智美，藤村博恵，宍戸路佳，福田里美，池袋昌子：看護師が捉える高齢者の性意識−フォーカス・
グループインタビュー調査の結果から−，第 4 回日本「性とこころ」関連問題学会，2012.6，東京．
③松下年子，大森智美，藤村博恵，福田里美，池袋昌子：高齢者の性意識−高齢者インタビューの結果から−，第
53 回日本母性衛生学会，2012.11，福岡．
④大森智美，松下年子，藤村博恵：日本人女性高齢者の性意識− 3 名の女性を対象とした予備調査の結果から−，
第 53 回日本母性衛生学会，2012.11，福岡．
⑤松下年子，大森智美，藤村博恵，福田里美，池袋昌子：高齢者の性意識−一般高齢者と看護師を対象としたイン
タビュー調査の結果から−，第 32 回日本看護科学学会，2012.11，東京．
⑥松下年子，大森智美，藤村博恵，福田里美，池袋昌子：日本人男性高齢者の性意識− 3 名の男性を対象とした
予備調査の結果から−，日本「性とこころ」関連問題学会学会誌，4（2），183-188，2013．
⑦松下年子，大森智美，藤村博恵，福田里美，池袋昌子：看護師が捉える高齢者の性意識−フォーカス・グループ
インタビュー調査の結果から−，日本「性とこころ」関連問題学会学会誌，4（2），189-193，2013．
【総数：論文 2 件，学会発表 5 件】
6-2．獲得研究費
①藤村博恵，大森智美，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−（平
成 24 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 ,29.5 万円）
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし
＜精神看護学領域＞
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6-1．論文・学会発表
①丸山昭子：未就学児の母親である看護師のバーンアウトとの関連，日本看護科学学会誌，32（2），44-53，
2012．
②大澤優子，松下年子：看護系大学生の精神看護実習における体験とその解釈，日本精神看護学会誌，.5（1）
，
1-7，2012．
③デッカー清美，松下年子，丸山昭子，大澤優子：身体拘束と行動制限最小化の方策―精神科スーパー救急病棟に
おける実態，医学と生物学，156（11）
，750-753，2012．
④丸山昭子，鈴木英子，大澤優子，デッカー清美：育児中の看護師のバーンアウト―研究動向と今後の課題，医学
と生物学，156（11）
，766-773，2012．
⑤丸山昭子，大澤優子，デッカー清美：乳がん当事者による講義から看護学生が学んだこと，サイコオンコロジー
研究会，2012．7，埼玉．
⑥大澤優子，田中瞳，松下年子，渡邉裕見子，丸山昭子：看護大学生の共依存傾向の実態，第 11 回日本アディクショ
ン看護学会，2012．9，栃木．
⑦デッカー清美，松下年子，丸山昭子，大澤優子：精神科スーパー救急病棟における身体拘束の実態，第 32 回日
本看護科学学会，2012．12，東京．
⑧丸山昭子，松下年子，大澤優子，デッカー清美：精神科に勤務する未就学児を持つ女性看護師のバーンアウトに
関する研究，第 32 回日本看護科学学会，2012．12，東京．
⑨大澤優子，田中瞳，松下年子，渡邉裕見子，丸山昭子：看護大学生の共依存傾向

第一報 親の養育態度との関連性，

第 32 回日本看護科学学会学術集会，2012．12，東京．
⑩デッカー清美，松下年子，丸山昭子，大澤優子：看護学生の携帯電話依存傾向の現状と社会性，第 32 回日本看
護科学学会，2012．12，東京．
【総数：論文 4 件 , 学会発表 20 件】
6-2．獲得研究費
①丸山昭子，他：乳幼児を持つ女性看護師の育児支援に関する研究（平成 24 年度科研費助成金基盤研究 C

研究

費 220 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
＜在宅看護学・地域看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①富樫和枝，千田みゆき：担任教員による学生面談時の「自覚症状チェクシート」の活用性 , 平成 24 年度埼玉医
科大学看護学科紀要 ,6（1）,17-24,2013.
②菊池チトセ，千田みゆき , 山路真佐子：行政で働く新人保健師の現任教育体制の現状に関する研究（その 1）−
組織的教育体制の実態−，第 15 回日本地域看護学会学術集会，2012.6. 東京．
③山路真佐子，菊池チトセ，千田みゆき：行政で働く新人保健師の現任教育体制の現状に関する研究（その 2）
−その教育内容と組織外に望むサポートの内容−，第 15 回日本地域看護学会学術集会，2012.6. 東京．
④菊池チトセ，千田みゆき，山路真佐子：行政で働く新人保健師の現任教育に関する研究 , 第 71 回日本公衆衛生
学会，2012.10. 山口 .
⑤山路真佐子，千田みゆき，柴崎智美：首都圏内 A 町の女性住民の心の健康に関する実態，第 71 回日本公衆衛生
学会総会，2012．10．山口．
⑥富樫和枝，越田直美 : 血圧値と精神的健康度との関連性 , 第 1 回日本公衆衛生看護学会学術集会 ,2013.1 東京 .
⑦町田ふさ子，千田みゆき，菊池チトセ，山路真佐子，松岡由美子，荒川博美 :A 市の健康づくり事業評価の試み
−運動と栄養に関する新規事業に焦点をあてて−，第 15 回日本地域看護学会学術集会，2012.6. 東京．
【総数：論文 1 件，学会発表 6 件】
6-2．獲得研究費
①千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子 , 鈴木直子：平成 24 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 24 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：
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①第 4 回保健師活動研究会「明日からの活動に生かせる地域診断」2013 年 3 月（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路
真佐子 , 富樫和枝）
②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）2012 年 9 月，2013 年 3 月（計 2 回）
（山
路真佐子 , 千田みゆき , 菊池チトセ）

7．自己点検・評価
平成 24 年度は開学 7 年目であり 4 回生を送り出した．国家試験は第 4 回目であったが過去 3 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昨年を上回り合格率 97.8％（新卒）であり，
全国平均 94.1％を上回ることができた．保健師は 97.8％（新卒）で全国平均 96.0％より上回り開学より一番の合格
率であった．学生の努力はもとより，国試対策委員会・担任会を含めての全教員の協力の賜であった．平成 25 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を継続する．
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実施開始の年であった．実
習要項の作成と実習施設との打ち合わせを行った．埼玉医科大学関連病院及びそれ以外の 6 施設では教員研修など
を行い，学生指導がスムーズに行えるように準備した．平成 24 年度から開始となった改正カリキュラム該当の学生
が入学した．学生教育の実施にあたっては，具体的内容を学科教授会と教員全体会議で討議し，内容の充実を図った．
平成 22 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 187 名の参加者があり，「師長・主任・中堅看護師のための看護研究〜モチベーション
をどう高めるか〜」というテーマで講演を行い好評を得た．また，看護学科 FD は「看護研究論文のクリティーク〜
看護研究能力の向上に向けて〜」をテーマとして大学院看護学研究科と合同で開催し，文献クリティークと意見交換
から各自の課題を見いだした．次年度の FD は，さらに，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 7 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，新入生を受入，学生教育を
スムーズに実施できたのは，教授会や委員会・全体会で意見交換を行い，全教員の協力体制の結果と評価している．
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2．健康医療科学科
1．構成員
和合治久 （WAGO, Haruhisa）
：教授，学科長：指導教員（大学院）：免疫学，臨床免疫学，輸血移植学：博士
間瀬年康 （MASE, Toshiyasu）
：教授：大学院教員：化学，有機化学：博士
奥崎政美 （OKUZAKI, Masami）
：教授：指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：人体の構造と機能Ⅰ（生理学）：博士
市岡正適 （ICHIOKA, Masayuki）
：教授：ドイツ語：修士
鈴木正彦 （SUZUKI, Masahiko）
：教授：代表指導教員（大学院）：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：指導教員（大学院）：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）：博士
渡辺宏志 （WATANABE, Hiroshi）
：准教授：大学院教員：病理学，臨床病理学：博士
野寺

誠

（NODERA, Makoto）
：准教授：指導教員（大学院）：公衆衛生学，産業保健学：博士

佐藤正夫 （SATOH, Masao）
：准教授：指導教員（大学院）：微生物学，医動物学：博士
間山

伸

（MAYAMA, Shin）
：准教授：英語 , 医学英語：修士

小峰伸一 （KOMINE, Shinichi）
：講師：臨床検査学，検査管理学：修士
伴塲裕巳 （BAMBA, Hiromi）
：講師：指導教員（大学院）：基礎臨床化学，臨床化学，栄養学：博士
内田康子 （UCHIDA, Yasuko）
：講師：臨床生理学：修士
木村美智代（KIMURA, Michiyo）
：講師：臨床免疫学，輸血移植学：修士
周東真代 （SHUTO, Masayo）
：助教：修士
下垣 - 高橋
高橋

俊

里河（SHIMOGAKI-TAKAHASHI, Satoka）：助教：修士
（TAKAHASHI, Shun）
：助教：修士

小糸寿美 （KOITO, Hisami）
：助教：大学院教員：博士
宮嶋由佳 （MIYAJIMA, Yuka）
：助教：修士

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．このような当学科のディ
プロマポリシ−に加え，さらに設立以来，病院における診療情報の管理と統括業務が遂行できる診療情報管理士の養
成も目標の一つに掲げてきた．
当学科設立 7 年目に当たる平成 24 年度は，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
らなる充実化と見直しを図ると同時に，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
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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，臨地実習については
学内施設並びに学外施設での実習をより充実化させる一方 , 国家試験の資格要件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（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･ 26 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･ 30 時間（間瀬）
，
化学Ⅱ･ 30 時間（間瀬）
，有機化学･ 30 時間（間瀬），高分子化学･ 30 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･ 14 時間（有田）
，
医用工学概論･ 30 時間（有田）
，検査情報処理科学･ 16 時間（有田），臨床生理学Ⅱ，Ⅲ･ 18 時間（有田 , 内田）
，人
体の構造と機能Ⅰ･ 26 時間（北村）
，ドイツ語･ 28 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･ 4 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 A ･ 28 時間（長谷川）
，人体の構造と機能Ⅱ B ･ 30 時間（長谷川）検査機器総論･ 20 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），病理細胞検査診断学･ 56 時間（渡辺 , 周東）
，
臨床病理学総論･ 28 時間（渡辺）
，環境保健学･ 20 時間（野寺），社会保健学 30 時間（野寺），公衆衛生学･ 28 時間
（野寺）
，衛生管理学･ 8 時間（野寺）
，産業保健学･ 22 時間（野寺），環境汚染物質分析学･ 14 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･ 28 時間（小峰）
，基礎臨床化学･ 6 時間（小峰），臨床化学･ 6 時間（小峰），臨床血液学･ 8 時間（小峰）
，
検査管理学･ 30 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･ 28 時間（伴塲）
，臨床生理学Ⅰ・8 時間（内田），臨床免疫学･ 12 時間（木村），輸血移植学･ 16 時間（木村）
，
免疫学･ 4 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（下垣 - 高橋里），臨床化学･ 8 時間（下垣 - 高橋里），検査機器総論･ 2 時間（下
垣 - 高橋里）
，情報科学 16 時間（高橋俊）
，検査情報処理科学･ 14 時間（高橋俊），人体の構造と機能Ⅰ･ 10 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，下垣 - 高橋里）
【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･ 84 時間（間瀬 , 小糸）
，有機化学実習･ 42 時間（間瀬 , 小糸），卒業研究・180 時間（間瀬），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･ 48 時間（有田 , 高橋俊 , 内田），医用工学
実習･ 90 時間（有田 , 高橋俊）
，臨床生理学Ⅰ実習･ 78 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（北村 , 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 , 周東）
，
卒業研究･ 50 時間（村田）
，人体の構造と機能Ⅱ（生化学実習）･ 86 時間（長谷川 , 下垣 - 高橋里 , 小峰），病理組織
細胞検査学実習･ 84 時間（渡辺 , 周東）
，公衆衛生学実習･ 42 時間（野寺），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）
，
基礎臨床化学実習･ 84 時間（伴塲 , 下垣 - 高橋里 , 小峰），臨床化学実習･ 84 時間（伴塲 , 小峰 , 下垣 - 高橋里），栄養
学実習･ 42 時間（伴塲 , 小糸）
，卒業研究･ 180 時間（伴塲），臨床生理学Ⅲ実習･ 60 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）
，
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）, 卒業研究・180 時間（周東）
【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Ⅱ（看護学科）･ 14 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）･ 30 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）･ 16 時間（北村）
，人体の構造と機能Ⅱ（看護学科）･ 26 時間（北村），人体の構造と機能Ⅲ（看
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護学科）･ 34 時間（北村）
，看護研究セミナー（看護学科）･ 30 時間（北村），ドイツ語（看護学科）･ 28 時間（市
岡）
，ドイツ語（医用生体工学科）･ 28 時間（市岡），ドイツ語（理学療法学科）･ 30 時間（市岡），薬理学（看護学
科）･ 30 時間（鈴木）
，薬理学（医用生体工学科）･ 16 時間（鈴木），ヒトの病気Ⅳ（理学療法）･ 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），食物・栄養学Ⅰ（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），公衆衛生国試対策講義（看
護学科）･ 14 時間（野寺）
，公衆衛生学（医用生体工学科）･ 30 時間（野寺），公衆衛生国試対策講義（医用生体工
学科）･ 2 時間（野寺）
，
公衆衛生学（理学療法学科）･ 30 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Ⅲ（看
護学科）･ 28 時間（間山）
，英会話（医用生体工学科）･ 28 時間（間山）
【本学医学部および法人関連学校の講義･実習等】
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）･ 12 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）
，
CALL ドイツ語Ⅰ（医学部）･ 8 時間（市岡）
，
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）
，病気の基礎：薬理学（医学部）
・2 時間（鈴木），薬理学実習（医学部）
・30 時間（鈴木）
，
ヒトの病気 2：神経（医学部）
・4 時間（鈴木）
，生体機能形態学概論（埼玉医科大学大学院）･ 14 時間（村田）
，生
体病理病態学概論（埼玉医科大学大学院）･ 24 時間（渡辺），呼吸器（医学部）･ 2 時間（野寺），地域社会と健康（医
学部）･ 2 時間（野寺）
，公衆衛生学（埼玉医科大学医療センター付属看護専門学校）･ 30 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）･ 8 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（下垣 - 高橋里）
【他大学等の講義･実習】
免疫生物学（首都大学東京大学院）
（和合）
，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）
，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）
，臨床免疫学（帝京大学）
（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）
（下垣 - 高橋里）
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目標と授業計画にしたがって , 講義と実習あるいは演習を遂行して
いた．学生による授業評価においても一部の科目の授業評価を除き，一定の理解を得られる結果になった．人事考課
において指摘された項目を反省して授業展開を改善し達成度を向上できた教員も見られた．授業評価の高い教員を表
彰する制度が導入されて 3 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）食品学，食品分析学及び食品分析学実習は，衛生・食品コースの専門科目のため履修者は 10 名前後と少なかっ
たが，その中で 9 割は臨床検査技師を目指す学生であった．食品学はできるだけ身近な事象と関連づけ，食品
の実物を提示した．食品分析学は臨床化学や生化学との関連及び食品分析独自の分析原理や手法を教授した．食
品分析学実習は機器分析；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では食品
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，食物・栄養学Ⅱでは自分の食事内容の見直し
や運動の意義などの理解や食物（栄養素）と健康の維持・増進との関連についての認識の深化を主眼とした．ま
た，今年度から国試問題の解題を加えた．概ね学生からの評価は良かった．
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b）学生から「内容が難しくわからない」という意見が多かった．学生の学力と専門教育レベルの整合性の問題も
あると考えている．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）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．引き続き来年度も moodle を用いる予定だが，OS を linux に変更して操作性
を検討したい．
d）担当する薬に関連した科目は内容が他の科目と関連するため，難解なところがあるが，今年度は，講義資料の
工夫などにより学生・大学院生が理解しやすい講義が出来た．次年度はそれに加え，学生らが目指す専門職と講
義内容の関連を理解させ，勉学に対するモチベーションを高めたいと考えている．
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．自分の教育内容
と他者のそれとが重複することもありその際に，自分のそれが先行することが多いように感じられる．この理由
からか学生にとってはわかりにくい教育と受け取られているようである．昨年も期したが，次年度においても，
教育内容を代表的で主要な事項に圧縮して，学生の学習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）多くのクラスで英語の習熟度を測る試験を実施し，それに基づいたクラス分けを行ない，学生のレベルに合わ
せた授業を展開するよう心掛けた．また英語の文法・読解・リスニング・会話学習に加えて，AV 資料を十分に
活用して英米を中心とした英語圏の社会・文化への理解も深まるような授業が展開できた．
h）医療現場で求められる知識を意識しながら講義は出来た．学生には講義内容について自分で必要なことを考え，
まとめながらノートを取るように話しているが，実行できないようである．掘り下げて勉強できる姿勢を養える
ように工夫したい．実習はマンネリ化や他の実習と内容が重ならないように工夫できた．基本を押えつつ，発展
的な技術を学生が自発的に身につけられるようにしたい．
i）臨床生理学では昨年度に引き続き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．内容の個人差への対応は引き続き検討する必要
があると思われた．後期の実習では後期授業終了から定期試験開始日までの期間が短い為，レポート提出締切日
の設定を検討する必要があると思われた．
j）今年度の国家試験対策では，検査学特論の再試験日を年明けに行うよう設定した．その甲斐もあり再試験対象
者の上位の学生は国家試験まで気を抜くことなく勉強を続けられた．しかし本試験合格者の中には，その時点で
気が抜けてしまった学生もいたので，更なる対策が必要であると思われた．
k）臨床免疫学実習と輸血移植学実習ではできるだけ実習当日中にレポートを作成させた．作成にあたりポイント
を提示するだけでなく，適宜質問に応じて，当日のうちに実習内容についての理解を深められるようにした．今
後もさらに指導内容を充実させ，学生の理解度アップにつなげたい．また，国家試験対策では担当科目の先生方
と密に連絡を取り，より効果的な試験対策となるようにした．配付資料についてはさらに内容の充実を図ってい
きたい．
l）昨年までは担当科目が 2 〜 4 年生であったが，今年は 1 年生の科目も担当したことにより，学生の学年毎の成
長ぶりを見る事ができてよかった．なるべく，1 年次の知識を専門科目につなげる関わりをつくりたいと考えて
いる．また，4 年生のグループ担任で，夏休み明けの模擬試験から 10 月まで 6 名程度でグループ学習を行った．
効果はあったと考えている．次年度につなげていきたい．
m）講義の際に学生と対話をし，理解度を確認しながら進めることが出来た．学生の理解度を向上させる為に抽象
的な話と具体的な話を交えて講義した．
【学科全体としての自己評価と次年度計画について】
平成 24 年度は当学科設立 7 年目に当たり，教育を遂行する面では各教員はシラバスで掲げた授業目標を達成する
ために労苦を惜しまず努力を重ねたと評価できる．また，学生の授業評価を反省の材料に，学習効果を向上させる努
力も見られた．一方 , 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，また生活上および学習上での悩みを早期に解決し
て上げ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
く．臨床検査技師国試対策については，これまでの結果を深く反省し真摯に受け止め，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，国試直前実力向上策として新たに展開した．この方法は，学力が低迷してい
た学生にとって大きな学力向上へと波及し大いに意義があった．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意識を向上させながら，入学時の医療人になりたいという初志
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が実現できるようにきめ細やかな助言等を行っていく．また，実習等で用いる老朽化した教育機器･機材など教育設
備をさらに改善して，学部生と大学院生の授業･教育満足度と学習意欲ならびに医療への関心を高めていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
健康医療科学科では，健康を支えている食品や環境の安全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，病気の発見や診断に役
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分野に興味を抱いてもらう必要があり，各教
員はこの観点で意欲的に自身の研究を推進することが求められる．
当学科の研究の目的・目標は，第 1 に，化学，生化学，生理学，解剖学，分子生物学などの基礎医学分野の研究や，
微生物学や免疫学，医動物学，情報科学，医用工学，薬理学，公衆衛生学，病理学，臨床化学，輸血学，血液学，臨
床生理学など臨床検査医学分野の幅広い研究を通じて，人間の健康に関わる種々の疾病や病態あるいは生体の機能と
構造に関わる自然現象の解明に貢献する新たな知見を得ること，さらに迅速診断に寄与する新たな医療技術を開発す
ること等にある．第 2 に，食品学や食品分析学，食品加工学，環境化学などの環境食品系の分野の研究や，環境保健学，
産業保健学，保健栄養学などの保健系の分野の研究を推進し，衛生・食品分野での新たな知見を得ることも研究の目
的・目標においている．一方，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も目標の一つに掲げて
いる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
【基礎医学系・臨床検査医学系・環境食品科学系】
（1）白血病細胞株を用いた抗腫瘍性生薬の細胞増殖及びアポトーシス誘導への影響（和合，木村，高橋里，内田：
埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
（2）有機アルミニウム−アミン複合体を用いた新規な反応の開発（間瀬）
（3）末梢神経再生過程における糖蛋白質糖鎖の変動解析（北村）
（4）硫酸化グルクロン酸含有糖蛋白質糖鎖の機能解析（北村，村田，小糸：埼玉医科大学保健医療学部プロジェ
クト研究）
（5）慢性間欠的低酸素負荷による呼吸反射異常発現における cyclooxygenaze の関与（鈴木，埼玉医科大学薬理学
教室との共同研究）
（6）Diazepam 抑制下のウサギ舌下神経活動に対する picrotoxin および bicuculine の影響（鈴木：JA 熊谷総合病院
麻酔科との共同研究）
（7）消化管の組織化学，ラット小腸パネート細胞内亜鉛の分析型走査電子顕微鏡による亜鉛の検出（村田：埼玉
医科大学中央研究施設形態部門との共同研究）
（8）長寿関連遺伝子と生活習慣病との関連（佐藤：昭和大学衛生学公衆衛生学講座との共同研究）
（9）加齢および炎症性腸疾患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役割（伴塲，高橋里：
平成 24 〜平成 26 年度文部科学省

科学研究費

挑戦的萌芽研究）

（10）抗炎症剤が癌細胞における栄養素の取り込みに与える影響の検討（伴塲，高橋里，小峰，鈴木：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）尿路上皮癌細胞の細胞異型発生のメカニズムについて（周東，渡辺：埼玉医科大学保健医療学部プロジェク
ト研究）
（14）自己炎症疾患の 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，小峰，渡辺，長谷川：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）による薬剤感受性検査の検討（髙橋俊，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：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】
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（1）原公章教授退官記念論文集の作成（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）抗がん生薬として知られている白花蛇舌草，半枝連，紫根の 3 種類について，その熱水抽出物が白血球細胞
株（HL60）に対して，どのような抑制効果を発揮するかについて，アポトーシス誘導の観点で調べた．達成度：
70%
（2）ジイソブチルアルミニウムとアミンの複合体を用いて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：100％；

ジイソブチルアルミニウムとアミンの複合

体を用いてウレタンから尿素誘導体の合成．1 倍モルで反応が進行し，高収率で尿素誘導体を与えることがわかっ
た．達成度：100%
（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 2 種類のオリゴシアル酸含有糖鎖およびハイマン
ノース型糖鎖の構造を決定した．達成度：80％
（4）硫酸化グルクロン酸含有糖鎖をもつ neoglycolipids のリポソームを使用して，糖鎖間及び糖鎖 - ペプチド間の
相互作用解析を行った結果，糖鎖 - ペプチド間の相互作用を見いだすことができた．達成度：90%
（5）閉塞型睡眠時無呼吸症候群（OSAS）の動物モデル（ラット）で化学受容器反射が増大し，cyclooxygenaze 2（COX2）
阻害薬よりこの反応が抑制された．一方，中枢内の COX2 の mRNA 量は変化しなかった．このモデルでは末梢
化学受容器等で COX2 が活性化し，化学受容器反射が増強した可能性が考えられる．達成度：80%
（6）Diazepam 抑制下のウサギ舌下神経活動に対して，GABAA 受容体機構に抑制作用を有する picrotoxin は回復
作用を示すが bicuculine では示さないことを明らかにした．その，機序として GABAA 受容体機構のサブユニッ
ト構成，ユニット間の相互作用などが考えられるが，今後詳細の検討が必要である．達成度：60%
（7）ラット小腸パネート細胞内亜鉛の分析型走査電子顕微鏡による亜鉛の検出を行った．達成度：50％
（8）長寿関連遺伝子が LDL コレステロール値に及ぼす影響を解析し検討中である．達成度：60％
（9）消化管癌の発生過程においてアミノ酸トランスポーターが何によってその発現の調節を受けるかを解析して
いる．培養上清中のアミノ酸成分の変動解析が思いの外うまく行かず，傾向がつかめず苦しんでいる．達成度：
40％．
（10）癌細胞においてはグルコースの細胞内への取り込みが亢進している．その対照としてヒトの正常腸上皮細胞
において炎症性サイトカインによるグルコースの取り込みに対する影響について検討を試みたが，ヒト正常腸上
皮細胞が分析に耐えうるだけの数まで増殖せず，困難を極めた．実験計画を修正し，癌細胞のみによる検討に切
り替えている．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
の検討が進み，実験協力者を募集するにあたり倫理審査の申請準備中である．達成度：30％
（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継続して行うととも
に実験方法の再検討を行った．達成度：20％
（13）
尿路上皮癌組織において細胞骨格蛋白であるサイトケラチンや細胞増殖能の指標として Ki-67 の発現を解析し，
それらと核形態の関連性について明らかにした．達成度：80％
（14）
NF-kappaB 経路阻害がクリオピリン関連周期熱症候群の新規治療戦略として期待される事を証明した．達成度：
90%
（15）誘電泳動インピーダンス計測法（DEPIM）を用いて，菌量と DEPIM 結果との相関が示され，薬剤感受性検査
への応用が示唆された．達成度：60％
（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：50%
【基礎教育・外国語系】
（1）Charles Dickens Little Dorrit 論．達成度 :20％
3-4．自己評価と次年度計画
学科教員は当学科のみならず他学科の講義を受け持つなど , 非常に多くの授業を担当しているため , 教育における
負担が大きいという過密な労働環境下にあった．しかし，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評価される．また，複数の教員同士が共同で研
究を推進するという連携もうまくとられていた．しかし，研究分野によっては，達成度の低い課題もあったので，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
771

健康医療科学科

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いっそうの連携を図り，要領よく実験を行えるシステムを
構築しながら，学科内の共同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人事考課を通じて促していく．また，教育の質を低下させることなく，その効
率を向上させる工夫をしてもらいながら，研究を遂行できる環境を整えていくことが求められる．
教員からの研究に関する意見として，1）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
ア化をはかる研究を続けているが，引き続き，マルチメディア独和辞書の記述の編集に取り組んでいきたいこと , 2）
教育面で，学生にわかりやすく講義することに試行錯誤，腐心していること自体が研究になっていること , 3）炎症
および発癌過程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関係を明らかにすること , 4）自己炎症
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を継続していきたいこと , 5）実習等の担当科目が多
かったため，研究活動の時間を作ることが困難であった．教育と研究のバランスをとり，研究活動が教育へも活かせ
るようにしたいこと , 6）公的研究費を獲得でき，研究の立案能力を伸ばす事が出来た．立案した計画を実行できる
能力を養いつつ，効率よく実績を積み重ねられるようにしたいこと , 7）実験方法や物品の準備は順調に進んだ．し
かし，ヒト対象の実験である為，実験協力者を募集するに当たり，倫理審査の申請準備上で幾つか問題点が見えてき
た．次年度は問題点を解決し本実験を進めていきたいこと , 7）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，8）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，9）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
野寺誠：埼玉県製菓衛生士試験委員，中央労働災害防止協会執筆委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
和合治久：国際代替医療医学雑誌
（Oxford University Press）e-CAM 編集委員，国際個別化医療学会雑誌（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
野寺

誠：日本微量栄養素学会査読委員（評議員兼任）

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学会理事，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，日本作家クラブ評議員，
公益社団法人「虹の会」理事，本学保健医療学部入試委員会委員，本学保健医療学部ＩＲ準備委員会委員 , 本学危機
管理委員会委員
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，本学保健医療学部情報機器運営会議委員，

本学情報技術支援推進センター運営委員
北村邦男：日本生理学会評議員，日本神経化学会評議員，本学保健医療学部入試委員会委員
市岡正適：本学保健医療学部入試副委員長，本学保健医療学部入試実施小委員長，本学保健医療学部広報委員長，
本学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，本学保健医療学部危機管理委員会委員，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
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担当委員
村田栄子：本学保健医療学部倫理委員会委員長，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，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，日本産業･医療用ガス協会試験委員，中央労働災害防止協会試験委員，本学医学研究センター（安全管
理部門）廃液等環境分野担当
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
己点検評価委員会委員・倫理委員会委員
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，埼玉医科大学ヒト胚性幹細胞研究倫理審査
専門部会部会員，埼玉医科大学組換え DNA 実験安全委員会委員，埼玉医科医学研究センター（安全管理部門）DNA
分野兼担，埼玉医科大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，本学保健医療学部健康食品管理士責任者
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
高橋

俊：本学保健医療学部情報機器運営会議委員

6．業績
6-1．論文・学会発表
①和合治久：
「糖尿病が自宅で治る本」
（共著），主婦の友社，2012 年 4 月
②和合治久：
「聴くだけで元気が出る本」
（共著），PHP 研究所，2012 年 10 月
③和合治久：
「免疫力が高まる 100 のコツ」
（共著），主婦の友社，2013 年 2 月
④鈴木正彦：薬理学がわかる−ファーストブックシリーズ，技術評論社，東京，2012
⑤鈴木正彦：新訂版 クイックマスター薬理学，サイオ出版，東京，2013
（A）基礎医学系
① Kokaze A，Ishikawa M，Matsunaga N，Karita K，Yoshida M，Shimada N，Ohtsu T,Shirasawa T，Ochiai H，Satoh M，
Hashimoto M，Hoshino H and Takashima Y: Mitochondrial DNA 5178 C/A polymorphism inﬂuences the eﬀects
of habitual smoking on the risk of dyslipidemia in middle-aged Japanese men. Lipids in Health and Disease，11，
97,2012.
② Park J, Koito H, Li J, Han A. Multi-compartment neuron-glia co-culture platform for localized CNS axon-glia
interaction study.Lab Chip. 12（18）:3296-304,2012
③ Nakamura, S, Suzuki,M., Nishida, M., Mieda, T., Terayama, K., Nagasaka, H., Azma, T., Kitamura, A., Matsumoto,
N.: Differential Effects of Co- and Pre-Administration of Picrotoxin with Flumazenil on Diazepam-Induced
Hypoglossal Nerve Inhibition. American Society of Anesthesiologists 2012 Annual Meeting, Washington, DC,
U.S.A.,Oct.15,2012
④仁科正実，鈴木正彦，冨永信子，石原由夏，松下和弘：睡眠時無呼吸症候群モデルマウス作成と脳 Glucose 代謝
の研究乳酸生産について．第 22 回体力栄養免疫学会，石川，2012 年 8 月
⑤中村信一，寺尾和久，杉田和夫，佐々木茂樹，北村晶，鈴木正彦，丸山敬：ジアゼパムにより抑制したウサギの
舌下神経活動に対しピクロトキシンはその回復作用を示すがビククリンは示さない．第 86 回日本薬理学会年会，
福岡，2013 年 3 月
⑥ Takahashi S.,Kubota T.: Inhibition of the NF-kappa B pathway as a candidate strategy for treatment of cryopyrinassociated periodic syndrome.,12th Meeting of the Asian Society of Clinical Pathology and Laboratory Medicine,
Kyoto, Japan, Nov.29- Dec.1,2012
【総数：著書

件，論文 2 件，学会発表 4 件】

（B）臨床検査医学系
①和合治久：自律神経･健康･音楽，第 5 回日本臨床音楽研究会，金沢，2012 年 6 月
②木村美智代，津浦千明，野木三鈴，和合治久：マメ由来レクチンの ABO 血液

型の分泌型判定における
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有効性，第 7 回日本臨床検査学教育学会，名古屋，2012 年 8 月
③村田栄子，周東真代，村井則子，穐田真澄 : 分析型走査電子顕微鏡による小腸パネート細胞内亜鉛の証明，第
11 回コ･メデイカル形態機能学会学術集会，東京，2012 年 9 月
④村田栄子，周東真代，村井則子，穐田真澄 : パネート細胞内亜鉛の分析型走査電子顕微鏡による観察 , 第 118 回
解剖学会総会，高松，2013 年 3 月
⑤高橋里河，
窪田哲朗：NF-kappaB 経路はクリオピリン関連周期熱症候群の病態発現に主要な役割を果たしている，
第 7 回日本臨床検査学教育学会学術大会，愛知，2012 年 8 月
⑥高橋里河，窪田哲朗：クリオピリン関連周期熱症候群の病態形成には NF-kappa B 経路が重要である , 第 59 回
日本臨床検査医学会学術集会，京都，2012 年 11-12 月
⑦髙橋俊：臨床微生物学領域における DEPIM を用いた新しい検査法の開発（基礎的検討），第 24 回日本臨床微生
物学会総会，横浜，2013 年 2 月
（C）環境食品科学系（5）
①日笠志津，根岸由紀子，奥崎政美，成田国寛，辻村

卓：栽培条件（有機栽培と慣行栽培）の違いによるコマツ

ナ・ホウレンソウの栄養成分と官能特性：日本食生活学会誌 23（1），26-32，2012
②野寺誠，宮嶋由佳，宮崎孝：亜鉛欠乏食摂取に伴う骨密度の低下，Trace Nutrients Research，29,76-80,2012
③宮﨑孝，望月徹，佐藤真喜子，野寺誠，竹中恒夫，井上勉，荒木隆一郎，大野洋一，柴崎智美，鈴木洋通，亜鉛
欠乏時の FGF23 発現増加を介した尿中リンの排泄量の増加，第 68 回 日本衛生学会総会，金沢，2013 年 3 月
④宮崎孝，大野洋一，佐藤真喜子，望月徹，野寺誠，井上勉，竹中恒夫，荒木隆一郎，柴崎智美，鈴木洋通，特定
健康診査における積極的支援対象者の血清インスリンと亜鉛の関連性について，第 71 回日本公衆衛生学会総会，
山口，2012 年 10 月
⑤宮﨑孝，大野洋一，竹中恒夫，佐藤真喜子，野寺誠，柴﨑智美，鈴木洋通
の 75 ｇ経口糖負荷試験（OGTT）時の血清亜鉛と銅について

特定健診における積極的指導対象者

第 23 回日本微量元素学会，東京，2012 年 7 月

⑥宮﨑孝，大野洋一，佐藤真喜子，望月徹，野寺誠，竹中恒夫，井上勉，柴﨑智美，鈴木洋通特定健康診査におけ
る積極的支援対象者の血中微量栄養素測定の試み第 29 回日本微量栄養素学会，京都，2012 年 6 月
⑦宮崎孝，佐藤真喜子，羽生真由子，竹中恒夫，井上勉，宮嶋由佳，野寺誠，大野洋一，柴崎智美，鈴木洋通亜鉛
欠乏餌摂取ラットの血糖値について，第 85 回日本産業衛生学会，名古屋，2012 年 5 月
（D）基礎教育・外国語系（3）
①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，間嶋満，及川泰，藤山ト
キ，斎藤栄子，野口久美子，荒木信夫，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 3 報，
第 44 回日本医学教育学会，横浜，2012 年 7 月
②有田和恵，森茂久，有田彰，大西京子，柴崎智美，山田泰子，稲葉宗道，辻美隆，川村勇樹，荒木隆一郎，渡辺
修一，間嶋満，持田智，荒木信夫，別所正美，埼玉医科大学医学部における SP 参加型コミュニケーション実習
におけるポストアンケートの分析，第 44 回日本医学教育学会，横浜，2012 年 7 月
③折茂英生，上野高浩，曽根博仁，田中

明，田中芳明，西

理宏，伴塲裕巳，松浦達也，吉田

博，板倉弘

重：医科栄養学教育の現状と展望─カリキュラム改革に向けて（Current status and future of medical nutrition
education）
，第 44 回日本医学教育学会大会，横浜，2012 年 7 月
【総数：著書

件，学会発表 3 件】

6-2．獲得研究費
1．和合治久，木村美智代，高橋里河，内田康子：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究，「白血病細胞株
を用いた抗腫瘍性生薬の細胞増殖及びアポトーシス誘導への影響」（75 万円）
2．北村邦男，村田栄子，小糸寿美：平成 24 年度保健医療学部プロジェクト研究，「硫酸化グルクロン酸含有糖蛋
白質糖鎖の機能解析」
（47.3 万円）
3．鈴木正彦，北村邦男，小峰伸一，伴場裕巳：平成 24 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究「慢性
間欠的低酸素負荷後の呼吸調節異常における GABAB 受容体機構の関与」（71.9 万円）
4．村田栄子，周東真代：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 ,「Ｘ線元素分析を搭載した卓上型走査電
子顕微鏡によるパラフィン切片の観察」
（26.5 万円）
5．野寺

誠：上原記念生命科学財団研究助成金，「生活習慣病予防の観点からみた亜鉛の有用性」（500 万円）

6．伴塲裕巳，高橋里河：平成 24 年度文部科学省科学研究費（挑戦的萌芽研究）「加齢および炎症性腸疾患におけ
るアミノ酸トランスポーターとプロスタグランジンの役割」（直接経費 110 万円）
7．伴塲裕巳，高橋里河，小峰伸一，鈴木正彦：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究「抗炎症剤が癌細胞
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における栄養素の取り込みに与える影響の検討」（96.2 万円）
8．内田康子：平成 24 年度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−」
（20 万）
9．周東真代，渡辺宏志：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究，「尿路上皮癌細胞の細胞異型発生のメカ
ニズムについて」
（58 万円）
10．高橋里河，小峰伸一，渡辺宏志，長谷川正博：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）
「自
己炎症疾患の 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」（85 万）
11．髙橋俊，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）による薬剤感受性検査の検討」
（76 万円）
12．小糸寿美，北村邦男，村田栄子：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」（35 万円）
6-3．受賞
①和合治久 : 日本臨床検査学教育協議会より ｢ 永年精励賞 ｣ 受賞，2012 年 12 月
6-4．特許，実用新案
「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
和合治久 : 第 12 回国際比較免疫学会，Comparative Biology Session，福岡 , 平成 24 年 7 月
和合治久 : 第 32 回朝日健康ゼミナール，大阪，平成 24 年 11 月
和合治久 : ウエルネスサークル，東京（日比谷図書会館），平成 24 年 12 月
健康医療科学科主催：｢ 臨床検査の過去･現在･未来 ｣，第 11 回埼玉医科大学保健医療学部公開講座，本学記念講堂 ,
2013 年 1 月

7．自己点検・評価（総括）
平成 24 年度は，本学科が設立されて 7 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十
分に整っていない状況にあった．しかし，老朽化した学内実習で使用する臨床生理学実習系の機器類を新たに購入で
きたことは大きな意義があった．一方，各教員はシラバスに掲げたカリキュラムの実践と学生指導に総じて意欲的に
取り組んだと判断される．特に，多くの教員は，他学科の授業担当も含め，教育の負担が非常に大きく，過密な講義・
実習・演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，それなりの努力を怠らなかった．
当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複数の資格を
所得できるカリキュラムが 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資格が取得できるよ
うに指定規則上の科目が配置されている．しかし，それぞれの分野の専任教員数が非常に少なく，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，就職指導等に対応できる教員が少ない状況にあるので，今後 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医療人を目指す大部分の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，他大学等で国試
対策の実績をもつ非常勤講師を積極的にお招きし，学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，その導入が学生のコア科目の理解度の向上につながり，学力を高めたこと
は大きな収穫であった．加えて，臨床検査技師を目指す学生数が増加したため，法人内の臨地実習施設だけでは，全
学生を賄えきれなくなった．今年度は，この問題を解決するために，埼玉県内の大きな病院施設を訪問し，当学科の
学生の臨地実習を受け入れてもらえたことも大変意義があった．
今後さらに，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，文部科学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，全教員が平等に学問研
究に専念できるように各教員の教育負担を均一化し研究の質を高めていくことがきわめて重要である．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ため，種々
の問題を検討する作業部会をさらに継続させながら，一方で卒業研究に関する作業部会も継続させて，その効果的あ
り方等を検討していきたい．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，負担が増大したのも事実である．
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次年度からはこうした問題を緩和できるように努めていきたい．就職活動には今後も支援を注ぎ，全教員で対応して
いく．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 24 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，認定試験対策などについて検討していきたい．
さらに，各教員は研究プロジェクトに取り組み，研究助成金を獲得し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や外国語系あるいは臨床検
査医学などの研究分野を遂行でき，加えて研究成果を学会で発表したり，また一部は学術論文としても公表できたこ
とは，当学科の研究活動が概ね正常に機能していたと判断される．また，「生活習慣病予防の観点からみた亜鉛の有
用性」に関する研究では，学科教員が取得の困難な上原記念生命科学財団研究助成金を獲得できたことは学科にとっ
て特筆すべき大きな収穫であった．なお，4 期生の卒業研究結果を「平成 24 年度生卒業研究論文集，Vol. 4 :2012」
として公表できたことも成果であった．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．加えて，研究の過程で新たな発見があれば，大学を介しての特許申請にも当学科の研究成
果を結びつけていきたい．
次は当学科教員から寄せられた点検評価に関する総括的な関連内容であり，ここに記述したい．（1）教育において
の目標達成度は極めて低い．教えることの難しさを痛感している．（2）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，その効果が大きいことを期待したい．（3）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，個々の学生に対して , 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．（4）報告者の受け持つ病理学講座は学生にとって過度に困難な教科
であると，学生はもちろん自分自身でも感じている．わかりやすく教育できる教員がいたらぜひ交代して頂きたい．
（5）教育に関して，学生のフィードバックを生かした講義をする様に心がけた．今後も学生がどのような点を不明に
思っているかを把握して行いたい．研究に関しては学会発表を 2 回，ポスター発表を 1 件と精力的に活動した．
（6）
全体としては教育に十分な時間を費やした．特に国家試験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
に努力した．残念ながら合格率向上には至らなかったが，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
の確保にも努め，研究成果も挙げられるよう心掛けたい．（7）平成 24 年度も当学科の診療情報管理士病院実習が実
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 24 年 2 月の認定試験では合格者を出
すことができなかったが，平成 25 年 2 月の認定試験では 2 名の合格者がでた．平成 25 年度入学生より診療情報管
理士の養成は中止されることになったが，平成 28 年 3 月までは養成が継続されるので，学生への十分な周知や配慮
が必要であると考えている．
（8）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．
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3．医用生体工学科
1．構成員
石井郁夫（ISHII, Ikuo）
：教授：学科長：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：医用光学，レギュラトリーサイエンス：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
若山俊隆（WAKAYAMA, Toshitaka）
：准教授：オプトメカトロニクス，応用光学：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
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
駒形英樹（KOMAGATA, Hideki）
：講師：情報工学，医用画像処理：博士
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
脇田政嘉（WAKITA, Masayoshi）
：講師：生化学，生物物理：指導教員（大学院）：博士
川邉

学（MANABU，Kawabe）: 助教：修士

三輪泰之（MIWA，Yasuyuki）
：助教

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．昨年度から新カリキュラムへの移行が始まり，今年度は 1，2 年生は新カリキュラム，3,4
年生は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，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．新カリ
キュラムで実験・実習が開始される，留年者の履修には特に配慮が必要になると思われる．
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．新カリキュラムでは旧カリキュラムで必
修であった科目の一部を選択必修とした．該当科目の単位を修得せずに進級した学生の学習状況を把握することを目
標の一つとした．
工学系専門基礎科目では，工学系基礎科目から進展した分野を基盤とし，医用機器類の機能を原理から理解する素
養を身につけることを目標とした．実習・実験では講義内容の補完と理解を深め，実用に供するに足るレベルにまで
知識の質を高めることを目標とした．
医学系科目では，生体内の現象を理解するための生化学の知識，疾患の病態や生体の正常な構造や機能に関する基
礎の修得を目標とした．
臨床工学系科目では，チーム医療に貢献しうる人材の育成を目指し，工学系基礎科目の臨床工学の関与とその最先
端の現状についての認識を深め，さらに将来の実務のための基礎知識の定着を目標とした．臨床工学系の実習は，本
学科の性質上，極めて重要な位置づけとなる科目群である．臨床工学技士が使用する機器類を操作して実務に備えた
経験を積むことが目的であるが，単なる手順の記憶ではなく，機器類の動作原理・構造，生体の構造と患者の病態や
安全性等を考え合わせて，各操作とその手順の必然性を理解することを目標とした．
1 年次に開講した演習科目，生体工学総合演習Ⅰ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．2 年次では同じ意図で設けられた生体工学総合演習Ⅱが初めて実施
された．2 年次のみならず 1 年次に学習した内容も含めて知識の定着を目指した．
3・4 年次は従来の旧カリキュラムを実施した．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
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で学習してきた医用生体工学・臨床工学に関する事項全域を扱う総合的演習科目である．学生は 2 〜 3 名の小グルー
プに分かれ，各グループに担当教員が配置されて個人指導を中心に演習を行った．医用生体工学・臨床工学に関連す
る課題に自主的に取り組み，卒業研究への橋渡しとて，問題発見能力，解決能力，知識の収集・適用に関する能力を
育成するとともに国家試験を視野に入れ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を実施した．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．
なお，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．就職活動支援として外部講師による面接試験指導も実施した．
《生体医工学（大学院）
》
生体医工学（大学院）は，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，レーザー医工学，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≫
基礎講義科目（新カリキュラム）
：
数学Ⅰ A・14 時間（中島）
，数学Ⅰ B・14 時間（中島），数学Ⅰ演習・28 時間（中島，下岡，若山），数学Ⅱ A・
14 時間（下岡）
，数学Ⅱ B・14 時間（下岡）
，数学Ⅱ演習・28 時間（下岡，若山），数学Ⅲ A・14 時間（下岡）
，数
学Ⅲ B・14 時間（下岡）
，基礎統計学・28 時間（脇田），
専門基礎講義科目（新カリキュラム）
：
力学・28 時間（若山，戸井田，脇田）
，力学演習・28 時間（若山，戸井田，脇田），電磁気学・30 時間（石井，戸井田，
駒形）
，電磁気学演習・30 時間（石井，戸井田，駒形），電気回路・28 時間（宮本，駒形），電気回路演習・28 時間（宮本，
加藤，駒形）
，情報と計算機・28 時間（中島）
，電子工学・28 時間（加藤，駒形），電子工学演習・28 時間（加藤，駒形）
，
通信工学・28 時間（小林）
，計算機アーキテクチャ・28 時間（小林），機械工学・30 時間（若山），機械工学演習・
30 時間（若山，下岡）
，人体の構造と機能Ⅰ , Ⅱ・56 時間（田邊，村田），生物化学・30 時間（脇田），細胞生物学・
15 時間（田邊，村田，脇田）
，
専門講義科目（新カリキュラム）
：
センサ・計測工学・28 時間（戸井田）
，生体計測機器・28 時間（宮本），医用音響工学・28 時間（田邊），診断治療
システム・30 時間（奥村）
，生体情報モニタリング・30 時間（加納）
ヒトの病気Ⅰ・28 時間（大野，田邊，辻，菊池，小山），ヒトの病気Ⅱ・30 時間（大野，田邊，辻，西岡），臨床
工学概論・60 時間（加納，見目，山下，奥村，三輪，川邊），代謝機能代行機器・30 時間（山下），循環機能代行機
器・28 時間（見目）
，呼吸機能代行機器・30 時間（山下），医用機器安全管理学Ⅰ・28 時間（加納），医用機器安全
管理学Ⅱ・30 時間（加納）
，専門講義科目（旧カリキュラム：新カリキュラム科目に振り替えたものを除く）
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（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），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），臨床
医学各論Ⅲ・30 時間（大野，田邊，辻，西岡）
，
778

医用生体工学科

工学系専門実習，実験科目：
情報リテラシー実習・26 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）
，プログラミング実習・56 時間（小林，中島，駒形）
工学系専門実習，実験科目：
（旧カリキュラム留年生対象）：
応用エレクトロニクス実験・78 時間（小林，下岡，戸井田，若山），
臨床工学系実習科目：
（新カリキュラム）
機能代行機器実習Ⅰ・56 時間（山下，奥村，三輪，川邊），機能代行機器実習Ⅱ・56 時間（見目，奥村），医用機
器安全管理学実習・56 時間（加納，奥村，三輪，川邊），臨床実習・10 週（加納，見目，山下，奥村，三輪，川邊）
臨床工学系実習科目：
（旧カリキュラム）
機能代行機器実習Ⅰ・56 時間（見目，奥村）
，医用機器安全管理学実習・56 時間（加納，奥村，三輪，川邊）
，
総合演習・実習科目：
（新カリキュラム）
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），生体工学総合演習Ⅱ・28 時間（下
岡，宮本，田邊，若山，奥村，加藤，中島，脇田，駒形，三輪，川邊）
総合演習・実習科目：
（旧カリキュラム）
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（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
臨床工学系の実習では，新カリキュラムと旧カリキュラムの実習を別途行わざるを得ず，教員にとっては過密なス
ケジュールとなったが支障なく実施された．また，旧カリキュラムの応用エレクトロニクス実験は昨年度で終了する
はずであったが，不合格者が出たためスケジュール外で変則的に実施せざるをえなくなった．スケジュール調整に手
間取ったが，特に混乱も無く実施できた．その他科目は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．4 年次の臨床実習，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．しかし選択科目である国家試験対策演習科目については欠席する者が多く，当然指導はしたが出席数不足とな
るものが例年より多数出る結果となった．3 年次では全員が 4 年次へ進級となったが，成績が限度ぎりぎりの学生が
数名おり，例年通りの達成度と考えられる．上述のように 2 年次からは新カリキュラムである．2 年生は昨年度，新
科目の総合演習Ⅰを合格してきた者である．今年度は全員が 3 年次に進級となり，2 年次の学生には先例がないがま
ずは満足できる達成度だと考えられる．1 年次においては留年するものが 1 名となり，昨年度の 3 名からは減少した．
しかし他にも 2 〜 3 名，基礎学力の不足が懸念されるものがおり，昨年度並みの達成度と考えられる．全体として
は概ね例年通りの達成度であるといえる．
《生体医工学（大学院）
》
1 年時の修士は，2 名であり，講義の履修は計画通り遂行された．また，2 年次の修士は，社会人学生 2 名であり，
長期履修生として履修していたが，1 年時に講義はすべて履修を終え，2 年時においても生体医工学演習および特別
研究において，
非常に研究を順調に履行することができた．このことから，通常の 2 年履修に変更し，修士論文発表会，
修士論文審査を経て学位（修士）を取得，修了した．以上から今年度は目標を以上の達成度であった．
2-4．自己評価と次年度計画
国家試験の結果，今年度は合格率が 77.8% で全国平均の 75.3% をかろうじて上回ることができたものの，初めて
80% を割り込むこととなった．原因の一つは昨年度と同様に既卒者の問題である．今年度は 5 名の既卒者が受験し，
1 名しか合格しなかった．連絡も取れない状態の者も多く，卒後教育といえる話でもないので，こちらからのアプ
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ローチは難しい．今年度の合格率低迷の大きな問題は，これまで高率を保持してきた在学者で 6 名の不合格者を出し，
新卒合格率が 85% となったことである．このうち留年経験者は 2 名で，留年を経験してこなかった者で 4 名もの不
合格を出したことはこれまでに無かった．ただし，この結果が予想外ということではなく，模擬試験等で成績が上がっ
てこない者は早くから把握はしていた．しかし，上述のように国家試験対策演習に出席してこないなど，いくら指導
をしても手ごたえのない者の多くが不合格となった．次年度は，今年度の事例という強力なエビデンスを利用し，受
験に対する意識を早くから高めていくよう指導する．
新カリキュラム実施の目的の一つとして，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ために，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ている．今年度は 1 年次および 2 年次に演習を実施した．上述
のように 2 年生は 1 年次の総合演習Ⅰを合格した者たちである．総合演習Ⅱの演習時間中はやはり前年度の内容を
かなり忘却していることが把握できた．試験の時点では再試験受験者が数名出たものの全員が合格し，留年者なしと
なった．成績自体はあまり良くはないが，改めてポテンシャルは確認できたと思われる．総合演習は学生の評価，指
導に有用な科目と成り得ると評価できる．次年度は 3 年生に対する総合演習Ⅲを通年で実施する．前半は学科で受
験を推奨している第 2 種 ME 技術実力検定試験の内容を中心に，後半は国家試験の全範囲の内容を扱い，進級判定
にも利用する予定である．
次年度は 3 年次が初めて新カリキュラムが適用される．3 年次の前期は臨床工学系の実習 2 科目と基礎工学系の
実験 1 科目があり，学生にとってはかなりの負荷になると予想される．実習・実験内容を厳選し，負荷をコントロー
ルして実施したい．後期は臨床実習であるが，旧カリキュラムの 4 年次前期に臨床実習が実施されるので，通年で
実施されることになる．病院にはご迷惑をおかけすることになるが，移行期という事情に鑑み，ご了承をお願いいた
したい．
年来の課題の一つとして留年者の割合が高いことがあった．今年度は，全学年で新たな留年者は 1 名のみとなり，
各教員の努力によって改善されたことは評価できる．しかし各学年の「留年候補者」は少なくはなく，特に留年経験
者の学業に取り組む姿勢を改善するに至っていないことは懸念される．次年度も成績下位者の動向には注意したい．
新旧カリキュラムの移行に伴い，スケジュールの過密化や複雑化により教員の負荷は明らかに増している．大きな
混乱もなく，乗り切って来られたことは評価に値する．次年度も新カリキュラムの成果の分析・検証を行いつつ，国
家試験合格の回復を最大目標として，4 年次の学生への受験対策をさらに重視して取り組みたい．
《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，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ている．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）奥行カメラを使用したベッドからの転落防止システムの研究（石井，駒形）
（2）定量的病理診断を可能とする病理画像認識技術の研究（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）
（小林，加藤，駒形）
（3）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）
）

（4）ストレス計測技術に関する評価実験法の検討（小林，加藤，（一財）機械システム振興協会

受託研究）

（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）表在性血管の分光画像 3D 解析による分光画像への深度情報付与の可能性検証（戸井田，H24 年度保健医療
学部プロジェクト研究）
（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）
780

医用生体工学科

（8）レーザー光照射による担癌マウスに及ぼす抗腫瘍効果の検証とメカニズムの探索
（戸井田，継続研究）
（9）光線力学的細胞膜酸化による多剤排出トランスポーターの機能破壊（宮本，文部科学省科学研究費補助金：
挑戦的萌芽研究）
（10）筋管細胞束の作製に関する基礎的検討 （脇田，田邊，宮本

平成 24 年度保健医療学部プロジェクト研究）

（11）医療機器規制における承認審査，品質管理システム及び信頼性調査の適切な役割分担について（宮本 , 厚生労
働科学研究特別研究事業）
（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）超広帯域アクロマティック軸対称波長板の開発（若山，独立行政法人
支援プログラム

科学技術振興機構研究成果最適展開

Ａ -STEP 探索化タイプ）

（14）1 時間以内で手術完了できる人工関節手術ナビゲーションシステムの臨床用試作の開発（若山，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）

（15）光線力学的治療（ＰＤＴ）における一重項酸素の生成の基礎的研究（田邊）
（16）ラット皮膚刺激による発毛過程の研究（田邊）
（17）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）
）
（18）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）
（19）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）
（20）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）
（21）体動感知センサを利用した血液透析中抜針事故防止システムの研究（加納 , 川邉

平成 24 年度

株式会社山

恵との共同研究）
（22）電磁界シミュレーション技術を利用した携帯電話基地局アンテナ増設による電波環境改善の評価（加納 , 川邉
平成 24 年度

大成建設株式会社との共同研究）

（23）持続的血液浄化装置の遠隔モニタリングシステムの構築（川邉 , 加納

平成 24 年度

保健医療学部プロジェ

クト研究）
（24）人工心肺における溶存ガス発泡現象惹起の実験的研究（見目，平成 24 年度保健医療学部プロジェクト研究）
（25）IABP トレーニング用動脈循環回路の作成（三輪，川邉）
（26）3 次元病理画像を用いた診断支援方法の検討（駒形，加藤，平成 24 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）ベッドからの転落は医療事故の中でも多くの割合を占めている．そこで，奥行カメラをベッドの天井に設置し，
行動検知および予測を行い，ベッドからの転落を未然に防ぐシステムの構築を目指している．（達成度 10％）
（2）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精度を改良し，検証を行った．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病理画像に適した新たな圧縮符号化方式を提案，検証を行った．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％）
（3）3D 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．インタラクティブ映像における操作者の
動作と映像との関係を明らかにし，操作による映像酔いの影響を実験により明らかにした．（学会発表
件

海外 1 件）達成率

国内 2

100％

（4）日常におけるストレスを測定し，ストレス疾患の予防を目指す研究を進めている．今年度は，視覚的な作業
の刺激を加えることで自律神経活動を誘発することで得られた生体信号揺らぎによる計測法の基礎実験を行い，
視覚探索課題や迷路課題で主観的ストレス評価と相関のある生体指標（心拍，瞳孔）を実験的に示すことができ
た．達成度

100％

（5）映像酔いの定量的評価手法を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．実際のドー
ム筐体における映像酔い低減にむけた画面を用いて評価を行いい，その有効性の有無を検証した．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）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，より深層血管を対象とするため近赤外域への拡張を行った．（達成
度 100％）
（7）測定実験系内のダブルモノクロメーターについて，内部光学系の再設計と改良および光学部品の交換を行った．
（達成度 80％）
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（8）CO レーザー光照射による抗腫瘍効果のメカ二ズムを明らかにするため，レーザー照射群と温熱加温群との
比較を行い，両群間で腫瘍成長率および IL12 産生タイミングに有意な差があることを明らかにした．（達成度
90％）
（9）シスプラチンおよびパクリタキセルに対して耐性を有する HeLa 細胞を，それぞれの抗がん剤の濃度を段階的
に上昇させる Takara らの方法にしたがって確立した．抗がん剤に対する耐性評価は XTT assay によって増殖阻
害曲線を作成，その 50% 増殖阻害率（IC50）を通常培養された HeLa 細胞と比較することで行った．その結果，
シスプラチン耐性 HeLa 細胞の IC50 は，通常培養された HeLa 細胞のそれの 2.1 倍以上の濃度を，またパクリ
タキセル耐性 HeLa 細胞の IC50 は，10.2 倍以上の濃度を示し，Takara らの確立した各耐性 HeLa 細胞と同等の
耐性を獲得していることを確認した．
（達成度 80%）．
（10）筋芽細胞から筋管細胞に分化させたとき，その試料には未分化の筋芽細胞と筋管細胞が混じっている．そこで，
筋芽細胞と筋管細胞との分離を試みた．その結果，完全分離には至っていないが，ある程度の分離に成功した．
（達
成度 90%）
（11）本研究では，次期国会にて改正が予定される薬事法を念頭に置きつつ，承認審査，信頼性調査，QMS 調査業
務の現状について明確にし，国内外の医療機器メーカーへの実地視察，海外第三者認証機関への調査に加え，都
道府県薬事担当者を対象とした質問肢調査を行い，当該業務の実態について確認した．また，それらの情報を踏
まえ，医療機器産業界の担当者，薬事行政担当者，第三者認証機関，審査機関の経験者等，実務経験者を中心と
した研究班を構成し，業務の役割分担，関連性について議論し，承認審査をより科学的に行い，かつ合理的・効
率的に行うことを可能にするために必要な方策を提言した．（達成度 100%）．
（12）光ファイバと半導体レーザーおよび円錐ミラーから構成された光ファイバー・リングビーム素子を開発した．
この素子とリジッドスコープと組み合わせ直径 5mm の三次元形状計測用コンパクトプローブカメラを開発し，
その基礎特性を評価した．開発したプローブカメラによって従来では測定困難であった細径孔の内面形状を高精
度に計測することを実現した．これに加えて，リングビーム素子と可変焦点レンズを組み合わせた可変焦点型リ
ングビーム素子を開発した．この素子を用いれば，同軸での内面形状計測を達成できることを明らかにした．
（達
成度：95%）
（13）軸対称の偏光分布を有するレーザービームを生成できる軸対称波長板を開発した．この素子はフレネル反射
を利用しているため，波長依存性が存在しない．この素子を試作し，ミュラー行列偏光計によって評価した．さ
らに，この研究を進める過程で，本素子を用いた縦電場発生の可能性を調査した．数値計算と基礎実験から縦電
場発生のために必要なラジアル偏光を，開発した軸対称波長板を用いて発生させることを証明した．（達成度：
90%）
（14）1 時間以内で手術完了できる人工関節手術ナビゲーションシステムの臨床用試作の開発を（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ーの 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 1 軸の磁気センサーと内面形状測定器からなる 3 Ｄセンサーを開発した．このセンサーによって股関節
臼蓋の形状を 10sec 以内に 1mm 以内の精度で計測することを達成した．（達成度：95%）
（15）ポルフィリン溶液にレーザー光を照射し，一重項酸素の生成を in vitoro で証明し，さらにポルフィリンをラッ
トに注射し，各臓器での蛍光を分光器にて測定した．（達成度

60％）

（16）ラットに酢酸を注射し，その後の発毛状態を観察した．さらに，ラット皮膚にレーザー光（Nd:YAG レーザー）
を照射し，発毛過程に与える影響を観察した．（達成度

70％）

（17）今年度は前年度までに問題となった「画像データを取得するための方法改善」と「画像取得以外の方法の考案」
を行った．自動的に顔位置にのみモザイクをかけた画像を保存するシステムの試作，距離画像を用いた動作識別
の検討，近赤外画像による心電図と関連のあるデータ抽出の検討を行った．認識・識別精度の点で改良の必要は
あるものの，病態判断や病態と関連のある睡眠の質の判断などに利用できる可能性が示された．（達成度 80％）
（18）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 65%）
（19）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%）
（20）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
ムを開発することが目標に研究を遂行している．（達成度 50%）
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（21）血液透析中の抜針につながる患者の危険な動作をいち早く感知し，抜針事故が発生する前に，患者自身もし
くは医療スタッフに知らせるシステムを開発した．本システムが製品化されれば，透析治療における安全確保に
大いに寄与するものと考える．
（達成度：90％）
（22）病院内電波環境改善のための基地局増設工事後の評価を，電磁界シミュレーション技術を用いて得られた電
磁界分布計算結果と実測結果との比較で行い，その有用性について検討を行った．（達成度：90％）
（23）集中治療室で施行される持続的血液浄化の安全性の向上のため持続的血液浄化装置の遠隔モニタリングシス
テムの構築をおこなった．システムの構築を行うことでトラブル時におけるスタッフの対応が早まった．（達成
度

90％）

（24）人工心肺を施行された患者に対し見える形での異常所見が現れない為，これまで術後脳機能のチェック等で
の検討は殆ど行われてこなかった．近年に至りμバブル検出機器等の測定装置が登場した事で，この辺りの領域
に注目する流れが生じてきた．そこで今回の研究では臨床の灌流条件で気体溶存ガスの発泡の有無を確認する事
にある．併せてこれまでの人工心肺操作理論で復温の際の最大温度格差が 10℃以内と語られてきたが，この温
度格差の妥当性をμバブル検出機器を用いて検証した．その結果，温度差が 10℃では溶存ガス発泡現象が惹起
され，温度差が 5℃以内では同現象が惹起されない事が明らかになった．

（達成度 85%）

（25）IABP トレーニング用動脈循環回路の作成（三輪，川邉）ウレタンとシリコーンによる粘弾性を有した模擬動
脈血管を作成．今後は補助人工心臓による運用で血管径および血管長を再考し，IABP トレーニングに適した循
環回路を作成する．
（達成度 60%）
（26）本研究では，従来困難であった病理形態の 3 次元構造の可視化を行い，それを用いた新たな病理診断支援方
法の検討を目的とする．現在までに肝臓および膵臓のマルチスライス画像の作製と位置補正処理を行い，3 次元
描画ソフトで可視化を行った．特定領域の選択・分離，および，診断支援方法の検討が今後の課題である．
（達
成度 50％）
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，非常に厳しい．学期期間中に収まらず，夏季休暇期間中も指導に充てることが
常態となりつつある．
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傾向がより鮮明になってき
ている．その結果，論文等，業績としてカウントできる成果は減少傾向が続いる．望ましい状態ではないが，研究は
大学院が主体となるべきでもある．次年度は教育と研究のバランスを再考したい．
《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．電波の医療機器等への影響に関する調査の有識者会議委員（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，医療機器学（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）
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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
13．T.Wakayama，Optical Engineering，Reviewer
14．若山俊隆，精密工学会誌，査読委員
15．若山俊隆，精密工学会（精密工学会誌・会誌編集委員）
16．M.Wakita，Photodiagnosis and Photodynamic Therapy，Reviewer
17．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（理事）
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，日本集中治療医学会（臨床工学理事）
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）（評議員）
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（代議員，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小林直樹 , 濱田雅美 , " 時系列生体信号の主成分分析を用いたインタラクティブ映像における映像酔い定量化 ",
生体医工学 ,51（1）,17-23（2013）
② Toshitaka Wakayama, Kazuki Komaki, Yukitoshi Otani, Toru Yoshizawa, “Achromatic axially symmetric wave
plate," Optics Express, Vol.20, pp.29260-29265（2012）.
③ Toshitaka Wakayama, Kizuku Machi, Toru Yoshizawa,“Small size probe for inner proﬁle measurement of pipes
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using optical ﬁber ring beam device,"Proc.SPIE, Vol.8563, pp.85640L-1~85640L-7（2012）.
④ Toshitaka Wakayama, Yukitoshi Otani, Toru Yoshizawa,“An interferometric observation of topological eﬀect by
novel axially symmetrical wave plate,"Proc.SPIE, Vol. 8493, 849306-1~849306-8（2012）.
⑤ Kazuma Shinoda, Naoki Kobayashi, Ayako Katoh, Hideki Komagata, Yuri Murakami, Masahiro Yamaguchi,
Tokiya Abe, Akinori Hashiguchi, Michiie Sakamoto: An eﬀective ROI coding suited for computer-aided diagnosis
in telepathology, in Proc. of International Workshop on Advanced Image Technology（IWAIT）, pp. 488-493,
Nagoya, Japan, Jan. 2013
⑥木竜

徹，小林直樹，飯島敦彦 " 解説：映像酔い ", 電子情報通信学会誌 , 96（1）, 36-40（2013）

⑦小林直樹 , 坂元亨宇 , 橋口明典 , 山口雅浩 , 長橋 宏 , 齋藤 彰 , " 講座：

病理画像における画像処理技術の役割

−定量的病理診断に向けての取組み− ", 画像電子学会誌 , 42（2）, 267-272（2013）
⑧伸展刺激が与える筋芽細胞への影響：加藤幸恵，岡田ひとみ，樋口怜士，田邊一郎，脇田政嘉：第 5 回

智の

シンポジウム論文集，65-66，2012
⑨ Ayako Katoh, Emi Shimada, Naoki Kobayashi, Hideki Komagata, Fumikazu Kimura, Masahiro Yamaguchi, Tokiya
Abe, Akinori Hashiguchi, Michiie Sakamoto, "Algorithm that uses self-organizing map and morphological features
to extract hepatic fat droplets", Proc. IEVC2012, 2P-6（2012）
⑩ Hideki Komagata, Naoki Kobayashi, Ayako Katoh, Yasuka Ohnuki, Kazuma

Shinoda, Masahiro Ishikawa,

Masahiro Yamaguchi, Tokiya Abe, Akinori Hashiguchi, Michiie Sakamoto, "An algorithm to evaluate the number
of trabecular cell layers using nucleus arrangement applied to hepatocellular carcinoma ", Proc. SPIE Medical
Imaging, 8676-21（2013）
【総数：論文

6 件，学会発表

30 件】

クリニカルエンジニアリング系
①加納

隆編著：病院関係者のための電気設備ガイドブック

日本医療福祉設備協会

2012 年 10 月 1 日発行
（著

書・分担執筆）
② Manabu Kawabe, Yasuyuki Miwa, Takahiro Okumura, Yoshihisa Yamashita, Kyoichi Kenmoku, Takashi Kano：
Development of IABP trigger system using a wireless sensor．World Congress on Medical Physics and
Biomedical Engineering, IFMBE Proceedings 39, pp. 770-772, 2012.
③ Yasuyuki Miwa, Manabu Kawabe, Takahiro Okumura, Yoshihisa Yamashita, Kyoichi Kenmoku, （Takashi Kano）
：
EFFECTIVENESS OF THE VND PREVENTION DEVICE USING MAGNETS．World Congress on Medical Physics and
Biomedical Engineering, IFMBE Proceedings 39, pp. 758-761, 2012.
④土屋 陽平 , 塚本 功 , 川邉 学 , 村杉 浩 , 渡辺 裕輔 , 鈴木 洋通 , 加納 隆： 持続的血液浄化用装置の遠隔モニタリン
グシステムの構築 , 医療情報学 32（Suppl.）,2012
⑤細部一貴，見目恭一，奥村高広；人工心肺における溶存ガス発泡現象の実験的研究

Clinical Engineering Vol.24

No.7 710-711 2013
⑤塚本功，村杉浩，土屋陽平，山下芳久，高根裕史，鈴木洋通：持続的腎機能代替療法における安全かつ長時間使
用できる血液回路の検討，日本急性血液浄化学会雑誌，Vol.3，No.1，8-13，2012
⑥山下芳久：透析装置の現状と未来，臨床透析 Vol.28，No6，7-12，2012
⑦山下芳久：水質基準ガイドライン，臨床透析 6 月増刊号ガイドラインを日常診療にどう生かすか，Vol.28，
No7，245-253，2012
⑧山下芳久：多目的血液浄化装置，日本急性血液浄化学会標準マニュアル，135-143，2013
⑨奥村高広，横谷

翔，見目恭一：陰圧補助脱血法がローラーポンプ吐出特性に及ぼす影響の検証．体外循環技術

39 巻 2 号 126-131

2012

⑩奥村高広，佐伯将城，見目恭一：陰圧補助閉鎖式体外循環システムの開発．体外循環技術

39 巻 4 号 432-439,

2012
【総数：論文

14 件，学会発表

49 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．1817 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）H24 年度 65 万円
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3．小林直樹（研究代表）
，加藤綾子（委員）「ストレス計測技術に関する評価実験法の検討」（一財）機械システ
ム振興協会

受託研究

200 万円

4．宮本裕一（研究代表）
，文部科学省科学研究費補助金

挑戦的萌芽研究「光線力学的細胞膜酸化による多剤排出

トランスポーターの機能破壊」
，研究期間：平成 24 年度〜 25 年度，平成 24 年度直接経費：110 万円．
5．宮本裕一
（研究分担）
, 厚生労働科学研究費補助金

厚生労働科学特別研究事業「医療機器規制における承認審査，

品質管理システム及び信頼性調査の適切な役割分担について」, 研究期間：平成 24 年度 , 平成 24 年度直接経費：
640 万円（研究代表者一括計上）
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）
）

140 万円
7．若山俊隆（研究代表）
，超広帯域アクロマティック軸対称波長板の開発（若山，独立行政法人
機構 研究成果最適展開支援プログラム

Ａ -STEP 探索化タイプ） :

科学技術振興

170 万円

8．若山俊隆
（研究代表）
，
1 時間以内で手術完了できる人工関節手術ナビゲーションシステムの臨床用試作の開発
（若
山，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） :104

万円
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）
6-3．受賞
1．若山 俊隆，ベストプレゼンテーション賞（精密工学会）2013.3
2．篠田 一馬，小林 直樹，加藤 綾子，駒形 英樹，村上 百合，山口 雅浩 , ベストポスター賞 （PCSJ/IMPS 2012）
2012 年 10 月
6-4．特許，実用新案
1．若山俊隆 , 形状計測装置，特願 2013-026271（2013.02.14）
2．若山俊隆，吉澤徹，鬼頭縁，清徳則雄，半田隆志，関節置換術用ナビゲーション装置，そのプログラム，手術
支援装置，特願 2012-178914（2012.08.10）
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 24 年度は，第 4 期生が中心で国家試験受験，卒業を迎えた．上述したが，国家試験の合格率は新卒で 85%
という結果となった．既卒では 1 期生 4 名が再ないし再々受験し，全員が不合格という結果で，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．一方，新卒の中で留年経験者 5 名中 3 名が合格したことは，低成
績層に対するカリキュラム内外での学力底上げの手当が機能したものと評価できる．ストレートで進級してきた新卒
者で 4 名の不合格者を出してしまった点が反省材料である．上述のように校内模擬試験等から年内の時点で予想し
ていた結果をやや上回ったというところで，想定内とはいえる．その意味で国家試験合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．結果的に指導不足ということになろうが，教員側が危機感を持っていても「勉
強しなくてはならないことは分っているが，やるきになれない」という者に対処する方法は今の時点では見当たらな
い．今年度の結果を逆用して，意識の低い学生に危機意識を持たせうるかどうかが次年度の成果を左右すると思われ
る．
新カリキュラムは 2 年次が終了した．新カリキュラムでの留年生は 2 年で 4 名となった．総合演習による進級判
定システムは今のところ順調に機能しており，学力不足の学生を把握することにかけては特に有用である．しかし演
習中に低得点をとっても，それを改善しようとする意識のある者はほとんど見られないのが実情である．また，昨年
度留年した者はかろうじて進級はしたものの成績，学習態度ともに大きな変化はみられていない．留年生の学力の底
上げも学生の意識が大きく影響する領域であるが，これも課題として残されている．
既卒の国家試験不合格者，留年者，成績不良者は，入学当初から低学力が問題となっている者が大部分を占める．
カリキュラム外の国家試験対策や夏季休暇中の補講等，教員側は相当の時間とエネルギーを注ぎ込んでいる点は評価
されて然るべきである．しかし，その成果は限定的といわざるを得ない．何とか受験者を増加させて選別し，入学生
の質を向上できないと現在の厳しい状況は改善できないとものと思われる．
工業専門学校の卒業者を主たる対象とした編入学制度の 2 年目を実施した．受験生は 1 名で，工業系でなく医療
系の受験洗車であった．残念ながら不合格となり，編入制度は現在のところ有効に機能していないことは残念である．
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
状況はさらに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．
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本学科の場合，教員全般のことであるが特に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り，本学科でも実績が減りつつある．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：学位論文指導教員（大学院）：理学療法教育学：博士
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）
：教授：代表指導教員（大学院）：筋骨格理学療法学：博士
小島龍平（KOJIMA, Ryuhei）
：教授：指導教員（大学院）：解剖学：博士
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
：教授：指導教員（大学院）：神経理学療法学：博士
藤田博暁（FUJITA, Hiroaki）
：教授：指導教員（大学院）：循環器理学療法学：博士
福田敏幸（FUKUDA, Toshiyuki）
：准教授：理学療法評価学：博士
乙戸崇寛（OTSUDO, Takahiro）
：講師：指導教員（大学院）：筋骨格理学療法学：博士
神子嶋誠（KAMIKOJIMA, Makoto）
：講師：発達障害理学療法学：修士
國澤佳恵（KUNISAWA, Yoshie）
：講師：神経理学療法学：修士
澤田

豊（SAWADA, Yutaka）
：講師：筋骨格理学療法学：修士

時田幸之輔（TOKITA, Konosuke）
：講師：指導教員（大学院）：肉眼解剖学：博士
細井俊希（HOSOI, Toshiki）
：講師：地域理学療法学：博士
西岡亮治（NISHIOKA, Ryoji）
：講師：内科・神経内科学
新井智之（ARAI, Tomoyuki）
：助教：大学院教員（大学院）：博士
大久保雄（OKUBO, Yu）
：助教：学位論文指導教員（大学院）：博士
小関要作（KOSEKI, Yosaku）
：助教：
丸谷康平（Maruya, Kohei）
：助手
（大学院生：修士課程）
柴田弘樹，杉山真一，田村慧介，増井義哲，森田泰裕，柳
旭

英利（以上，M2）

竜馬，姉帯飛高，小林大祐，髙野敬士，永井秀幸，丸谷康平（以上，M1）

2．教育
2-1．目的･目標
（学部教育）
理学療法学科は，平成 19 年 4 月に学部に昇格し，平成 25 年 3 月には理学療法学科 3 期生を輩出した．平成 24
年度を振り返ると，4 年次生は前期 4 月から 8 週間の臨床実習を 2 回行い理学療法士となるための基本的業務の習
得を体験することができた . さらに後期には，地域理学療法学など幾つかの必修科目と選択科目を行いながらゼミご
とに卒業研究をまとめ，12 月には 3 年生を交えて発表会を行うことができた．そして，平成 25 年 2 月 24 日（日）
に実施される国家試験受験に向けた受験対策では，100％合格を目標とした．年明けの 1，2 月には寝食を忘れて学
習に励み，担任・副担任を中心とし，多くの関連教員が理学療法士国家試験対策用の補講なども含め，支援を行なった．
その結果，3 月 31 日国家試験合格発表では，46 名受験し 41 名の合格で 89.1%（全国平均 88.7%）となり，全員合
格とはならなかなかったが，全国平均を超える結果を残した．4 年間の理学療法士養成教育と国家試験対策を通して，
医療の高度化および多様化，社会の少子高齢化に対応した健康維持増進に対する国民の関心や期待に対応し，保健・
医療・福祉の分野で貢献できる理学療法士として基礎的な知識と技術を備えることができた．卒業した本学 3 期生
46 名中，国家試験合格者 41 名の就職については 100％であった．不合格者 5 名についてもパート・アルバイトな
どとして就職し，平成 25 年度国家試験に再チャレンジすることを確認した．これに加えて，当学科では平成 25 年
度 4 年生担任・副担任を中心に不合格者に対する模擬試験や国家試験対策の案内やサポート等を通して，教育的フォ
ローも引続き行うことを確認した．
以下 3 年次生，2 年次生，1 年次生についての教育については，平成 19 年度の開設から行なってきた教育目的，
目標を引続き充実・発展させていき，最終的には 4 年次の理学療法士国家試験の全員合格という目標をクリアし，
社会に貢献できるより良い医療人を育成することである．
（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
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を育成することを教育目標とする．
2-2．教育内容（担当者）
（学部教育）
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，國澤，新井）
，情報科学演習（高橋，有田，本多），心理学（佐藤），英語Ⅰ（間山，塚田），英語Ⅱ（川島）
，
ドイツ語（市岡）
，社会学（川田）
，哲学（堀内），スポーツ科学（永沼）
【専門基礎分野】人体の構造と機能Ⅰ演習（小島，時田，有田，鈴木），人体の構造と機能Ⅱ演習（小島，穐田，鈴木，
有田）
，基礎運動学（福田，細井）
，人間発達学（神子嶋，佐藤 , 松山），栄養学（奥崎），医療の基本Ⅰ（大野，西岡）
，
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，福田，新井），理学療法体験実習（福田，新井，他），基礎理学療法学演習（小
島，時田）
，理学療法学基礎実習（福田，新井，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】人体の構造と機能実習（構造系）（小島，時田），人体の構造と機能実習（機能系）（鈴木，有田，有田，
内田）
，応用運動学（赤坂，乙戸，澤田，大久保），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，西岡，渡辺，辻），ヒトの病気 VI（臨床医学各論）（大野，田邊，辻，菊田，小山）
，
ヒトの病気Ⅴ（治療，循環器疾患）
（大野，田邊，西岡，鈴木，辻），ヒトの病気Ⅲ（消化器，内分泌・代謝疾患）
（大
野，田邊，西岡，辻，野口）
，骨・関節疾患総論（森），骨・関節疾患各論（森），ヒトの病気Ⅳ（神経・筋疾患Ⅱ）
（大
野，西岡）
，精神疾患（松岡，鈴木，渡邊）
，医療の基本Ⅱ（辻，有田），臨床心理学演習（庄野），公衆衛生学（野寺，
宮嶋，冨永，宮崎）
【専門分野】基礎理学療法学演習（小島，時田，澤田，細井），機能・能力診断学基礎演習（神子嶋，福田，細井，丸
谷，新井）
，機能・能力診断学応用演習（赤坂，西岡，神子嶋，乙戸，澤田，國澤，新井），日常生活活動学演習（細
井，黒川，新井，丸谷）
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，藤田，福田，澤田，新井，丸谷），ヒトの病気Ⅶ（感覚器，膠原病，救急，感染症）
（大野，西岡，辻，光武，加藤，中嶋，中村，森，大野），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，高橋，森田，山本，渡辺）
【専門分野】理学療法研究法（高倉，神子嶋，細井，澤田，新井），臨床運動学（藤田，澤田，新井，菅野），筋・骨
格系理学療法学演習（赤坂，乙戸，澤田，大久保），神経・筋系理学療法学演習（福田，國澤，小山，宮島），中枢神
経系理学療法学演習（國澤，高倉，小関）
，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，大久保）
，理学療法学総合演習（高倉，藤田，神子嶋，國澤，小関，國澤），義肢装具学演習（高倉，神子
嶋，中野）
，筋・骨格系徒手技術学演習（赤坂，乙戸，澤田，大久保），中枢神経系徒手技術学演習（藤田，小峰，國
澤）
，小児理学療法学（神子嶋，松山，赤羽）
，機能・能力診断学臨床実習（小島，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，乙戸），リハビリテーション工学（福
田）
，運動療法学（高倉，伊藤，小川）
，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，國澤，小関），地域理学療法学（藤田，細井，神子嶋，小橋，丸谷），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，新井，細井，小橋），生活環境学（黒川，細井，丸谷，
荒木）
，総合臨床実習Ⅰ（高倉，他）
，総合臨床実習Ⅱ（高倉，他），卒業研究（神子嶋，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（高倉，赤坂），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，乙戸，大久保）
，筋骨格理学療法学特論Ⅱ（下肢）（赤坂，乙戸 , 大久保），神経理学
療法学特論（高倉）
，理学療法学演習（赤坂，小島，高倉，藤田），理学療法学特別研究（赤坂，小島，高倉，藤田）
2-3．達成度
（学部教育）
平成 24 年度は 3 期生の卒業で，総勢 46 名が社会に巣立った．教育においては若手の教員が育って新たに科目担
当として学科教育の担い手としてシラバスに新鮮さが加味されることとなった．また 1 年次から 4 年次の講議，
演習，
実習などの配分調整が行われた．特に 3 年次後期の 2 年次への移動や 4 年次後期の 3 年次への移動など，全体のバ
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ランス，重要な 4 年次の卒業研究や国家試験対策などへの圧迫解消に結びついてきた．最終的には継続した国家試
験の合格 100％につながっていないため，今後さらに改善が期待された．3 月 31 日国家試験合格発表では当学科は
46 名受験し 41 名の合格で 89.1%（全国平均 88.7%）となった．
学生による授業評価も定着してきていた．更に理解が得られ，教育の充実が図られていくことが望まれた．3 年次
の後期 10 月半ばから開始される機能・能力診断学実習（通称評価実習）は，この時期をタイミングとして行われる
ことで，教育の流れとして定着してきた．また 4 年次の総合臨床実習が年度始めの 4 月から開始され，8 週間を 2
回行うことが多くの学外の臨床実習指導者のご協力ご指導のもとで有意義な臨床教育として定着してきた．学生に
とっては，この臨床実習が社会との距離を接近させて，実感を確認する大変よい機会となっている．この臨場感は貴
重な機会となり，学生の学習姿勢の変化や理学療法士となることへの自信と動機付けとなり，終了後の学生の自信と
なり，自己効力感の高揚となっていると印象づけられた．当学科の節目節目に臨床実習を配置した教育過程の発展に
向けた取組みがさらに努力を積重ね発展していくことが期待される．
（大学院教育）
平成 24 年度は，平成 23 年度に修士課程医科学専攻に入学した 6 名の大学院 2 期生はいずれも必要な単位を修得
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 6 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
（学部教育）
大学入学にはじまり，3 年次に学内教育がある程度専門基礎，専門科目がまとめあげられ，4 年次になると 4 月か
ら臨床実習地における総合臨床実習，そして，卒業研究，国家試験，就職と一気に大学生活のゴールに近づく．大学
生活の 2 つの大きなミッションの一つは，学術学問の学習により，その神髄に近づくこと，もう一つは人間という
生物が生きていく上の基本的な欲求の実現であり，即ち医療人としての基礎と臨床を学び，国家試験に合格し，就職
することである．このための仕上げの 1 年間となるよう配慮された教育過程が 4 年次である．今年度は，それぞれ
の科目の担当教員においても科目の位置づけを全体のカリキュラムの流れの中で認識を深めることになった 6 年目
であった．次年度に向けさらにより良い教育を目指すために調整や自己評価が重要であり，授業評価の結果なども参
考に柔軟な対応で今後に備えることにより，教育体制をより充実したものに近づけるために必要であることが教員に
よって認識を深めることができた．学生の学習能力の向上には現実的な課題が含まれ，それを克服していく方法が問
われた．教育上重要でもあまりにもハードルが厳しすぎたり，窮屈であったりすることは学生の潜在的な資質を引き
出し難くしていき，その結果，必要以上に困難性を招来することにもつながり，学生に課される課題，試験等は適切
な難易度を考慮すべきで，徒に難しくすることは反対に学習意欲や学問指向性を阻害することにもなり，なお一層の
検討と配慮が必要であった．
4 年次学生の授業評価は 3 年次に比べ，少しづつ自覚的なものとなって，より客観的な判断も加わった内容のもの
であると理解できた．すべての科目が次年度授業計画を立てるにあたり，学生による授業評価や教員自身の改善努力
が動機づけられる点が必要であった．この観点で継続的に行われてきている学部内ＦＤ活動が，新人向けと経験者向
けのアドバンスコースに分かれて行われ，対象者が広がり一層重要性が増していると理解された．
（大学院教育）
平成 22 年度，23 年度に引き続き，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
理学療法が関わる臨床領域は拡大している．それに伴う学問領域は広く，リハビリテーション・医学・自然科学分
野だけではなく社会科学分野も含め多岐にわたっている．その中で，個々の教員の専門を生かした研究を推進するこ
とが教育への創意工夫に繋がり，その重要性はますます増大している．研究の結果として，学術的な探索の中から新
たな知見を得ること，また研究結果を通して，障害を有した者だけではなく，広く人の健康増進や社会の維持・発展
に寄与できることが認識され，理学療法学の目標として，研究活動が重要な位置付となることが認識された．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：
① 赤坂清和，乙戸崇寛，澤田豊，大久保雄：筋骨格理学療法学，運動学，バイオメカニクス，スポーツ理学療法
② 小島龍平，福田敏幸，時田幸之輔：動物及びヒトの解剖学，機能解剖学，肉眼解剖学
③ 高倉保幸，神子嶋誠，國澤佳恵，西岡亮治，小関要作：成人及び小児における中枢神経理学療法学，保健科学
統計学，脳虚血
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④ 藤田博暁，細井俊希，新井智之，丸谷康平：高齢者の転倒予防，バランス能力，地域理学療法学
⑤ 時田幸之輔：京都大学霊長類研究所共同利用研究
⑥ 神子嶋誠：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
⑦ 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
3-3．研究内容と達成度：
① 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）の実用性と信頼性
の検討（細井俊希）
：学会発表
② 霊長類腰・仙骨神経叢の観察（時田幸之輔）：学会報告 , シンポジウム報告
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：
平成 19 年度に保健医療学部に理学療法学科が設置されてからこれまでに積み残された課題を克服するために，特
に最終学年の総合臨床実習や卒論指導，国家試験対策等の取り組みに集中する年であった．そのような中で，教員個
人としての研究および複数の教員グループによる組織的な研究プロジェクトが多く取組まれ，理学療法の専門領域に
深く関連する研究テーマが増加したことは重要な事項と評価した．また , 学生との共同研究や卒業研究指導も年々内
容が充実し，学生の学術的指向に対する刺激や適切な応答となったことも事実であり，今後も継続していく意義を見
いだせた．今後は個人およびグループの研究結果を適切に蓄積すると共に，研究マインドを持ちながら教育内容の更
なる向上に生かすように工夫する方法を模索し，確立することが本学科における重要な課題となってきた．

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
福田敏幸：比企広域介護認定審査委員
丸谷康平：日高市介護認定審査委員
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：
「理学療法科学」査読委員
赤坂清和：
「Journal of Physical Therapy Science」editorial board，reviewer,「理学療法科学」編集委員，査読委員，
「理学療法 - 臨床，研究，教育 -」編集委員，査読委員，「徒手理学療法」編集委員，査読委員，「運動療法と物理
療法」査読委員
小島龍平：
「Journal of Human Ergology」編集委員，「Journal of Human Ergology」査読
高倉保幸：
「Journal of Japanese Physical Therapy Association」査読委員，「Internet Clinical Physical Therapy」編
集委員，
「理学療法科学」査読委員，
「埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌」編集委員，
「日本リハビリテー
ション・ネットワーク研究」査読委員，
「専門リハビリテーション」査読委員，
「臨床理学療法研究」編集委員，
「理
学療法」編集委員
藤田博暁：
「理学療法科学」編集委員
福田敏幸：
「理学療法科学」査読委員
西岡亮治：American College of Physicians 日本支部 Publication Committee 委員
時田幸之輔：
「理学療法学」査読委員
乙戸崇寛：
「理学療法科学」査読委員
澤田

豊：理学療法 - 臨床，研究，教育 - 編集委員

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
【大学，大学院，その他の非常勤講師】
黒川幸雄：新潟医療福祉大学非常勤講師
赤坂清和：首都大学東京非常勤講師，国立障害者リハビリテーション学院非常勤講師
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
西岡亮治：埼玉医科大学医学部内科（神経内科・脳卒中内科）非常勤講師（兼担）
保健医療学部看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科非常勤講師
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時田幸之輔：埼玉医療福祉専門学校非常勤講師
神子嶋誠：郡山健康科学専門学校非常勤講師
【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指定規則等特別委員会委員，全国大学理学療法学教育学会理事，理学療法科学学会
監事，私立大学病院理学療法研究会理事
赤坂清和：理学療法科学学会理事，評議員，日本徒手理学療法学会監事，評議員，日本運動器科学学会評議員，埼
玉県理学療法士会理事，埼玉県理学療法学会評議員，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
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
藤田博暁：理学療法科学学会理事，評議員
福田敏幸：理学療法科学学会評議委員
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員，日本徒手理学療法学会評議員
細井俊希：埼玉県理学療法士会理事，埼玉県理学療法学会評議員長，第 57 回理学療法科学学会学術大会長
大久保雄：日本徒手理学療法学会評議員
【その他】
黒川幸雄：全国リハビリテーション学校協会理事，理学療法共用試験機構監事
赤坂清和：International Society of Physiotherapy Journal Editors, member（World Congress of Physical Therapy）
，
日本理学療法士協会代議員
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
藤田博暁：日本理学療法士協会内部障害専門領域研究部会委員
乙戸崇寛：埼玉県理学療法士会会報編集部長
細井俊希：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
〈基礎理学療法領域〉
代表的な業績
①時田幸之輔 , 腰神経叢の構成分節と下部肋骨の形態 . 第 66 回日本人類学会大会（学会発表）平成 24 年 11 月 4
日
②時田幸之輔 , 竹澤康二朗 , 渡邊優子 , 加藤絵里子 , 影山幾男 , 相澤幸夫 , 熊木克治胸筋神経支配の鎖骨下筋 . 第
118 回日本解剖学会総会・全国学術集会（学会発表）平成 25 年 3 月 28 日
③時田幸之輔 , 胴体（胸部）の延長に関連した仙骨神経叢の形態的特徴

ブタ胎仔標本を用いた検討 . コ・メディ

カル形態機能学会第 11 回学術集会（学会発表）平成 24 年 9 月 22 日
④時田幸之輔 , ニホンザル分岐神経の解析 . 第 28 回日本霊長類学会大会（学会発表）平成 24 年 7 月 7 日
【総数：学会発表 4 件】
〈理学療法科学領域〉
代表的な業績
①細井俊希，藤田博曉，新井智之，石橋英明，ロコモーショントレーニング継続者の運動機能の特徴．理学療法科
学，27：407-410，2012．
（論文）
②丸谷康平，藤田博曉，細井俊希，新井智之，地域高齢者における行動変容ステージの関連因子の検討．第 57 回
理学療法科学学会学術大会，2012．4 月（学会発表）
③丸谷康平，藤田博曉，細井俊希，新井智之，地域高齢者における栄養状態と身体機能との関係．第 31 回関東甲
信越ブロック理学療法士学会，2012．9 月（学会発表）
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④細井俊希，行動変容

- 理学療法における介入と効果 -．理学療法科学，27（特別号 3）：5，2012．（学会発表）

⑤細井俊希，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）の実用
性と信頼性の検討．理学療法学，39（Suppl2）：1243，2012．（学会発表）
⑥細井俊希，
訪問リハビリテーションサービス利用の現状．第 1 回日本訪問リハビリテーション研究会，2012．
（学
会発表）
【総数：論文 1 件，学会発表 5 件】
〈筋骨格理学療法領域〉
代表的な業績
①南部 武志 , 森田 直樹 , 乙戸 崇寛 , 澤田 豊 , 赤坂 清和：下腿部への圧迫部位と圧迫強度の組み合わせは，ジャン
プ高を低下させることがある．理学療法科学 ,28（1） 131-134, 2013.（論文）
② Watanabe M, Kaneoka K, Okubo Y, Shiina I, Tatsumura M, Miaykawa S. Trunk muscle activity while lifting
objects of unexpected weight. Physiother 99:78-83, 2013.（論文）
③成田崇矢，金岡恒治，竹村雅裕，大久保雄，半谷美夏，辰村正紀，椎名逸雄，宮川俊平．飛込選手の腰椎器質的
変化―側弯に注目して―．日本臨床スポーツ医学会誌 21: 125-130, 2013.（論文）
④多田久剛，柳澤修，大久保雄，宮川俊平．伸張性肩関節外旋運動時の異なる負荷による肩関節周囲筋の活動パター
ン．日本臨床スポーツ医学会誌 21: 76-81, 2013.（論文）
⑤松永直人，大久保雄，金岡恒治．ハムストリングスの伸張性が腰椎骨盤リズムに及ぼす影響．日本臨床スポーツ
医学会誌 21: 70-75, 2013.（論文）
⑥松永直人，大久保雄，金岡恒治．剣道選手のアキレス腱断裂の予後．日本臨床スポーツ医学会誌 21: 228-233,
2013.（論文）
⑦成田崇矢，金岡恒治，大久保雄，坂田和也，野村孝路．飛込競技男子ジュニア選手の身体特性の変化．理学療法
科学 27: 629-633, 2012.（論文）
⑧今井厚，金岡恒治，大久保雄，白木仁．異なる体幹エクササイズが静的バランスに及ぼす即時効果．日本臨床ス
ポーツ医学会誌 20: 469-473, 2012.（論文）
⑨乙戸崇寛：骨格筋の形と触察法（改訂第 2 版）, 編集 河上敬介 , 磯貝香 , 大峰閣 , 分担執筆

p411-440（著書）

⑩大久保雄，金岡恒治．運動器疾患の運動療法―腰痛疾患．運動療法ガイド第 5 版．監修，武藤芳照．分担執筆．
日本医事新報社，p122-126.（著書）
⑪ Akasaka K, Takahashi A, Saitou T, Otsudo T, Sawada Y, Takahashi K: Balance Ball and/or original exercises for
the Sacroiliac Joint Pain in Women. IFOMPT 2012, October, 2012, Quebec City Convention Centre，CANADA（学
会発表）
⑫ Okubo Y, Kaneoka K, Shiina I, Tatsumura M, Miyakawa S. Comparison of Trunk Muscle Activity During Three
Diﬀerent Prone Bridge Exercises. SPINEWEEK 2012. Amsterdam, 2012, May.（学会発表）
⑬ Narita T, Kaneoka K, Takemura M, Okubo Y, Miyakawa S, Nomura T, Sakata Y. Analysis of lumbar spine
radiographs of divers: Focus on scolosis. SPINEWEEK 2012. Amsterdam, 2012, May.（ 学 会 発 表 ）Okubo
Y, Kaneoka K, Tanaka Y. Muscle Activity during Back Tuck Somersault. The International Society of
Electrophysiology and Kinesiology. Brisbane, 2012, Jul.（学会発表）
⑭ Nishikawa A, Okubo Y, Kaneoka K. Abdominal muscle thickness in male collegiate lacrosse players. JAPANKOREA 1st JOINT CONFERENCE. Nagasaki, 2012, Nov.（学会発表）
⑮ Kujubu K, Okubo Y, Sugisaki N, Kaneoka K. Cross-sectional areas of trunk muscles in elite collegiate weight-lifter.
JAPAN-KOREA 1st JOINT CONFERENCE. Nagasaki, 2012, Nov.（学会発表）
⑯乙戸崇寛 , 赤坂清和 , 澤田豊：下腿部への圧迫位置と圧迫強度の違いが足関節底屈筋持久力に与える影響 ―筋疲
労を抑制する圧迫条件の検討― , 理学療法科学 27,suppl-4, 7 -7,2012.（学会発表）
⑰大久保雄，金岡恒治．バレーボールのブロック動作時における体幹筋活動．第 23 回日本臨床スポーツ医学会学
術集会．神奈川，2012 年 11 月．
（学会発表）
⑱雨宮克也 , 赤坂清和 , 乙戸崇寛 , 澤田 豊 , 渡部賢二 , 仲川真悟 , 丸尾竜也：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 . 第 31 回関東甲信越ブロック理学療法士学会 , 31,2012.（学会
発表）
⑲仲川真悟 , 赤坂清和 , 丸尾竜也 , 澤田 豊 , 乙戸崇寛：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 , 第 31 回関東甲信越ブロック理学療法士学会 ,31,2012.（学会発表）
⑳森田直樹 , 南部武志 , 乙戸崇寛 , 赤坂清和 , 澤田豊：下腿部への圧迫条件の違いによるジャンプ高への影響 理学
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療法科学 27,suppl-3, 11 -11,2012.（学会発表）
㉑中釜大輔 , 片桐創太 , 乙戸崇寛 , 澤田豊 , 赤坂清和：反復投球による疲労が投球フォームに与える影響 ―骨盤帯
に対する肩甲帯の相対的回旋角速度に着目して― , 理学療法科学 27（suppl-4）: 1 -1,2012.（学会発表）
【総数：論文 8 件，著書 2 件，学会発表 23 件（国際学会 5 件）】
〈神経理学療法領域〉
代表的な業績
①松本孝彦，國澤洋介，武井圭一，藪﨑純，小林沙希，小林大祐，國澤佳恵，高倉保幸，前川宗之，下松智哉，山
本満：被殻に限局した脳出血例に対する動作練習フローチャートの導入による効果−基本動作能力の変化による
検討−．理学療法科学 Vol27（3） 319-324，2012
②石川秀登，國澤洋介，小関要作，一氏幸輔，山本満：不全四肢麻痺患者に対する下肢交互運動の適応と効果− 4
症例の経過からの検討‐.

理学療法‐臨床・研究・教育 ,

Vol20

p.74-76

2013

③高倉保幸：線条体の障害と理学療法．理学療法ジャーナル．医学書院，pp.27-31，2013
④西岡亮治，山里将瑞，伊藤康男，石澤圭介，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
よび虚血性変化に対するＣＡＰＥの関与と病理所見 . 第 37 回日本脳卒中学会総会（Stroke2012），2012．
（学
会発表）
⑤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，Levetiracetam のマウス脳虚血・再灌流負
荷時 NO，OH- 代謝への関与 . 第 53 回日本神経学会学術大会，2012．（学会発表）
⑥ Nishioka R, Sawada M, Asano Y, Yamazato M, Ito Y, Miyake A, Hirayama M, Ishizawa K, Araki N,

Comparison

of nitric oxide production between angiotensin II type 1a receptor knockout mice and type 2 receptor knockout
mice during global cerebral ischemia and reperfusion. 8th World Stroke Congress, 2012.（国際学会発表）
⑦國澤洋介，高倉保幸，武井圭一，一氏幸輔，丸山薫，小関要作，下松智哉，前川宗之，山本満：転移性脊椎腫瘍
患者の下肢麻痺と歩行能力の変化

第 47 回日本理学療法学術大会．2012/5/25-27，兵庫

⑧小林大祐，國澤洋介，松本孝彦，藪崎純，高野敬士，小林沙希，鈴木苑香，山本満，高倉保幸：脳損傷例におけ
る転帰，歩行能力，理学療法単位数の変化

−当科における 18 年度と 21 年度の比較−

第 31 回関東甲信越

ブロック理学療法士学会．2012/9/15/16，埼玉
⑨原和彦，石倉祐二，岡安健，豊田輝，小川英臣，小川直子，藤倉雅，寺村誠治，宮城新吾，井上和久，高
倉保幸，野本彰，森田定雄：義足ソケット適合評価法の開発検討

第 28 回日本義肢装具学会学術大会．

2012/11/10-11，名古屋
⑩國澤洋介，高倉保幸，武井圭一，藪崎純，一氏幸輔，守岡義紀，國澤佳恵，小関要作，
⑪前川宗之，山本満：臨床実習を職場内教育として利用するための工夫
観的評価−

−臨床実習指導者の臨床実習に対する主

第 21 回埼玉県理学療法学会．2012/12/9，埼玉

⑫藪﨑純，國澤洋介，山本満，高倉保幸，藤田博曉：急性期視床出血例の基本動作能力に歩行練習開始時期が与え
る影響

第 21 回埼玉県理学療法学会．

2012/12/9，埼玉

⑬森本貴之，武井圭一，高倉保幸：当院における下腿切断の理学療法の現状

第 5 回補装具研修講師養成講習．

2012/11/4，埼玉
⑭仲里美穂 , 利根川賢 , 末次悠子 , 神子嶋誠 , ダウン症乳幼児に対する Alberta Infant Motor Scale の信頼性と妥当性 .
第 57 回理学療法科学学会学術大会 , 2012.（学会発表）
【総数：論文 3 件，学会発表 11 件（国際学会 1 件）】
6-2．獲得研究費
時田幸之輔：ニホンザル仙骨神経叢の観察（京都大学霊長類研究所共同利用研究）（13.9 万）
細井俊希，藤田博曉，新井智之，丸谷康平：地域在住高齢者の健康行動目標に関する調査（平成 24 年度埼玉医科
大学保健医療学部プロジェクト研究）
（3.8 万）
大久保雄：体幹筋機能が膝前十字靭帯損傷メカニズムに及ぼす影響（平成 24 年度学内グラント，一般）（80 万）
大久保雄：水中歩行時の筋電解析 - 新たな水中運動療法の確立を目指して -（平成 24 年度日本理学療法士協会研
究助成）
（90 万）
6-3．受賞
特になし
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
赤坂清和，乙戸崇寛，澤田豊，大久保雄：第 10247 回日本理学療法士協会理学療法士講習会「徒手理学療法
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Mulligan Concept Lower Quarters」
，埼玉医科大学かわごえクリニック，平成 24 年 8 月 24?26 日
赤坂清和：
「身体の構造バランス不良による腰痛や膝関節痛などに対する評価と理学療法の実際について」，第 4
回慶友運動器リハビリテーション研究会，平成 24 年 12 月 16 日，慶友整形外科病院
赤坂清和：
「ボディーリーディンングと徒手理学療法」，第 3 回筑後整形外科理学療法研究会，平成 25 年 2 月
16・17 日，麻生リハビリテーション大学校
高倉保幸：第 10263 回日本理学療法士協会理学療法士講習会「高次脳機能と基本動作」
高倉保幸：第 10288 回日本理学療法士協会理学療法士講習会「がんの理学療法」
時田幸之輔：
「軟部人類学再考−特に動脈系・末梢神経系の形態形成学的変異−」，第 66 回日本人類学会大会，シ
ンポジウムオーガナイザー，平成 24 年 11 月 4 日，慶応大学
大久保雄：
「Trunk Muscle Activity during Sports Movements」早稲田体幹筋機能研究会，平成 25 年 2 月 18 日，
早稲田大学

7．自己点検・評価
（学部教育）
平成 24 年度保健医療学部理学療法学科は 6 年目を迎え，国家試験の 100％合格を目標に 4 年次の重要な課題を遂
行することが，自己点検・評価にとって最大の要点となった．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され，大変有意義であった．また最終学年のシラバスの教育目標，
学習目標，授業内容の作成など計画から実施，学生評価，課題達成度の自己点検評価まで一連の過程で十分考慮を重
ねてきたことは今後の教育システムの構築上も大変有意義な経験であった．特に最終学年の総合臨床実習 8 週間を 2
回，卒業研究とそのまとめの発表や論文集発刊は大学の使命である学問の探究という課題を遂行する上で意義深いも
のがあった．4 年次生はこうした活動を通じて学問の機微に触れ，将来の臨床課題の解決に努力する姿勢を学び，国
家試験の学習と合格，そして就職においてよき医療人を目指すことになった．
大学における教育研究活動の原点は学生の存在であり，そのために学生の学習環境の改善，学習意欲と学習能力の
向上，最終的には学習の効果に向け着実に教育努力及び事務が遂行されることが肝要であり，その方向で教職員の努
力がなされた．教育環境としては老朽化と故障による情報処理装置のダウン，建物の安全性や緊急時の学生誘導体制
の確立など，引続き課題遂行に努力していくことが重要であることが確認された．
本学科教員の学術研究活動は，教員各自の専門領域における活動に加え学部プロジェクト研究への積極的な応募と
なった．学部プロジェクト研究は学外の研究費獲得への登竜門として，また大学独自の高度専門職育成への第一歩と
して位置付けられたものであった．
大学の使命は，学術上の進歩発展に寄与し，強いて言えば国民の健康と福祉に貢献することである．その使命のた
めには研究活動の重要性については常に意識的な取り組みが必要で，教育研究システムの中にこうした使命を堅持し
て持続していく意識的な活動を支えるシステムが重要である．本学科においても学部に本学科が開設されてプロジェ
クト研究へは従来より積極的な申請を行ったきたところである．
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，日高市などを中心に積極的に行われてきた．
その経験を学生が共有することで，地域における理学療法士の目的と役割を，また方法などを学習する絶好の場を与
えることになった．地域社会で生きている患者・障害者・高齢者などへ何をサービス提供し，どのような理学療法サー
ビスを行っていくのか，どう寄り添えばいいのかを学生が学習する上で，貴重な経験であり，今後もこうした活動を
学生が共有できるよう教育側が努力していくことの重要性が理解できた．
理学療法学科では，川角キャンパスを中心に，学部の日高キャンパスとはもとより本部毛呂山キャンパスとも密接
な連携をとって，学生教育の一層の充実を目指して努力して，現実的な諸課題を解決してきたことが平成 24 年度の
特徴であった．できることなら，日常的に保健医療学部の他学科との連携教育が行える環境を整備するために，理学
療法学科が日高キャンパスに早く合流することが強く望まれた．
昭和 58 年（1983 年）に毛呂山に最初の埼玉リハビリテーション専門学校が開設され，平成元年（1989 年）に
埼玉医科大学短期大学へ改組され，平成 19 年 4 月保健医療学部理学療法学科に昇格し，そして平成 22 年度最初の
大学卒業生（一期生）44 名，23 年度 40 名，24 年度 46 名を輩出した．これまで埼玉医科大学における理学療法士
の卒業者は，1000 名に近いものとなった．この 29 年間の教育研究活動及び社会貢献活動などの蓄積を生かして，
さらに将来の発展につなげていくことが次年度に向けての新たな目的・目標である．
（大学院）
大学院趣旨課程の完成年度であった平成 23 年度には，すべての修士課程 1 年生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ができた．平成 24 年度には，新たな教員組織が編成され，修士課
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程の学生に対する教育体制の充実に努めた．そして，大学院は概ね順調に運営できたと考えている．今後，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：代表指導教員（大学院）：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
鈴木志穂（SUZUKI, Shiho）
：助手：修士
藤本健太（FUJIMOTO, Kenta）
：ポストドクトラルフェロー：博士
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．これらをもって研究マインドを持った良き臨床医の育成を目
指していく．
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．
黒川は，医学部 1 年生対象の臨床推論を，一コマ担当した．この講義は，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 5 名を受け入れ，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ている．
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．また，臨床推論では学生に科学的思考の基本を説くことができた．
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・藤本）
2）脂肪肉腫融合遺伝子産物 TLS-CHOP の生化学的性質（藤本）
3）TLS 複合体の精製と転写制御機能解析（鈴木・黒川）
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（藤本）
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5）cyclin D1 プロモーター非コード RNA の転写機構（鈴木・黒川）
6）TLS 結合性非コード RNA のゲノムワイドアナリシス（藤本・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，国際誌からも複数の総説執
筆依頼を受けた．満足できる成果と考えている．
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進めている．さらに，共同研究による大型
政府予算の獲得に挑戦していきたい．研究論文と共に特許の取得も進めていく．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
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
黒川理樹：the Israel Science Foundation（イスラエル政府）研究費審査員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
黒川理樹：PLOS ONE ，the Current Drug Target ，Transcriptomics
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・著書
［論文］
① Takahama, K., Takada, A., Tada, S., Shimizu, M., Sayama, K., Kurokawa, R., and Oyoshi, T. Regulation of Telomere
Length by G-Quadruplex Telomere DNA- and TERRA-Binding Protein TLS/FUS. Chem Biol 20: 341-350（2013）.
② Fujimoto, K., Matsuura, K., Das, B., Fu, L., Shi, Y.B. Direct Activation of Xenopus Iodotyrosine Deiodinase by
Thyroid Hormone Receptor in the Remodeling Intestine during Amphibian Metamorphosis. Endocrinology 153:
5082-5089（2012）.
③ Matsuura, K., Fujimoto, K., Das, B., Fu, L., Lu, C.D., Shi, Y.B. Histone H3K79 methyltransferase Dot1L is directly
activated by thyroid hormone receptor during Xenopus metamorphosis. Cell Biosci 2: 25（2012）.
④ Nakajima, K., Fujimoto, K., Yaoita, Y. Regulation of thyroid hormone sensitivity by diﬀerential expression of the
thyroid hormone receptor during Xenopus metamorphosis. Genes Cells 17: 645-659（2012）.
⑤黒川理樹 RNA のメチル化も遺伝子発現を制御していた

実験医学 31:58-59（2013）

⑥黒川理樹 小分子非コード piRNA と DNA メチル化が長期記憶を誘導する

実験医学 30：1925-1926（2012）

［学会発表 / 講演］
⑦ Kurokawa, R.: Promoter-associated noncoding RNA and Arginine-speciﬁc Methylation of RNA-binding protein
TLS.

Keystone Symposia

Snowbird, Utah, USA（2012/4/4）

⑧黒川理樹 : 長鎖非コード RNA 機能の分子機構 - 核酸医薬の可能性 第 35 回日本分子生物学会年会

福岡県福岡市

（2012/12/12）
⑨ 黒 川 理 樹 : エ ピ ゲ ノ ム 制 御 因 子 と し て の 長 鎖 非 コ ー ド RNA 第 71 回 日 本 癌 学 会 学 術 総 会

北海道札幌市

（2012/9/20）
⑩黒川理樹 : マイクロ RNA のカウンターパート長鎖非コード RNA は転写を制御する -LncRNA は核酸医薬のシード
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になりうるか？ 第 4 回日本 RNAi 研究会 広島県広島市（2012/08/30）
【総数：論文 6 件，学会発表 3 件，講演 1 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：360 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：130 万円
藤本

健太（代表）

文部科学省 科学研究費 研究活動スタート支援「長鎖非コード RNA を介する転写抑制での RNA 結合タンパク質
のメチル化修飾の役割」配分額：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
第 35 回日本分子生物学会 ワークショップ（2012/12/12）
長鎖非コード RNA の分子生物学・医学研究からの視点

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医学に応用し，国民医療の向上に尽力したい．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：指導教員（大学院）
：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・教育員：代表指導教員（大学院）：ゲノム医学・分子
生物学・眼科学：博士
池田和博（IKEDA, Kazuhiro）
：講師：教育副主任・研究員：指導教員（大学院）：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
宮﨑利明（MIYAZAKI,Toshiaki）: リサーチフェロー：博士
柴

祥子（SHIBA, Sachiko）: リサーチフェロー：博士

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
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
北村

茜（KITAMURA,Akane）: 特任技術員：修士

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．大学院生やポストドクター，医学部および保健医療学部の学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，堀江が，4 年生の眼科臨床講義（眼内腫瘍・分子生物学），2 年生の細胞生物学 2（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．大学院教育に関しては，堀江が学位審査委
員会（輪千朋香氏）の副査を担当した．学外における教育活動として，池田および堀江は，城西大学薬学部薬学科よ
りの要請を受け，大学院生対象の「先端医療薬学特論」にてそれぞれ 2 時限ずつの講義を行った．堀江は東京医科
歯科大学より要請を受け，第 2 回研究者養成コース・MD-PhD コース合同研究進捗状況報告会・システム医学講演
会合同開催にて，主に研究者を志向する東京医科歯科大学医学部生に対して教育講演を行った．
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してもら
い，興味を持って取り組むことができた．学位審査にあたっては，申請者の今後の研究活動にプラスすると考えられ
る的確な質問を行うことができた．学外での講義についても，参加学生に対して基礎および臨床医学の基礎的知識の
提供と研究への関心を呼び起こすことができ，他学において本部門の研究成果を広く紹介することができた．
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
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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
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，乳がん・子宮がん・前立腺がんを含むホルモン依存性がんの病因・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）次世代シーケンサー解析に基づく統合的な遺伝子制御ネットワークの解析と核酸創薬への応用，2）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，3）オーダーメード医療をめざした加齢性疾患の遺伝子多型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・ホルモン依存性がん・加齢性疾患の予防・治療
法の開発
（堀江，池田，佐藤，伊地知，北村，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がんおよびウイルス感染防御における役割の解析（池田，佐藤，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・がん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．
24 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：先駆的医薬品・医療機器研究発
掘支援事業（HK）
」において，分担機関として 4 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を解明すること目指した．アンドロゲン受容体シグナ
ルネットワークの特性，新規アンドロゲン標的因子として TACC2 や ARFGAP3，14-3-3 ζの作用などについて明ら
かにした．国際医療センター・乳腺腫瘍科との共同研究においては，エストロゲン関連受容体 FOXA1，FOXP1 の乳
がん予後との関連について論文発表を行った．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，学会発表および論文発表を行った．

遺伝子改変マウスを用いた遺伝子機能解析については，エ

ストロゲン受容体，
エストロゲン受容体の標的因子，ビタミン K 作用にかかわる分子の機能解析を行っており，神経系，
骨・関節，卵巣におけるこれら遺伝子の機能を解析した．本年度は特に，遺伝子改変マウスを用いて，軟骨における
エストロゲン受容体αの作用を明らかにし，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も進めており，がんとウイルス感染防御における作用との関連について
解析を進めている．
眼科およびゲノム科学部門との共同研究として，加齢黄斑変性に関するトランスレーショナルリサーチを進めてお
り，日本人における神経疾患関連遺伝子多型から予測される罹患リスクと治療効果について，学会発表を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
エストロゲン受容体およびアンドロゲン受容体をはじめとして，各種の核内受容体と受容体に関連する転写因子の
転写制御ネットワークの解析，下流標的遺伝子の探索とその機能解析を精力的に進めている．培養細胞モデル，遺伝
子改変動物を用いた疾患モデルの両方面から，加齢疾患・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，がんの核酸創薬の開発は，次世代の新たな治療法として
注目されており，本年度のように知的財産の確保を行いつつ，臨床応用への展開を目指していきたい．また，リング
フィンガーファミリー遺伝子の発現制御・機能解析を進めており，新しい基質の同定を介して選択的蛋白分解経路の
疾患・がんにおける関与の解明を目指した研究を行っている．最近，リングフィンガーファミリー遺伝子はウイルス
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感染に関与する可能性が注目されており，新しい研究分野としての発展に期待できる．トランスレーショナルリサー
チについては，欧米人と異なる病型を示す日本人の加齢性疾患について，疾患関連遺伝子の探索を進めており，新し
い診断・治療法の開発への応用が期待される．いずれのテーマも基礎医学分野のみならず臨床医学において，世界に
先駆ける内容として発表する準備を進めている．
25 年度においては核内受容体とその標的遺伝子ならびにリングフィンガーファミリー遺伝子に関するこれらの研
究を一層発展させる．特に，先駆的医薬品・医療機器研究発掘支援事業においては，分解されにくく治療有効性が認
められる核酸創薬の技術と各臓器やがん種に特異的なデリバリー技術組み合わせにより，治療効果の優れた核酸創薬
の開発を目指す．文部科学省セルイノベーション事業においては，次世代シーケンサーを活用したホルモン依存性が
んの薬剤耐性化・治療抵抗性にかかわる全ゲノム情報の詳細な解析を進めていき，遺伝子情報制御のネットワークの
解明とがん治療への臨床応用を目指す．各プロジェクトにおいて，知的財産の確保を目指す．

4．診療
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： 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：日本老年医学会評議員，日本癌学会評議員，日本内分泌学会代議員，日本骨代謝学会評議員，日本抗加

齢医学会評議員，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，日本未病システム学会評議員，日
本性差医学・医療学会評議員，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 Obinata D, Takayama K, Urano T, Murata T, Ikeda K, Horie-Inoue K, Ouchi Y, Takahashi S, Inoue S: ARFGAP3, an
androgen target gene, promotes prostate cancer cell proliferation and migration. Int J Cancer 130, 2240-2248,
2012. DOI: 10.1002/ijc.26224.
② Abe Y, Ijichi N, Ikeda K, Kayano H, Horie-Inoue K, Takeda S, Inoue S: Forkhead box transcription factor,
forkhead box A1, shows negative association with lymph node status in endometrial cancer, and represses
cell proliferation and migration of endometrial cancer cells. Cancer Sci 103, 806-812, 2012. DOI: 10.1111/
j.1349-7006.2012.02201.x.
③ Urano T, Shiraki M, Yagi H, Ito M, Sasaki N, Sato M, Ouchi Y, Inoue S: GPR98/Gpr98 gene is involved in the
regulation of human and mouse bone mineral density. J Clin Endocrinol Metab 97, E565-E574, 2012. DOI:
10.1210/jc.2011-2393.
④ Takayama K, Horie-Inoue K, Suzuki T, Urano T, Ikeda K, Fujimura T, Takahashi S, Homma Y, Ouchi Y, Inoue S:
TACC2 is an androgen-responsive cell cycle regulator promoting androgen-mediated and castration-resistant
growth of prostate cancer. Mol Endocrinol 26, 748-761, 2012. DOI: 10.1210/me.2011-1242.
⑤ Ijichi N, Shigekawa T, Ikeda K, Horie-Inoue K, Shimizu C, Saji S, Aogi K, Tsuda H, Osaki A, Saeki T, Inoue S:
Association of double-positive FOXA1 and FOXP1 immunoreactivities with favorable prognosis of tamoxifentreated breast cancer patients. Horm Cancer 3, 147-159, 2012. DOI: 10.1007/s12672-012-0111-0.
⑥ Murata T, Takayama K, Urano T, Fujimura T, Ashikari D, Obinata D, Horie-Inoue K, Takahashi S, Ouchi Y, Homma
Y, Inoue S: 14-3-3（, a novel androgen-responsive gene, is upregulated in prostate cancer and promotes prostate
cancer cell proliferation and survival. Clin Cancer Res 18, 5617-5627, 2012. DOI: 10.1158/1078-0432.
CCR-12-0281.
⑦ Ikeda K, Tsukui T, Imazawa Y, Horie-Inoue K, Inoue S: Conditional expression of constitutively active estrogen
receptor（ in chondrocytes impairs longitudinal bone growth in mice. Biochem Biophys Res Commun 425,
802

遺伝子情報制御部門

912-917, 2012. DOI: 10.1016/j.bbrc.2012.07.170.
⑧ Ikeda K, Tsukui T, Tanaka D, Maruyama Y, Horie-Inoue K, Inoue S. Conditional expression of human bone Gla
protein in osteoblasts causes skeletal abnormality in mice. Biochem Biophys Res Commun 424, 164-9, 2012.
⑨ Horie-Inoue K, Mori K, Kohda M, Yoneya S, Okazaki Y, Inoue S: Association of Neural Disease-Related Gene
Variants with Age-Related Macular Degeneration.（2012.10.22-27）Keystone Symposia, Aging and Diseases of
Aging, Tokyo, Japan.
⑩ Inoue S: Conditional Expression of Constitutively Active Estrogen Receptor α in Transgenic Mice.
（2012.11.15-17）15th International Congress on Hormonal Steroids and Hormones & Cancer, Ishikawa, Japan.
【総数：論文 13 編

学会発表 61 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：3300 万円（内，間接経費 300 万円）
井上

聡（代表：東京大学）
・堀江公仁子（分担）

文部科学省セルイノベーション事業「次世代シーケンサーを活用した前立腺がんと乳がんの細胞制御システム機
構の解明」分担課題名（ホルモン治療抵抗性モデルがん細胞の作製と乳がん臨床検体におけるホルモン受容体標
的因子群の発現機能解析）
配分額：600 万円（内，間接経費 1,384,615 円）
堀江公仁子（代表）

池田和博（分担）

科学研究費補助金

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：169 万円（代表）（内，間接経費 39 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）
伊地知暢広（代表）
科学研究費補助金

若手研究（B）
「次世代シーケンサーを活用した内分泌療法の新規診断・治療法の開発」

配分額：247 万円（内，間接経費 57 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：195 万円（内，間接経費 45 万円）
6-3．受賞
1．堀江公仁子，高山賢一，伊地知暢宏，池田和博，井上聡：[ 優秀賞 ] ホルモン療法抵抗性前立腺がん細胞におけ
るエネルギー代謝関連核内受容体作用の検討 2012.11.17-18 脳心血管抗加齢研究会 2012（大阪）
2．宮崎利明，池田和博，堀江公仁子，井上聡：[ 研究奨励賞 ] 宿主側の EBAG9 欠損は腫瘍免疫の増強を介して in
vivo での泌尿器がん腫瘍増殖を抑制する（2013.2.2） 第 13 回関東ホルモンと癌研究会（群馬）
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」，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，出願番号：PCT/
JP2012/061016，出願日：2012 年 4 月 25 日
2．発明の名称：
「EBAG9 に対するモノクローナル抗体，及びハイブリドーマ，並びに EBAG9 に対するモノクロー
ナル抗体の利用」
，発明者：井上聡・池田和博・伊地知暢広，重川崇，津田均，出願人：学校法人埼玉医科大学，
出願番号：特願 2012-199412，出願日：2012 年 9 月 11 日
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3．発明の名称：
「加齢黄斑変性症の発症リスクの予測方法」，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，出願番号：特願 2013-52314，出願日 2013 年 3 月 14 日
4．発明の名称：
「二本鎖核酸分子，DNA，ベクター，癌細胞増殖抑制剤，及び医薬」，発明者：井上聡・池田和博・
高山賢一，出願人：学校法人埼玉医科大学，出願番号：特願 2013-057785，出願日：2013 年 3 月 21 日
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，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では，実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，直接的個別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．24 年度は，他学の医学部教育および薬学部大学院教育の場で講義を行う機会を得る事ができ，本
学における研究成果を広く紹介することができた．
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
子を標的とするがん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）
：教授：研究副主任：教育主任：代表指導教員（大学院）幹細胞：博士
加藤英政（KATO, Hidemasa）
：講師：研究員：教育副主任：指導教員（大学院）：幹細胞：博士
平崎正孝（HIRASAKI, Masataka）: 助教：研究員：教育員：学位論文審査教員（大学院）：幹細胞：博士
片野

幸（KATANO, Miyuki）
：助手：修士

加門正義（KAMON, Masayoshi）
：ポストドクトラルフェロー：博士
鈴木

歩（SUZUKI, Ayumu）: 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
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
系統講義としては，最近，いわゆる学生が習得すべき必須項目の一部を担当するという状況が少なくなっており，
一方で，医学部学生に対して，研究の重要性を啓蒙することを目的とするような特別な授業の担当を依頼されること
が多くなっている．そういった授業は，教科書の内容に捕らわれることなく，自分の研究成果を含め，最新の医学の
動向を学生に紹介することができるので，学部学生に研究マインドを持っていただく絶好のチャンスと捉え，そのよ
うな依頼は積極的に受け入れたいと考えている．大学院生の演習では，単に興味のみで題材とする論文を選ぶのでは
なくて，自分たちが持つ実験技術でも，ある着眼点に気付いていれば達成することが可能であったであろう論文を紹
介し，実験技術を習得することと同じくらい，研究者としてのものの考え方を身につけることがいかに重要であるか
を教えたいと考えている．それ故，発想の素晴らしさゆえに，自分たち自身が感銘を受けた研究を紹介したいと考え
ている．また，今年度は，昨年度から始まった修士課程の授業「ゲノム医学特論」の受講者がいないので，修士の授
業を担当することはないが，次年度以降，再び担当することになると思うので，その時に，今持っている資料が，内
容的に古くなってしまうことが無いよう，随時，最新情報をアップデートして行きたいと考えている．修士の学生の
研究では，修士の期間内に原著論文が発表できることを第一の目標にするのではなくて，達成できれば，医学の発展
に大きく貢献できる研究に従事させることで，研究の面白さを実感させてあげたいと考えている．
2-2．教育内容（担当者）
系統講義としては，今年度も，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．本講義は，自分たちが関わっている分野における研究の最前線について紹介することが求められて
いる講義であるので，今年度も ES/iPS 細胞について紹介させていただいた．講義では，ES 細胞，iPS 細胞の樹立の
歴史から，講義の前日までに起こった最新の情報まで取り入れて講義を行った．なお，講義終了後に数多くの学生か
ら様々な質問を受けたことなどから，多くの学生に大変興味を持って聴講してもらったという実感が持てた．また，
博士過程大学院の講義においても，ES/iPS 細胞研究について講義を行ったが，その講義に関しては，iPS 細胞の具体
的な作製方法など，医学部学生に対する講義よりも，より高度な内容で講義を行った．その他，加藤講師は，本人の
専門分野との関連から，医学部 2 年生の神経ユニットの講義を 1 コマ担当した．なお，今年度は，私たちの夏期プ
ログラムに応募してくれた学生が一人いたが，メールでの連絡がうまくいかず，結局，夏期プロ実習は行うことがで
きなかった．また，保健医療学部の学生 2 名が，卒業研究を行い，その成果を卒業研究論文集に掲載する上で，実験，
及び研究成果の記載方法等を指導した．
2-3．達成度
医学部学生に対する系統講義に関しては，学生にとって興味深い講義が出来たと考えている．博士課程大学院生の
講義に関しては，昨年度，複数の学生から「あまりに内容が盛りだくさん過ぎて，途中から話に着いていけなかった」
というコメントをもらったので，今年度は，ES・iPS 細胞が共通に持つ特徴と，iPS 細胞が，ES 細胞と比べて，何故，
ここまで注目されているかについての理由，換言すれば，ES 細胞にはなく，iPS 細胞のみが持つメリットに絞って講
義した．従って，例年より講義の内容のボリュームが少なくなってしまったが，その分，強調すべき点を明確にする
ことができ，いままでより分かりやすい講義ができたのではないかと考えている．修士の学生 2 人の研究指導に関
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しては，一人には，Epiblast stem cells における Myc module 遺伝子群の重要性について，そしてもう一人の学生に
対しては，DNA の脱メチル化に関わる tet1 のヒト iPS 細胞における役割というテーマで研究を行っていただき，い
ずれも順調に研究成果を積み上げ，平成 25 年度中には，原著論文として発表できるのでは無いかと期待させられる
程十分な成果を残してくれた．
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，近年，本コースの中の特別な講義である「ゲノム医学特論」に参
加するのみとなっているが，本講義は，講義内容に関してほとんど制約がないので，研究の面白さを学生に存分に伝
える機会であると捉え，自分としても，楽しく，気合の入った授業を行ってきた．但し，平成 25 年度からは，カリキュ
ラムの変更等に伴い本授業が無くなると聞いている．今までに，本授業を聞いて ES・iPS 細胞研究に興味を持ち，当
研究室が提案している夏期プロに参加してくれた学生も過去にいたので，この授業が無くなったことは少し残念だが，
ただ残念に思っているだけではなくて，今後は，細胞生物学コース以外の場所で，自分たちの研究の面白さを伝える
ことができる場を積極的に見つけ出していきたいと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
本部門では，本部門発足時から ES 細胞研究に従事しており，2006 年の iPS 細胞の登場からは，iPS 細胞研究にも
研究室のかなりの勢力を投入して研究を行っている．ES・iPS 細胞研究というと，それらの細胞から，細胞移植の為
の細胞を調製するという研究が多く，私たちもそのような研究を行っていない訳ではないが，本研究室では，ES 細
胞が持つ特筆すべき細胞学的性質が，どのような分子基盤で持って維持されているかを明らかにすることを主な目的
として研究を行っている．それ故，iPS 細胞が樹立されたというニュースが飛び込んできた時に，そのことを自分た
ちの研究にどのように活かすかという点についてまず私たちが考えたことは，今までの自分たちの研究が，ES 細胞
において，特定の遺伝子をノックアウトし，それに伴って起こる ES 細胞のフェノタイプの変化を見るという loss of
function の研究のみであったが，今後は，ES 細胞ではない細胞を ES 細胞と同じ性質に変換する為のプラットホーム
が出来き，それ故，今後は，loss of function の研究のみならず，gain of function の研究も併せて行なえるようになっ
たということである．そして，その考えは今でも変わっておらず，それ故，当研究室における iPS 細胞研究のほとん
どは，iPS 細胞誘導の過程でのリプログラミング因子の役割の解明に関するものである．
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 転写因子の役割
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．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
5. Max ホモ欠失 ES 細胞の Nanog 転写因子強制発現によるレスキューの分子メカニズム
3-3．研究内容と達成度
研究項目 1 の 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ベースに行っ
てきた．その最初の論文として，平成 23 年度には，Cell 誌の姉妹誌である Cell Stem Cell に掲載することができたが，
平成 24 年度の成果としては，Max ホモ欠失 ES 細胞が，ES 細胞の古典的な培養において，細胞分化多能性の消失と
激しい細胞死のフェノタイプを示すが，前者に関しては Sirt1 遺伝子の活性化が原因であり，一方，後者に関しては，
原因が p38MAPK の活性化にあることを明らかにし，Stem Cells に論文を発表することができた．

研究項目 2 の

Nucleostemin 遺伝子の研究に関しては，ES 細胞のナイーブマーカーである Nanog や Esrrb 遺伝子の強制発現によ
り，Nucleostemin ホモ欠失に伴う細胞死のフェノタイプをキャンセルさせることができるという発見を基軸に，こ
れらの因子がほとんど発現していない Epiblast stem cells では，Nucleostemin の発現が必要ではないのでは無いかと
いう仮説を立て，今年度，in vitro，及び in vivo の両面から，Nucleostemin ホモ欠失 ES 細胞を出発材料に Epiblast
stem cells の作製を試み，少なくとも，in vitro の実験系からは，ほぼ目的の細胞を樹立できている．それ故，本研
究に関しては，平成 25 年度には論文を投稿できると考えている．研究項目 3 の UTF1 の研究に関しては，本遺伝子
の胎盤での発現の重要性を証明した論文がほぼ accept の状態にあり，平成 25 年度早々には受理されると思われる．
研究項目 4 の partial iPS 細胞に関する研究に関しては，partial iPS 細胞から，真の iPS 細胞への変換に寄与する遺伝
子を piggyBAC ベクターを用いたゲノムワイドなスクリーニングにより捉え，その同定した遺伝子の partial iPS 細胞
における役割を明らかにすることができ，一応，目的としていた実験をやり終えることができた．研究項目 5 の研
究は，研究項目 1 の研究の過程で浮上してきた研究テーマであるが，Max ホモ欠失 ES 細胞が呈する激しい細胞死
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のフェノタイプが Nanog の強制発現によりキャンセルされるという発見に対して，その細胞における Nanog の役割
を，Nanog と相互作用するタンパク質を同定することでその手掛かりを掴もうとする研究プロジェクトであり，まだ，
始めたばかりの研究ではあるが，既に Nanog と相合作用するタンパク質として，極めて予想外なタンパク質も同定
できており，今後の展開が最も期待される研究項目である．
3-4．自己評価と次年度計画
今年度において，当部門から輩出された論文は，Max ホモ欠失 ES 細胞が呈する未分化性の消失，及び細胞死に対
する責任遺伝子を同定し，Stem Cells に発表した論文のみであるが，その他，他の研究室との共同研究として，Sox2
遺伝子エンハンサー，SRR1, SRR2 の脳の領域特異性に関する論文であるとか，Max ホモホモ欠失 ES 細胞における
減数分裂関連遺伝子の発現に関する解析や，iPS 細胞誘導の効率に対する抑制効果を指標とした新しいダイレクトリ
プログラミング法の開発であるとか，いくつかの外部との共同研究が実を結び，論文発表することが出来た．当研究
室が中心に研究を展開している研究テーマに関しては，上記にあるように，研究項目 1 からのみの論文の輩出とい
う結果に終わったが，その他の研究項目に関しても着実に研究を発展させることができており，ほとんどの研究項目
からの論文は，少なくとも，次年度内には論文を投稿できるまでには完成度を高めることができると考えている．但
し，研究項目 5 からの次年度における論文投稿は難しいと思われるが，この研究に関しては，予想を超えた展開を
示しており，研究室の発展の鍵を握る研究へと発展させることができるのでは無いかと，大いに期待している．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
「該当なし」
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
1．Journal of Biochemistry 2012 年 4 月
2．Biochemical Biophysical Research Communication 2012 年 5 月
3．Biochemical Biophysical Research Communication 2012 年 6 月
4．Cerebral Cortex 2012 年 7 月
5．Journal of Cell Science 2012 年 8 月
6．Biochemical Biophysical Research Communication 2012 年 8 月
7．Biochemical Biophysical Research Communication 2012 年 11 月
8．Biochemical Biophysical Research Communication 2012 年 12 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・著書
① Hishida T, Nozaki Y, Nakachi Y, Mizuno Y, Iseki H, Katano M, Kamon M, Hirasaki M, Nishimoto M, Okazaki Y,
Okuda A. Sirt1, p53 and p38MAPK are crucial regulators of detrimental phenotypes of ESCs with Max expression
ablation. Stem Cells 30:1634-1644, 2012 ＜論文＞
② Mariani J, Favaro R, Lancini C, Vaccari G, Ferri ALM, Bertolini J, Tonoli D, Latorre E, Caccia R, Ronchi A,
Ottolenghi S, Miyagi S, Okuda A, Zappavigna V, Nicolis, SK. Emx2 is a dose-dependent negative regulator of Sox2
telencephalic enhancers. Nucleic Acids Res. 40: 6461-6476, 2012 ＜論文＞
③ Hikichi T, Matoba R, Ikeda T, Watanabe A, Yamamoto T, Yoshitake S, Tamura-Nakano M, Kimura T, Kamon M,
Shimura M, Kawakami K, Okuda A, Okochi H, Inoue T, Suzuki A, Masui S. Transcription factors interfering with
dediﬀerentiation induce cell type-speciﬁc transcriptional proﬁles. Proc Natl Acad Sci USA in press ＜論文＞
④ Maeda I, Okamura D, Tokitake Y, Ikeda M, Kawaguchi H, Mise N, Abe K, Noce T, Okuda A, Matsui Y. Max was
identiﬁed as a repressor of germ-cell related gene expression in mouse embryonic stem cells. Nat. Commun. in
press ＜論文＞
⑤ Okuda A, and Hishida T. "Unlimited self-renewal of mouse ES cells without Myc/Max complexes under 2i
condition." 10th annual meeting of ISSCR（Yokohama, Japan, 2012 年 6 月 15 日） ＜ポスター発表＞
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⑥ Hiraki K., Kato H., Moriyama Y, Funayama S, Forne T, Araki T, Okazaki Y, Kawakami H, and Okuda A. "TET1
protein degradation sets the stage for the transition of naive-to-primed pluripotency." 10th annual meeting of
ISSCR（Yokohama, Japan, 2012 年 6 月 14 日）＜ポスター発表＞
⑦鈴木

歩，菱田友昭，平崎正孝，奥田晶彦「Max からの制御を離れた c-Myc タンパク質は，ES 細胞において細

胞死を引き起こす」第 35 回日本分子生物学会年会 （福岡，福岡国際会議場，2012 年 12 月 13 日） ＜ポスター
発表＞
⑧ 西 本 正 純， 片 野
Jennifer

幸， 山 岸 敏 之， 菱 田 友 昭， 加 門 正 義， 鍋 島 曜 子， 桂 有 加 子， 颯 田 葉 子，Janine Deakin，

Graves，黒木洋子，小野竜一，石野史敏，加藤英政，奥田晶彦「真獣類特異的遺伝子 UTF1 は胎盤の

増殖を促進する」第 35 回日本分子生物学会年会 （福岡，福岡国際会議場，2012 年 12 月 13 日） ＜ポスター
発表＞
⑨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 細胞からの真の iPS 細

胞への変換に関与する因子としての Cnot2 の同定」第 35 回日本分子生物学会年会 （福岡，福岡国際会議場，
2012 年 12 月 13 日） ＜ポスター発表＞
⑩前田郁麻，時武裕子，三瀬名丹，阿部訓也，野瀬俊明，奥田晶彦，立花

誠，松居靖久「Max は ES 細胞におけ

る生殖細胞関連遺伝子群の抑制因子である」第 35 回日本分子生物学会年会 （福岡，福岡国際会議場，2012 年
12 月 12 日）
【総数：論文 4 件，学会発表 10 件，講演 0 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

800 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：26,145（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：9,200（千円）
6-3．受賞
「該当なし」
6-4．特許，実用新案
特許
発明の名称：分化多能性幹細胞の製造方法
出願番号：特願 2012-237734
出願日：2012 年 10 月 29 日
発明者：加藤英政，森山陽介，平木啓子，奥田晶彦
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
「該当なし」

7．自己点検・評価
平成 23 年度に Cell Stem Cell に発表できた c-Myc 研究の論文を土台に，その他の研究も順調に成果を積み上げる
ことができおり，平成 25 年，平成 26 年にはそれらの研究を論文発表として結実させることができるであろうと考
えている．教育に関しては，自分たちが意気に感じて担当していた，医学部 1 年生の細胞生物学コースの中の「ゲ
ノム医学特論」の授業が平成 24 年度で終了し，次年度からは無くなることになったので，次年度以降は，自ら，学
部学生に研究の醍醐味を伝える機会を見出し，研究の重要性を積極的に啓蒙していきたいと考えている．
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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：博士

米山克美（YONEYAMA, Katsumi）: 助手
笹沼寛樹（SASANUMA, Hiroki）
：研究員：博士
宮本阿礼（MIYAMOTO, Arei）
：ポストドクター：博士
藤本

舞（FUJIMOTO, Mai）
：特別研究学生

塚本

翔（TSUKAMOTO, Sho）
：修士課程大学院生

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，ゲノム情報で
制御される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
決能力などを養うことを目標とする．具体的には，特別研究学生の学位取得に向けた研究に取り組むとともに，保健
医療学部の卒業研究生の研究を通し，基礎研究の意義と面白さを自分の体験から説明できるように取り組む．夏期休
暇プログラムでは，全学部，大学院の全学年を対象として参加者を公募し，病態生理部門の研究内容の一部を講義と
実験を通して体験できる機会を設ける．
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（3 時間），を担当した．どちらの講義でも，単に教科書の説明に
留まらず，その知識がどのように生かされているか具体例を提示するように心がけた．また，修士課程の大学院生
1 名と特別研究学生 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，海外を含む学
会発表を積極的に経験させ着実に実績を積み重ねた．保健医療学部からの卒業研究生 4 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 1 名は無事に卒業論文を作成し終えた．夏期休暇プログラムに
は，医学部学生 6 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，2 グループに分かれて
それぞれ 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
医学部 1 年生に対する細胞生物学「ゲノム医学入門」，および大学院修士課程の講義は，学生が非常に集中しており，
当初の目標を十分に達成出来たものと考える．大学院生（塚本）は，研究成果を国内外の学会で発表する研究成果を
あげた．特別研究学生（藤本）も，学位取得に向けて着実に成果を挙げ，研究内容を学会発表した．4 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 1 名は内容の濃い卒業論文を完成させた．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 3 名も，休暇中などを利用しながら積極的に研究
に参加し，卒業論文執筆に十分な研究結果を得ることができた．
2-4．自己評価と次年度計画
医学部の学部生，大学院生，特別研究学生，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．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，その研究過程や成果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）
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病態生理部門では，部門長片桐岳信のもと，全員が骨形成に関わる複数の研究テーマを分担した．
3-3．研究内容と達成度
病態生理部門では，2007 年に我が国の難病に指定された進行性骨化性線維異形成症（FOP）と呼ばれる疾患の発
症原因解明と治療法の確立に向けて取り組んでいる．片桐は，2005 年にわが国初の FOP 専門研究組織として「埼玉
医科大学 FOP 診療・研究プロジェクト」を本学で始動し，大手を含む他のメンバーと FOP 研究を継続している．現在，
本プロジェクトでは，我が国の FOP 遺伝子診断をほぼ全て実施している．片桐は，厚生労働省の FOP 研究班の基礎
研究グループリーダーとしても，FOP 研究に携わっている．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，国内外の研究グループと協力しながら FOP の克服に向けて取り組んでいる．
その成果として，FOP の異所性骨化を抑制する新しい治療法に結びつく研究論文を発表できた．また，FOP の発
症機序に関する研究から，従来の仮説を覆すような成果を見出し，新しい FOP の治療法が可能であることを示した．
この成果により，大手が海外の学会でトラベルグラントを獲得した．
さらに，FOP 関連の活動として，FOP に関する最新の情報を発信することに努めた．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，当初の目標を達成できたと考えるが，1 日も早い FOP 治療法の確率を目指して研究を継続する．
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 Katagiri T, Tsukamoto S（2013）The unique activity of bone morphogenetic proteins in bone: a critical role of
the Smad signaling pathway. Biol Chem 394: 703-714.
② Shin M, Ohte S, Fukuda T, Sasanuma H, Yoneyama K, Kokabu S, Miyamoto A, Tsukamoto S, Hohjoh H, Jimi E
and Katagiri T.（2013）Identiﬁcation of a novel BMP-inducible transcript, BIT-1, by utilizing the conserved BMPresponsive elements in the Id genes. J Bone Miner Metab 31: 34-43.
③ Yamamoto R, Matsushita M, Kitoh H, Masuda A, Ito M, Katagiri T, Kawai T, Ishiguro N, Ohno K.（2013）Clinically
applicable antianginal agents suppress osteoblastic transformation of myogenic cell and heterotopic ossiﬁcation
in mice. J Bone Miner Metab 31: 26-33.
④ Fukuda T, Uchida R, Ohte S, Inoue H, Yamazaki H, Matsuda D, Nonaka K, Masuma R, Katagiri T, Tomoda H.（2012）
Trichocyalides A and B, new inhibitors of alkaline phosphatase activity in bone morphogenetic protein-stimulated
myoblasts, produced by Trichoderma sp. FKI-5513. J Antibiot 65: 565-569.
⑤ Katagiri T.（2012）Recent topics in ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressiva. J Oral Biosci 54: 119-123.
⑥ Tanaka K, Inoue Y, Hendy GN, Canaﬀ L, Katagiri T, Kitazawa R, Komori T, Sugimoto T, Seino S, and, Kaji H（2012）
Interaction of Tmem119 and the bone morphogenetic protein pathway in the commitment of myoblastic into
osteoblastic cells. Bone 51: 158-167.
⑦ Kokabu S, Katagiri T, Yoda T and Rosen V.（2012）Role of Smad phosphatases in BMP-Smad signaling axisinduced osteoblast diﬀerentiation. J Oral Biosci 54: 73-78.
⑧ Yukita A, Hosoya A, Ito Y, Katagiri T, Asahima M, and Nakamura H.（2012）Ubc9 negatively regulates BMP810
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mediated osteoblastic diﬀerentiation in cultured cells. Bone 50: 1092-1099.
⑨ Tanaka K, Matsumoto E, Higashimaki Y, Katagiri T, Sugimoto T, Seino S, and Kaji H.（2012）Role of osteoglycin
in the linkage between muscle and bone. J Biol Chem 287: 11616-11628.
⑩片桐岳信（2013）進行性骨化性線維異形成症（FOP）. Bone Joint Nerve, 印刷中
【総数：論文 10 件，学会発表 22 件，講演 11 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（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：20 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：7 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：20 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：350 万円
大手 聡（代表）
文科省科学研究費

若手研究（B）
：
「骨系統疾患由来の変異受容体の解析に基づく BMP シグナル伝達機構の解明」

配分額：150 万円
米山 克美（代表）
文科省科学研究費

基盤研究（C）
：
「転写因子 Smad を介した TGF-? ファミリーによる骨格・筋組織の調節機構

の解明」
配分額：200 万円
6-3．受賞
大手聡：日本骨代謝学会

1st Asia-Paciﬁc Bone and Mineral Research Meeting トラベルグラント

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
平成 24 年 8 月 22 日（水）16：00 〜 17：15
「Diﬀerential regulation of homeostatic and pathological bone resorption by Notch-RBP-J signaling」
Hospital for Special Surgery, New York, Junior Faculty

Baohong Zhao

先生

病態生理部門セミナー
平成 24 年 11 月 16 日（金）15：30 〜 16：30
「低侵襲な骨形成生因子（BMP-2）遺伝子導入による骨誘導について」
九州歯科大学分子情報生化学分野

研究員

大澤

賢次

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 25 年 1 月 25 日（金）16：00 〜 17：30
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「軟骨無形成症の低身長に対する治療」
名古屋大学附属病院整形外科

講師

鬼頭

浩史

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 の新しい発症メカニズムの解明と，治療薬となり得る低分子化合
物の開発などを進めた．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．世界的に FOP 患者由来の細胞を用いた iPS 細胞の樹
立と研究が進行中で，我々も京都大学を中心とした研究グループと一緒に FOP の治療薬開発を目指すこととなった．
一日も早く，FOP を克服できるように部門全体で取り組む所存である．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要と考えている．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
松本征仁（MATSUMOTO, Masahito）
：講師：指導教員（大学院）：分子生物学・内分泌代謝学：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
神田将和（KOHDA, Masakazu）: 助教（トランスレーショナルリサーチ部門兼担）：修士
仲地

豊（NAKACHI, Yutaka）: 助教（トランスレーショナルリサーチ部門兼担）：博士

八塚由紀子（YATSUKA, Yukiko）
：助手：修士
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，研究員
木下善仁（KISHITA, Yoshihito）
：ポスドク：博士
田丸俊輔（TAMARU, Shunsuke）
：助教，大学院生
栃木秀乃（TOCHIGI, Hideno）
：助教，大学院生
山口

浩（YAMAGUCHI, Hiroshi）
：共同研究員：博士

佐藤

毅（SATO, Tsuyoshi）
：共同研究員：博士

松谷智子（MATSUTANI, Noriko）
：特任技術員：修士
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
的場奈々（MATOBA Nana）: 特任研究員（トランスレーショナルリサーチ部門），大学院生

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，
保健医療学部の修士学生に対して「ゲノム医学特論」の講義を行った（岡
﨑）
．細胞生物学第 8 章，
第 10 章の講義と試験問題の作成ならびにアドバイザー教員として学生指導を行った（松本）
．
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（横尾，仲地，神田，水野洋，松本，八塚，平田（TR 部門）
，
伊関美（TR 部門）
，岡﨑）
．前者は医学部より 4 名，保健医療学部より 7 名の合計 11 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 1 名，
保健医療学部より 2 名，大学院より 1 名の合計 4 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．うち 1 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
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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 3 名（菅原，田丸，栃木）に対して，研究テーマに基づいた研究指導を行った（水野洋，
横尾，徳澤，仲地，松本，八塚，岡﨑）
．菅原は学位取得に必要な論文が受理され，学位（博士）の取得を達成した．
保健医療学部 3 年生 3 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（松本，水野洋，山下，神田，
田丸，八塚，木下，岡﨑）
．うち 1 名は，MRCD 患者 DNA 検体におけるミトコンドリア DNA 欠失，欠損の検出のた
めの実験を精力的に行ってくれた．残り 2 名は，糖尿病の再生医療の基盤技術の開発についてヒト iPS 細胞を用いた
膵β細胞分化誘導の実験を非常に精力的に行ってくれた．また保健医療学部 4 年生 1 名に対して，卒業論文のため
の実験指導，論文作成指導を行った（水野洋，神田，八塚，横尾，岡﨑）．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と卒業論文執筆を非常に精力的かつ緻密に行い，論文を完成させ
て卒業した．
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 1 名に対しては，学位取得のための論文投稿に必要な実験，執筆等
の細かい指導を行い，投稿とその後のリバイス対応を行った結果受理，学位を取得することができた．また産婦人科
より受け入れている大学院生 2 名に対しての実験指導は適切に行えていると考えている．夏期プログラムでは今年
度は延べ 21 名もの学生からの応募があり，うち 15 名に実際に参加して頂き，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 4 年生 1 名については，こ
れまでのデータを元に緻密な論文執筆を行い，卒業論文としてまとめることができた．翌年度卒研候補生である保健
医療学部 3 年生 3 名についても，翌年度の卒論執筆に向けてデータ取得のための実験指導を適切に行えたと考えて
いる．翌年度はこの 3 名について，卒論提出まで指導していきたい．

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 細胞を誘導，
維持，さらに特定の細胞系列に分化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，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，伊関美（TR 部門），八塚，岡﨑）
3）脂肪，骨芽細胞分化に関与するマイクロ RNA の探索（水野洋，仲地，徳澤，八塚，岡﨑）
4）CAGE 法を用いた脂肪細胞分化および骨芽細胞分化におけるアンチセンス RNA 解析（仲地，水野洋，徳澤，岡﨑）
5）iPS 細胞誘導の為の分子基盤の解明による安全性の確保（伊関大，岡﨑）
6）ペルオキシソームプロセッシングタンパク質の機能解析（水野由（TR 部門），水野洋，伊関美（TR 部門），仲地，
岡﨑）
7）ミトコンドリア呼吸鎖異常症（MRCD）の原因遺伝子の解析（徳澤，木下，森山，上原，田丸，山下，栃木，八塚，
水野洋，神田，仲地，平田（TR 部門）
，的場（TR 部門），岡﨑）
8）着床不全子宮内膜におけるマイクロ RNA の治療標的・診断マーカーの探索（栃木，水野洋，八塚，岡﨑）
9）破骨細胞・骨芽細胞を介する骨代謝ネットワークの制御機構の解明（佐藤，松本，水野洋，八塚，須田，岡﨑）
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10）糖尿病の再生医療を目指した ES 細胞から膵β細胞への分化機構の解析（松本，山下，伊関美（TR 部門），八塚，
須田，岡﨑）
11）絨毛外絨毛細胞による脱落膜浸潤におけるマイクロ RNA の機能解析（田丸，水野洋，岡﨑）
12）Pfeiﬀer 症候群の原因遺伝子の解析（田丸，水野洋，栃木，八塚，岡﨑）
13）MRCD 患者由来の Fibroblast を用いた 5- アミノレブリン酸のミトコンドリア呼吸鎖活性に対する効果の検討（徳
澤，木下，八塚，森山，田丸，栃木，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 Fam57b に注目した．Fam57b は脂肪細胞分化時に発現が上昇し，PPAR? の
標的であることを同定した．Fam57b 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．この成果を JBC に投稿し，受理された．
消化管特異的分泌タンパク IBCAP の解析を引き続き進めた．iPS 細胞から膵β細胞への分化誘導において IBCAP
が深く関与する結果を得て，特許（PCT）出願した．
脂肪，骨芽細胞分化に関与するマイクロ RNA の探索に関して，脂肪・骨芽細胞分化のマスターレギュレーターで
ある PPAR? や Osterix などの転写因子調節を行うマイクロ RNA を発現アレイを用いて探索し，ある特定のマイクロ
RNA1 つについて，実際に転写因子 Osterix による転写調節や，骨芽細胞分化に与える影響を実験的に証明すること
ができた．また，ミトコンドリアにおけるマイクロ RNA の機能を調べるための初期段階として，ミトコンドリア内
で発現するマイクロ RNA をマイクロ RNA 発現アレイを用いて探索した．
CAGE（Cap analysis of gene expression）データの解析と確認実験により得られた Nfkb2 遺伝子とそのアンチセ
ンス RNA のペアが脂肪細胞分化および骨芽細胞分化に関係する結果について，現在原著論文の投稿準備を進めてい
る．また理化学研究所との共同研究による高速超並列シーケンサーデータの詳細な解析をおこない，特徴的なセンス
- アンチセンスペアを多数同定した．併せて経時的発現変化同定アルゴリズムと可視化のパイプライン（CAGELOH;
CAGE Loci Oriented Heatmap）を構築した．
CREST 研究の一環として昨年度より引き続き，iPS 細胞誘導の時短化および効率化を可能にする新規遺伝子の探索
およびその分子機序の解明を行った．本年度は，Jarid2 がマウスのみならずヒト iPS 細胞誘導の効率化も可能にする
事を明らかにした．その分子機序の一つとして，Arf 発現抑制による ARF-MDM2-p53 経路の制御である事が示唆さ
れた．また，新規 Jarid2 会合タンパク質を同定し，これらを組み合わせる事でこれまでに無い更なる時短化，効率
化を可能にした．
ペルオキシソームタンパク質のプロセッシングを行う Tysnd1 の欠損マウスの表現系解析を行った．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やフィタン酸の代謝の障害があった．また，プラス
マローゲン合成機能の低下が原因の精子奇形が見られた事などから，Tysnd1 はペルオキシソームの機能維持に重要
である事を明らかにし，論文発表を行った（PLoS Genet. 9（2）:e1003286,2013）
MRCD の原因遺伝子同定と機能解析を目的として，昨年度より引き続き共同研究先の埼玉医科大学病院小児科と
千葉こども病院が収集した MRCD 患者検体について個々のミトコンドリア DNA（mtDNA）の全周塩基配列を解析し，
既知の変異や欠失の同定，またそれらのヘテロプラズミー割合を解析した（H24 年度は 30 例 32 検体）．この解析
によって選定された検体について次世代シーケンサーを用いた変異解析及び必要に応じて SNP マイクロアレイによ
る染色体構造異常 ? 同祖領域の解析を行った（TR 部門担当）．これらの解析を終了した 128 検体は MRCD 原因候補
遺伝子をさらに絞込むため，文献情報及び，公共データベース（プロテオミクス，mRNA 発現情報，タンパク質局
在予測等）
，臨床情報を利用して既知の MRCD 原因遺伝子，ミトコンドリアとの関連が示唆される遺伝子について原
因遺伝子としての妥当性を検討した．その結果，妥当性が認められた原因候補遺伝子について真に原因となる遺伝子
かどうか検証するため，患者由来皮膚線維芽細胞から候補遺伝子の強制発現細胞株を樹立し，ミトコンドリアの機能
が回復しているか検討した．現在までに 49 遺伝子について対応する患者由来皮膚線維芽細胞から強制発現細胞株を
樹立し，31 遺伝子についてミトコンドリアの機能解析を実施している．そのうち，9 検体について原因遺伝子の特
定までに至った．また，ヒト株化細胞にて siRNA を用いた機能抑制実験を行い，ミトコンドリア機能の検討を行った．
同時に患者家族から血液検体の提供を依頼し，トリオシーケンスによる家系解析を行った．さらに患者の病態を in
vitro で再現させるべく患者由来皮膚線維芽細胞から iPS 細胞を樹立し，神経細胞への分化誘導実験に着手した．また，
特に神経系に症状が強く出た MRCD 患者について皮膚線維芽細胞から iPS 細胞の樹立を試みており約 20 系統近くの
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患者皮膚線維芽細胞から iPS 細胞を作製している．このうち 10 系統で未分化性が維持された iPS 細胞を取得しており，
5 系統については神経細胞への分化誘導に着手している．
その他に SBI ファーマ，埼玉医大小児科，千葉こども病院との共同研究で MRCD 患者由来の皮膚線維芽細胞を用
いて 5- アミノレブリン酸（5-ALA）のミトコンドリア呼吸鎖活性に対する効果を検討した．今後，得られた結果を
踏まえて医師主導治験の実施に向けて活動していく．
産婦人科との共同研究で，着床不全子宮内膜におけるマイクロ RNA の治療標的・診断マーカーの探索を行っている．
ヒト子宮内膜脱落膜化過程においてフォークヘッド転写因子の 1 つである FOXO1 が誘導され，脱落膜化マーカーで
あるプロラクチンや IGFBP1 等の標的遺伝子の発現制御を行っている事は，これまで明らかにしてきた．それに引き
続き，FOXO1 などの脱落膜化に関わる遺伝子発現を制御するマイクロ RNA を探索し，今年度，新たに数種類を同定
した．今後はこれらのマイクロ RNA が，FOXO1 や IGFBP1 の発現制御を介し脱落膜化に関与している可能性を検証
する為の機能解析を進めていく．また絨毛細胞に関する産婦人科との共同研究では，ヒト絨毛外絨毛細胞株を用いて
低酸素環境での培養実験を行い，細胞浸潤能が低下することを見出した．同様の条件で培養した細胞を用いて，マイ
クロ RNA,DNA マイクロアレイ解析を行い，細胞浸潤能低下に関連すると推察されるマイクロ RNA と，標的遺伝子
の候補を同定した．H25 年度は，これらのマイクロ RNA と標的遺伝子の機能解析を行う予定である．
Pfeiﬀer 症候群に関して，2 家系 2 症例で原因遺伝子として報告がある FGFR1, 2 のエキソン領域を解析し，両症例
の FGFR2 に，病因として報告のある既知の変異を同定した．
骨代謝ネットワークの制御機構の一つとして，転写因子 Pax6 が破骨細胞分化に伴い誘導されること，Pax6 が酒
石酸耐性酸性フォスファターゼ（TRAP）などのマーカー遺伝子の発現を抑制することを解明し，骨粗鬆症などの病
的な骨破壊が惹起されないよう破骨細胞自身による自己管理システムの存在が示唆された．
2 重蛍光標識マウス ES 細胞を用いて膵内分泌細胞の分化誘導を試みた結果，低分子化合物とサイトカインの組合
せにより再現良く内分泌細胞を分化誘導できた．さらに分化誘導効率の向上に寄与する因子の存在が示唆されたため，
DNA マイクロアレイ解析による網羅的な遺伝子解析により重要と考えられる候補遺伝子群を同定した．
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，膵β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進めている．その結果，今年度
は脂肪細胞分化に影響を与える遺伝子 Fam57b について行った詳細なデータをまとめて，論文として報告すること
ができた．さらに，細胞内小器官ペルオキシソームに関して，Tysnd1 欠損マウスを用いた機能解析の結果をまとめ，
英語原著論文として発表することができた．来年度もまたこれまでに得られたデータも駆使しながら，論文化する方
向で積極的にデータをまとめていきたいと考えている．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
岡﨑康司：科学技術振興機構 国際科学技術協力推進委員
岡﨑康司：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）分野横断的公募事業に係わる申請書の事
前書面審査員
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
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分野長，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
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Yamashita-Sugahara Y, Tokuzawa Y, Nakachi Y, Kanesaki-Yatsuka Y, Matsumoto M, Mizuno Y, Okazaki Y.
Fam57b（Family with Sequence Similarity 57, Member B）, a Novel Peroxisome Proliferator-activated Receptor
γ Target Gene That Regulates Adipogenesis through Ceramide Synthesis. J. Biol. Chem. 288（7）: 4522-37
（2013）
② Mizuno Yumi, Ninomiya Y, Nakachi Y, Iseki M, Iwasa H, Akita M, Tsukui T, Shimozawa N, Ito C, Toshimori K,
Nishimukai M, Hara H, Maeba R, Okazaki T, Al-Odaib AN, Al-Amoudi M, Jacob M, Alkuraya FS, Horai Y, Watanabe
M, Motegi H, Wakana S, Noda T, Kurochkin IV, Mizuno Yosuke, Schonbach C, Okazaki Y. Tysnd1 deﬁciency in
mice interferes with the peroxisomal localization of PTS2 enzymes, causing lipid metabolic abnormalities and
male infertility. PLoS Genet. :9（2）e1003286（2013）
③ Hishida T, Nozaki Y, Nakachi Y, Mizuno Y, Iseki H, Katano M, Kamon M, Hirasaki M, Nishimoto M, Okazaki Y,
Okuda A. Sirt1, p53, and p38（MAPK）Are Crucial Regulators of Detrimental Phenotypes of Embryonic Stem
Cells with Max Expression Ablation. Stem Cells. 30（8）:1634-44（2012）
④ Iseki H, Takeda A, Andoh T, Kuwabara K, Takahashi N, Kurochkin IV, Ishida H, Okazaki Y, Koyama I. ALEX1
suppresses colony formation ability of human colorectal carcinoma cell lines. Cancer Sci. 103（7）：1267-71
（2012）
⑤ Keystone Symposia Conference - RNA Silencing（C7）: Regulation of Adipocyte/Osteoblast Diﬀerentition by
microRNAs That Are Controlled by Master Regulatory Transcription Factors.（2013/3/22）Columbia,Canada:
Mizuno Y, Nakachi Y, Tokuzawa Y, Kanesaki-Yatsuka Y, Okazaki Y.
⑥ 48th EASD Annual Meeting.: Expression of IBCAP（intestine-derived beta-cell augmenting promoter）, an
intestine speciﬁc secretory factor, induces insulin positive cells in the liver.（2012/10/2）Berlin, Germany: Yokoo
T, Watanabe K, Iida KT, Suzuki H, Shimano H, Ishikawa SE, Kawakami M, Yamada N, Okazaki Y, Toyoshima H.
⑦ Joint Conference on Informatics in Biology, Medicine and Pharmacology（生命医薬情報学連合大会）Regulation
of diﬀerentiation via microRNAs controlled by master regulator transcription factors during adipocyte/osteoblast
diﬀerentiation（2012/10/15-17）
Tokyo, Japan: Mizuno Y, Nakachi Y, Tokuzawa Y, Kanesaki-Yatsuka Y, Okazaki Y.
⑧ Joint Conference on Informatics in Biology, Medicine and Pharmacology（ 生 命 医 薬 情 報 学 連 合 大 会 ）Id4, a
new candidate gene for senile osteoporosis acts as a molecular switch promoting osteoblast differentiation
（2012/10/15-17）Tokyo, Japan: Tokuzawa Y, Yagi K, Yamashita Y, Nakachi Y, Nikaido I, Bono H, Ninomiya
Y, Kanesaki-Yatsuka Y, Akita M, Motegi H, Wakana S, Noda T, Sablitzky F, Arai S, Riki K, Fukuda T, Katagiri T,
Schonbach C, Suda T, Mizuno Y, Okazaki Y.
⑨第 35 回日本分子生物学会年会（2012/12/12）福岡県福岡市 ; 間葉系幹細胞分化のマスターレギュレーター
転写因子による，マイクロ RNA を介した細胞分化制御 ; Control of Cell Diﬀerentiation by Master Regulatory
Transcription Factors Through the Regulation of microRNA Expression. 水野 洋介 , 仲地 豊 , 徳澤 佳美 , 兼先 - 八
塚 由紀子 , 岡﨑 康司
⑩第 22 回臨床内分泌代謝 Update（指定講演）
「次世代シーケンサーがもたらした医学研究のパラダイムシフト」
（2013/1/19）埼玉県さいたま市 , 岡﨑 康司
【総数：論文 4 件，学会発表 13 件，講演 11 件】
6-2．獲得研究費
岡﨑康司（代表）
第 24 回小野医学研究助成金「ペルオキシソーム局在プロテアーゼ Tysnd1 が脳の脂質代謝に与える影響」
配分額：200 万円
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：3,700 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（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
生理学的意義の検討」
配分額：312 万円
水野洋介（代表）
科学研究費補助金 若手研究（B）
「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」
配分額：90 万円
水野洋介（代表）
川野小児医学財団「ミトコンドリア呼吸鎖異常症に関与するマイクロ RNA の同定」配分額：100 万円
松本征仁（代表）
川野小児医学財団「膵β細胞の再生アプローチによる小児糖尿病の再生膵島移植療法の基盤開発」配分額：160
万円
松本征仁（代表）
日本糖尿病財団「インスリン分泌促進と膵β細胞分化・再生作用を有する神経ペプチド CRF ファミリーの臨床
応用」配分額：100 万円
6-3．受賞
田丸俊輔
第 23 回落合記念賞研究助成金

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 助成額：100 万円
6-4．特許，実用新案
特許（PCT 出願）
名称；膵臓ホルモン産生細胞の生産方法及び膵臓ホルモン産生細胞，並びに分化誘導促進剤
発明者；豊島秀男，岡﨑康司，横尾友隆，菅原泉
出願人；学校法人 埼玉医科大学
出願番号；PCT/JP2013/064469
出願日；H24 年 5 月 25 日
名称；METHODS FOR INCREASING INSULIN SECRETION BY CO-STIMULATION OF CORTICOTROPIN-RELEASING
FACTOR RECEPTORS
発明者；Huising, MO.,Matsumoto,M., Vale, W.
出願人；The Salk Institute for peptide bilogy
出願番号；United States application or PCT international serial number 13/659,437
出願日；October 24, 2012
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 10 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム「ゲノム情報と細胞システム」（2012/11/2-3）埼玉県日高市
生命医薬情報学連合大会

大会副委員長（2012/10/14-17）東京都江戸川区

7．自己点検・評価
研究面では，当研究部門でこれまで蓄積してきた大量のゲノム情報・発現データ等を活用し，生活習慣病・骨粗鬆症・
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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．その結果，脂肪細胞分化に影響
を与える新規遺伝子 Fam57 の同定・機能解析と，細胞内小器官の一種ペルオキシソームの機能に関与する Tysnd1
遺伝子について詳細な機能解析を行い，論文として発表することができた．
MRCD 原因遺伝子探索プロジェクトでは，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
複数見出し，これらの候補遺伝子群の一部についてはミトコンドリア機能との関わりを検証することができた．来年
度以降も引き続き臨床グループや 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
原因遺伝子の個々の機能と MRCD の病態との関連について，さらに深く追求していく．
教育面では，学部学生に対しては，1 年生の細胞生物学コースや夏期プログラム，卒業研究やその準備などの指導
を通して，
核ゲノムやミトコンドリアゲノム上の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 名について論文受理と学位取得を達成することができた．他の 2 名も併せて，
実験指導や原著論文，学位論文執筆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：代表指導教員（大学院）：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：学位論文審査教員（大学院）：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
清水英明（SHIMIZU, Hideaki）
：特別研究協力員
松島勇紀（MATSUSHIMA, Yuki）
：特別研究協力員
松本郁子（MATSUMOTO, Ikuko）
：特任研究補助員

2．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」
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．
「卒後教育」
卒後教育委員会後援学術集会の企画などを通して，医学部の教職員に世界のトップレベルの基礎医学研究を紹介
する．
「大学院教育」
大学院学生に，組換え DNA 実験や細胞への遺伝子導入法などの技術についての最先端の知識を提供する．
2-2．教育内容（担当者）
「卒前教育」
「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）．
「卒後教育」
4 月に東京都医学総合研究所の米川博通博士，6 月に UCSF の Robert Blelloch 博士による学術集会を企画した．
「大学院教育」
「実用実験医学特別講義」を 1 コマ担当した．
2-3．達成度
「卒前教育」
「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．
「卒後教育」
ミトコンドリアの研究で世界的に有名な米川博士と，幹細胞研究で国際的に若手の第一人者として認識されてい
る Blelloch 博士のセミナーを開催し，特に若手研究者にとって刺激を与えることが出来た．
「大学院教育」
この講義は教職員一般にも開放し，組換え DNA 実験に関する法律などについての理解を高めることが出来た．
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」
平成 25 年度も引き続き，学部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．
「卒後教育」
引き続き，国内外の優秀な研究者を招待した学術集会を企画し，リサ ? チマインドの向上に貢献したい．
「大学院教育」
最先端の研究技術などを大学院生に紹介することにより，リサ ? チマインドの向上に貢献したい．
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3．研究
3-1．目的・目標
「相同組換えによるヒト幹細胞の染色体操作」
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，将来に向けたより広い範囲の応用
を可能にするには，これらの細胞への遺伝子導入・遺伝子発現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安全
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による染色体操作法の確立と応用とを目指して
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
Wisoot Chan-it，相澤絵美，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
三谷幸之介，相澤絵美
人工制限酵素を利用した遺伝子ターゲッティング法の応用
栗原佳絵，岩長ゆずる，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
東南アジアの下痢症患者から分離された新規アデノウイルスの分子生物学的解析
松島勇紀，清水英明，三谷幸之介
3-3．研究内容と達成度
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．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，細胞に応用
可能な分化細胞分手法である．
バングラデッシュの小児下痢症患者から分離されたアデノウイルスを解析し，新規血清型である 65 型を同定した．
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．また，ウイルスベクターを用いる相同
組換え法と，人工制限酵素を用いる方法とを組合せ，現在の染色体操作効率をマウス ES 細胞と同等の高効率にする
ことを目的とする．

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
学術誌査読

Biotechniques, Molecular Therapy, PLos One,

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）
821

遺伝子治療部門

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・著書
① Umeda K, Suzuki K, Yamazoe T, Shiraki N, Higuchi Y, Tokieda K, Kume K, Mitani K, Kume S."Albumin gene
targeting in human embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells with helper-dependent adenoviral
vector to monitor hepatic diﬀerentiation." Stem Cell Res. 2013 Mar;10（2）:179-94.
② Matsushima Y, Shimizu H, Kano A, Nakajima E, Ishimaru Y, Dey SK, Watanabe Y, Adachi F, Suzuki K, Mitani K,
Fujimoto T, Phan TG, Ushijima H. "Novel human adenovirus strain, Bangladesh." Emerg Infect Dis. 2012 May;18
（5）:846-8.
③ Matsushima Y, Shimizu H, Kano A, Nakajima E, Ishimaru Y, Dey SK, Watanabe Y, Adachi F, Mitani K, Fujimoto
T, Phan TG, Ushijima H. "Genome sequence of a novel virus of the species human adenovirus d associated with
acute gastroenteritis." Genome Announc. 2013 Jan;1（1）. doi:pii: e00068-12.
④ Ko Mitani, Emi Aizawa, Claudio Mussolino, Manami Ohtaka, Ken Nishimura, Toni Cathomen, Mahito Nakanishi.
"One Step Human iPS Cell Induction And Enhanced Gene Targeting Using Viral Vectors And TALE Nucleases."
American Society of Gene & Cell Therapy. Philadelphia, USA. 2012 年 5 月 19 日．
⑤ Ko Mitani, Manabu Nakayama, Haruhiko Koseki. "CONSECUTIVE BIALLELIC GENE TARGETING OF THE OCT3/4
LOCUS IN HUMAN iPS CELLS USING HELPER-DEPENDENT ADENOVIRAL VECTORS." 日本遺伝子治療学会．
熊本．
2012 年 6 月 28 日．
⑥ Ko Mitani. "Gene Targeting in Human Pluripotent Stem Cells Using Adenoviral Vectors". Welcome Trust Sanger
Institute. England. 2012 年 8 月 22 日．
【総数：論文 3 件，学会発表 5 件，講演 1 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：80 万円
三谷幸之介（代表）
文部科学省科研費（挑戦的萌芽研究）
「人口制限酵素とウイルスベクターとを利用した高効率遺伝子修復治療法の開発」（平成 24 〜 26 年度）
配分額：150 万円（間接経費 30%）
三谷幸之介（分担）
（代表：佐藤俊朗）
「科学技術振興機構

次世代がん研究戦略推進プロジェクト」
「大腸がん肝細胞を標的とした，遺伝子ターゲッティ

ング技術の開発」
配分額：100 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
PCT 出願（国際出願）PCT/JP2013/065679
名称：
「ヘルパー依存型ウイルスベクター，成熟骨芽細胞の可視化法，及び成熟骨芽細胞の製造方法」
特許出願人：学校法人埼玉医科大学
発明者：三谷幸之介，片桐岳信，曽根岳史，進正史
出願日：2013 年 6 月 6 日
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
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，ヒト細胞における遺伝子ターゲッティング技術の優位性を保ち，世界
の中での私達の評価を確立したい．
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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（疾患制御部門兼担）
：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（ゲノム科学部門兼担）：修士
仲地

豊（NAKACHI, Yutaka）
：助教（ゲノム科学部門兼担）：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
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「#026: 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「#027: 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．また入
学試験監督（仲地：前期試験 1/27）もおこなっている．
2-3．達成度
夏季プログラムでは例年どおりゲノム医学の基本的な知識から専門的な知見まで含めた幅広い実習教育をおこなう
ことができた．今年度もゲノム医学的な最新トピックを織り交ぜながら受講生の学問的興味を刺激する特別講義を提
供することができた．
（※西山正彦に関しては，疾患制御部門を参照）
2-4．自己評価と次年度計画
前年度受講した学生が別プログラムで再度受講しており，本プログラムの人気の高さを示している．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，疾患制御部門を参照）

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，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，伊関美緒子，岡崎康司；
ゲノム科学部門・動物実験施設との共同研究）
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．
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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，的場奈々，岩佐泰靖，岡
﨑康司）
染色体構造異常解析・エクソーム解析などを用いることにより，疾患遺伝子の同定を目標とする．
3）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 症例をめどにエクソーム解析を行い，
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 発現解析（仲地豊，岡﨑康司；
ゲノム科学部門，理化学研究所との共同研究）
※本項目に関しては，ゲノム科学部門の当該項目を参照
6）ヒト - チンパンジー間の中枢神経におけるエピジェネティック制御機構の比較解析（仲地豊，岡﨑康司；東京
大学・理化学研究所との共同研究）
本研究で遺伝子プロモータ領域の中枢神経特異的な DNA メチル化プロファイルに着目したヒトとチンパンジー
の種間比較から，ヒトの中枢神経特異的な発現制御の同定を目的としている．
7）エストロゲンとその合成誘導体の組織特異的な発現メカニズムの解明（仲地豊，伊関美緒子，岡﨑康司；ゲノ
ム科学部門・動物実験施設との共同研究）
エストロゲンやその合成誘導体に対する組織特異的な発現応答を解析することにより，骨粗鬆症の新規創薬標的
候補を同定することを目的としている．
（※西山正彦に関しては，疾患制御部門を参照）
3-3．研究内容と達成度
1）今年度は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雌雄それぞ
れ検出し，GID 関連遺伝子候補群として同定した．この結果は第 35 回日本分子生物学会年会および GID（性同
一性障害）学会第 15 回研究大会にて口頭発表した．現在アロマターゼ阻害剤や水酸化酵素阻害剤を添加した条
件での発現解析を進めている．
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，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 家系について解析を行った．
また，悪性高熱症発症者を含む 4 家系について次世代シーケンサーを用いたエクソーム解析を行ない，うち 1
家系で病因と疑われる候補変異を同定した．
3）これまでに 104 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クソーム解析を行った．
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）
6）DNA メチル化を網羅的に解析するとともに，既存の発現データなどを統合することで，ヒト - チンパンジー間
において大脳皮質形成関連遺伝子などに DNA メチル化状態の有意な差を見いだすことができた．
7）今年度末に助成が決定した研究テーマであるエストロゲンとその合成誘導体の組織特異的な発現メカニズムの
解明にむけて，マウス各組織における発現プロファイル解析に着手した．
3-4．自己評価と次年度計画
1）次年度はさまざまなホルモン曝露条件による発現解析をおこなうとともに，エピジェネティックな発現制御に
も着目して 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 家系のうち 4 つでは既知遺伝子に変異があることが探索の過
程で明らかになった．今後は残った 1 家系より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．悪性高熱症家系については，同定した候補変異を中心に，次年度に論文として報告
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．100 症例を超え，解析精度があがったことも明らかにできた．今後も増加する症例
数を生かして実験・解析を続けていく．これらについては次年度に解析結果の取りまとめをする予定である．
6）次年度には解析結果をとりまとめ，原著論文として投稿する予定である．
7）各組織における発現プロファイルの違いから，バイオインフォマティクス的手法により組織特異的な発現メカ
ニズムを描出する予定である．
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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（※西山正彦に関しては，疾患制御部門を参照）
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，疾患制御部門を参照）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし（※西山正彦に関しては，疾患制御部門を参照）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Mizuno Y, Ninomiya Y, Nakachi Y, Iseki M, Iwasa H, Akita M, Tsukui T, Shimozawa N, Ito C, Toshimori K,
Nishimukai M, Hara H, Maeba R, Okazaki T, Alodaib ANA, Amoudi MA, Jacob M, Alkuraya FS, Horai Y, Watanabe
M, Motegi H, Wakana S, Noda T, Kurochkin IV, Mizuno Y, Schonbach C and Okazaki Y. Tysnd1 Deﬁciency in Mice
Interferes with the Peroxisomal Localization of PTS2 Enzymes, Causing Lipid Metabolic Abnormalities and Male
Infertility. PLoS Genet. 14;9（2）:e1003286（2013）.
② Yamashita-Sugahara Y, Tokuzawa Y, Nakachi Y, Kanesaki-Yatsuka Y, Matsumoto M, Mizuno Y and Okazaki Y.
Fam57b（Family with Sequence Similarity 57, Member B）, a Novel Peroxisome Proliferator-activated Receptor
γ Target Gene That Regulates Adipogenesis through Ceramide Synthesis. J Biol Chem. 15;288（7）:4522-37
（2013）.
③ Hishida T, Nozaki Y, Nakachi Y, Mizuno Y, Iseki H, Katano M, Kamon M, Hirasaki M, Nishimoto M, Okazaki Y and
Okuda A. Sirt1, p53, and p38（MAPK）are crucial regulators of detrimental phenotypes of embryonic stem cells
with Max expression ablation. Stem Cells. 30（8）:1634-44（2012）.
④ The ASHG 62nd Annual Meeting "Exome sequencing for the knowledge-driven and unbiased diasease-mutation
search of mitochondrial respiratory chain disorder"（2012/11/7）Boston; Kohda M, Tokuzawa Y, Moriyama
Y, Kato H, Uehara N, Nakachi Y, Matoba N, Tamaru S, Kishita Y, Yamazaki T, Mori M, Murayama K, Mizuno Y,
Ohtake A and Okazaki Y
⑤ The ASHG 62nd Annual Meeting "Exome sequencing identiﬁed a novel mutation in CACNA1S in a Japanse family
with Malignant Hyperthermia"（2012/11/7）Boston; Matoba N, Iwasa H, Kohda M, Yatsuka-Kanesaki Y, Ichihara
Y, Kikuchi H, Suzuki Y, Sugano S, Hayashi Y. K, Nishino I and Okazaki Y
⑥第 35 回日本分子生物学会年会 「マウス新生児脳を利用した発現解析による性同一性障害関連遺伝子の探索」
（2012/12/13）福岡； 仲地 豊 , 伊関 美緒子 , 横尾 友隆 , 水野 洋介 , 岡崎 康司（3W6III-4）
⑦第 35 回日本分子生物学会年会 ミトコンドリア呼吸鎖異常症を中心としたシステム医学的エキソーム解析
（2012/12/12）福岡市 ; 岡崎 康司
⑧ Joint Conference on Informatics in Biology, Medicine and Pharmacology（生命医薬情報学連合大会） Exome
sequencing for the disease-mutation search of mitochondrial respiratory chain disorder（2012/10/15-17）
Tokyo, Japan: Kohda M, kato H, Ohtake A, Okazaki Y.
⑨ Joint Conference on Informatics in Biology, Medicine and Pharmacology（生命医薬情報学連合大会） Integrated
analysis of non-coding RNAs expression during bi-directional differentiation from mouse mesenchymal stem
cells to adipocytes/osteoblasts（2012/10/15-17）Tokyo, Japan: Nakachi Y, Mizuno Y, Tokuzawa Y, Ymasita Y,
Kanesaki-Yatsuka Y, Okazaki Y.
⑩第 55 回日本糖尿病学会年次学術集会

日本人 2 型糖尿病における糖尿病網膜症のゲノムワイド関連解析

（GWAS）
（2012/5/18）横浜 ; 山下 富都，栗原 進 , 森田 智子 , 片山 茂裕 , 宮下 由美 , 森 圭介 , 米谷 新 , 神田 将和 ,
仲地 豊 , 岡崎 康司 , 島田 朗 , 丸山 太郎 , 安田 和基 , 粟田 卓也
【総数：論文 3 件，学会発表 12 件，講演 9 件】
6-2．獲得研究費
岡﨑康司（代表）
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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
仲地豊（代表）
公益財団法人赤枝医学研究財団 平成 24 年度研究助成「エストロゲンとその合成誘導体の組織特異的な発現メカ
ニズムの解明」
配分額：100 万円
仲地豊（代表）
埼玉医科大学 平成 24 年度学内グラント 24-B-1-02「脂肪細胞分化・骨芽細胞分化の 2 方性分化で機能するアン
チセンス RNA の解析」
配分額：100 万円
水野由美（代表）
内藤記念科学振興財団

内藤記念女性研究者研究助成金「Tysnd1 欠損マウスを用いたペルオキシソームの機能

低下と神経変性疾患の発症についての解析」
配分額：200 万円
神田将和（代表）
文部科学省科研費若手研究
（A）
「RNA と DNA データの複合解析で明らかにする遺伝性疾患の新規発症メカニズム」
配分額 : 1540 万円
的場奈々（代表）
文部科学省科研費挑戦的萌芽研究「エクソーム解析の応用による悪性高熱症の新規原因遺伝子の同定」
配分額 : 180 万円
（※西山正彦に関しては，疾患制御部門を参照）
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」
PCT/JP2012/061016, 出願日：2012 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
崎康司
（※西山正彦に関しては，疾患制御部門を参照）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
- Joint Conference on Informatics in Biology, Medicine and Pharmacology（生命医薬情報学連合大会）
2012.10.14-17 東京（岡崎，神田）
- 次世代シーケンサー現場の会 第二回研究会 2012.05.24-25 大阪（神田）
- 第 10 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム 2012.11.2-3 埼玉
（※西山正彦に関しては，疾患制御部門を参照）

7．自己点検・評価
一昨年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）プロジェクトは本
部門・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，解析数も当初の予定を超え，定量的な評
価から解析精度の高さも示せる状態にまでに進んだ．第 10 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムの開催など，研
究成果の積極的な社会発信にも努めた．これまで進めてきた性同一性障害研究や骨芽細胞分化研究とも深く関係する
研究として，
エストロゲンとその合成誘導体の組織特異的な発現メカニズムに関する研究テーマについても着手した．
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：研究副主任：教育副主任：大学院教員（大学院）：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）

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：マウス 28 件（組換え DNA 実験に該当 27 件）
3-3．研究内容と達成度
当施設共同研究として，6 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 24 年度には，施設利用者 8 名の利用者説明会（文部科学省告示：研究機関等における
動物実験等の実施に関する基本指針に基づく教育訓練《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］
）を行い，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なかっ
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の資格を持つ飼育員 3 名にて現在 6 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 24 年度の動物使用数は 6,032 匹であり，平成 24 年度の延べ飼育数は 827,914 匹であった．
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．
828

実験動物施設

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ている．
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もとに施行された．平
成 24 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カナダ，ドイツ，東京大学，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．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① 48th EASD Annual Meeting, Expression of IBCAP（intestine-derived beta-cell augmenting promoter）, an
intestine speciﬁc secretory factor, induces insulin positive cells in the liver.: Yokoo T, Watanabe K, Iida KT, Suzuki
H, Shimano H, Kawakami M, Yamada N, Okazaki Y, Toyoshima H.（2012/10/2）Berlin, Germany
②第 35 回 日本分子生物学学会年会 , 脂肪酸伸長酵素 Elovl6 の欠損は 2 型糖尿病モデル db/db マウスの膵β細胞
量減少および機能不全を抑制する：中野雄太，松坂賢，唐ネ，鈴木真璃衣，煙山（鈴木）紀子，久芳素子，所司
慶太，横尾友隆，中川嘉，石井清朗，嶋田昌子，岩崎仁，小林和人，矢藤繁，高橋昭光，矢作直也，鈴木浩明，
山田信博，島野仁 （2012/12/11）
,
福岡
③第 35 回 日本分子生物学学会年会 , マウス新生児脳を利用した発現解析による性同一性障害関連遺伝子の探索：
仲地豊，伊関美緒子，横尾友隆，水野洋介，岡崎康司 （2012/12/13）
,
福岡
④ GID（性同一性障害）学会第 15 回研究大会 , マウス新生仔脳を利用した性同一性障害関連遺伝子の探索：仲地豊，
伊関美緒子，横尾友隆，水野洋介，岡崎康司 （2013/3/23）
,
大宮
【総数：論文 0 件，学会発表 4 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
横尾友隆（代表）
科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究「新規消化管ホルモン IBCAP を標的とした膵β細胞再生医療への応用」
配分額：195 万円
6-3．該当なし
6-4．特許
特許（PCT 出願）
名称；膵臓ホルモン産生細胞の生産方法及び膵臓ホルモン産生細胞，並びに分化誘導促進剤
発明者；豊島秀男，岡﨑康司，横尾友隆，菅原泉
出願人；学校法人 埼玉医科大学
出願番号；PCT/JP2013/064469
出願日；H24 年 5 月 25 日
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 2 度，
全既登録者に対する，再教育訓練をゲノム医学研究セセンター RI 実験施設において 1 度，
中央研究施設 RI 部門，国際医療センター放射線安全管理室の協力のもと 2 度開催した．
「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」
「検査学特論」を担当している．医学部において「人体の科学入門（医学セミナー）」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．
（飯塚裕幸）大学院性を対象とした「研究方法特論」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 24 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．またゲノム進化の観点から UTF1 遺伝子について解析を行っ
たところ，UTF1 は真獣類に進化した時点で新しく獲得された遺伝子であることがわかり，この結果から UTF1 は胎
盤の発育に重要な寄与をしていることが示唆された．これらの点をまとめ現在論文としてまとめているところであり，
次年度において論文発表の形としたいと考えている．

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
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
（飯塚裕幸）他大学等の事業所内放射線障害防 ? 止教育訓練の講師，上智大学（4 月），順天堂大学大学院（5 月）
，
微生物化学研究所（6 月）東京医科歯科大学（10 月）
公益社団法人日本アイソトープ協会

第 1 種放射線取扱主任 ? 者講習の講師，

公益社団法人日本アイソトープ協会

第一種作業環境測定士講習の講師，

放射線等に関する出前授業講師（文部科学省事業）小学校，中学校，特別支援学校の児童生徒を対象

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Hishida T. Nozaki Y. Nakachi Y. Mizuno Y. Iseki H. Katano M. Kamon M. Hirasaki M. Nishimoto M. Okazaki Y.
Okuda A. Stem Cells. 30（8）:1634-44, 2012
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，桂有加子，颯田葉子，Janine
Deakin，Jennifer Graves，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 2012 年
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一般発表
③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 2012 年 一般発表
④赤羽明，渡辺修一，柴崎智美，鈴木健之，飯塚裕幸，荒木信夫
⑤飯塚裕幸，宮下由美，小野智

第 44 回日本医学教育学会

放射線安全取扱部会年次大会 2012 年

【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

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
核種
24 年度
23 年度
22 年度
21 年度
20 年度

45Ca
0
0
0
0
37

125I
0
0
0
0
0

（単位：MBq）
32P
253,5
300.1
190.1
245.4
621.4

33P
0
0
0
0
0

35S
0
74
0
0
0

3H
0
0
9.25
9.25
9.25

14C
0
0
0
0.37
7.4

51Cr
0
0
0
0
0

RI 実験施設登録者数：平成 24 年度 34 名：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
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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10．疾患制御医学部門
1．構成員
部門長

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（〜 8/31）：客員教授（9/1 〜）

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

所長）: 運営責任者（9/1 〜）

江口英孝（EGUCHI, Hidetaka） ：准教授：教育副主任：研究副主任：指導教員（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
関根あずさ（SEKINE, Azusa） ：技術員（〜 6/30）：修士
栗原佳子（KURIHARA, Keiko） ：技術員（〜 6/30）：修士
柳館智恵子（YANAGIDATE, Chieko）
：技術員（〜 6/30）

2．教育
2-1．目的･目標
難治性がんを初めとする各種疾患の予防・診断・治療・診断に新たな道を開く橋渡し研究（トランスレーショナル
リサーチ：基礎研究で見出された新規発見を実際の医療へと展開するための一連の研究）を展開・発展させることを
目的とする．また，主に大学院・卒後教育に重点を置き，画期的な医療の開発に資する基礎医学研究者，先進医療の
開発にも貢献しうる各領域の臨床専門医の育成を目標とする．
2-2．教育内容（担当者）
平成 19 年度に採択された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が最終総合評価で A 判定を受けた．
これをさらに発展する形で本年度より新たに文部科学省「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」として，筑
波大学・千葉大学・群馬大学・日本医科大学・獨協医科大学・茨城県立医療大学・群馬県立県民健康科学大学と共同
で国際協力型がん臨床指導者養成拠点プランが採択された．このプランの実施ため，基礎腫瘍学など関連する E- ラー
ニング教育システムの充実を図った（西山，江口）．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）と臨床研究用データの整理を進めた （西山・江口）．研究指導を行ってきたエジプトか
らの特別研究学生アーメッド・エルサヤッド・モハメッドの論文が学術誌に受理され，エジプト本国の派遣元大学に
て学位審査を受けた（西山・江口）
．また他科所属の大学院生 5 名の学位研究指導・支援を行った（西山，江口）
．
2-3．達成度
研究，教育ともに年度内に当初予定していた目標は概ね達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
学位研究指導・支援を本格的に展開した．当初の目的をほぼ達成し，学位研究指導では一部学生では学会発表や論
文作成に至った．次年度も，継続してがんプロフェッショナル養成基盤推進プランの E- ラーニングシステムによる
大学院授業の収録を推進するとともに，学位取得を目指した研究の指導と支援・および専門医となるための教育のさ
らなる充実を図る．

3．研究
3-1．目的・目標
基礎研究の成果を臨床の現場に提供し，臨床の現場で抱える問題を基礎研究により解決していく，両方向性の橋渡
し研究を行い，画期的な医療の創生を目指す．特に難治性固形がんの新たな治療法の確立，化学療法の有効性や副作
用を予測するバイオマーカーの策定，新規がん分子標的薬創出研究の推進，がんの予防を目指した分子疫学研究の遂
行を主たる目的とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
A）癌細胞選択的発現遺伝子のスクリーニングとその治療への応用（西山，江口）
B）新規創薬標的遺伝子の抽出と機能解析（西山，江口）
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）
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D）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）
E）低酸素誘導転写因子の癌発生・進展に関する研究（江口 , 西山）
F）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）
G）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）
H）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）
I） 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 −（西山，江口）
J）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）
K）腫瘍特異的不死化因子とその治療への応用（西山，江口）
L）癌化学療法の感受性予測（西山，江口）
M）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）
N）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）
O）網羅的ﾏｲｸﾛ RNA 解析を利用した卵巣癌に対する新規 TC 療法の効果予測因子の探索 （江口 , 西山）
3-3．研究内容と達成度
以下，主なものについて記す．
1）新規抗がん薬の開発のためのゲノム創薬標的遺伝子同定とその生物学的機能解析
西山が前任地（広島大学）で発明者として国内特許出願した「ヒトがん細胞の不死化に関わる遺伝子およびその
利用」
（特願 2006-161350, 平成 18 年 6 月 9 日）及び同国際特許出願（PCT/JP2007/061652, 平成 19 年 6 月 7 日）
に示されたがん特異的不死化因子 13 遺伝子のうち，E2-EPF（UBE2S）を中心として新規分子標的薬剤開発研究
を継続して推し進め，E2-EPF による新たなユビキチン化標的蛋白質のスクリーニングならびに特異的阻害剤候
補物質の検討を行った．
2） 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 − を 九 州 大 学， 熊 本 大 学， 鹿 児 島 大 学，ICSG（Individualized
Chemotherapy Study Group）: 関西労災病院・市立堺病院・市立吹田市民病院・大阪府立成人病センター，兵庫
医科大学，医療法人薫風会 佐野病院，岐阜大学，北里大学，帝京大学ちば総合医療センター，群馬大学，岩手
医科大学，
埼玉医科大学総合医療センターと共同で開始した．本研究にて，先行研究で同定されたバイオマーカー
の有用性について検討を進めるとともに，新たな効果予測因子の抽出を行う．その他，卵巣がんについても 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）
，
②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），③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）
，④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）
，⑤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）
3-4．自己評価と次年度計画
活発に研究活動を展開し，これまで進めてきた多施設共同臨床研究，がん新規治療薬の開発を中心とした研究，な
どで着実に成果を挙げ，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．

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
【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
＊厚生労働省健康局：がん対策推進協議会委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
【西山正彦】
【編集委員

Associated Editor】

＊ International Journal of Clinical Oncology
【編集委員

Editorial Board】

＊ World Journal of Gastrointestinal Oncology
＊ World Journal of Clinical Oncology
【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
＊ Breast Cancer
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
＊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：世話人
＊制癌剤適応研究会：世話人，監事
＊日本がん治療認定医機構：副理事長，がん関連学会連絡委員会委員長，教育委員会 Web 試験問題専門部会部
会長
＊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 22 回日本癌病態治療研究会：プログラム委員会委員
＊第 50 回日本癌治療学会学術集会：査読委員
＊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

6．業績
6-1．論文・学会発表（代表 10 件）
① Taga M*1, Eguchi H, Shinohara T*1, Takahashi K*1, Ito R*1, Yasui W*2, Nakachi
K*1, Kusunoki Y*1, Hamatani K*1.（*1Dept. Radiobiol./Mol. Epidemiol., RERF.,*2Hiroshima Univ. Grad. Sch.
Biomed. Sci.）: Improved PCR ampliﬁcation for molecular analysis using DNA from long-term preserved formalinﬁxed, paraﬃn-embedded lung cancer tissue specimens. Int J Clin Exp Pathol. Epub 2012.11.20.
② Mohammed Ael S, Eguchi H, Wada S, Koyama N, Shimizu M, Otani K, Ohtaki M,
Tanimoto K, Hiyama K, Gaber MS, Nishiyama M（Dept. Respiratory Med., Saitama
Med.Univ.Intl. Med. Ctr., Dept. Pathol., Saitama Med. Univ. Intl. Med. Ctr.,
Dept. Environmetrics Biometrics, Res. Inst. Radiat. Biol. Med., Dept. Radiat
Med, Res. Inst. Radiat. Biol. Med., Hiroshima Univ., Department of Clinical and
Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Sohag University, Sohag, Egypt
Hiroshima Univ.）: TMEM158 and FBLP1 as novel marker genes of cisplatin
sensitivity in non-small cell lung cancer cells. Exp Lung Res. 38（9-10）:463-74. 2012 .11
③西山正彦：Q3

がん診療拠点病院の役割は？

ンコロジストはこう治療している

婦人科がん診療に関する Q&A（坂田優監修，杉山徹編）
，オ

婦人科がん診療と化学療法

全面改定第 2 版，ヴァンメディカル，東京，

2012.11.
④西山正彦：Q5

患者教育をどう行うか？〜 e-learning へのアプローチ．婦人科がん診療に関する Q&A（坂田優

監修，杉山徹編）
，オンコロジストはこう治療している

婦人科がん診療と化学療法

全面改定第 2 版，ヴァン

メディカル，東京，2012.11.
⑤ Nishiyama, M.: What we have to do now for development therapeutics in Asia? Special Lecture, The 2nd JapanChina Symposium on Cancer Research, Chiba, JPN, 2012.5.10
⑥ Nishiyama, M.: "Future Direction（or Perspective）of Clinical Oncology in Asia" as a Leader in Clinical Oncology.
Memorial Lecture, 10th International Conference of the Asian Clinical Oncology Society, Seoul, KOR, 2012.6.15
⑦ Nishiyama, M.: Federation of Asian Clinical Oncology established by CSCO, KACO, and JSCO: A new megaorganization to promote cancer therapeutics in Asia. Symposium, 2012 CSCO annual meeting, Beijing, CHN,
2012.9.22.
⑧ Eguchi, H., Iwasa, N.*1, Shimada, M.*2, Takeuchi, S.*3, Fujiwara, H.*4, Wada, S., Nagao, S.*1, Suzuki, M.*4,
Sugiyama, T.*3, Kigawa, J.*2, Fujiwara, K.*1, Nishiyama, M.（*1Dept. Gynecol. Oncol., Saitama Int. Med. Cent.,
*2Tottori Univ. Cancer Cent., *3Iwate Med. Univ., *4Jichi Med. Univ.）: Pharmacogenetic analysis of the weekly
paclitaxel/IP carboplatin combination therapy for ovarian and peritoneal cancers. 103rd Annual Meeting of Am.
Assoc. Cancer Res., Chicago, IL, USA, 2012.4.2
⑨江口英孝，岩佐紀宏 *1，和田

智 *5，鈴木光明 *4，杉山

徹 *3，紀川純三 *2，藤原恵一 *1，西山正彦（*1 国医セ・

婦人科腫瘍科，*2 鳥取大・病・がんセ・婦人科腫瘍科，*3 岩手医大・産婦，*4 自治医大・産婦，*5 国医セ・
乳腺腫瘍科）
：卵巣癌／腹膜癌における週 1 回パクリタキセル／腹腔内カルボプラチン併用療法の第 2 相試験：
パクリタキセルのゲノム薬理学的解析．第 71 回日本癌学会学術総会，北海道，2012.9.20.
⑩ Putra AC*, Tanimoto K*, Eguchi H, Gustine E*, Hiyama K*, Nishiyama M, Hosoi Y*（*Dept. Radiat. Med., Res. Inst.
Radiat. Biol. Med., Hiroshima Univ.）: HIF-2 α polymorphisms in lung cancer patients. 第 52 回日本呼吸器学会
学術講演会 , 兵庫 , 2012.4.20-22
【総数：論文 5 件，学会発表 12 件，講演 8 件】
6-2．獲得研究費
【西山正彦】
＊一般研究費

500,000 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」 525,000 円
【江口英孝】
＊文部科学省科学研究費
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新学術領域研究 「がん研究分野の特性等を踏まえた支援活動」 研究分担者

疾患制御医学部門

6,500,000 円
＊文部科学省科学研究費

基盤研究（C）「卵巣癌 / 腹膜癌の新規 TC 療法効果予測因子のゲノム薬理学的解析

と新規分子標的の探索」 研究代表者
＊文部科学省

基盤研究（C）

因子の探索」 研究分担者

650,000 円

「網羅的マイクロ RNA 解析を利用した卵巣癌に対する新規 TC 療法の効果予測

100,000 円

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
【西山正彦，江口英孝】
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 ｣, 公開日
2012.7.6
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
本年度ゲノム医学研究センター内に新部門として設置され，先端医療開発センターから引き続き研究・教育活動を
活発に展開した．教育面では，がんプロフェッショナル養成基盤推進プランなどによる学位研究指導・支援（大学院
生 5 名，外国人特別研究学生 1 名）が本格化し，E- ラーニング講義も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）
．

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）
．教育ならびに研究，いずれも概ね目標は達成されたものと総括する．次年度は，
教育・研究ともにさらにその質を高め，幅を広げ，埼玉医科大学発の成果を示していく予定である．
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1．教育主任部門
1．構成員（すべて兼担）
部門長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：皮膚科教授（任期：平成 26 年 3 月 31 日）

部門員

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）: 医学基礎准教授

永島雅文（NAGASHIMA, Masafumi）
：解剖学教授
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：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
天野宏一（AMANO, Koichi）
：総合医療センターリウマチ・膠原病内科教授
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

中山伸朗（NAKAYAMA, Nobuaki）
：消化器内科・肝臓内科准教授
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

堀川直史（HORIKAWA, Naoshi）: 総合医療センター神経精神科教授
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

米谷

新（YONEYA, Shin）
：眼科教授

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分
担が明確に意識され，互いの意思疎通が密になった．その結果，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 24 年 4 月 1 日〜平成 26 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

副室長： 土田
室

修一 （WATANABE, Schu-ichi） 兼担（基礎）生理学，教授，

同上

哲也 （TSUCHIDA, Tetsuya）

同上

員： 持田

智

間嶋

満

萩原

弘一 （HAGIWARA, Koichi）

兼担（毛呂）皮膚科，教授

同上
（MAJIMA, Mitsuru）

兼担（毛呂）リハビリテーション科，教授
兼担（毛呂）呼吸器内科，教授

同上
同上

松本 万夫

同上

中元

秀友 （NAKAMOTO, Hidetomo）兼担（毛呂）総合診療内科，教授

同上

辻

美隆 （TSUJI, Yoshitaka）

専任，准教授

同上

守屋

修

兼担（基礎）微生物学，准教授

同上

山崎

芳仁 （YAMAZAKI, Yoshihito） 兼担（基礎）医学基礎

脇本

直樹 （WAKIMOTO, Naoki）

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（基礎）医学基礎

同上

魚住

尚紀 （UOZUMI, Naonori）

川村

勇樹 （KAWAMURA, Yuki）

兼担（基礎）医学基礎

高橋

美穂 （TAKAHASHI, Miho）

専任，助手

（MORIYA, Osamu）

生物学，准教授

兼担（毛呂）造血器腫瘍科，准教授
化学，講師

兼担（基礎）生化学，講師
生物学，助教

同上
同上

同上
同上
同上

＜臨床実習推進室＞
室

長： 間嶋

副室長： 辻
森
室

員： 山田

満

同上

美隆

同上

茂久 （MORI, Shigehisa）

専任，教授

同上

泰子 （YAMADA, Yasuko）

専任，教授

同上

藤巻

高光 （FUJIMAKI, Takamitsu） 兼担（毛呂）脳神経外科，教授

同上

徳山

研一 （TOKUYAMA, Kenichi） 兼担（毛呂）小児科，教授

同上

山本

啓二 （YAMAMOTO , Keiji）

同上

兼担（毛呂）心臓内科，教授

三橋

知明

同上

村松

俊裕 （MURAMATSU, Toshihiro）兼担（日高）心臓内科，准教授

同上

小山

政史 （OYAMA, Masafumi）

兼担（日高）泌尿器科，准教授

同上

小髙

明雄 （ODAKA, Akio）

兼担（川越）肝胆膵外科・小児外科，准教授

同上

諸角

誠人 （MOROZUMI, Makoto） 兼担（川越）泌尿器科，准教授

同上

難波

聡

兼担（毛呂）産科・婦人科，講師

同上

有田

和恵 （ARITA, Kazue）

専任，講師

同上

奈倉

道明 （NAGURA, Michiaki）

兼担（川越）小児科，助教

同上

（NAMBA, Akira）

＜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

室

浩一 （OKADA, Hirokazu ）

兼担（毛呂）総合診療内科，准教授
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員： 岡田
辻

美隆

椎橋

実智男（SHIIBASHI, Michio）

兼担

荒関

かやの（ARAZEKI, Kayano）

専任，講師

同上
同上
同上

情報技術支援推進センター，准教授

同上
同上

卒前医学教育部門

大西

京子 （OHNISHI, Kyoko）

専任，助手

同上

齋藤

恵

専任，助手

同上

（SAITOH, Megumi）

＜調査解析室＞
室

長： 豊嶋

良一 （TOYOSHIMA, Ryoichi） 兼担（毛呂）神経精神科・心療内科，教授

同上

副室長： 椎橋

実智男

同上

室

智

員： 鈴木

（SUZUKI, Satoshi）

大西

京子

佐藤

義文 （SATOH, Yoshifumi）

専任，助教

同上
同上

専任，助手

同上

＜学生支援室＞
室

長： 森

茂久

副室長： 金
室

員： 豊嶋

兼担（毛呂）整形外科・脊椎外科，教授

同上

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（基礎）医学基礎

同上

堀川

直史 （HORIKAWA, Naofumi） 兼担（川越）神経精神医学，教授

同上

向田

寿光 （KOUDA , Toshimitsu）

同上

佐々木

2．目

同上

潤澤 （KIM, Yoon Taek）

惇 （SASAKI , Atsushi）

兼担（基礎）医学基礎

化学，教授
物理学，教授

兼担（基礎）病理学，教授

同上

村越

隆之 （MURAKOSHI , Takayuki）兼担（基礎）生化学，教授

同上

茅野

秀一 （KAYANO , Hidekazu）

兼担（基礎）生化学，准教授

同上

藤田

恵子 （FUJITA, Keiko）

兼担（基礎）解剖学，准教授

同上

山崎

芳仁

柴崎

智美 （SHIBASAKI, Satomi）

同上

中平

健祐 （NAKAHIRA , Kensuke） 兼担（基礎）生理学，講師

同上

笹島

茂

同上

齋藤

恵

（SASAJIMA, Shigeru）

兼担

地域医学・医療センター , 准教授

兼担（基礎）医学基礎

英語，講師

同上

同上

的

卒前医学教育部門は医学部学生を対象とした卒前医学教育の全般を運営する部門である．本学の建学理念，カリキャ
ラムポリシーおよびデュプロマポリシーに準拠し，社会的使命も考慮し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）試験および進級，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，運営を担当している．また，
「学生支援室」は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」と，規律，態度などの生活面については「学生部」との協力の基に検討を行っている．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，
「卒前医学教育懇談会」を原則的に月 1 回は開催している．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構成される．
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．
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3-1．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 24 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 25
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 24 年度のシラバスは例年と同様にホームページ上で公表するとともに冊子体
を作成した，また，その後の変更点はホームページ上で順次掲載した．平成 25 年のシラバスに関しては，2 年
生の「人体の構造と機能 -2」コースの改編を検討した．ワーキンググループおよびコース会議を開催し，平成
24 年度までは臓器別，機能別に独立していた 16 ユニットを「エネルギー系」，
「調整系」．「情報系」に 3 ユニッ
トに集約し，実習に関する 2 ユニットも含めて，計 5 ユニットの構成とした．また，同コースにおける実習の
内容は，
「良医へのきち」コースの「臨床推論」ユニットとの関連を考慮して，決定することにした．
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 11~13 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．前年度まで木曜日に実施していた施設見学は「臨床入門」ユニットに組み入れ，
時期を 5 月中旬に移した．その代わりに，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実施した．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 10 日に実施した．また，2 学期開始時のオリエンテーションは，6 年生では 8 月 28 日
の総合試験解説講義の開始前に，1~4 年生は 9 月 3 日の 1 限目に行い，健康管理，通年，春期プログラムの実施，
総合成績の再確認，オルコスホールの利用に関して周知を図った．なお，新入生のオリエンテーションは今年度
までは「実行委員会」が担当してきたが，今後はその機能をカリキュラム室内に設けることにした．平成 25 年
度からは，入学式の直後に行っているガイダンスも「オリエンテーション」に一環とすることとし，「部活動の
紹介」はその枠から外し，学生部主導で実施することにした．
③課外学習プログラム：夏季休暇中プログラムは前年度までと同様に，保健医療学部と共同で 5 月 30 日より 110
プログラムの公募を行い，その一部は大学院博士課程の単位として認定することにした．また，今年度からは一
部のプログラムは夏季休暇中のみならず，通年ないし春季休暇中にも実施することとした．10 月 1 日より通年
は 11 プログラム，春季は 7 プログラムが募集を開始し，医学部からは 29 名が応募した．これに伴って，夏季
と春季休暇中および通年プログラムは総称して，「課外学習プログラム（課外プロ」と称することが決定した．
）
④ 6 年生の「総合学習」コースは演習として実施するため，その方法に関する FD を 4 月 10 日と 5 月 1 日に実施し，
計 84 名（毛呂 62 名，川越 7 名，日高 15 名）が参加した．なお，同演習は，1~4 年生の「医学概論」，
「臨床推論」
，
「臨床入門」ユニット，4 年生の「医学英語」ユニット，5 年生の「特別演習」とともに，クリッカーを使用せず，
用紙を配布してレポートないし小テストを行うことで，出欠を確認することに決定した．
⑤ 1 〜 6 年まで連続した「キャリアパス」ユニットを創設するために，キャリアデザイン検討会を設置した．平
成 26 年度からのカリキュラムに導入すべく，「医学概論」，「臨床入門」ユニットなどとの関連でそのあり方を
討議している．また，
医学英語に関する教育の在り方を見直すために「英語力向上」ワーキンググループを設置し，
2007 年に開催した「英語・医学英語検討会議」における議論の延長線上で，今後の方針を検討している．一方，
学生の倫理，道徳面に関する指導を充実させることを目指して，医学教育センター「企画部門」との協力で ｢ 学
生の倫理的・社会的行動教育 ｣ ワーキンググループを立ち上げた．さらに，行動科学などもカリキュラムに導入
することを検討している．
⑥学生便覧を PFD 化して，11 月 1 日より学内ホームページ上に公開した．
⑦新入生に推奨する PC 機種の選定は「コンピュータ委員会」が担当してきたが，その機能を IT センターに移行
することを検討した．
3-1．臨床実習推進室
平成 24 年度の 5 年生における BSL，クリニカルクラークシップ（CC）および 6 年生の advanced OSCE を運営し，
平成 25 年度の臨床実習の方針を確定した．
① FD 部門との共催で，病棟業務を担う若手医師を対象とした「臨床実習指導医に関する FD」を 7 月 4 日に川越，
5 日に日高，6 日に毛呂キャンパスで開催し，夫々 30 名，18 名，55 名，計 103 名の出席があり，BSL，CC に
おける学生の指導に関して意見交換した．また，3 月 19 日に川越，21 日に日高，22 日に毛呂で，第 2 回目の
臨床実習懇談会も開催した．
② 5 年生を対象に CC 開始前のオリエンテーションを 1 月 9 日に実施し，「学長講話」，「卒後のキャリアパスにつ
いて講演」を行なうとともに，終了後には懇親会を開催した．また，3 月 29 日には臨床実習オリエンテーショ
ンを開催した．
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③ 5 年生は BSL 期間中に前年度と同様に土曜日を利用して，「特別演習」をカリキュラムの範囲内で実施した．出
欠は昨年度と同様にクリッカーを用いたが，演習中に実施するクリッカーを用いた Q & A 形式の設問に解答し
ない学生は欠席として扱った．なお，平成 25 年度以降に関しては，「特別演習」の課題に「必須の疾患」とと
もに「必須の症候」も加えて，出欠はクリッカーを用いず紙媒体で確認することに決定した．
④ 4 年生「臨床入門」ユニットの「まとめ」の期間を充当して，3 日間の臨床導入実習を実施することにした．次
年度の BSL 開始に先行して，病棟における診療の概要を経験させることが目的で，2 月 19 日〜 21 日，26 日〜
28 日の 2 回に分けて行った．教員には態度，服装等に関しても指導するよう依頼した．また，臨床医学生認定
式は 3 月 30 日に創立 30 周年記念講堂で開催し，島薗進先生（東京大学名誉教授）の講演後に白衣授与式を行い，
終了後はテレサホールにて懇親会を開催した．
⑤ BSL の際に学生が携帯し，学んだことが記録できる「ログブック」の作成し，平成 25 年度から使用できるよう
にした．また，
「臨床実習手帳」は前年度までと同様に各診療科に原稿を依頼して完成させた．
⑥平成 25 年度 6 年生 advanced CC を依頼する学外実習施設は，3 病院の関連施設リストをもとに，法人，医療人
育成支援センターの意向を勘案して調整した．また，受け入れ実績のある学外施設の指導医には，本学医学教育
センターの客員教員（教授，准教授，講師）を委嘱することを提案し，教員人事委員会で承認された．
⑦国際認証を視野に入れて，臨床実習の時間数を増加させる方策を検討した．6 年生における advanced CC は，平
成 26 年度以降には 5 月末まで 8 週間実施する予定である．これに応じて，学外実習施設を増加させるために，
埼玉医科大学連携施設懇談会で連携施設への協力のお願いした．また，BSL は開始時期を 5 年生以前の低学年へ
と前倒すことで，講義と実習を組み合わせた効率的なカリキュラムを作成することを検討している．
⑧「Procedures Consult 日本版」の視聴を継続することを決定し，臨床実習における手技の説明などに活用するよ
う学生，教員に周知した．
⑨全国医学部長病院長会議「診療参加型臨床実習のための医学生の医行為水準策定アドホック委員会」で検討して
いる「臨床実習同意書と事故補償」のガイドラインに関して，そのたたき台となる指針と「患者への包括的およ
び個別同意書」
，
「学生への誓約書」の原案を作成した．
⑩厚生労働省から依頼で北京大学医学部卒業の実地修練生 1 名を受け入れた．5 年生と同様に BSL，CC を主体と
した臨床実習を行うとともに，必要に応じて 6 年生の「総合学習」コースを受講し，卒業試験，advanced OSCE
による評価を行うことにした．
3-3．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 24 年度に行った事業は以下の通りである．
①平成 23 年度までは 1 ユニットのみ不合格の学生は「条件付き進級」として，進級後に補講を受けて「条件付き」
を解消するシステムを用いてきた．しかし，総合成績を重視する意見が多く，この件は「企画部門」に委嘱して
検討を行い，平成 24 年度から新制度を採用することになった．同制度では，定期試験の成績を当該ユニットの
授業数などを勘案した指数によって重み付けして同学年の全ユニットの総合成績を算出し，これが学年の「平均
-1.5 ×標準偏差」以上の場合は，不合格ユニット数が 2 以上でも「条件付き進級」とすることになった．また，
同条件を満たす学生は，2 年生総合試験および 4 年生共用試験 CBT が不合格の場合でも，これらの再試験を受
験する資格を与えることとした．その際，再試験の合格基準は，本試験の基準と同一とすることになった，なお，
この制度は医学部長および医学教育センター長の判断で平成 24 年度から執行することが決定した．
② 2 年生総合試験および 4 年生共用試験 CBT の最終成績は，再試験に合格した場合は本試験の同格基準点とするが，
これに不合格の場合は再試験の成績とすることにした．各ユニットの成績も同様に，再試験受験者はこれに合格
した場合は 65 点とするが，不合格の場合は再試験の点数を最終成績とすることを確認した．このため各学年の
総合成績を算出する際に用いる各ユニットないし総合試験などの点数と，進級判定基準として重み付けして利用
する定期試験の成績には解離が生じるが，このことは学生とともに父兄にも周知することとした．
③病気，忌引きなどで講義，演習，実習ないし試験を欠席する場合は，従来は当該授業，試験の実施日中に学生部
に一報すれば「やむを得ない事情」として認めてきた．しかし，事故，事件などの学生が巻き込まれた際の対応
を考慮して，今年度からは学生部への連絡をこれらの始業前に行わない場合は「やむを得ない事情」として認め
ないことにした．
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④ FD 部門との共催で，6 月 18 日に試験問題の作成に関わる教員を対象として，「第 106 回医師国家試験報告会：
卒業試験問題のポイントを考える」
を 3 キャンパス同時中継で開催した．また，7 月 17 日に 4 年生を対象として，
共用試験 CBT に関する説明会を行った．
⑤「6 年生実力試験」は平成 23 年度以前の 6 年生総合試験および医師国家試験の問題を基に作成した．前年度は
同試験を 4 月の advanced CC を開始する前に実施したが，学外施設で実習する学生が増加したため，今年度か
らはその終了後に行うこととし，5 月 1 日から 2 日にかけて実施した．
⑥「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 22
日から 24 日に実施し，その翌週には解説講義も行った．
⑦平成 24 年度は前年度と同様に「6 年生卒業試験」の実施時期を早め，第 1 回目は 10 月 11 日から 13 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することとした．
なお，試験問題の作成は前年度までと同様に各基本学科の教員に依頼したが，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．
⑧ 5 年生総合試験は前期を 9 月 1 日，
後期を 1 月 7 日から 8 日に，2 年生総合試験は 2 月 21 日から 22 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．なお，本年度から執行することになった進級判定方式の改訂に伴って，2 年生総合試験に不合格であっ
た 7 名中 3 名が再試験の資格を与えられた．2 年生総合試験の再試験は試験管理室が過去問題を基に作成し，3
月 7 〜 8 日に実施した．
⑨ 4 年生の共用試験 CBT は 2 月 15 日に実施し，平均− 1.5 SD に相当する 65 点以上を合格基準とした．5 名が
不合格になったが，うち 4 名が再試験の資格を与えられ，3 月 12 日に再試験を行った．
⑩ 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，85.7% であり，
全国平均の 77.7％（60.0 〜 91.4%）を上回っていた．
3-4．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医学教育センター「企画部門」と合同で，クリッカーの不正利用，授業中の私語など学生の問題行為に対する対
応を指導の仕方に関して検討した．
②クリッカーを用いた出欠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，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．
③ 4 年生の 1 学期の講義を 3 時限以上担当し，学生による授業評価が高かった教員 10 名を対象として，評価で
きる事項に関して，当該教員の承諾を得た上で学生にアンケート調査を実施した．その結果をまとめて匿名で公
開し，教員が講義の準備をする際に参考できるようにした．
④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．
⑤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．
⑥ 5 年生の BSL で用いている「臨床実習評価表」は形式を改訂するとともに，その扱いに関する手順を合理化した．
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．
⑦「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．
3-5．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
844

卒前医学教育部門

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．
前年度の 3 月 30 日には学生とチューターの顔合わせ会を開催した．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 11 日にオリエンテーションの期
間内に実施し，2 〜 4 年生は合同で 4 月 17 日，18 日，19 日に，5 年生は 5 月 19 日と 6 月 9 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．
3-6．OSCE 委員会
①平成 23 年度の共用試験 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 24 年度
の共用試験 OSCE は 3 月 6 日に実施した．今年度はオルコスホールも利用して，医療面接 6 列，身体診察 3 列
で運営することとして，学生数の増加に対応できるようにした．なお，4 年生には 10 月に「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 2.6 版」を配布して共用試験 OSCE に関す
る説明を行った．
②共用試験 OSCE 評価者認定講習会は 9 月 30 日に帝京大学および 10 月 14 日に慶應義塾大学に開催され，本学
からの候補者 23 名のうち 22 名が受講した．学内評価者の講習会を 2 月 18 日，3 月 1 日に川越，2 月 20 日，
27 日に毛呂，2 月 21 日，26 日に日高と，3 キャンパスで計 6 回開催した．
③ Advanced OSCE を 4 月 28 日に実施した．今年度は「医療面接・胸部診察」，
「インフォームドコンセント」，
「Basic
Life Support（BLS）
・バイタルサイン」などを主たる課題として採用した．また，平成 25 年度の advanced
OSCE に向けて，1 月 9 日に開催した CC のオリエンテーションの際に，5 年生を対象として概略を説明した．次
年度の課題としては「胸部 advanced」
，
「頭頸部 advanced」などを中心に診療録として記載する課題の内容を検
討した．
④ 12 月 15 日に千葉大学と防衛医科大学校，1 月 12 日に東海大学，2 月 16 日に山梨大学，2 月 23 日に北里大学，
3 月 2 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．
3-7．スキルスラボ運営委員会
①委員に総合医療センターの教員も任命し，川越キャンパスにおけるシミュレーション教育の充実を図った．
②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．
③スキルスラボの備品を整備するとともに，鏡視下手術トレーニングシミュレータなどモデル・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を購入した．
④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「シミュレーター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 24 日と 12 月 15 日に開催した．
⑤医療人育成支援センターとの共催で，ハワイ大学のバーグ先生を講師としてシミュレーション教育に関するセミ
ナーを 12 月 3 日に川越ビルでテレビ会議システムを利用して開催した．
⑥文科省「私立大学研究教育活性化設備整備事業」に，シミュレーターによるシナリオベーストレーニングを活用
した「多職種連携チーム医療教育」を申請し，採択された．心臓病診察シミュレーター，呼吸音聴診シミュレー
ター，高機能成人ワイヤレス患者シミュレーター，デブリーフィング支援システムを購入し，卒前教育では保健
医療学部とのチーム連携，卒後教育では研修医，看護師のシナリオベーストレーニングに利用することを検討し
ている．

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，国際認証に対応して，「行動科学」．「キャリアパス」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」，「医学英語」ユニットの在り
方を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 25 年度は 6 年
生の advanced CC の実施期間が 4 月末まであるが，平成 26 年度はこれを 5 月末までに延期し，その後は更に
拡充することを目指す必要がある．また，3，4 年生の講義も BSL などの見学型臨床実習と組み合わせて，より
効率的なカリキュラムを構築することが求められる．臨床実習，特に CC を拡充亜するためには，学外実習施設
を増加させることも急務となる．
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（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．また，
「条件付き進級」となる学生の増加に伴って，これら学生の統一した適切な評価方法を
確立する必要がある．また，医師国家試験の動向に応じて，試験問題の作成に関する教員を対象とした FD も拡
充するこよが求められる．
（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なければならない．
（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．特に，クリッカーの不正使用など倫理面，道徳面での問題行
為に対しては，学生部，毛呂山会などとも連携した対策の構築が必要である．
（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，卒業時 OSCE としてレベルアップさせ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
とが課題である．
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3．卒後医学教育部門
1．構成員
部門長

三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：埼玉医科大学病院リウマチ膠原病科：教授（任期：H26.3.31）

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：H26.3.31）

副部門長

中元秀友（NAKAMOTO Hidetomo）：埼玉医科大学病院総合診療内科：教授（任期：H26.3.31）

副部門長 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：H26. 3, 31）
部門員

根本

学（NEMOTO, Manabu）
：国際医療センター救命救急科：准教授（任期：H26.3.31）

辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：医学教育センター：准教授（任期：H26.3.31）

村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）
：国際医療センター心臓内科：准教授（任期：H26.3.31）
高平修二（TAKAHIRA，Shuji）
：国際医療センター救命救急科：講師（任期：H26.3.31）
斉藤

恵（SAITO, Megumi）
：医学教育センター：助教（任期：H26.3.31）

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．

3．活動
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．さ
らに，社会人大学院生と初期臨床研修医の両者を卒直後から同時に開始する三病院共通プログラム（研究マインド育
成自由選択プログラム）を新たに作成し募集を行った．
医師の生涯教育に関しては，三村，御手洗，中元，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．

4．達成度
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．

5．その他 該当なし
6．業績

該当なし

7．自己点検・評価
初期臨床研修に関する業務は．各病院の研修管理委員会で実施した．辻を中心に研修管理委員会と連携してシミュ
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
活動が行われている．次年度は，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く必要がある．
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4．教育情報部門
1．構成員
部門長

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：准教授（任期：H26.3.31）

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，
共用試験 CBT，
5 年生前期総合試験・後期総合試験，6 年生実力試験・卒業試験，試験監督者講習会，
試験問題作成 FD など
・講義収録・配信システムの運用
・医学教育ワークショップ，教授総会等の支援
第 34 回，第 35 回埼玉医科大学医学教育ワークショップ
第 17 回，第 18 回教授総会
第 2 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
・課外学習プログラムのデータ整理・HP 掲載
・5 年生・6 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，大学入試センター試験
・入学試験のデータ処理
・共用試験 CBT 実施のサポート
・共用試験 OSCE 実施のサポート
・Advanced OSCE 実施のサポート
・大学事務部における成績処理の支援
・授業評価の実施
・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：H26.3.31）

（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：H26.3.31）

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（内田と交代）
，大久根，大塚

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 33 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 24 年 8 月 3 日〜 4 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 川越第一ホテル）

参加者 27 名，スタッフ 20 名
タスクフォース 2 名（大野良三，畑尾正彦）
内容

カリキュラム・プランニング，他

②第 11 回

埼玉医科大学臨床研修指導医講習会

開催日時
主催者

平成 24 年 11 月 10 日〜 11 日
大学 3 病院

開催場所

2 日間（実施時間 17.08 時間）

病院長，医学教育センター長

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
③第 2 回

4 名（側島久典，畑尾正彦，中島宏昭，辻美隆）

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
主催者

平成 24 年 5 月 19 日〜 20 日

2 日間

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 18 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 2 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 24 年 9 月 29 日（3.16 時間）

開催場所

本部棟第 3 講堂

参加者 99 名
内容

講演 1 本学の医学教育の現状と将来に向けた取組み（overview）（森
講演 2 臨床実習の現状と展望（間嶋

満）

講演 3 Advanced OSCE の現状と課題（辻

美隆）

講演 4 卒業時アウトカム設定の取組み（椎橋実智男）
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特別講演 医科大学国際認証時代を迎えて
（東京女子医科大学教育センター ? センター長

吉岡 俊正先生）

⑤卒業試験問題作成のポイントを考える−第 106 回医師国家試験の結果から−
開催日時 平成 24 年 6 月 18 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 67 名
内容

講演 1 第 106 回医師国家試験 結果報告（持田

智）

講演 2 第 106 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）
⑥教育著作権に関する講演会
開催日時 平成 24 年 12 月 4 日（1 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 107 名
内容

教育における著作権の考え方について（椎橋実智男）

（3）研修会
⑦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 24 年 6 月 22 日（1.5 時間）
開催場所 本部棟大学院講義室
参加者 29 名
内容

講演 1 大学の理念，全体の教員組織について（別所正美学長）
講演 2 任期制と人事考課について（土田哲也副医学部長）
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）

⑧ 2 年生臨床推論新規テュータ講習会
開催日時 平成 24 年 11 月 20 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 5 名
⑨ 3 年生臨床推論新規テュータ講習会
開催日時 平成 24 年 10 月 29 日〜，1 回 1 時間，計 8 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 21 名
⑩ 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 25 年 2 月 18 日〜，1 回 1 時間，計 6 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 41 名
⑪助教を対象とした臨床実習懇談会
開催日時 平成 24 年 7 月 4 日，5 日，6 日，1 回 1 時間，計 3 回開催
開催場所川越，日高，毛呂山の各キャンパス
主催者 卒前医学教育部門臨床実習推進室，FD 部門共催
参加者計 103 名
⑫ 6 年生総合学習コース・演習内容説明会
開催日時 平成 24 年 4 月 10 日，5 月 1 日，1 回 1 時間，計 2 回開催
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開催場所 本部棟 2 階会議室（テレビ会議システムで川越，日高に配信）
主催者 卒前医学教育部門，FD 部門，共催
参加者計 73 名
（4）FD 部門会議
第1回

平成 24 年 6 月 14 日（木）
，出席者：森，渡辺，辻，側島，村松，有田，大久根，大塚

第2回

平成 24 年 7 月 12 日（木）
，出席者：森，渡辺，辻，有田，大久根，大塚

第3回

平成 24 年 10 月 12 日（金）
，出席者：森，渡辺，側島，辻，有田，大久根，大塚

第4回

平成 25 年 2 月 8 日（金）
，出席者：森，渡辺，側島，辻，有田，大久根，大塚

4．評価と次年度目標
今年度の新しい取り組みとして，最近教育の分野でも重視されている著作権に対する理解を全学的に深めるために
「教育著作権に関する講演会」を新たに開催した．また，6 年生総合学習コースに新たに導入される演習形式の授業
方法を紹介するために「6 年生総合学習コース・演習内容説明会」を 2 回開催した．さらに，毎年，臨床実推進室が
夏と冬に年 2 回，3 キャンパスで開催していた臨床実習懇談会の 1 つを発展させて，臨床実習において教育の主翼
を担う助教の教育的資質の向上を目指して「助教を対象とした臨床実習懇談会」臨床実習推進室主催，FD 部門共催
の形で，7 月に開催した．
昨年度新たに企画，開催された卒前医学教育部門 WS を，今年度も継続して開催することができた．この WS 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 として位置づけられた．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．
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を昨年度から分離，独立した医学部
医学教育フォーラムは，今年度は第 2 回として 9 月に開催した．
今年度も臨床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した．夏季の医学
教育ワークショップの参加者に行ったアンケート調査の結果，今後 FD 活動に協力的な教員を対象に，FD 部門員の
勧誘の一貫として，コーデイネータ参加を依頼し，3 名が新規コーデイネータとして参加した．
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．
今後，さらに他の領域の FD を含め，その充実を図るためにも，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．FD 部門の興味のある教員に対しては，自主性
を尊重しながら，積極的に勧誘を継続する．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
務員の増員を検討し，要請していく．臨床研修指導医講習会については，事務的な仕事の主体を徐々に 3 病院の研
修管理委員会事務局に移行していくように検討する．
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6．企画部門
1．構成員
部門長

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）: 精神医学：教授（任期：H26.3.31）

部門員

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）: 神経内科：教授，同上
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）: 医学情報施設：准教授，同上
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）: 医学教育センター：准教授，同上

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）: 皮膚科：教授，同上
小室秀樹（KOMURO, Hideki）: 大学事務部
間嶋

満（MAJIMA, Mitsuru）: リハビリテーション科：教授，同上

三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：リウマチ膠原病内科：教授，同上
持田
森

智（MOCHIDA, Satoshi）: 消化器・肝臓内科：教授，同上
茂久（MORI, Shigehisa）: 兼担，医学教育センター：教授，同上

渡辺修一（WATANABE, Schu-Ichi）: 生理学：教授，同上

2．目的
本部門は医学教育センター運営規定に則り，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催した．
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 24 年 4 月 3 日

第2回

平成 24 年 5 月 1 日

第3回

平成 24 年 6 月 5 日

第4回

平成 24 年 7 月 3 日

第5回

平成 24 年 9 月 4 日

第6回

平成 24 年 10 月 2 日

第7回

平成 24 年 10 月 30 日

第8回

平成 24 年 12 月 4 日

第9回

平成 25 年 1 月 8 日

第 10 回

平成 25 年 2 月 5 日

第 11 回

平成 25 年 3 月 5 日

4．評価と次年度目標
1）本年度の成果
①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実施した．
②医学生の倫理・社会的行動規範を定める準備を行った．
2）次年度の目標
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
③医学生が本学の定める行動規範を体得すること
④国際認証を受けられるだけの教育体制を実現する準備の開始
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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

美隆（TSUJI,Yoshitaka）: 医学教育センター，総合医療センター消化管外科一般外科，保健医療学部

看護学科：准教授（任期：H26.3.31）
副部門長
部門員

山田泰子（YAMADA,Yasuko）
：医学教育センター：教授（任期：H26.3.31）
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

輿水健治（KOSHIMIZU,Kenji）
：総合医療センター ER：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
高本勝博（TAKAMOTO,Katuhiro）総合医療センター ER：助教
川村勇樹（KAWAMURA,Yuuki）: 医学基礎（生物学）：助教

2．目的
医学教育センター

シミュレーション教育部門は，平成 16 年から始まった新臨床研修制度に伴い教育環境整備の

一環として開設されたスキルスラボを卒前・卒後医学教育，生涯教育にわたって有効に活用するために，平成 21 年
4 月に新設された．
「埼玉医科大学医学部毛呂山キャンパススキルスラボ管理運用規則」に則り，シミュレーション
教育部門長は必要に応じて医学教育センタースキルスラボ運営委員会を開催してスキルスラボの利用，管理，運用に
関する事項を審議する．

3．活動報告
①第 1 回スキルスラボ運営委員会（平成 24 年 4 月 23 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 3 名

欠席 4 名

議事：平成 24 年度スキルスラボ運営委員会構成員に関する報告．

平成 23 年度の利用状況，物品使用・貸出状況の報告．平成 23 年度の物品取得ならびに修理・整備状況の報告．
平成 24 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．部門員申請の報告．議
事録有．
②第 2 回スキルスラボ運営委員会（平成 24 年 5 月 21 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 3 名

欠席 4 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．本年

度実践セミナーおよびシミュレーション教育に関する講演会・ワークショップの開催について．

議事録有．

③第 3 回スキルスラボ運営委員会（平成 24 年 6 月 18 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 4 名

欠席 3 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．

新生児蘇生講習会，ICLS 講習会，オープンキャンパスの開催について．議事録有．
④第 4 回スキルスラボ運営委員会（平成 24 年 7 月 30 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 5 名

欠席 2 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．内

視鏡トレーニングシステムの取り扱い説明会について．実践セミナーの開催予定日・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 24 年 10 月 1 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 6 名

欠席 1 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 8 月）．物品取得・整備の報告．開催予定の実践セミナー

およびシミュレーション教育に関する講演会・ワークショップ内容の確認・検討．議事録有．
⑥第 6 回スキルスラボ運営委員会（平成 24 年 10 月 22 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 5 名

欠席 2 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 9 月）．物品取得・整備の報告．

学外への物品持ち出し

時の保険について．ミュレーション教育に関する講演会・ワークショップの開催内容の検討．議事録有．
⑦第 7 回スキルスラボ運営委員会（平成 24 年 11 月 21 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 4 名

欠席 3 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 10 月）．物品取得・整備の報告．開催予定の実践セミナー

の内容確認，シミュレーション教育に関する講演会・ワークショップについて．

議事録有．

⑧第 8 回スキルスラボ運営委員会（平成 24 年 12 月 10 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 5 名

欠席 2 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 11 月）．物品取得・整備の報告．物品貸出依頼の審議．

ICLS 講習会・指導者養成ワークショップの開催について．シミュレーション教育に関する講演会・ワークショッ
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プ，第 1 回実践セミナーの報告．議事録有．
⑨第 9 回スキルスラボ運営委員会（平成 25 年 1 月 21 日）於：9 号館 4 階会議室
出席 3 名

欠席 4 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．部門員増員の報告．次
年度臨床研修医オリエンテーション日程の報告．議事録有．
⑩第 10 回スキルスラボ運営委員会（平成 25 年 2 月 27 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 4 名

欠席 3 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，ICLS 講習会開催にについて．

議事録有．

⑪第 11 回スキルスラボ運営委員会（平成 25 年 3 月 18 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 6 名

欠席 2 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 2 月）
．物品取得・整備の報告．BLS 講習会内容変更の報告．研修医オリエンテー
ションについて．HP 作成について．議事録有．
スキルスラボ利用状況報告
①利用用日数は 206 日であり，年間を通じて 6 割弱の稼働であった．
②利用者総数は 4638 名，その内学内者 4100 名，学外者 538 名．
③利用件数の総数 336 件，その内授業等の年間予約の利用 77 件，BSL や研修医トレーニング，各種講習会等の単
発の利用 209 件，物品の貸出は 50 件であった．
④卒前医学教育における利用は 155 件（授業・OSCE47 件，臨床実習 108 件），学生数 2187 名，指導者・スタッ
フ 286 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 49 件，研修医 240 名，指導者・スタッフ 67 名であった．
講習会等の開催
・BLS 講習会 : 開催件数 30 件，
受講者 326 名（学内 305 名，学外 21 名），指導者・スタッフは 221 名（学内 147 名，
学外 74 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 24 年 9 月 9 日，12 月 23 日，平成 25 年 3 月 17 日．
・ICLS 指導者養成ワークショップ開催件数 1 件，受講者数 31 名（学内者 7 名，学外者 24 名），指導者・スタッ
フ 38 名（学内者 10 名，学外者 28 名）であった．開催日平成 24 年 12 月 22 日
・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・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 12 名（学内者 1 名，学外者 11 名），指導者・スタッフは 21 名であった．開催日：平成 24
年 11 月 24 日，12 月 15 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 58 名 （学内者 50 名，学外者 8 名）
，
指導者・スタッフ 21 名であった．開催日：平成 24 年 6 月 2 日，8 月 18 日，平成 25 年 2 月 9 日
・医療人育成支援センター共催の大学病院人材養成機能強化事業

関東・信州広域循環型専門医養成プログラム

「シミュレーション教育の現状と展望」講演会・ワークショップの開催．於川越ビル

講師：ハワイ大学医学部

シミュレーションセンターベンジャミン W. バーグ先生．群馬大学，日本大学，信州大学，獨協医科大学より演
者参加．各大学および本学各キャンパスをテレビ会議システムで中継．開催日：平成 24 年 12 月 3 日
その他
・平成 24 年度文部科学省

私立大学教育研究活性化設備整備事業に，「シミュレーション教育を活用した多職種

連携・チーム医療教育」が採択され，高規格全身型シミュレータ等およびデブリーフィング支援システムが納入
された．

4．評価と次年度目標
評価
1）平成 24 年度のスキルスラボ利用状況は平成 23 年度より若干人数が増加しているが，ほぼ同等であった．
5 ･ 6 年の臨床実習において定期的に利用する診療科が増えた．研修医のトレーニング目的で定期的に利用する
診療科があるが，指導医が不在になると利用を中断する診療科もあり，利用数は若干の減少となった．
2）講習会の開催等，全体的にみると，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ことが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．
855

シミュレーション教育部門

特に，5，6 年次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，理学療法士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．
6）多職種連携・チーム医療教育に主眼をおいたシナリオベースドトレーニングの実施．
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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：H26.3.31）

部門員

水村順孝（MIZUMURA, Yoritaka）
：大学事務部：次長
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：大学事務部：次長

兼

兼

村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：大学事務部：次長

教務課：課長（H24.6.30 まで）

教務課：課長
兼

学生課：課長

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（H24.6.30 まで）
村田正樹（MURATA, Masaki）
：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）
：国際医療センター総務課：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
大久根真佐子（OKUNE, Masako）
：大学事務部教務課
大塚奈緒子（OOTSUKA, Naoko）
：大学事務部教務課
河村陽子（KAWAMURA, Yoko）
：大学事務部学生課
松澤理枝子（MATSUZAWA, Rieko）
：大学事務部学生課
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（H24.11.31 まで）

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（H24.7.10 まで）
原田大靖（HARADA, Hiroyasu）
：大学事務部学生課（H25.3.31 まで）
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）（H24.12.31 まで）

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「がんの予防から最新治療まで」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）
．
「がんと検診・地域医療」4 月 21 日
「がんと被曝」5 月 19 日
「がんと予防」6 月 16 日
「がんと外科的治療」7 月 14 日
「がんと内科的治療」9 月 15 日
「がんと栄養」10 月 20 日
「がんと緩和ケア」11 月 17 日
「がんとリハビリテーション」12 月 15 日
「がんとテーラーメード治療」1 月 19 日
「肝胆膵のがんについて」2 月 16 日
「脳腫瘍について」3 月 16 日
※ 10 月 20 日の「がんと栄養」については，女子栄養大学，香川靖雄副学長が講演を行った．
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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 38 号〜 43 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 1470 名（内新規 471 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：H24.4.1 〜 H26.3.31）
副部門長：岡崎康司（OKAZAKI,Yasushi）
：ゲノム医学研究センター長：教授（任期：H24.4.1 〜 H26.3.31）
副部門長：三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：埼玉医科大学リウマチ膠原病科：教授（任期：H24.4.1 〜 H26.3.31）
副部門長：田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理部：教授（任期：H24.4.1 〜 H26.3.31）
副部門長：石井郁夫（ISHII,Ikuo）
：保健医療学部医用生体工学科：教授（任期：H24.4.1 〜 H25.3.31）
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，適正な運用を推進するよう指導する．学内での共同研究が推進できるよう体制整備に努め
支援活動を行う．本年は学内グラント成果発表会を 2 回 / 年開催し，学内の研究推進を図る．

3．活動報告
（1）第 1 回

研究主任部門メール会議（平成 24 年 5 月 1 日〜 15 日）出席 5 人，欠席 0 人

議案：
「学内グラント受賞者成果発表会の義務化について」意見を交換し，以下に示すように結論した．
1）1 人 20 分発表，質疑応答 10 分．4 人で 2 時間くらいの開催時間が適当と考える．
2）年間 2 回開催とすると毎年 8 名が発表できるが残りの 5 〜 8 名が発表する機会を失う
3）発表を義務とするか否か．
「学内グラント募集要綱」には，「成果を研究発表会で発表する」，「研究終了時およ
び終了後に研究報告書の提出を義務とする．義務に反した当該研究の研究代表者は，学内グラントへの応募資格
を 3 年間喪失する」
と記載されており，
「成果を研究発表会で発表する」ことは推奨目標と解釈し，義務と考えない．
義務としてとらえて，対応のため，発表会の回数を増やす，あるいは一回あたりの時間を伸ばす，あるいは一人
当たりの発表時間を短くする，ということはしない．
4）自主的な発表希望者に気持ちよく発表してもらい，参加者も気持ち良く聴けるという環境を優先したい．
（2）第 5 回学内グラント成果発表会開催（平成 24 年 7 月 20 日 17 時 00 分〜 19 時 40 分）
発表者 5 名，参加者 65 名（内大学院生 25 名）
（3）
「埼玉バイオ」の説明会開催（平成 24 年 9 月 26 日（水）17 時〜 19 時）
於：毛呂山キャンパス本部棟第 3 講堂（日高キャンパス・教員棟 1 階会議室にテレビ中継）
基礎技術を提供された埼玉大学工学部の伏見教授と 2 社のベンチャー企業からの「研究の推進」と「知的財産の獲得」
等についての交流会となった．
（4）研究主任部門 メール会議（平成 24 年 11 月 20 日〜 30 日 17 時）
出席 5 人，欠席 0 人
議案：学内グラント受賞者成果発表会の発表者の選定について
1）第 6 回学内グラント成果発表会の発表者は平成 23 年度採択者の中から選出する．
（平成 22 年度受賞者の中で未発表者もまだおられるが，新受賞者からの発表を優先させたいため）
2）発表打診について
受賞額の多い方から 5 名についてはじめに打診し発表許可が得られなければ，多い順にお願いする．
3）その他
成果報告書は必ず提出していただき埼玉医科大学雑誌に掲載されているが，その存在が十分認知されていない可
能性がある．そこで雑誌掲載以外に研究者宛てにメールで配信する・その他工夫をしてはどうか，と意見が寄せ
られた．
（5）第 6 回学内グラント成果発表会開催（平成 25 年 2 月 22 日 17 時 00 分〜 20 時 10 分）
発表者 6 名，参加者 68 名（内大学院生 25 名）
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4．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年 2 回開催し，大学院生が常に 20 名以上参加していただける会として
定着した．3 キャンパスをテレビ会議形式で連携し，どのキャンパスからも参加できるようになっている．
主催者側では毎回大変勉強になる発表が多く，質疑応答も面白く，是非もっと多くの方に事前に紹介できて参加者
を増やしたいと希望を持つようになっている．学内グラント応募者においては申請前に発表会に出席していることを
条件にする，あるいは受賞者には司会を担当していただく，などいろいろ義務や話題性を持たせた試みを考えている
ところである．
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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：H26 年 3 月 31 日

福部門長：小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）
：国際医療センター呼吸器内科：教授：任期：H26 年 3 月 31 日
副部門長：森

圭介（MORI, Keisuke）
：眼科学教室：准教授：任期：H26 年 3 月 31 日

副部門長：田丸淳一（TAMARU, Jyunichi）
：総合医療センター病理部：教授：任期：H26 年 3 月 31 日
部門員：穐田真澄（AKITA, Masumi）
：中央研究施設・形態部門：教授：任期：H26 年 3 月 31 日
部門員：小野

啓（HIRAKU, Ono）
：中央研究施設・RI 部門：講師：任期：H26 年 3 月 31 日

部門員：仁科正実（NISHINA, Masami）
：中央研究施設・実験動物部門：准教授：任期：H26 年 3 月 31 日
部門員：椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：准教授：任期：H26 年 3 月 31 日

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平成 24 年 4 月〜 7 月，前年度 3 月に共同利用実験室の開設場所が基
礎棟 3 階旧分子生物学教室に変更され，実験スペースもより広くなり既設の設備と物品の廃棄，移動に関して事
務部門と入念に打ち合わせた．また，室内の痛んでいる部分をピックアップし修繕を進めた．② 8 月，実験室内
の整備が完了したため複数の基本学科，
検査室，寄付部門等からの供出物品を搬入し，動作試験等を開始した．更に，
実験台，冷蔵庫，冷凍庫等における共用スペースを設定した．また，共同利用実験室のホームページを開設し，各
種設備の利用予約，キャンセル等もホームページ上から遂行できるようにプログラムを作成した．③ 9 月，共同
利用実験室が利用可能となった事を医学研究センター会議，教員代表者会議，IT センターホープページ上でお知
らせし実際の利用が開始された．④ 10 月，陳腐化した廃棄物品等の廃棄が完全に完了し，共同利用実験室の内外
の整備が完了した．⑤ 12 月，5 基本学科 8 研究グループの利用申し込みが有り，本格的に利用が開始された．⑥
平成 25 年 3 月，利用継続申請書等を発行し，次年度の利用継続申請に備えた．
【研究機器・設備の整備等】①私学助成（設備整備枠）に高精度コンフォーカル顕微鏡（LSM710：カールツアイス社製）
を申請，採択された．中央研究施設・形態部門に当該設備を設置した．②私学助成金（設備整備枠）補正予算に共
焦点スキャンボックスを申請，採択された．当該装置は，中央研究施設・形態部門に設置された．③私学助成（設
備整備枠）追加補正に磁気細胞分離装置，多機能マイクロプレートリーダー，化学発光イメージングを含むシステ
ムの申請を中央研究施設・機能部門より行った．結果の公表は，次年度秋頃となる予定．
【 テ ク ニ カ ル セ ミ ナ ー の 開 催 】 以 下 の 3 つ テ ク ニ カ ル セ ミ ナ ー を 開 催 し， 新 し い 研 究 技 術 を 紹 介 し た． ①
2012/10/10 16:30-18:00 遺 伝 子 研 究 か ら サ イ ト カ イ ン 測 定 ま で を 網 羅 し た 多 目 的 研 究 装 置 に 関 し て， ②
2012/06/19 16:00-17:30 Western Blotting & 画像撮影装置デモンストレーション，③ 2013/03/01 14:30-15:30
基礎医学棟 3F

カンファレンスルーム Auto 2D 新技術セミナー

【講習会等】①中央研究施設 RI 部門による放射線取扱・放射線被曝，法令に係わる学内外の講習会 29 回に講師とし
て参加した．また，11 月 13 日，本学医学研究センター知財戦略研究推進部門主催の次世代産業カレッジ講座（産
業労働振興公社 A 会議室）において，産学官連携による療機器開発プロジェクトについて中央研究施設機能部門
より紹介した．
【共同研究の啓蒙活動等】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．東洋大学バイオ・ナノエレクトロニクスセンターと中央研究施設機能部門が共同で開発
を進めていた抗体とナノ技術を用いた診断機器を県内の企業十数社と連携して製品化について検討を進めた．1 月
22 日，
ほぼ形が出来上がったため，
さいたま医療ものづくりフォーラム 2013 〜きらめく技術で医療の未来へ〜（埼
玉スーパーアリーナ）
に出品し，
説明を行った．次年度から，臨床系の研究者を加えて実用性を検討する予定である．
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4．評価と次年度目標
共同利用施設運営部門の重要な活動のひとつとして共同利用施設設備の整備と充実化を図ることが上げられるが，
共同利用実験室に関して，開設場所が基礎棟 3 階に変更されたため当初の計画よりスペースが広がり，より多くの
研究グループが利用可能となった．次年度は，それを利用する研究者と中央研究施設各部門との連携を強めて行き，
夢と実りのある実験施設となるようにサポート体制を充実させる．
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3．知財戦略研究推進部門
1．構成員（任期：平成 26 年 3 月 31 日）
部門長

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

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

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

部門員

須田立雄（SUDA, Tatsuo）: ゲノム医学研究センター : 客員教授

部門員

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

部門員

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
卒後教育委員会 後援 学術集会
主題：日本におけるライフサイエンス分野の産学連携の阻害要因と解決策
講師：武田薬品工業株式会社

医薬研究本部中枢神経疾患

ドラッグディスカバリーユニット研究アライアンス
チームリーダー

森

俊介

先生

日時：平成 24 年 6 月 26 日（火）18 時から 19 時まで
場所：本部棟地下 1 階

第四講堂

3-2．学外セミナーの開催
埼玉県事業「次世代産業カレッジ」のセミナー開催
埼玉県が取り組んでいる「次世代産業カレッジ」事業に参加し , 中小企業との産学官連携活動を行いました .
開催日 : 平成 24 年 11 月 13 日（火）10:00 ?17:30?
開催場所 : 新都心ビジネス交流プラザ会議室
講師 :
リハビリテーションにおける医療技術と機器開発／国際医療センター運動・呼吸器リハビリテーション科診療学科・
前島

伸一郎

今医療でもとめられているもの ? 知的財産権と大学との共同（委託）研究／医学研究センター 知財戦略研究推進
部門・飯野

顕,

医療検査機器のシーズからニーズへ／医学部中央研究施設・坂本

安

ライフサイエンスビジネスにおける「知財の利回り」? 医療における特許戦略の現状／医学研究センター 知財戦略
研究推進部門・安河内

正文

産学連携フェア・彩の国ビジネスアリーナ 2013 へ出展
本展示会は，様々な分野の企業・団体が参加する，国内最大級の展示商談会であり，産学連携活動の一貫として下
記の 3 演題をパネル展示で紹介した．
開催日 : 平成 25 年 1 月 30，31 日 ?
開催場所 : さいたまスーパーアリーナ
パネル展示テーマ／発表者：
産業活用可能な新型ヒト iPS 細胞／埼玉医科大学
アクロマティック軸対称波長板／埼玉医科大学

ゲノム医学研究センター
保健医療学部

人工間接置換術のための三次元誘導システム／埼玉医科大学

講師

医用生体工学科

保健医療学部

加藤

英政

准教授

若山

医用生体工学科

俊隆

准教授

若山

俊隆

産学交流セミナーの開催
本学と埼玉懸信用金庫は，地域社会における技術開発 , 技術教育を支援するとともに，地域産業の振興に寄与する
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ことなどを目的として産学連携協力に関する協定書を締結しました（平成 24 年 6 月 18 日）. それに基づき , 埼玉懸
信用金庫との共催による「産学交流セミナー in 埼玉医科大学」を開催しました . 埼玉県内の企業（約 30 社）の参加
により , 大変盛況でありました . また，同日，国際医療センターの見学会を開催いたしました．
開催日 : 平成 25 年 3 月 8 日（金）13 時 30 分〜 17 時 30 分
開催場所 : 埼玉医科大学・日高キャンパス・保健医療学部 C301 講義室
講演テーマ／講師：ヒト iPS 細胞の過去における問題点と明日への挑戦／埼玉医科大学
講師

加藤

ゲノム医学研究センター

英政

内面形状測定用プローブカメラの新展開 〜今，内面形状測定が必要とされている〜／埼玉医科大学
医用生体工学科

准教授

若山

保健医療学部

俊隆

3-3．特許出願状況：24 件出願
特願 2013-52314

加齢黄班変性症の発症リスクの予測方法

特願 2011-549981

糖代謝，脂質代謝，肥満，及び寿命を制御する制御代謝遺伝子，及びタンパク質，
並びにスクリーニング方法

11765950.8

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

13/639,607

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 2012-114558

拡張期心不全非ヒトモデル動物及びその製造方法，並びに，拡張期心不全予防乃至
症状改善活性を有する物質のスクリーニング方法

特願 2012-92373

不安全動作検出装置および不安全動作検出方法

特願 2012-098038

不安全行動検出システム及び不安全行動検出方法

PCT/JP2012/061016

加齢黄斑変性易罹患性の判定方法及び判定キット

61/656,318

Development of a novel system for manipulation of mature osteoblasts using a stagespeciﬁc ﬂuorescent reporter

PCT/JP2012/058988

未変性 Cochlin-tomoprotein（CTP）に反応する抗体及びそれを用いた CTP の測定方法

特願 2012-120281

膵臓内分泌細胞の生産方法

PCT/JP2012/60910

細胞傷害性 T 細胞誘導剤

特願 2012-116943

検査報告書から脂質異常症または高脂血症の表現型を簡易的に分類および判定する方法

特願 2012-178914

関節置換術用ナビゲーション装置，そのプログラム，手術支援装置

特願 2012-199412

EBAG9 に対するモノクローナル抗体，及びハイブリドーマ，並びに EBAG9 に対する
モノクローナル抗体の利用

特願 2012-237734

分化多能性幹細胞の製造方法

特願 2013-012859

脱髄疾患治療薬

特願 2013-026271

形状測定装置

PCT/JP2013/52834

軸対称偏光変換素子

PCT/JP2013/54992

計測装置及び計測方法

特願 2013-057785

二本鎖核酸分子，DNA，ベクター，癌細胞増殖抑制剤，及び医薬

特願 2013-41305

遺伝子多型を検出することを含む，抗癌剤療法の副作用の発症リスクを判定する方法

13/578,777

人工多能性幹細胞の製造方法

11744619.5

人工多能性幹細胞の製造方法

特許権成立：7 件
8,236,758（米国）

ペルオキシソーム生合成および機能に関連する障害を治療および診断するための
医薬組成物

特許第 4964151 号（日本） インスリン分泌誘導剤及び膵臓β細胞増加促進剤
8,236,758（米国）

鳥インフルエンザワクチン

特許第 5150876 号（日本） 変異型βシヌクレイントランスジェニック非ヒト動物
特許第 5174022 号（日本） 膵臓β細胞増加促進剤及び膵臓β細胞増加促進組成物
特許第 5180526 号（日本） Th17 細胞クローン並びにその製造及び利用
特許第 5226256 号（日本） 加齢黄班変性症の発症リスクの予測方法
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，
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実施料収入は 1,061 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 400 万円であった．
本年度は，総計 1,461 万円の知的財産収入を得た．

4．評価と次年度目標
今年度は，知的財産ポリシー，知的財産に関する規程の学内研究者への周知を行うとともに，技術移転を推進する
ことを目標とした．昨年度改訂した「埼玉医科大学知的財産に関する規程」を学内研究者への周知するため，文部科
学省科学研究費補助金の採択を受けた先生方を中心に，知財の啓発活動を行った（面談者数約 100 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 1,461 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
部門長

村越隆之（MURAKOSHI Takayuki）：医学部生化学：教授（任期：H26.3.31）

副部門長

仁科正実（NISHINA Masami）
：医学研究センター：准教授（任期：H26.3.31）

部門員

大竹
森

明（OOTAKE Akira）
：大学病院小児科：教授

隆（MORI Takashi）
：総合医療センター 研究部：准教授

町田早苗（MACHIDA Sanae）
：医学研究センター部門員：助教

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 24 年度は学内グラントに 39 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，グラント
選考委員会が開催され，丸木記念 1 件，一般 22 件の，計 23 件の研究テーマが採択された．
2）研究倫理の管理
論文投稿報告を受けて審査するシステムとして，平成 24 年度は 29 件の報告を受けた．
3）科学研究費獲得状況の把握
H24 年度の科研費採択結果は，申請 175 件（申請率 14.8％）に対し，新規採択 35 件（採択率 20％），採択総
額 173,050 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，これまで以上に文部科学省科学研究費補助金の採択に対して成果の向
上効果をもたらしていることが数値的にも明らかになりつつある．来年度はさらにこの実施，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
申請数・申請率は横ばい，採択率は減少，採択額は微増であった．今後も学内グラント助成を科研費申請と関連
づける事により，科研費獲得への側面からの支援を行う計画である．
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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：H26.3.31）

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：H26.3.31）

部門員

池田 正明（IKEDA, Masaaki）
：生理学：教授（任期：H26.3.31）

部門員

森 隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部：准教授（任期：H26.3.31）

部門員

松井 政則（MATSUI, Masanori）
：微生物学：准教授（任期：H26.3.31）

部門員

千本松 孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：薬理学：准教授（任期：H26.3.31）

部門員

荒木 智之（ARAKI,Tomoyuki）
：分子生物学：講師（任期：H26.3.31）

部門員

井上 郁夫（INOUE, Ikuo）: 内分泌内科・糖尿病内科 : 准教授（任期：H26.3.31）

部門員

江口 英孝（EGUCHI, Hidetaka）: 先端医療開発センター : 准教授（任期：H26.3.31）

部門員

長谷川 幸清（HASEGAWA, Kosei）：国際医療センター：講師（任期：H26.3.31）

部門員

荒木 智之（ARAKI, Tomoyuki）: 分子生物学 : 講師（任期：H26.3.31）

部門員

池田 和博（IKEDA, Kazuhiro）: ゲノム医学研究センター : 講師（任期：H26.3.31）

部門員

加藤 英政（KATO, Hidemasa）: ゲノム医学研究センター : 講師（任期：H26.3.31）

部門員

伴塲 裕巳（BAMBA, Hiromi）: 保健医療学部 健康医療科学科 : 講師（任期：H26.3.31）

動物分野
副部門長

森 隆（MORI, Takashi）: 総合医療センター研究部：准教授（任期：H26.3.31）

部門員

鈴木 政美（
（SUZUKI, Masami）：中央研究施設

部門員

西川 亮（NISHIGUCHI, Akira）国際医療センター脳神経外科：教授（任期：H26.3.31）

部門員

鈴木 正彦（SUZUKI, Masahiko）保健医療健康学科健康医療科学：教授（任期：H26.3.31）

実験動物部門：准教授（任期：H26.3.31）

薬物分野
副部門長

丸山 敬（MARUYAMA, Kei）薬理学：教授（任期：H26.3.31）

部門員

西本 正純（NISHIMOTO, Masazumi）ゲノム医学 RI 実験施設：講師（任期：H26.3.31）

部門員

岸野 亨（KISHINO, Akira）
：総合医療センター薬剤部：部長（任期：H26.3.31）

部門員

藤田 健一（FUJITA, Ken-ichi）国際医療センター腫瘍内科：講師（任期：H26.3.31）

部門員

鈴木 正彦（SUZUKI, Masahiko）保健医療健康学科健康医療科学：教授（任期：H26.3.31）

RI 分野
副部門長

小野

啓（ONO, Hiraku）
：中央研究施設 RI 部門：講師（任期：H26.3.31）

部門員

飯塚 裕幸（IIZUKA, Hiroyuki）
：中央研究施設 RI 部門：助教（任期：H26.3.31）

部門員

西本 正純（NISHIMOTO, Masazumi）ゲノム医学実 RI 実験施設：講師（任期：H26.3.31）

部門員

本田 憲業（HONDA, NOrinari）
：総合医療センター：放射線科：教授（任期：H26.3.31）

部門員

西川 亮（NISHIKAWA, Akira）国際医療センター脳神経外科：教授（任期：H26.3.31）

部門員

間瀬 年康（MASE, Toshiyasu）保健医療健康学科健康医療科学：教授（任期：H26.3.31）

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：H26.3.31）

部門員

森 隆（MORI, Takashi）: 総合医療センター研究部：准教授（任期：H26.3.31）

部門員

野寺 誠（NODERA, Makoto）保健医療健康学科健康医療科学：准教授（任期：H26.3.31）

部門員

安達 淳一（ADACHI, Junichi）国際医療センター脳神経外科：准教授（任期：H26.3.31）

部門員

西本 正純（NISHIMOTO, Masazumi）ゲノム医学 RI 実験施設：講師（任期：H26.3.31）

感染分野
副部門長

赤塚 俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：微生物：教授（任期：H26.3.31）

部門員

高橋 俊（TAKAHASHI, Shun）臨床検査医学・輸血細胞移植部：技師（任期：H26.3.31）

部門員

堀江 公仁子（INOUE, Kuniko）ゲノム医学遺伝子情報制御：准教授（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：H26.3.31）

部門員

宮里 明子（MIYASATO, Akiko）国際医療センター：感染症科・感染制御科：講師（任期：H26.3.31）
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部門員

佐藤 正夫（SATO, Masao）保健医療健康学科健康医療科学：准教授（任期：H26.3.31）

2．目的
大学における研究・教育・診療活動に必要な安全管理を徹底的に行う．そのために組換え DNA 実験安全委員会，
RI 実験安全委員会，環境安全委員会，動物実験安全委員会，病原性微生物等管理委員会と協力して管理作業を行う．

3．活動報告
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 24 年 4 月から平成 25 年 3 月までの間に提出された，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 95 件あった．以上の申請について審議を行った結果，承認 71 件，未承認 16 件となった．また，
内容変更承認願は 4 件，譲渡関係書類提出数は 2 件であった．年度途中に，事務処理を担当する部署が，医学研究
センター事務部門からゲノム医学研究センター遺伝子治療部門へと移された．
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 24 年度各キャンパスから提出された動物実験計画書 211 件，実験室設置承認申請書 26 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 31 件，追加変更届 42 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
昨年度と同じく文科省の「農薬危害防止運動」実施依頼に基づき，研究用試薬の管理の徹底を求めるメールを全研
究者に送信した（平成 24 年 6 月 4 日〜平成 24 年 6 月 8 日，メール会議，議事録あり，研究センター運営会議報告）
．
同じく文科省よりの「大学等における毒物及び劇物の適切な管理について」の事務連絡に応じて，注意喚起するメー
ルを送信した（平成 24 年 7 月 4 日〜平成 24 年 7 月 6 日，メール会議，議事録あり，研究センター運営会議報告）
．
薬物管理を含めたセキュリティ対応として，出入室管理や防犯カメラの設置の必要性を論じた．研究センター事務
部門の改変に伴い，薬物分野（薬理学教室）が麻薬研究者免許申請の窓口となって管理することとなった．その他，
薬物の大学全体の包括的管理についての議論を行った（平成 25 年 1 月 21 日〜平成 25 年 3 月 29 日，メール会議，
議事録あり，研究センター運営会議報告）
．
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 24 年 5 月（出席者：6 名），平成 24 年 12 月
（出
席者：3 名）講師は飯塚裕幸 ]．再教育訓練は，東京大学大学院医学系研究科の鈴木崇彦講師をお招きし，平成 25
年 3 月 19 日に開催した（出席者：45 名）
．
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処分
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，町と協力しながら下水出口で
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，総務課施設担当を通
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．平成 25 年 3 月末現在問題は起きておらず，適正に管理でき
たと考えている．
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承認された，「組換え DNA 実験指針
及び実験系廃棄物処理の手引」の改訂版を，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，
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法令に遵守した排水基準を保っている．
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』に対し，
学内調査の結果「前年度と変更なし」で回答した．
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）」が若干の修正の上理
事会で承認され，次年度から施行されることとなった．

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．ただ今年度より医学研究センター事務部門担当が不在となり，麻薬管理が薬理学教室担当となったの
を初め，全ての安全管理の責任を教員で負担することとなった．年々増え続ける各種安全管理事項を問題なく処理す
るためには，早急な改善が必要となっている．
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6．フェローシップ部門
1．構成員
部門長

丸山

副部門長

森

敬（MARUYAMA, Kei）
：薬理学：教授（任期：H26.3.31）

部門員

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長，医学部長（任期：H26.3.31）

部門員

斎藤一之（SAITOH, Kazuyui）
：法医学：教授（任期：H26.3.31）

部門員

片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：ゲノム医学研究センター病態生理部門：教授（任期：H26.3.31）

部門員

名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
：総合医療センター消化器・肝臓内科：教授（任期：H26.3.31）

部門員

木村文子（KIMURA, Fumiko）
：国際医療センター画像診断科：教授（任期：H26.3.31）

茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター：教授（任期：H26.3.31）

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 24 年 5 月 10 日（木）午後 7：00 〜午後 9：30）
平成 24 年 4 月 18 日（水）〜平成 24 年 5 月 11 日（金）：メール会議
出席 7 人 欠席 0 人
議事：奨学金制度の今後についてと H23 年度年報の確認（議事録有，運営会議報告）

②第 2 回

メール会議（平成 25 年 3 月 25 日〜平成 25 年 3 月 26 日）
出席 7 人 欠席 0 人，松下研究センター長，庶務課
議事：
「私費外国人留学生等奨学生」の暫定的再開について（議事録有，運営会議報告）

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 23 年度と同じく，各埼玉医科大学規則に従った．
C．平成 25 年度の制度について
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．関係機関より諮問があった場合には迅速に対応
するように，各部門員が情報を収集しておく .
D．私費外国人留学生等奨学生の暫定的再開について
H25 年度の非常勤研究者の生活支援制度が不確定のために，旧制度「私費外国人留学生等奨学生」を暫定的に再
開することを提案した．支援期間は年度毎（4 月〜 3 月）として，新制度への移行が容易になるように配慮した．

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 25 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．

870

医学研究センター

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：H26.3.31）

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：H26.3.31）

部門員

鈴木

勝 （SUZUKI, Masaru）
：医学研究センター：教授

井田

唯 （IDA, Yui）
：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．

3．活動報告
3-1．研究業績データベース
・保健医療学部の教員に対する利用説明会の開催（6 月）
・中央研究施設を利用した研究成果のデータの提出（6 月）
・人事考課のための研究業績データダウンロードへの対応（7 月）
・大学病院への研究業績の提出（特定機能病院）（8 月）
・ReaD&Researchmap とのデータ交換の実施（11 月）
3-2．医学研究センターホームページ
・研究費公募関連情報の掲載
・その他関連情報の更新
3-3．教員の専門性データベース
・教員の専門性の調査と解析
・データベースの構築

4．評価と次年度目標
研究業績データベースの利用は徐々に定着してきた．次年度は利用率の低い臨床の助教の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：H26.3.31）

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：神経内科：教授（兼担）
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：国際医療センター乳腺腫瘍科：教授（兼担）
篠塚

望（SHINOZUKA, Nozomi）
：消化器・一般外科：教授（兼担）

田丸淳一（TAMARU, Junichi）
：総合医療センター病理部：教授（兼担）
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：リウマチ・膠原病科：教授（兼担）
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：病理：准教授（兼担）
笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）
：医学基礎：准教授（兼担）

千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：国際医療センター心臓内科：准教授（兼担）
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：医学教育センター：准教授（兼担）

村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）
：国際医療センター心臓内科：准教授（兼担）
ゴッドフリーチャド（GODFREY, Chad）
：医学基礎：特任講師（兼担）
菅

理江（SUGE, Rie）
：生理学：助教（兼担）

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 17 名の留学生の受入れを行った．7 月 3 日の留学生壮行
歓迎会の開催，
7 月 7 日から 9 日の直前準備合宿
「河口湖セミナー」の実施，10 月 10 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 10 月の土曜日に 7 回実施された．
平成 23 年度学生交換留学報告集を刊行した．
3-2．
「春季語学研修制度 English for Health Science Purposes」
3 月 3 日から 18 日に実施された．
アメリカ・サンフランシスコ：
医学部 4 名，保健医療学部 6 名（視察

医学基礎

笹島茂准教授）

オーストラリア・ゴールドコースト：
医学部 10 名，保健医療学部 2 名（視察

国際交流センター

松本万夫教授）

平成 23 年度春季語学研修制度報告集を刊行した．
3-3．
「教員短期留学制度」
前年度末に行った募集と選考により選出された 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 28 回開催された．
3-5．
「IETC News 発刊」
本センターの活動の内外への周知と，関連した人々への情報提供のために発刊を行い，2 回にわたり刊行した．
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学生相互交換留学制度

交換留学生一覧

Linkoping University

内田

秀昭

深谷

大地

Charite University Medicine Berlin

油川

大輝

小島

啓

松田

明奈

加藤

安声

University of Liverpool

椎名

香

田部

俊輔

University of Manitoba

山口

瞳

一瀬

友希

University of Bochum

滝本磨理香

岩田

和子

Albert Einstein College of Medicine

桐谷

亜友

青木

朋佳

Johns Hopkins University

森石

華子

末永

慎吾

Chang Gung University

西川

貴大

鷲巣

佳奈

Semmelweis University

吉田

智昭

岡田

慶介

University of Pecs

清水

貴寛

新井

緑

Linkoping University

Johan Alsterhag

Charite University Medicine Berlin Stefan Koss

Magnus Hillblom
Carina Sommer

Catrin Jones

Molly Gorman

University of Manitoba

Mai Nguyen

Kirstyn Humniski

University of Bochum

Karin Stutzel

David Dacuna Da Silva

University of Liverpool

Albert Einstein College of Medicine Elliot Rhee
Chang Gung University

Dickson Mak

Inado Shen

Semmelweis University

Ede Birtalan

Laszlo Hidi

University of Pecs

Roland Alchihabi

Zsoﬁa Torsa

教員短期留学制度

留学者一覧

小川智也

総合医療センター
助教
腎高血圧内科・人工腎臓部

Indiana University Medical School（アメリカ，インディアナ州）

永田耕治

国際医療センター
病理診断科

講師

Massachusetts General Hospital（アメリカ，マサチューセッツ州）

野口雄一 内分泌・糖尿病内科

講師

ルーベン大学（ベルギー，ベルン）

総合医療センター
村山敬彦 総合周産期母子医療
センター母体胎児部門

講師

UCLA（アメリカ，カリフォルニア州）

若山俊隆

保健医療学部
医用生体工学科

講師

University of Arizona, College of Optical Science
（アメリカ，アリゾナ州）

ゲノム医学研究センター
遺伝子構造機能部門
Lorand Barabas 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
Andras Balogh

ペーチ大学（ハンガリー共和国，ペーチ）

その他
王海雄

山西省人民医院（中国，山西省）

国際医療センター心臓内科

王春紅

山西省人民医院（中国，山西省）

国際医療センター脳神経外科

楊世明

山西省人民医院（中国，山西省）

国際医療センター消化器外科

Felix Thiele

Charite University Medicine Berlin（ドイツ，ベルリン）

放射線科

4．評価と次年度目標
18 年目となった「学生相互交換留学制度」
，7 年目となった「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 4 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：H27.3.31）

部門員

柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）
：地域医学･医療センター：准教授（任期：H27.3.31）

部門員

大野洋一（OHNO, Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：H27.3.31）

部門員

荒木隆一郎（ARAKI, Ryuichirou）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）

部門員

宮﨑

部門員

佐藤真喜子（SATOH, Makiko）
：地域医学･医療センター：助手（任期：H27.3.31）

孝（MIYAZAKI, Takashi）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）

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 24 年 4 月 9 日）於：地域医学・医療センター教員室 出席 7 人
議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告，106 回国試分析
②第 2 回部門会議（平成 24 年 5 月 7 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告
③第 3 回部門会議（平成 24 年 6 月 4 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告
④第 4 回部門会議（平成 24 年 7 月 9 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，文部科学省大学間連携共同教育推進事業への申請について
⑤第 5 回部門会議（平成 24 年 9 月 3 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告，実習の状況
⑥第 6 回部門会議（平成 24 年 10 月 1 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告
⑦第 7 回部門会議（平成 24 年 11 月 12 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について，各プロジェクト報告，定期試験について
⑧第 8 回部門会議（平成 24 年 12 月 10 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 14 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，文部
科学省大学間連携共同教育推進事業について
⑨第 9 回部門会議（平成 25 年 1 月 21 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 8 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 25 年 2 月 18 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 8 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 25 年 3 月 4 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 8 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 24 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．平成 24 年度文部科学
省大学連携共同教育推進事業に採択され，埼玉県立大学，城西大学，日本工業大学とともに，4 大学で埼玉県の住民
の暮らしを支える連携力を持った専門職を育てる教育システムを構築していくことになった．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：H27.3.31)

部門員

柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi)：地域医学･医療センター：准教授（任期：H27.3.31)

部門員

大野洋一（OHNO, Yoichi)：地域医学･医療センター：講師（任期：H27.3.31)

部門員

荒木隆一郎（ARAKI, Ryuichirou)：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31)

部門員

宮﨑

部門員

佐藤真喜子（SATOH, Makiko)：地域医学･医療センター：助手（任期：H27.3.31)

孝（MIYAZAKI, Takashi)：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31)

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 24 年 4 月 16 日）於：地域医学・医療センター教員室 出席 7 人
議事：選択必修の実施，医学概論の進め方，106 回国試分析について
②第 2 回部門会議（平成 24 年 5 月 21 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：光の家実習における学生の実習について
③第 3 回部門会議（平成 24 年 6 月 11 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：6 年生試験問題作成，夏期学生受入プログラムテーマについて
④第 4 回部門会議（平成 24 年 7 月 2 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：地域社会と健康ユニット実習の進め方について
⑤第 5 回部門会議（平成 24 年 9 月 10 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：実習のまとめと来年度計画
⑥第 6 回部門会議（平成 24 年 10 月 1 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 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 24 年 12 月 10 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 14 人

議事：地域医療実習評価について
⑧第 8 回部門会議（平成 25 年 1 月 28 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 8 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 25 年 2 月 18 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 8 人

議事：4 大学連携事業について
⑩第 10 回部門会議（平成 25 年 3 月 25 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 8 人

議事：地域社会と健康ユニット実習の進め方について，

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 24 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 . 第
107 回国家試験についても 100% の合格率を達成し，地域医療 / プライマリケアに関する教育の成果もある一定の
効果を上げているものと考えている．モデルコアカリキュラムに改訂に伴う地域医療臨床実習の導入や，地域枠に対
する入学早期からの地域医療への関心を高めるための実習，良質な体験を今後も提供できるよう，さらに関係部署が
連携をとって実施していくことが必要である．
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3．地域保健部門
1．構成員
部門長

鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：地域医学･医療センター：センター長（任期：H27.3.31）

部門員

柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）
：地域医学･医療センター：准教授（任期：H27.3.31）

部門員

大野洋一（OHNO, Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：H27.3.31）

部門員

荒木隆一郎（ARAKI, Ryuichirou）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）

部門員

宮﨑

部門員

佐藤真喜子（SATOH, Makiko）
：地域医学･医療センター：助手（任期：H27.3.31）

孝（MIYAZAKI, Takashi）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）

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 24 年 4 月 9 日）於：地域医学・医療センター教員室 出席 7 人
議事：今年度特定健診・保健指導予定
②第 2 回部門会議（平成 24 年 9 月 3 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 7 人

議事：インフルエンザ流行予測について , 調査の解析について
③第 3 回部門会議（平成 24 年 12 月 10 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 14 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 25 年 3 月 25 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 8 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：H27.3.31）

部門員

柴﨑智美（SHIBAZAKI, Satomi）
：地域医学･医療センター：准教授（任期：H27.3.31）

部門員

大野洋一（OHNO, Yoichi）
：地域医学･医療センター：講師（任期：H27.3.31）

部門員

荒木隆一郎（ARAKI, Ryuichirou）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）

部門員

宮﨑

部門員

佐藤真喜子（SATOH, Makiko）
：地域医学･医療センター：助手（任期：H27.3.31）

孝（MIYAZAKI, Takashi）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）

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 24 年 4 月 9 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 12 月 10 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 14 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：H26.3.31）

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（医学部）
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：H 24.4.1 〜 H 26.3.31）

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，医学部・保健医療学
部・短期大学・看護専門学校の各入試担当者による入試問題統括についての意見交換が行われた．さらに，医学部入
学試験委員会及び医学部入学試験実施委員会のもとで，上記「2．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（前期・後期）
医学部のアドミッションポリシーにもとづき，各科目の出題委員が問題の作成を行うとともに，問題の点検・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，入試直前時の問題点検を行った．試験終了後，問
題についての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，それらによる報告書を医学部入学試験委
員会へ提出した．さらに，平成 27 年度より実施される新課程入試（数学・理科）に備えて，医学部入試科目の検
討を開始した．
（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による入試直前時
の点検を行った．
（3）センター入試
平成 25 年度より本学が初めて実施する大学入試センター試験利用の入試について，2 次試験すなわち筆記試験
及び面接の内容を「センター試験ワーキンググループ」において検討し，その結果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
一般入試（前期・後期）及び推薦入試については，いずれも出題ミスは報告されていない．次年度に向けて引き続
きミスの防止に努めるとともに，入試問題の一層の適切化を図るために「問題作成ガイドライン」を策定する．セン
ター入試の 2 次試験については，
医学部のアドミッションポリシーを反映した適切な問題が出題できたと考えるので，
次年度もこの出題方針を維持する．
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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：H27.3.31）

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
免疫応答の分類，免疫担当細胞と器官他 19 コマ
鼻とアレルギー

松下

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） 杣
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 年生小児科総論
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 24 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

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 30 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 24 年 6 月 7 日）
東京都立小児総合医療センターアレルギー科

赤澤

晃

部長

「ラテックスアレルギーの基礎と臨床」
第 31 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 24 年 11 月 22 日）
島根大学医学部皮膚科

千貫裕子

助教

「アレルギー性蕁麻疹の最新の話題
〜茶のしずく石鹸の問題を含めた食物アレルギーの最新情報〜」
第 32 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 25 年 2 月 28 日）
大分大学医学部

耳鼻咽喉科頭頸部外科

児玉

悟

講師

「花粉症治療の up to date」
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．昨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 2 回にとどまったが本年は 3 回開催できた．次年度も本年並みに実施したい．
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3．臨床部門
1．構成員
部門長

中村晃一郎（NAKAMURA, Koichiro）：埼玉医科大学病院皮膚科：教授（任期：平成 26.3.31）

部門員

永田真（NAGATA, Makoto）: 埼玉医科大学病院呼吸器内科：教授
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）: 埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：教授
徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）
：埼玉医科大学病院小児科：教授
善波弘善（YOSHINAMI, Hiroyoshi）：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：准教授
中込一之（NAKAGOME, Kazuyuki）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：講師
杣知行（SOMA, Tomoyuki）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：講師
高久洋太郎（TAKAKU, Yotaro）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
山口剛史（YAMAGUCHI, Takefumi）：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
西原冬実（NISHIHARA, Fuyumi）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
小林威仁（KOBAYASHI, 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，皮膚科で扱うさまざまな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，血管浮腫，アレルギー性結膜炎など幅広い．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横断的な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：8 名（スギ）
，5 名（ハウスダスト）．
プリックテスト 141 名，局所麻酔アレルギーテスト 6 名．
アドレナリン自己注射システム（エピペン）導入・処方 100 名．
②呼吸器内科外来
気管支喘息が中心であるが，花粉症・アレルギー性鼻炎，アトピー性皮膚炎・蕁麻疹，食物アレルギーや薬剤ア
レルギー，アナフィラキシーなどの診療・管理を行った．
③小児科外来
小児科部門では，食物アレルギー，食物アレルギーを合併するアトピー性皮膚炎，アナフィラキシー，小児感染
症に対する診療を行った．特に食物負荷試験の系を確立した．
④皮膚科・内科合同外来
皮膚科および内科での合同診療として，アトピー性皮膚炎・喘息，蕁麻疹，アナフィラキシー，血管浮腫を合併
するアレルギー疾患患者に対する包括的診療をおこなった．それぞれの診療ガイドラインにしたがって，専門的
な観点から吸入療法，外用治療，内服治療を行った．
⑤耳鼻科・内科合同外来
耳鼻科および内科での合同診療として，喘息と鼻炎，副鼻腔炎，中耳炎の合併患者に対する包括的診療を行った．

4．評価と次年度目標
本年度はアレルギー臨床部門が創設され 4 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共有することが可能となり，より質の高い診療につながると期待できる．次年度に
おいて，さらに症例数を増加し質の高い診療を行いたい．
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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 :H26.3.31）

祥（MATSUSHITA, Sho）: 埼玉医科大学医学部免疫学：教授（任期 :H26.3.31）

中村晃一郎（NAKAMURA, Koichiro）：埼玉医科大学病院皮膚科：教授（任期 :H26.3.31）
森
上條

圭介（MORI, Keisuke）
：埼玉医科大学病院眼科：准教授（任期 :H26.3.31）
篤（KAMIJYO, Atsushi）：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科 : 講師（任期 :H26.3.31）

中込一之（NAKAGOME, Kazuyuki）：埼玉医科大学病院呼吸器内科 : 講師（任期 :H26.3.31）

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 30 回運営会議（平成 24 年 4 月 6 日）
新規業績として呼吸器内科より「重症気管支喘息患者への教育・指導が気道炎症にもたらす効果の検討」に関す
る和文原著論文が日本アレルギー学会雑誌「アレルギー」に掲載されたことが報告された．また基礎研究棟 3 階
の一部が共有研究室とし稼働する計画があることが，松下教授から提示された．最後に新規 IgE 抗体測定器による
臨床研究の内容報告がされた．
第 31 回運営会議（平成 24 年 5 月 17 日）
センター長が企画を担当した雑誌「喘息」4 月号が発行されたこと，そのなかで小児科徳山教授の総説が掲載さ
れたことが報告された．日本アレルギー学会春季臨床大会（5 月 12-13 日大阪）において，教育講演 1 題（内科）
，
シンポジウム 2 題（内科，小児科各 1）
，一般演題 5 題（内科）の講演・発表業績があったことが報告された．
第 32 回運営会議（平成 24 年 6 月 15 日）
日本アレルギー学会雑誌「アレルギー」5 月号にアレルゲン免疫療法に関するセンター長の総説が掲載された．
来年の国際喘息学会日本北アジア部会運営の進捗状況として，プログラム案がセンター長より提示され，現在ま
でに特別講演に米国ウイスコンシン大学の William W Busse 教授，招請講演に米国メイヨークリニックの Hirohito
Kita 教授が内定していることが報告された．その他アウトラインが紹介され，準備が進行していることが報告され
た．
第 33 回運営会議（平成 24 年 7 月 13 日）
7 月 5，6 日に福岡市において国際喘息学会日本北アジア部会が開催され，呼吸器内科から一般演題 3 題が発表
され，また喘息の炎症病態に関するシンポジウム司会を担当したことが報告された．同時に学会運営の実地見学を
来年度主催に向けて行い，準備が進んでいることの報告もされた．学会開催の為の 8 月 10 日に企業への協賛の説
明会が予定されていることが確認された．Int Arch Allergy Immunol 誌に，呼吸器内科と免疫学から「重症喘息に
おける好中球性気道炎症」に関する総説論文が掲載されたことが報告された．
第 34 回運営会議（平成 24 年 9 月 14 日）
アレルギー疾患に関する総説が内科より 3 編，耳鼻科より 1 編が掲載されたことが報告された．
第 35 回運営会議（平成 24 年 10 月 12 日）
耳鼻科より総説 1 編が掲載されたことが報告された．

885

研究部門

第 49 回日本小児アレルギー学会（9 月 15・16 日，大阪）において，小児科より一般
演題が 3 題発表され，また内科より教育セミナーでの講演が 1 題あった．
アレルギー好酸球研究会に関する報告がされた．前代表幹事である獨協医大福田健教授より指名され，センター長
が代表幹事に就任すること，
埼玉医科大学アレルギーセンターが事務局を担当することになったことが報告された．
第 36 回運営会議（平成 24 年 12 月 14 日）
第 62 回日本アレルギー学会秋季学術大会（11 月 29 − 12 月 1 日，大阪）において，耳鼻科 1 題，内科 6 題の
一般演題が発表され，また内科がシンポジウム 2 題と専門医制度公開討論会での基調講演を担当したことが報告
された．センター長が会長を担当する国際喘息学会日本北アジア部会の招待プログラム内容が報告された．
第 37 回運営会議（平成 25 年 1 月 11 日）
センター長が会長を担当する「第 23 回国際喘息学会日本北アジア部会」の特別プログラムとその演者が確定し
たことが報告され，またそれらの座長案についての説明がなされた．耳鼻科上條医師から，「スギ花粉飛散時期の
SACRA（鼻炎・喘息連関性）アンケート再調査」ならびに「喘息患者の嗅覚障害と鼻ポリープに関する臨床研究」
の案が提示され，センターの共同研究として行っていくことが同意された．
第 38 回運営会議（平成 25 年 3 月 1 日）
センター長が会長を担当する「第 23 回国際喘息学会日本北アジア部会」の特別プログラム演者が国内外とも受
諾していただき確定したことが報告された．原著論文として，耳鼻科上條講師が筆頭著者の「下鼻甲介手術を併施
した後鼻神経切断術の有効性の検討」が日本アレルギー学会雑誌に掲載された．内科から総説が 3 点掲載された
ことが報告された．

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．

886

アレルギーセンター

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：H26.3.31）

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，
■ 2013 年 02 月 28 日

アレルギーフォーラム「花粉症治療の up to date」を開催しました

■ 2013 年 02 月 05 日

アレルギー週間市民公開講座 2013 を開催しました

■ 2012 年 12 月 05 日

第 62 回アレルギー学会秋季学術大会参加録

■ 2012 年 11 月 22 日 「茶のしずく石鹸の問題」などについてのアレルギーフォーラムを開催しました
■ 2012 年 11 月 20 日

第 49 回

■ 2012 年 10 月 31 日

当センターがフジテレビ「とくダネ！」で紹介されました

日本小児アレルギー学会

参加報告

■ 2012 年 09 月 06 日

SAITAMA ALLERGY WORKSHOP 学術講演会が開催されました

■ 2012 年 08 月 10 日

第 21 回

■ 2012 年 08 月 01 日

第 22 回国際喘息学会日本・北アジア部会の学会参加報告

■ 2012 年 08 月 01 日

2012 年 International Symposium on Infection and Allergy of the Nose に参加して

小児臨床アレルギー懇談会報告

■ 2012 年 07 月 03 日 「ラテックスアレルギー」について，第 30 回埼玉医大アレルギーフォーラムが開催さ
れました
■ 2012 年 05 月 22 日

第 24 回日本アレルギー学会春季臨床大会に参加して

■ 2012 年 05 月 01 日

業績欄を更新しました

■ 2012 年 04 月 02 日

当センターが企画担当した雑誌 M.P.（Medical Practice）最新号が発売されました

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．教職員・学生健康推進センター部門
1．構成員
教職員・学生健康推進センターは，毛呂山キャンパスにおける教職員・学生健康推進室，川越キャンパスにおける
総合医療センター健康推進室，日高キャンパスにおける国際医療センター健康推進室ならびに保健医療学部健康推進
室，および川角キャンパスにおける保健医療学部健康推進室川角分室から構成されている．以下，教職員・学生健康
推進室，保健医療学部健康推進室，ならびに保健医療学部健康推進室川角分室を毛呂山キャンパス，総合医療センター
健康推進室を川越キャンパス，国際医療センター健康推進室を日高キャンパスと略する．
（毛呂山キャンパス）
池田 斉（IKEDA, Hitoshi）
：センター長 , 教職員・学生健康推進室室長兼務（任期 :H26.3.31）
丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）
：平 24 年 9 月より副センター長，推進室副室長兼務（任期 :H26.08.31）
柴崎智美（SHIBASAKI, Satomi）
：毛呂山キャンパス学生健康推進室担当，地域医学・医療センター准教授兼担 ,
山口敏行（YAMAGUCHI, Toshiyuki）
：毛呂山キャンパス健康推進室，感染症科准教授兼担，大野洋一（OHNO,
Youichi）: 毛呂山キャンパス健康推進室，地域医学・医療センター准教授兼担 .
保健師（毛呂山キャンパス，教職員担当）
：繁田幸子（HANDA, Sachiko），吉田千春（YOSHIDA, Chiharu）
看護師（毛呂山キャンパス，学生担当）
：末田幸子（SUEDA, Sachiko），鈴木栄子（SUZUKI, Eiko）
看護師（日高キャンパス，学生担当）
：菊地せつ子（KIKUCHI, Setsuko），幸 玲子（YUKI, Reiko）
看護師（川角キャンパス，学生担当）
：三浦節子（MIURA, Setsuko）
（川越キャンパス）
丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）
：平 24 年 8 月まで室長，総合医療センター健康管理科
伊藤博之（ITO, Hiroyuki）
：平 24 年 9 月より室長，総合医療センター健康管理科
保健師：尾崎真弓（OZAKI, Mayumi）
，廣瀬由香（HIROSE, Yuka），宮島育子（MIYAJIMA, Ikuko）
（日高キャンパス）
森野正明（MORINO, Masaaki）
：室長，国際医療センター小児救命救急科
看護師：町田幸子（MACHIDA, Sachiko）平 24 年 9 月まで，内山恵（UCHIYAMA, Megumi）平 24 年 10 月より
保健師：工藤律子（KUDO,Ritsuko）平 25 年 1 月より

2．目的
教職員・学生健康推進センターは 4 年前の平成 21 年 4 月に開設された．初代のセンター長は今井康雄教授である．
教職員・学生健康推進センターの成立に至る経緯については「総論」で詳細に述べたので割愛する．「健康推進室」
としては，川越キャンパス，日高キャンパスが先行しているが，毛呂山キャンパスにおいては「学生健康推進室」が
大学創立以来存在して，機能を果たしていたため，「健康推進室」の歴史としてはもっとも古いことになる．
「教職員・学生健康推進センター」設立の目的は，三キャンパスの「教職員・学生健康推進室」が足並みを揃えて，
埼玉医大全体の教職員と学生の健康を守ることにある．
現在，毛呂山キャンパスの健康推進室は，今井前センター長の多年にわたるご努力の賜物で組織としての基礎が築
かれた．今年度より池田斉がセンター長の役割を今井教授から引き継いだ．

3．活動報告
（川越キャンパス）
健康推進活動については 3 キャンパス健康推進室会議を年 3 回行い，本学全体として方針の統一を図った．日々
の業務は，健康管理は当室の保健師 3 名が中心となり，メンタルヘルスについては当センターメンタルクリニック
の臨床心理士 2 名の協力を得た．センター内での活動について，毎月の安全衛生委員会で報告を行った．
健康診断は受診率 100% を達成した．以前からの懸案であった病理部薄切室のホルムアルデヒドの作業環境測定は，
施設課のご協力でプッシュ - プル型の排気装置が設置され，管理区分 3 から改善がみられた．メンタルヘルス関連では，
定期健康診断に併せて疲労度チェックを行った．また当室と安全衛生委員会主催の講演会としてメンタルクリニック
堀川教授に「医療者のストレスと対応 : 職場で進めるこころの健康つくり」のご講演をいただき 140 名の参加者を
得て，極めて好評だった．
（日高キャンパス）
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1）健康管理
（1）職員健康診断
①健康診断（定期 : 約 1,500 名，特定業務従事者 : 約 800 名，新採用者：約 250 名，中途採用者：随時）
②項目策定（個人票作成，計測，検尿，胸部エックス線撮影，採血，心電図）
③要精密検査及び要治療判定者（D1/D2）の事後管理
④要経過観察者の評価，経過観察と受診勧奨
⑤データ管理（毎年，延 2,000 人分のデータが増加）
（2）メンタルヘルスケア
a. 面談，b. 精神腫瘍科との連携，c. 復帰のための職場との連携
（3）HB 肝炎対策事業（HBV 抗体価測定・HBV ワクチン接種）新採用者および既職者
（4）健康推進事業

a. メタボ健診の評価と面談，b. パンフレットの作成と配布，c. 講習

2）作業管理・作業環境管理

a. ストレス度調査，b. 特定業務従事者の健康管理

3）達成度
①健康診断

従来の様式に従い全職員の健康診査を行った．異常者（D1/D2）に受診誘導を行った．一部職員に通

知と面談を繰りかえし，受診誘導を行った．
②メンタルヘルス

病院関連施設職員のメンタル失調に対し，精神腫瘍科，看護部，総務部と連携し，職場復帰を

支援した．一部職員は復帰が果たせていない．
③ HB 肝炎対策

新規採用者および既職者の HBV 抗体陰性者に対する HBV ワクチン接種を，希望者全員に施行し

ている．
④健康推進事業

メタボ健診については，
積極的支援および動機づけ支援の対象者について，生活改善のパンフレッ

トを送付し，動機付けを行っている．面談による受診勧奨や指導は一部の対象者にとどまり，その効果は確認さ
れていない．
（教職員・学生健康推進センター）
1）学生部門
毛呂山キャンパスにおける学生の健康推進業務は柴崎智美准教授が中心になって推進された．毛呂山の医学部，日
高の保健医療学部の多数学生の 4 月 5 月の定期健康診断，四種感染症（麻疹，風疹，水痘，ムンプス）の抗体価検査，
その後のワクチン接種，さらに B 型肝炎の抗体検査，陰性者への肝炎ワクチン接種，希望者へのインフルエンザ予
防注射，その他の定期的な業務である．
その他，体調不良を訴える学生は多く，その対応に追われたが，柴崎准教授，池田センター長が主として対応し，
二名の看護師がこれを補助した．日高キャンパス，川角キャンパスにおいても看護師が対処し，時に柴崎，池田が対
応に当たった．
本年は学生のメンタル的な相談が多く，その対応に苦慮した．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」
を設けており，主に精神科の豊嶋教授のお世話になっている．しかし，学生にとってはより早期の対応，予防のため
にカウンセラーの導入が必要であり，昨年度に引き続き実現に向け申請を行っている．
また，入学時期の 4 月，5 月は例年，咳が続く感冒様症状のため健康推進室を訪れる学生が多い．本年度も例外で
はなかった．特別な感染症ではないが，新人歓迎会等の行事が重なるころに多発することから，環境要因の影響も考
えられ，学生部委員会からもその点に注意喚起が行われた．
2）教職員部門
教職員部門については，定期健康診断は例年のように特定健診をかねて行われた．保健指導を受けるためにも時
期は昨年度と同様 7 月初旬とした．今年度から保健師 2 名が常勤で活動に加わり，健診データの整備，ファイル化，
事後のフォロー面談がより円滑に充実して行われるようになった．
本年度より前期定期健診で，C 型肝炎の抗体検査が行われるようになった．従来から望まれていたが，今年度初め
て実現した．前期定期健診の際に採血対象者（35 歳と 40 歳以上）のうち，希望者に行われた．約 500 名が検査を
受けたが，陽性者は数名であった．陽性者は健康推進室での面談後，専門医に紹介受診した．
前期，後期の定期健診の胸部レントゲン検査については，一昨年までは大角フィルムを 9 分割したサイズの小フィ
ルムでなされていたが，前センター長の努力によって，昨年からデジタル化が実現し，画像の読影，参照，保存の面
で大いに改善をみている．本年度も引き続きデジタル方式で行うことができた．
教職員のメンタルの問題は最近増加しているが，保健師がメンタル相談に加わることができるようになり，円滑に
的確に指導が行われるようになったことは進歩である．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
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なった．
今年度は前期定期健診でのアンケートにストレスが「非常に高いと思われる」と判定された職員には「自己チェッ
ク表による疲労蓄積度調査」を行った．約 200 名のうち，産業医が実際に面接必要と判断して，面談を実施した職
員は約 70 名．そのうち，15 名程度が経過観察，専門医受診となっている．この経験からアンケート調査とそれに
続く「疲労蓄積度自己チェック」の方式はメンタル変調者を早期に発見できるよい方法と思われた．
もう一つ今年度より実施された重要なことは，外部の学校からの新入職者については，入職時に四種感染症と B
型肝炎の抗体価測定と陰性の場合はワクチン接種を要請したことである．今年が最初だったせいか，未実施の入職者
もいたが，今後の課題である．
次に，環境検査（作業環境調査）については，昨年同様，年 2 回のホルムアルデヒド，エチレンオキシド環境測
定が行われた．ホルムアルデヒドについては，各部署の努力で排気装置の設置などにより，かなりの改善がなされて
いる．しかし，特に作業時間の長い部署では放散を防ぐ改善が今後も必要である．
エチレンオキシドガスの管理については，前センター長の尽力により，実験動物施設洗浄滅菌室，器材センター等
の環境は非常に向上した．特に今年度の「病院機能評価」においては，器材センターの作業環境が特別に高い評価を
得たことを記しておきたい．病院を下で支えるこれらの部門が，空調，排気の改善によって安全な環境となったこと
は喜ばしいことである．ただし，年度の終わりに，院長等の定期巡視の際に病院の手術室の一部，産婦人科の胎盤処
理室において密閉された狭い環境でホルムアルデヒドが使用されていることが発見され，調査を行ったが，高濃度で
あったため，今後の課題となった．
（平成 25 年には，同所は閉鎖され，他室を別にホルムアルデヒド使用場所と定
めることになっている）
健康教育としては労働安全衛生委員会の主催，健康推進室が協力して，8 月末に「職場のメンタルヘルスの向上」
と題して，西熊谷病院の林先生の御講演いただき，300 名以上が熱心に来聴した．
最後に毛呂山キャンパス，川越キャンパス，日高キャンパス，三キャンパス合同の連絡会議開催について記す．5
月，9 月，1 月の一年三回，健康推進室メンバー全員が集結して，意見交換して共通の足並みで埼玉医大全体の教職員，
学生の健康支援のための対策を考えている．教職員・学生健康推進センターが毛呂山に本部をおき，毛呂山だけでな
く，川越，日高キャンパス全埼玉医大が協力して共通の目標に向かうためには必要な会議である．今後もさらに綿密
な連絡のもとで継続的に協力を続けたい．

4．評価と次年度目標
（川越キャンパス）
健康管理，作業環境管理の状況は良好で，メンタルヘルス対策にも進展があった．
次年度は例年の健診・感染対策などに加え，メンタルヘルスへの更なる取組として「心の健康づくり計画」の策定を
進めつつ，まずメンタル不全者の長期病欠・休職からの職場復帰支援の仕組み作りを，看護部など各部門および総務
課とともに具体化させたい．
（日高キャンパス）
専門領域（エックス線読影・心電図読影・メンタルヘルスケア）の協力を得て，適切な判定や対応を行った．今後
重要性が増すメンタルヘルスケアとメタボ対策事業では，専従の保健師・看護師・心理療法士が必要であり，スタッ
フの充実を目指す．
職員健康推進事業を進めているが，スタッフ充足により二次・一次予防を図る．
（教職員・学生健康推進センター）
今年度，予定していた「教職員・学生健康推進センター」の業務ほぼ滞りなく終了した．これも一重に三年間当セ
ンターの基礎作りに尽力した，前センター長の功績によるものと深く感謝している．
今後はまず第一に長年の検討課題である 3 キャンパス共通の健康管理システムの導入を必ず実現することである．
これにより，教職員，学生の健康情報が三キャンパスにおいて，いつでも迅速に参照できるようになり，健診もスムー
ズに行われるようになる．今回は，教職員の健康サポートシステムを最初に要望しているが，学生の健診システムも
それ以上に重要な課題であり，両者並行して実現を図るよう努力したい．
二番目は，スタッフの充実である．今年度，毛呂山キャンパスには保健師 1 名が増員されたが，まだまだ事務作
業に追われている状況である．そのため，保健師本来の業務（健診後の保健指導，メンタルの指導等）に集中できて
いない．したがって，事務処理を担当する事務員の常駐を要請し，業務の効率化を図ることが焦眉の急である．これ
は，教職員部門だけでなく，学生健康推進室にも共通に問題である．三キャンパスのスタッフを比較すると，川越に
おいては職員数，学生数の割に，常勤保健師 3 名，非常勤事務員 1 名が配置されているが，毛呂山キャンパスにお
いては業務量の割にスタッフが十分に補充されていない．この点は今後，大学上層部に実情を理解していただき解決
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を図ってゆきたい．
今年度，毛呂山キャンパスの学生健康推進室は，基礎棟から本部棟 B1F に移動した．教職員部門は来年度，学生
健康推進室と同じフロアの近傍に移動する予定になっている．ぜひ早期に実現して，教職員部門と学生部門の近接を
図り，両者の協力がスムーズに行われて，業務の効率化に役立つ事を願っている．
池田
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情報技術支援推進センター

1．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：指導教員（大学院）：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」
（椎橋），「人体の構造と機能 1-1」（椎橋），「医学の数学 1」（椎橋），「医学
の数学 3」
（椎橋）
，2 年生の「機能系実習」
（椎橋），「選択必修」の「プログラミング言語 perl」（椎橋・高橋・吉田）
保健医療学部：健康医療科学科 1 年生の「統計学」
（椎橋），2 年生の「医用工学実習」
（椎橋），看護学科 2 年生の「医
療情報学」
（椎橋）
大学院：医学研究科博士課程の「統計情報解析特論」（椎橋），医学研究科修士課程の「統計情報解析特論」（椎橋）
，
看護学研究科修士課程の「看護情報処理論（椎橋）
2-3．達成度
医学部：1 年生の「人体の科学入門 1」90%，
「人体の構造と機能 1-1」90%，
「医学の数学 1」90%，
「医学の数学 3」
90%，2 年生の「機能系実習」95%，
「選択必修」の「プログラミング言語 perl」90%
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%，看護学科 2 年生の「医
療情報学」90%
大学院：医学研究科博士課程の「統計情報解析特論」95%，医学研究科修士課程の「統計情報解析特論」85%，看
護学研究科修士課程の「看護情報処理論」95%
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，が癖による医学部臨床実習の評価，試験問題の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学生による臨床実習評価が各診療科における臨床実習の改善に寄与してい
ることが示唆された．
3-4．自己評価と次年度計画
学生による臨床実習の評価について本年度得られた知見に基づき，さらに効用を明らかにしていく計画である．ま
た，試験問題の評価についても研究を行う計画である．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約（大学病院，総合医療センター，国際医療センターの病院要覧用）
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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
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副委員長（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・情報基盤開発委員会委員長（椎橋）
日本医学教育学会理事（椎橋）
日本医学教育学会評議員（椎橋）
医療系大学間共用試験実施評価機構医療系 CBT 実施小委員会ブラッシュアップ専門部会委員（椎橋）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①中平健祐 , 椎橋実智男 , 戸塚博子 , 青葉香代 , 熊谷恵 , 渡辺修一 : 短期の実習プログラム「人体の科学入門」によ
る医科学教育への早期適応誘導の試み .

第 44 回日本医学教育学会大会 , 横浜 , 2012

②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 :「測定・可視化」−体験とチーム基
盤型学習の試み .

第 44 回日本医学教育学会大会 , 横浜 , 2012

③辻美隆 , 荒関かやの , 齋藤恵 , 大西京子 , 椎橋実智男 , 森茂久 , 間嶋満 , 持田智 , 荒木信夫 , 別所正美 : 臨床実習後
advanced OSCE による臨床能力の評価：共用試験 OSCE 成績との比較検討 .

第 44 回日本医学教育学会大会 , 横

浜 , 2012
④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 , 椎橋実智男 , 持田智 , 荒木信夫 ,
別所正美 : 学生と教員とで実施する 3 形式の会議：1 年生で実施した場合の学生による評価 .

第 44 回日本医学

教育学会大会 , 横浜 , 2012
⑤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 : 学生に
よる臨床実習評価の効果 .

第 44 回日本医学教育学会大会 , 横浜 , 2012

⑥茅野秀一 , 椎橋実智男 , 土田哲也 , 荒木信夫 : 埼玉医大における CPC 実習に対する医学生の評価（3）.
日本医学教育学会大会 , 横浜 , 2012
⑦椎橋実智男 , 有田彰：
（新訂版）看護・医療系のための情報科学入門

サイオ出版

【総数：論文 0 件，学会発表 6 件，講演 1 件，著書 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
岐阜大学医学教育開発センター・医学教育ワークショップ

講師（椎橋）

7．自己点検・評価
本年度は，当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
・川越キャンパスのネットワーク増速
・プロキシーサーバ，スパムメール防止サーバ等の更新
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・毛呂山キャンパス学生ホールのネットワーク構築
・毛呂山キャンパス学習棟の無線 LAN 構築
・教員の専門性調査および検索システムのデータ登録
・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 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日）
・利用登録者数

教職員：3,522 名 , 学

生：2,097 名

・施設内機器の利用
延べ利用者数：1,402 名 ,

延べ利用時間：740 時間

大型ポスター印刷枚数：1,644 枚
・SMSNET の利用
電子メール利用数：19,333,333 通
WWW 接続回数：2,366,580,192 回（ファイルの転送回数）
接続端末台数

約 3,600 台

当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．

895

医療人育成支援センター

1．医療人育成支援センター
1．構成員
三村俊英（MIMURA, Toshihide）

センター長 ／キャリア形成支援部門 部門長

輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）

副センター長

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）

医学教育センター長

森

卒前部門 部門長

茂久（MORI, Sigehisa）

間嶋

満（MAJIMA, Mituru）

辻

美隆（TUJI, Yositaka）

卒前部門
卒前部門

金子公一（KANEKO, Koiti）

卒前部門

三橋知明（MITUHASHI, Tomoaki）

卒前部門

中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）

初期臨床研修部門 部門長 大学病院

屋嘉比康治（YAKABI, Yasuharu）

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

御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）

キャリア形成支援部門

鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）

キャリア形成支援部門

西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）

キャリア形成支援部門

小宮山伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）

キャリア形成支援部門

稲葉宗通（INABA, Munemichi）

生涯学習部門 部門長

名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）

女性医師部門 部門長

木村文子（KIMURA, Fumiko）

女性医師部門事務局

岡田一観（OKADA, Kazumi）

大学病院

臨床研修管理センター

新井

智（ARAI, Satoshi）

大学病院

臨床研修管理センター

岡野千枝（OKANO, Chie）

大学病院

臨床研修管理センター

川俣栄英希（KAWAMATA, Eiki）

総合医療センター

研修管理委員会事務局

下田裕子（SHIMODA, Yuko）

国際医療センター

臨床研修管理室

池田美土里（IKEDA, Midori）

国際医療センター

臨床研修管理室

2．目的
委員会の設置目的：
本センターは埼玉医科大学医療人育成支援センター規定第 1 条に則り，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，卒前から卒後へと切れ目無く繋がる医療人の育成を支援し，特に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．また，連携大学間の人事交流事業の推進を行い，より広い視野と知識を有する医療人の育
成を支援する．

3．活動報告：
1）委員会開催
平成 22 年度に発足した医療人育成センターは，全 11 回の運営会議を開催した．なお必要に応じ，審議内容を教
員代表者会議で報告した．また，すべての議事録は整備されている．
（1）第 22 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 4 月 23 日

出席者 8 名

大学病院人材養成機能強化事業について，平成 24 年度 事業計画（案），シミュレータ教育に関する講演，女性
医師支援関係についてなど
（2）第 23 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 5 月 21 日

出席者 5 名

大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演，女性医師支援関係についてなど
（3）第 24 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 6 月 18 日

出席者 8 名
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大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演，女性医師支援関係，後期研修医評価プ
ログラムについてなど
（4）第 25 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 7 月 23 日

出席者 8 名

大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演，女性医師支援関係についてなど
（5）第 26 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 9 月 24 日

出席者 7 名

大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演，女性医師支援関係について，地域医
療施設の教育関連施設への組み入れ基準の検討，5 大学連携プログラム（GDNSS）からの「総合医に関するアンケー
ト」についてなど
（6）第 27 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 10 月 22 日

出席者 8 名

大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演，女性医師支援関係について，新しい
専門医制度に関して，埼玉医科大学シニアレジデント図解についてなど
（7）第 28 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 11 月 26 日

出席者 8 名

大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演について，大学間人事交流促進につい
て，平成 25 年度 マッチング結果について，研究マインド育成自由選択プログラムの指導教官について，来年度以
降の女性医師支援体制について，CC に協力いただく関連病院についてなど
（8）第 29 回医療人育成支援センター運営会議：平成 24 年 12 月 17 日

出席者 8 名

大学病院人材養成機能強化事業について，シミュレータ教育に関する講演について，関東・信州広域循環型専門
医養成プログラム（グッドネス）コーディネータ会議の内容について，大学間人事交流促進についてなど
（9）第 30 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 1 月 21 日

出席者 8 名

大学病院人材養成機能強化事業について，連携大学合同シンポジウム「卒後教育におけるプロフェッショナリズ
ム

教育の取り組み」の報告について，関東・信州広域循環型専門医養成プログラム（グッドネス）会議の報告に

ついて，女性医師相談窓口の流れについて，
「医療人育成支援センター」と新規「研修管理センター」との関係に
ついてなど
（10）第 31 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 2 月 25 日

出席者 7 名

大学病院人材養成機能強化事業について，女性医師就業継続支援窓口の流れ（案）についてなど
（11）第 32 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 3 月 18 日

出席者 8 名

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
2）セミナーの開催
（1）実践セミナー「腹部超音波診断の基本と実践」
平成 24 年 11 月 24 日（土）参加者 7 名
平成 24 年 12 月 15 日（土）参加者 5 名
（2）
「シミュレーション教育の現状と展望」
平成 24 年 12 月 15 日（土）参加者 25 名
3）各部門
医療人育成支援センターは，
（1）卒前部門，
（2）初期臨床研修部門，（3）キャリア形成部門，（4）生涯学習部門，
（5）女性医師支援部門に分かれている．それぞれ，上述した部門長の下，課題を持って活動している．具体的には
平成 24 年度は，卒前部門は地域枠奨学金貸与学生の教育，アンケート実施などを行い，初期臨床研修部門は 3 病院
共通研修プログラムの改善を行い，キャリア形成部門は地域連携病院の選定などを行い，生涯学習部門は卒業生への
生涯学習提供の関わり方に関しての検討を行い，女性医師支援部門は，女性医師支援セミナー開催，離職防止のため
の相談窓口開催の準備を行った．

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）女性医師の離職防止，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．
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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
ジウムを 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にも聴講いただいた．
その他本学で開催したイベントは，1 月 24 日と 12 月 15 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情報提供し，赤心堂病院，秩父市立病院，春日部中央総合病院，国立
西埼玉中央病院，東大宮総合病院，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 24 年 4 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日）
採
医学基礎部門

教

用

昇

格

退

職

授
向田寿光（物理学）

准教授

基礎医学部門

講

師

助

教

助

手

教

授

髙田

医学教育センター他

講

師 栗﨑知浩（解剖学）

助

教

助

手

教

授

綾（法医学）

ゲノム医学研究センター

助

教

助

手

教

授

斎藤一之（法医学）
高田眞理（生理学）

本間

琢（病理学）

2
佐藤

准教授
師

隆（生物学）

磯部正良（化学）

准教授 小谷典弘（生化学）

講

菅原

章（救急医療人材育成寄附研究部門）

高橋政照（救急医療人材育成寄附研究部門）

西山正彦（疾患制御医学部門）

准教授
講

師

助

教

助

手

教

授 亀井良政（産科・婦人科）

古村
長坂

眞（小児外科）
浩（麻酔科）

仲村秀俊（呼吸器内科）
准教授

岩瀬良範（麻酔科）
中村裕一（血液内科）
中山伸朗（消化器内科・肝臓内科）
東

俊晴（麻酔科）

大

宮島

学 病
院

講

師

大野康治（小児外科）

山元敏正（神経内科）

剛（整形外科・脊椎外科）

牛見尚史（放射線科）

中本紀道（歯科・口腔外科）

中村

玲（総合診療内科）

庄司拓平（眼科）

伊藤大真（麻酔科）

堀永

実（泌尿器科）

前山昭彦（麻酔科）

太田洋充（呼吸器内科）

伊藤大真（麻酔科）

寺脇

幹（小児外科）

鈴木朋子（呼吸器内科）

佐竹亮介（小児外科）
脇谷健司（脳神経外科）
教

18

39

助教シ

27

4

助教フェ

1

助

助

手

2

901

資料

採

用

昇

格

退

職

天野宏一（リウマチ・膠原病内科） 宮尾秀樹（麻酔科）
教

授

髙木健次郎（産婦人科）
深津
星

順（小児科（総合周産期母子
医療センター新生児））

准教授

松田昭彦（腎・高血圧内科）

亮（神経精神科）

田中秋悟（心臓内科）

石橋敬一郎（消化管外科・一般外科） 芳賀紀裕（消化管外科・一般外科）
儀賀理暁（呼吸器外科）

星

順（小児科（総合周産期

総合医療センター

母子医療センター新生児科）
）
多林孝之（血液内科）

小川智也（腎・高血圧内科）

馬場裕之（消化管外科・一般外科） 石黒秋生（小児科（周産期母子

講

師

山本和男（呼吸器内科）

医療センター新生児科） 熊谷洋一（消化管外科・一般外科）

大西文夫（形成外科・美容外科）
奈須康子（小児科）

山田博信（整形外科）

人見勝博（皮膚科）

大石陽子（乳腺・内分泌外科）

大野志乃（消化器・肝臓内科）

奈倉道明（小児科）

奈倉道明（小児科）

加藤直樹（整形外科）
江口圭介（呼吸器外科）
隈元謙介（消化管外科・一般外科）
藍

公明（麻酔科）

奈須康子（小児科）
教

31

59

助教シ

49

11

助教フェ

3

1

助

助

手
畝川芳彦（腫瘍内科）

教

授

三島一彦（脳神経外科）

櫻本信一（消化器外科）

松田博史（放射線科（核医学科）
）
佐々木康綱（腫瘍内科）
喜多宏人（消化器内科）
前島伸一郎（リハビリテーション科）

准教授

林

健（神経内科・脳卒中内科） 安達淳一（脳神経外科）

佐藤

弘（消化器外科）

長尾昌二（産婦人科

大井川秀聡（脳神経外科）
中平光彦（耳鼻咽喉科

（婦人科腫瘍科）
）
嶋田

顕（腫瘍内科）

（頭頸部腫瘍科））
国際医療センター

宇野吉雅（小児心臓科

山口

浩（病理診断科）

矢ヶ﨑史治（造血器腫瘍科）

（小児心臓外科） 出口一郎（神経内科・脳卒中内科） 坪地宏嘉（呼吸器外科）
福岡卓也（神経内科・脳卒中内科） 三輪啓介（腫瘍内科）
名古屋春満（神経内科・脳卒中内科） 黒田

功（泌尿器科）

齊藤恵理香（呼吸器内科）
羽山弥亨（造血器腫瘍科）
講

師

俵

英之（消化器外科）

今林悦子（放射線科（核医学科）
）
西

直子（放射線科（画像診断科））

小山信之（呼吸器内科）
岩佐紀宏
（産婦人科（婦人科腫瘍科）
須山孝雪（皮膚科（皮膚腫瘍科）
）
教

19

36

助教シ

22

4

助教フェ

8

1

助

助

902
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かわごえクリニック

採
教

用

昇

格

退

職

授

准教授
講

師

助

教

助

手

合 計

高橋範夫（美容外科）

202

30

203

903
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平成 24 年度

退職教授の在職年数・在任年月
氏

名・所

属

在職年数

斎藤一之（法医学）
大

学

佐藤

教授

14 年 0 ヶ月

准教授

1 年 9 ヶ月

講師

7 年 2 ヶ月

助教

1 年 1 ヶ月

10 年 0 カ月

教授

10 年 0 ヶ月

5 年 0 ヶ月

教授

5 年 0 ヶ月

教授

2 年 10 ヶ月

准教授

4 年 4 ヶ月

教授

11 年 5 ヶ月

准教授

6 年 5 ヶ月

講師

9 年 5 ヶ月

教授

3 年 2 ヶ月

准教授

2 年 3 ヶ月

14 年 5 ヶ月

教授

14 年 5 ヶ月

8 年 2 ヶ月

教授

8 年 2 ヶ月

10 年 1 ヶ月

教授

10 年 1 ヶ月

教授

5 年 1 ヶ月

24 年 0 カ月

章
（救急医療人材育成寄附研究部門）

西山正彦（ゲノム医学研究センター
（疾患制御医学部門））
大

学

病

院 大野康治（小児外科）

7 年 2 ヶ月

宮尾秀樹（麻酔科）

27 年 3 ヶ月

総合医療センター
髙木健次郎（産婦人科）
深津

5 年 5 ヶ月

亮（神経精神科）

松田博史（放射線科（核医学科））
佐々木康綱（腫瘍内科）
国際医療センター

在任年数

喜多宏人（消化器内科）

6 年 3 ヶ月

前島伸一郎（リハビリテーション科）

6 年 0 ヶ月

准教授 1 年 2 ヶ月
教授

6 年 0 ヶ月

教員異動（平成 24 年 4 月 1 日〜平成 25 年 3 月 31 日）
採
教

用

昇

授 湯澤八江（看護学科）

准教授

坂本文子（看護学科）

保健医療学部

講

師

退

職

冨田幸江（看護学科）

間瀬年康（健康医療科学科）

若山俊隆（医用生体工学科）

丸山昭子（看護学科）

間山
藤沼小智子（看護学科）

格

伸（健康医療科学科）

木村美智代（健康医療科学科）

鈴木直子（看護学科）

内田康子（健康医療科学科）

藤村朗子（看護学科）

駒形英樹（医用生体工学科）

根岸貴子（看護学科）

新井智之（理学療法学科）
大澤優子（看護学科）

合

助

教

4

助

手

3

1

3

10

9

11

計

3

平成 24 年度 退職教授の在職年数・在任年月
氏

名・所

属

保 健 医 療 学 部 間瀬年康（健康医療科学科）

904

在職年数
7 年 0 ヶ月

在任年数
教授

7 年 0 ヶ月

資料

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

授

理

教

授
隆

山 崎

芳 仁

学 吉 田 喜太郎

磯 部

正 良

学 赤 間 啓 一

勝 浦

一 雄

明（客） 向 田

寿 光

語 川 端 一 男（客） 笹 島

茂

赤 羽
英

准
菅 原

学

化
物

教

計

2（2）

講

師

助

教
1

森 口

6

武 史

1

1

基礎医学部門
基

本

解

学

科

生

講

伸 二

髙 野

和

松 村 讓 兒（客） 藤 田

恵 子

栗 﨑

和 浩

眞 理

中 平

健 祐

池 田 正 明

伊 丹

千 晶

山 田 雅 弘（客）

中 尾

啓 子

学 丸 山

理

病

授

駒 﨑

学 村 越 隆 之

化

薬

授

学 渡 辺 修 一

理

生

教

学 永 島 雅 文

剖

敬

高 田

小 谷

典 弘

穗 苅

助

3

茂

魚 住

尚

荒 木

智 之

教
3

3

紀
求

淡 路

健 雄

秀 一

本 間

琢

1

守 屋

修

小 林

信 春

1

内 田 哲 也（客） 松 井

政 則

祥

曽 根

敏 雄

1

学 永 井 正 規

太 田

晶 子

高 橋

美保子

原

正 昭

惇

千本松 孝 明

師
敬

田 中

学 佐々木

理

准 教

茅 野

2

小 森 隆 司（客）
微

生

免
公

学 赤 塚 俊 隆

物

学 松 下

疫
衆

衛

法

生

学 斎 藤 一 之

医

計

髙 田

綾

木 戸

啓（客）
11（5）

8

16

14

特別部門
基
医

療

本

学

政
計

科
策

教

授

准 教

授

講

師

助

教

学 宮 山 徳 司（特）
0
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医学教育センター・医学研究センター他
基

本

学

科

教

医学教育センター 森

授
茂 久

准 教
辻

授

講

師

美 隆

有 田

和 恵

荒 関

かやの

山 田 泰 子

助

教
1

大 西 正 夫（客）
山 科 正 平（客）
木 阪 昌 知（客）
中 村 裕 昭（客）
医学研究センター 鈴 木

勝

中央研究施設

飯 野
形

態

部

顕（客）

門 穐 田 真 澄

実験動物部門
R

I

部

機

能

2
大 島

晋

仁 科

正 実

1
1

門

部

門 坂 本

安

1

アドミッションセンター 上 原 政 治（特）
情報技術支援推進センター

椎 橋

計

5（5）

実智男

1

4

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）
）
】
教

授

准 教

授

講

師

公仁子

池 田

和 博

加 藤

英 政

助

教

遺伝子構造機能部門 黒 川 理 樹
ゲノム医学研究センター

遺伝子情報制御部門 井 上

聡（客） 井 上

発生･分化･再生部門 奥 田 晶 彦

１

病態生理部門 片 桐 岳 信

1

ゲノム科学部門 岡 崎 康 司

松 本

征 仁

1

須 田 立 雄（客）
遺伝子治療部門 三 谷 幸之介
門

2

実験動物施設

1

Ｔ

Ｒ

部

西 本

Ｒｉ実験施設
疾患制御医学部門 西 山 正 彦（客） 江 口
計

5（3）

正 純

英 孝
2

4

6

地域医学・医療センター
【センター長
基
衛

本

鈴木
学

科

洋通】
教
学 小 林

生

武 田
計

授

准 教

正 幸（客） 柴 﨑

授

講

智 美

大 野

師
洋

助

一

教
2

文 和（客）
（2）

1

1

2

教職員・学生健康推進センター

【センター長
基

本

池田

学

科

齋（特）
】

教

授

准 教

授

講

師

助

教

教 職 員・ 学 生 健 康 推 進 池 田
齋（特）
セ
ン
タ
ー 丸 山 義 明
計
906

1

0

0

0
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臨床医学部門
【病院長
基

片山
本

茂裕】

学

科

教

消化器内科･肝臓内科 持 田
岡

授

准

教

授

智

今

井 幸

紀

政 志

中

山 伸

朗

講

師

助教

稲

生

実

枝

15

込

一

之

8

知

行

助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）

一 瀬 雅 夫（客）
心
呼

臓
吸

内
器

内

科 山 本 啓 二
科 金 澤

實

臼

井

裕

中

永 田

真

仲

村 秀

俊

杣

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

神

液

内

経

内

科 別 所

正 美

中 村

裕 一

陣 内

逸 郎（客）

室 橋

郁 生（客）

臓

内

上

郁

夫

一

栗

原

小

野

保

坂

利

男

啓

脇

本

直

樹

伊

藤

善

啓

中

里

良

彦

伊

藤

康

男

宮

充喜子
貴

浩

細 川

武（客）

川 井

充（客）

丸 木

雄 一（客）

坂 井

文 彦（客）
舟久保

ゆ

う

佐

藤

浩二郎

井

上

菊

田

知

宏

髙

根

裕

史

山

口

敏

行

井

上

清

彰

大

庫

秀

樹

飯

田

慎一郎

淺

野

博

多

賀

誠

松

浦

寺

脇

佐

竹

亮

介

吉

岡

浩

之

科 鈴 木

俊 英
洋 通

消化器･一般外科 篠 塚

秋
竹

山
中

雄
恒

次
夫

壯 一（客）

岡

田

浩

一

望

Sandor Jozsef（客）
小 川

勉

眞

啓 介

河

野

慎次郎

立 花

陽 明

田

中

伸

哉

金

潤 澤

科 藤 巻

高 光

脇

谷

健

司

外

9
7

8

5

2

小

林

剛

正

人

1

幹

高 橋

経

島

生

弘 美

神

宮

一

整形外科・脊椎外科 織 田

脳

3

展 二（客）

科
科 古 村

13

進

佐々木

博 之

瘍

充

雄

二

今 枝

外

洋

口

愼 一（客）

秀 友

腫

田

野

敏 正

繁 文

児

太

岩 﨑

感染症科・感染制御科 前 﨑

腺

子

山 元

総 合 診 療 内 科 中 元

乳

朋

信 夫

菅 原

小

木

科 荒 木

リウマチ膠原病科 三 村
腎

井

鈴

1
10

3

1

907
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形成外科･美容外科 中 塚

貴 志

市 岡

滋

科 雨 宮

伸

小

児

皮

泌

膚

尿

器

耳

産

明

山 内

秀 雄

德 山

研 一

宮 路

太

佐々木

望（客）

澁 谷

温（客）

科 土 田

哲 也

倉 持

朗

中 村

晃一郎

科 朝 倉

博 孝

科 米 谷

眼

（神

大 竹

鼻

咽

経

喉
耳

婦

人

新

時

岡

一

幸

國

方 徹

也

阿

部

裕

一

6

1

10

5

8

矢内原
森

仁
圭

介

中

平

堀

永

洋

子

1

実

土

橋

八 子

恵 子（客）

樺

澤

尊

志

新 家

眞（客）

庄

司

拓

平

村 山

耕一郎（客）
正

人

7

昌

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

明

板 倉

敦 夫

梶

原

健

難

波

永 田

一 郎（客）

鈴

木

元

白 水

健 士（客）
坂

田

康

佐

藤

中

本

徳

5

13

1

聡
晴

小 林 浩 一（客）
歯 科・ 口 腔 外 科 依 田

リハビリテーション科 間 嶋
麻

酔

哲 也

倉 林

均
延 幸

1

道
1

水

上

智

岩 瀬 良 範
菊 地

紀

滿

科 松 本
長 坂

彰
毅

前

山

昭

彦

伊

藤

大

真

兒

玉

圭

司

磯

部

秀

之

山

口

瀬

戸

牛

見

4

浩
博 達（客）

土 井 克 史（客）
丸 山 晃 一（客）
蔵 谷 紀 文（客）
松

急患センター（ＥＲ）

木

盛

行

東 洋 医 学 診 療 科
放射線科（放射線科・放射 田 中

淳 司

線腫瘍科・核医学診療科） 新 津

守

908

鈴

木

健

之

1

智
陽
尚

史

3

1
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神経精神科・心療内科 豊 嶋

良 一

横

山

富士男

太 田

敏 男

金

澤

治

加 澤

鉄 士

中 央 病 理 診 断 部 清 水

道 生

茅

野

佐々木

惇

新 井

栄 一

健康管理センター 里 見

昭（特） 倉

光

河 津

捷 二（客） 足

立

臨床検査医学（中央検査部）
秀

塚

田

攻

森

吉

一

山

口

美

浩

薫

武

永

強

17

1

穂

輸 血・ 細 胞 移 植 部
雅

1

樹

内 科 ロ ー テ（ 後 期 研 修 ）

4

外科ローテ（後期研修）
眼 科 寄附研究部門 黒 田
計

寛 人

鈴

木

57（27）

将

之

27

58

163

0

15

総合医療センター
【病院長
基

堤
本

晴彦】
学

科

教

授

消化器内科・肝臓内科 屋嘉比

康 治

加

准

教

授

藤

真

吾

名 越 澄 子
中 村
心

呼

臓

吸

内

器

内

師

助教
13

1

12

1

4

1

2

1

櫻

田

智

也

大

野

志

乃

助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）

孝 司（客）

科 吉 本

信 雄

西 岡

利 彦

羽 田

勝 征（客）

佐々木

植

科

内分泌・糖尿病内科 松 田

講

松

和

修

嗣

昌 文

秋

山

義

隆

河 津

捷 二（客）

森

田

智

子

大 村

栄 治（客）
渡

部

玲

子

多

林

孝

之

和 田 誠 基（客）
血
神

液
経

内
内

科 木 嵜
科 野 村
齋 藤

昌 弘
恭 一

得
深

平
浦

道
彦

英
彰

消化管外科・一般外科 石 田

澤

逸

人

6

長谷川

元

叶

澤

孝

一

11

治（客） 松

昭

彦

加

藤

小

川

智

也

仁

紀

裕

隈

元

謙

介

岩 間

毅 夫（客） 石

橋

敬一郎

馬

場

裕

之

肝胆膵外科・小児外科 橋 本

大 定（客） 小

髙

明

小

澤

文

明

赤

松

延

久

井

上

成一朗

管

外

科 佐 藤

秀 行

田
賀

乳 腺・ 内 分 泌 外 科

1

長

芳

血

1

勤（客）

腎・ 高 血 圧 内 科 御手洗 哲 也
（人 工 腎 臓 部） 松 村

11

豊 和（客）

リ ウ マ チ・ 膠 原 病 内 科 天 野 宏 一
竹 内

3

紀

出

口

大

西

順

10

2

3

2

夫

2

1

清

2

雄

909
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呼

吸

器

外

科 中 山

光 男

菊 池

功 次（客）

小 林

紘 一（客）

心 臓 血 管 外 科
整

形

脳

神

外
経

外

科 酒 井
科 松 居
張

宏 哉

儀

賀

理

暁

江

口

圭

介

3

今

中

和

人

山

火

秀

明

1

1

丸

山

徹

加

藤

直

樹

7

4

平

岡

大

宅

宗

一

4

3

大

西

文

夫

4

1

一

荒

川

浩

10

2

聡

櫻

井

淑

男

順

髙

田

栄

子

石

戸

博

隆

奈

倉

道

明

那

須

康

子

石

黒

秋

生

8

2

一

人

見

勝

博

5
2

2

5

2

漢 秀
俊 春

科 田 村

正 徳

森

脇

先 﨑

秀 明

増

谷

児

浩

星

総合周産期母子 側 島

久 典

医療C新生児科 加 藤

稲 子

科 伊 崎

誠 一

寺

木

祐

科 山 田

拓 己

諸

角

誠

人

永

松

秀

樹

川

上

理

岡

田

洋

平

真 彦

河

井

信一郎

茂

大

畑

皮

膚

泌

尿

器

科 櫻 井

眼
耳

鼻

咽

喉

科 菊 地
渡 邊

産

婦

人

科 髙 木
竹 田

健次郎
博 之
一 憲

歯 科・ 口 腔 外 科 下 山

哲 夫

陶 山
麻

酔

放

則

5

2

齋

藤

堀

江

正

博

村

山

敬

彦

9

2

松

村

英

祥

憲

金

子

貴

広

6

1

夫

1

木

俊

成

公

明

重 松

俊 之（客）

宮 尾

秀 樹（客）

藍
照

堀 川

直 史

仙 波

純 一（客）

910

智

鈴

亮

査

井

薫

健 夫

検

長

小 山

科 深 津

央

泰

彦

放 射 線 腫 瘍 科 髙 橋

中

井

俊

憲 業

神

髙

尾

科 本 田

精

1

丸

真 也（客）

経

5

潤

画像診断科・核医学科 奥
神

文

科 川 﨑

健 治

線

雅

満

科（ Ｅ Ｒ ） 輿 水

射

木

哲 夫（客）

産 科 麻 酔 科
急

大

剛

省（客）

医 療 Ｃ 産 科 馬 場
リハビリテーション科 山 本

敦

建 介（客） 堤

総合周産期母子 關

救

忠

徹

形成外科・美容外科 三 鍋
小

久

部 三 橋

知 明

井

克

生

長

田

久

人

新

保

宗

史

15

3
大

貫

安

藤

阿

部

学
陽

4

2

2
2

児
敦

6
3
6

3

資料

病

理

部 田 丸

淳 一

東

守

洋

新 井

栄 一

阿

部

佳

子

糸 山

進 次（客）

堀 江
輸 血・ 細 胞 移 植 部 前 田

1

弘（客）
平 生

大久保

光

夫

伊

藤 博

之

晴 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

別 宮 好 文（客）
健

康

管

理

科

高 度 救 命 救 急 Ｃ 堤
杉 山

研

部 浅 野

究
計

孝 雄（客） 森

8

隆

41（24）

35

49

200

2

41

国際医療センター
【病院長
基
消
心

小山
本

化

器

臓

勇】

学

科
内

内

教

授

科 喜 多

宏 人

准

教

授

科 西 村

重 敬

村

松

俊

裕

松 本

万 夫

加

藤

律

史

小宮山

伸 之

小

泉

智

三

河 本

修 身（客） 松

村

清 水

渉（客）

科 小 林

国 彦

村

山

芳

武

晃

川

井

信

孝

新 津

望

高

橋

直

樹

吸

器

内

師

助教

晋

5

新

井

石

川

恵

子

岡

野

哲

也

助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
1

誠

造 血 器 腫 瘍 科 松 田

呼

講

5
5

陣 内 逸 郎（客）
神経内科・脳卒中内科 棚 橋

紀 夫

腎

臓

内

科

腫

瘍

内

科 畝 川 芳 彦

感
消

鎌 滝

哲 也（客）

竹 内

正 弘（客）

林

嶋

健

田

緩 和 医 療 科 奈良林

至

科 光 武

耕太郎

科 小 山

勇

岡

本

山 口

茂 樹

佐

藤

宮 澤

光 男

染
化

症
器

外

顕

光

順

加

藤

裕

司

出

口

一

郎

福

岡

卓

也

名古屋

春

満

渡

邊

裕

輔

藤

田

健

一

宮

里

明

子

合

川

公

康

3

1

6

2

2

弘

櫻 本 信 一
丸 山

圭 一（客）

911

資料

乳

腺

腫

瘍

科 佐 伯

俊 昭

大 﨑

昭 彦

戸 井

雅 和（客）

大 内
呼

吸

器

外

科 金 子
呉 屋

。

6

徹（客）
公 一

石

田

博

徳

坂

口

浩

三

2

1

上

部

一

彦

8

1

朝 幸（客）

心 臓 血 管 外 科 新 浪

博

朝

倉

利

久

井 口

篤 志

中

嶋

博

之

Gero Tenderich（客）
加 藤

雅 明（客）

西 村

元 延（客）

福 嶌

教 偉（客）

田 鎖

治（客）

整形外科（骨・軟部腫瘍科） 矢 澤
脳

神

経

外

康 男

科 西 川

亮

柳

澤

隆

昭

石 原

正一郎

山

根

文

孝

栗 田

浩 樹

安

達

淳

一

大井川

秀

聡

三 島 一 彦
形

成

外

2
俊 樹

小 児 心 臓 外 科 加藤木

利 行

鈴 木

孝 明

小

児

児

心

腫

臓

瘍

田

科

中

竜

科 上 野

宗 久

小

山

政

史

耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科） 菅 澤

正

中

平

光

彦

産婦人科（婦人科腫瘍科） 藤 原

恵 一

長

尾

昌

二

器

小

歯 科・ 口 腔 外 科

林

明

伸一郎

牧 田

茂

科 北 村

晶

西

部

裕

有

山

淳

古田島

太

酔

磨 田

救

912

急

医

学

林 田

眞 和（客）

三 輪

泰 子（客）

丸 山

晃 一（客）

菊 地

博 達（客）

科 森 野

正 明

根 本

学

3

1

伸

岡

宇

野

歩
吉

1

賀
1

須

山

孝

雪

1

古

平

喜一郎

2

1
1

6
長谷川

幸

清

4

岩

佐

紀

宏

大

沢

愛

子

1

辻

田

美

紀

12

1

松

岡

孝

裕

8

2

髙

平

修

二

鳥

尾

哲

矢

龍

神

秀

穂

男

リハビリテーション科 前 島
麻

枡
平

明 史

尿

4

3

皮膚科（皮膚腫瘍科） 山 本
泌

12

科
科 小 林

小

1

一

資料

放

科 木 村

文 子

画 像 診 断 科 酒 井

射

線

文 和

岡 田

吉 隆

内 野

澤

慈

放 射 線 腫 瘍 科 加 藤

眞 吾

原

鹿 間

直 人

医

学

土器屋
精神科（精神腫瘍科） 大 西

栄

人

水

越

和

歌

齋

藤

尚

子

熊

﨑

1

2

2

2

晃
博 史（客） 久

核

科 松 田

小

江

一

英
威

祐

卓 志（客）
秀 樹

1

臨 床 検 査 医 学 池 淵 研 二
病

理

診

断

科 清 水

道 生

永

田

安 田

政 実

山

口

耕

治

3

4

浩

Gregory Y.Lauwers
（客）
輸 血・ 細 胞 移 植 科
内科ローテ（後期研修）
外科ローテ（後期研修）
計

48（21）

29

30

111

7

24

かわごえクリニック
【病院長
基

佐々木
本

学

望（客）
】
科

教
佐々木

計

授
望（客） 森
（1）

准 教

授

講

師

芳 久

髙 橋

範 夫

1

助

教

1

注）
（特）… 特任教授
（客）… 客員教授
（

）＝ 客員教授数（内数）

913
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保健医療学部
【学長
基
看

別所
本

正美
学

護

学

科

学部長

大野

良三】

教

授

科 大 野

良 三

江 連

和 久

千 田

准 教

授

講

師

菊 池

チトセ

小 倉

邦

子

浅 川

典 子

藤 村

朗

子

みゆき

大 森

智 美

大 堀

佐 鹿

孝 子

山 路

真佐子

藤 村

博

恵

古 地

順 子

堀 内

仁 美

根 岸

貴

子

冨 田

幸 江

丸 山

昭 子

藤 沼

小智子

湯 澤

八 江

原 田

真里子

大 澤

優

子

石 津

みゑ子（特） 坂 本

文 子

治 久

長谷川

正 博

小 峰

伸

一

北 村

邦 男

野 寺

誠

伴 塲

裕

巳

市 岡

正 適

佐 藤

正 夫

内 田

康

子

鈴 木

正 彦

渡 邉

宏 志

木 村

美智子

間 瀬

年 康

間 山

伸

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

加 藤

綾

子

戸井田

昌 宏

若 山

俊 隆

奥 村

高

広

見 目

恭 一

駒 形

英

樹

石 井

郁 夫（特）

米 村

元 喜（客）
西 岡

亮

治

理 学 療 法 学 科 黒 川

幸 雄

赤 坂

清 和

神子嶋

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

新 井

智

之

計

25（1）

注）
（特）… 特任教授
（客）… 客員教授
（

914

）＝ 客員教授数（内数）

敏 幸

18

教
7

昇

健 康 医 療 科 学 科 和 合

福 田

助

5

2

2

誠

24

16

資料

2．人事（事務局）
１．法人事務局
事務局長
田 島 賢 司
《総合企画部》
部 長
茂 木
明
部長代行
小曽根
寛
《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
《業務監査室》
室 長
山 川 修一郎
次 長
岡 部 重 雄（兼）
２．大学事務局
事務局長
田 島 賢 司
《総 務 部》
部 長
茂 木
明
副部長
三 國 雅 裕
次 長
内 田 尚 男
人事課長
原
静 江
人事課長
堀 江
稔
総務課長
北 村
勉
人事課長補佐
田 中 律 子
《施 設 部》
部 長
北 澤
清
次 長
堀 川 好 則
建設企画課長
堀 川 好 則（兼）
施設管理課長補佐
杉 田 昭 雄
施設管理課長補佐
風 間 信 治
施設管理課長補佐
橋 爪 光 司
《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（第一・第二購買課兼務）
和 田
実
経理課長
山 﨑 豊 幸
経理課長
岩 澤 昌 人
経理課長
池和田 忠 幸
経理課長補佐
吉 野 稔 夫
第一購買課長補佐
馬 場 賢 治
《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
紫 藤 秀 文
情報システム課長補佐
吉 澤 敦 司
情報システム課長補佐
上
貴 幸
《大学事務部》
部 長
小 室 秀 樹
次 長
内 田 和 利
次 長
村 嶌 隆 義
教務課長
内 田 和 利（兼）
学生課長
村 嶌 隆 義（兼）
ゲノム医学研究センター事務室長（課長待遇）
萩 原 敏 夫
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
次 長（健康管理センター付）
水 村 順 孝
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
診療情報管理室課長
関 口
勤
第一医務課長補佐
宮 本
豊
第一医務課長補佐
小 峯 眞由美
第二医務課長補佐
田 中 義 明
《臨床研修管理センター》
室 長
山 川 修一郎（兼）
課長補佐
岡 田 一 観
《看 護 部》
事務担当課長
北 村
勉（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
次 長
上 原
修
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
施設課長
上 原
修（兼）
看護専門学校事務室室長（課長待遇）
村 田 正 樹
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
井 上 隆一郎
事務長（次長待遇）
課長補佐
島 﨑 好 一
８．国際医療センター事務部
部長代行
池 澤 敏 幸
医務課長
堀 江 正 人（兼）
総務課長
堀 江 正 人
総務課長
山 田
勉
医務課長補佐
松 井 幹 代
医務課長補佐
大日向 秀 志
医務課長補佐
吉 元 一 彰
総務課長補佐
松 本 照 男
総務課長補佐
佐 藤 勝 茂
《臨床研修管理室》
課長補佐
下 田 裕 子
915
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3．文部科学省科学研究費補助金
川越キャ
ンパス

毛呂山キャンパス
研究種目

基礎医学
部門
0件

新学術領域研究

日高キャンパス

共通部門

臨床医学
部門

総合医療
センター

国際医療
センター

ゲノム
医学研究
センター

0件

1件

0件

0件

2件

保健医療
学部
0件

合

計

3件

基盤研究（B）

0件

0件

0件

0件

0件

1件

0件

1件

基盤研究（C）

14 件

0件

22 件

7件

9件

7件

4件

63 件

挑戦的萌芽研究

0件

0件

2件

0件

0件

4件

2件

8件

若手研究 (A）

0件

0件

0件

0件

0件

1件

0件

1件

若手研究（B）

7件

1件

7件

1件

7件

3件

2件

28 件

研究活動スタート支援

0件

0件

0件

0件

1件

1件

0件

2件

特別研究員奨励費

0件

0件

0件

0件

0件

1件

0件

1件

21 件

1件

32 件

8件

17 件

20 件

8件

107 件

合

研究種目

計

部 門

ゲノム医学研究
センター
ゲノム医学研究
新学術領域
センター
研究

基盤研究 (B)

氏 名

研究課題名

期間

エストロゲン応答遺伝子の転写調節とエネルギー代謝に関
24-25
わる生体作用の解明
新規消化管ホルモンＩＢＣＡＰによる食欲・肥満および病
豊島 秀男
23-24
態生理学的意義の検討

池田 和博

平成 24 年度
直接経費

備 考

￥3,800,000
￥2,400,000

摂食障害とストレス

23-24

遺伝子構造機能
医学部・教授
部門

H24.4.1 転入：
￥2,600,000 国立国際医療
研究センター

黒川 理樹 非コードＲＮＡの転写機構の解明

22-24

￥3,600,000

生理学

中尾 啓子

大脳皮質体性感覚野バレル形成における活動依存性Ｎｏｔ
24-26
ｃｈシグナリングの役割

￥1,600,000

歯科・口腔外科

ゲノム医学研究
センター
基礎医学部門

医学部・客員
講師

医学部・講師

基礎医学部門

内分泌内科・糖
医学部・講師
尿病内科
生理学
医学部・助教

基礎医学部門

生化学

基礎医学部門
ゲノム医学研究
センター

解剖学

千田 大

保坂 利男 インスリン感受性機構と脂肪酸の質との関係の解明
菅 理江

医学部・准教授 小谷 典弘
医学部・講師

高野 和敬

遺伝子治療部門 医学部・教授 三谷 幸之介

国際医療センター 病理診断科

医学部・教授

安田 政実

国際医療センター 病理診断科

医学部・教授

清水 道生

総合医療センター 血液内科

医学部・教授

木崎 昌弘

国際医療センター 消化器外科

医学部・講師

合川 公康

国際医療センター 脳神経外科

医学部・教授

三島 一彦

ゲノム医学研究
センター

病態生理部門

医学部・助手

米山 克美

臨床医学部門

産科・婦人科

医学部・教授

板倉 敦夫

国際医療センター 産婦人科

916

部局・資格

遺伝子情報制御
医学部・講師
部門
医学部・客員
ゲノム科学部門
准教授

臨床医学部門

臨床医学部門

基盤研究 (C)

所 属

医学部・講師 長谷川 幸清

臨床医学部門

眼科

医学部・准教授

臨床医学部門

歯科・口腔外科 医学部・教授

森 圭介
依田 哲也

記憶と干渉の脳内表象と臨界期終了に伴う変化
癌化に伴い過剰発現する細胞膜上分子の分子間相互作用と
癌形質への影響
新たな視点で解明する原腸胚形成のしくみ
人工制限酵素とウイルスベクターとを利用した高効率遺伝
子修復治療法の開発
治療の観点からみた卵巣癌の特徴付け：低酸素関連因子の
発現に基づいた治療の個別化
膵癌の進展様式：特にＰａｎＩＮ，ＩＰＭＮとの関わりと
浸潤形態について
多発性骨髄腫における骨髄微小環境の生物学的特性を標的
とした新たな治療法の開発
生体吸収性素材を用いた食道損傷部における低侵襲治療法
の開発
悪性グリオーマに対する放射線増感による新たな治療法の
開発
転写因子Ｓｍａｄを介したＴＧＦ−βファミリーによる骨
格・筋組織の調節機構の解明
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ｍ
ｉＲ−２１０の機能の検討
網羅的マイクロＲＮＡ解析を利用した卵巣癌に対する新規
ＴＣ療法の効果予測因子の探索
加齢黄斑変性の発症予測にむけた個別化医療の確立
咀嚼筋腱・腱膜過形成症におけるプロテオミクスと元素分
析

24-26

￥1,800,000

24-26

￥2,000,000

24-26

￥1,700,000

24-26

￥2,200,000

24-26

￥1,200,000

24-26

￥1,200,000

24-26

￥1,300,000

24-26

￥1,500,000

24-26

￥1,300,000

24-26

￥800,000

24-26

￥2,000,000

24-26

￥1,900,000

24-26

￥1,500,000

24-26

￥1,100,000

24-26

￥1,300,000

H24.4.1 転入：
高知大学

H24.12 前 倒
し

資料

研究種目

部 門
保健医療学部

所 属
看護学科

部局・資格

氏 名

研究課題名

保健医療学部・
丸山 昭子 乳幼児を持つ女性看護師の育児支援に関する研究
准教授

保健医療学部・
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
小林 直樹
教授
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作
臨床医学部門
医学部・教授 倉林 均
ション科
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す
臨床医学部門
医学部・教授 間嶋 満
ション科
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
国際医療センター 腫瘍内科
医学部・講師 藤田 健一
ム解明・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作用の軸索伸
基礎医学部門
解剖学
医学部・助教 松本 英子
長から分枝新生への転換の解析

保健医療学部

臨床医学部門

医用生体工学科

歯科・口腔外科

総合医療センター 病理部
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

呼吸器内科

臨床医学部門
基礎医学部門
臨床医学部門
臨床医学部門
基盤研究 (C)

国際医療センター
臨床医学部門
臨床医学部門
臨床医学部門
臨床医学部門
臨床医学部門
臨床医学部門
臨床医学部門
保健医療学部
総合医療センター
基礎医学部門
基礎医学部門
ゲノム医学研究セ
ンター
ゲノム医学研究セ
ンター
基礎医学部門
ゲノム医学研究セ
ンター
国際医療センター
臨床医学部門

医学部・客員
講師

千田 大

医学部・講師

東 守洋

慢性ストレスによる生殖機能抑制

Ｂ細胞リンパ腫におけるＭａｓｔｅｒｍｉｎｄの役割
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
医学部・准教授 松井 政則
サルワクチンの開発
TLR5 活性化における LRRCT ドメイン 2 量体化の役割の解
医学部・講師 魚住 尚紀
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
医学部・教授 池田 正明
モデルシステムの樹立と応用ー
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

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
Ｔｈ２／１７アジュバント活性の解析とその応用
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期
小児科
医学部・教授 徳山 研一
喘息児に対する治療・管理戦略
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
放射線科
医学部・准教授 江原 威
学的検討
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
脳神経外科
医学部・准教授 小林 正人
脳虚血耐性の獲得
産科・婦人科 医学部・准教授 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
複合的成長因子と軟骨細胞移植療法による気管形成術の開
小児外科
医学部・教授 古村 眞
発研究
A 型食道閉鎖症に対する NOTES アプローチを用いた非開胸
小児外科
医学部・講師 寺脇 幹
一期的根治術の開発
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開
医学部・教授 市岡 滋
発
外科
慢性再発性アフタの遺伝要因を決定するＨＬＡアリルの連
歯科・口腔外科 医学部・講師 坂田 康彰
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析
歯科・口腔外科 医学部・講師 佐藤 毅
と顎骨壊死に対する臨床応用
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
准教授
森
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
研究部
医学部・准教授
隆
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
病理学
医学部・教授 佐々木 惇
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
物理学
医学部・教授 赤間 啓一
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
RI 部門
医学部・講師 西本 正純
る腫瘍性維持の分子機構解明
疾患制御医学部
卵巣癌／腹膜癌の新規 TC 療法効果予測因子のゲノム薬理
医学部・准教授 江口 英孝
門
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
薬理学
医学部・准教授 千本松 孝明
立
発生・分化・再
ｃ−Ｍｙｃ／Ｍａｘ転写複合体によるＥＳ細胞の未分化性
医学部・教授 奥田 晶彦
生部門
維持の分子メカニズムの解明
呼吸器内科
医学部・講師 岡野 哲也 非喫煙者肺がんにおける発癌分子機構の解明とその制御
腎臓内科
医学部・准教授 岡田 浩一 組織特異的ＮＦΚＢ抑制による腎老化予防効果の検討
内分泌内科・糖
医学部・教授 粟田 卓也
尿病内科
免疫学
医学部・教授 松下 祥
リウマチ膠原病
医学部・講師 佐藤 浩二郎
科

期間
24-26

平成 24 年度
直接経費

備 考

H25.3.31 転
￥1,000,000 出：共立女子
大学

23-25

￥500,000

23-25

￥1,000,000

23-25

￥400,000

23-25

￥800,000

23-25

￥700,000

23-25

H24.4.1 転入：
￥1,100,000 国立国際医療
研究センター
￥1,100,000

23-25

￥1,200,000

23-25

￥1,600,000

23-25

￥1,200,000

23-25

H25.3.31 転
￥1,300,000 出：福島県立
医科大学

23-26

23-25

￥800,000

23-26

￥900,000

23-25

￥1,100,000

23-25

￥500,000

23-25

￥700,000

23-25

￥900,000

23-25

￥1,400,000

23-25

￥1,200,000

23--25

H24.4.1 請 求
額の変更

H24.10.1 転
入：東京大学
H24.7.1 転入：
￥1,500,000
東京大学

23-25

￥1,100,000

23-25

￥1,300,000

23-25

￥500,000

23-25

￥1,700,000

22-25

￥800,000

22-24

￥800,000

22-24

￥1,000,000

22-24

￥1,000,000

22-24

￥500,000

22-24

￥600,000

22-24

￥800,000

22-24
22-24

￥600,000
￥700,000

H24.12 前 倒
し請求
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資料

研究種目

部 門

所 属

部局・資格

ゲノム医学研究セ
医学部・客員
ゲノム科学部門
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
ンター
部門
リウマチ膠原病
医学部・教授
臨床医学部門
科
基礎医学部門

微生物学

国際医療センター 放射線科
臨床医学部門
基盤研究 (C)

麻酔科

総合医療センター 産婦人科

池田 和博
三村 俊英
守屋 修

医学部・准教授 久慈 一英
医学部・客員
東 俊晴
准教授
医学部・准教授

高井 泰

肝胆膵外科・小
医学部・講師 井上 成一朗
児外科

基礎医学部門

解剖学

医学部・准教授 藤田 恵子

臨床医学部門

形成外科

保健医療学部

看護学科

医学部・助教 佐藤 智也
保健医療学部・
江連 和久
教授

研究課題名
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ＤＮ
Ａ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
スフィンゴシン一リン酸を用いた骨培養効率化
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

総合医療センター 消化器一般外科 医学部・講師

隈元 謙介 大腸癌における ING2 遺伝子発現の臨床学的意義の検討

総合医療センター 整形外科

加藤 直樹

保健医療学部
臨床医学部門

臨床医学部門
ゲノム医学研究セ
ンター
ゲノム医学研究セ
ンター
ゲノム医学研究セ
若手研究 (A)
ンター
国際医療センター

医学部・講師

保健医療学部・
宮本 裕一
准教授
保健医療学部・
健康医療科学科
伴塲 裕巳
講師

医用生体工学科

呼吸器内科

ゲノム医学研究セ
実験動物施設
挑戦的萌芽 ンター
研究
ゲノム医学研究セ
TR 部門
ンター
呼吸器内科

医学部・教授

萩原 弘一

医学部・助教

横尾 友隆

医学部・研究員 的場 奈々
医学部・研究員 田中 知明

遺伝子構造機能
医学部・教授 黒川 理樹
部門
遺伝子情報制御
医学部・准教授 堀江 公仁子
部門
TR 部門

乳腺腫瘍科
寄附研究部門（眼
共通部門
科）
基礎医学部門
免疫学
国際医療センター 病理診断科

918

豊島 秀男

総合医療センター

保健医療学部

若手研究 (B)

医学部・准教授

氏 名

医学部・助教

神田 将和

医学部・助教

和田 智

骨代謝における神経制御機構の解明：転写因子Ｐａｘ６を
介したシグナル伝達について
光線力学的細胞膜酸化による多剤排出トランスポーターの
機能破壊
加齢および炎症性腸疾患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役割
肺血管異常におけるＴＧＦーβ関連遺伝子変化の包括的検
索とその役割の検討
新規消化管ホルモンＩＢＣＡＰを標的とした膵β細胞再生
医療への応用
エクソーム解析の応用による悪性高熱症の新規原因遺伝子
の同定
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
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用
したエネルギー代謝機構の解明
RNA と DNA データの複合解析で明らかにする遺伝性疾患
の新規発症メカニズム
新規創薬標的ＴＲＡ２Ｂの機能の解明

医学部・准教授 鈴木 将之 プラズマ非線形光学による広帯域フェムト秒光源
医学部・助教
医学部・講師

川野 雅章 汎用抗ウイルス細胞傷害性Ｔ細胞誘導剤の開発
山口 浩 新規膵癌（膵管内管状乳頭腫瘍）のマウスモデルの作製

期間

平成 24 年度
直接経費

22-24

￥1,000,000

22-24

￥1,000,000

22-24

￥500,000

22-24

￥900,000

22-24

￥800,000

22-24

￥300,000

22-25

￥800,000

22-24

￥700,000

22-24

￥600,000

22-24

￥800,000

22-24

￥500,000

21-25

H25.3.31 転
￥400,000 出：福島県立
医科大学

20-24

￥700,000

24-25

￥1,100,000

24-26

￥1,100,000

24-26

￥1,300,000

24-25

￥1,500,000

24-25

￥1,800,000

23-24

￥500,000

23-24

￥1,300,000

23-24

￥1,300,000

24-25 ￥15,400,000
24-25

￥2,000,000

24-25

￥1,900,000

24-25
24-25

￥1,700,000
￥1,600,000

基礎医学部門

法医学

医学部・客員
講師

中西 宏明

臨床医学部門

呼吸器内科

医学部・講師

太田 洋充

国際医療センター 呼吸器内科

医学部・助教

大東 久佳

臨床医学部門

医学部・助教

小林 威仁

国際医療センター 放射線科
国際医療センター 消化器外科

医学部・講師
医学部・助教

齋藤 尚子
岡田 克也

ゲノム医学研究セ
病態生理部門
ンター

医学部・助教

大手 聡

骨系統疾患由来の変異型受容体の解析に基づくＢＭＰシグ
24-25
ナル伝達機構の解明

基礎医学部門

医学部・助教

柳下 聡介

アルツハイマー病モデルマウスにおける記憶学習障害の分
23-25
子メカニズムの解明

総合診療内科

薬理学

ＣＮＶ測定原理を応用した法医試料における女性由来証明
24-25
法の構築
肺胞のバリア機能に着目した急性呼吸不全の病態解明と治
療への試み
東日本大震災後に気仙沼市内で発生した肺炎アウトブレイ
クの実態調査
内因性ｄａｎｇｅｒ ｓｉｇｎａｌによる好酸球の活性化
のメカニズムの解明
頭頸部放射線治療後の嚥下障害に関する画像的評価
生体吸収性ポリマーシートを用いた膀胱再生療法

備 考

24-25
24-25

H25.3.31 転
￥700,000 出：順天堂大
学
H24.5.1 転入：
￥1,600,000
東北大学
H24.5.1 転入：
￥1,400,000
東北大学

24-25

￥1,800,000

24-25
24-25

￥600,000
￥900,000

H25.3.31 退
￥1,900,000 職：留学のた
め
H24.4.1 転入：
￥1,100,000
理化学研究所

資料

研究種目

部 門

所 属

部局・資格

氏 名

生化学

医学部・助教

向井 秀夫

基礎医学部門

生化学

医学部・助教

瀬尾 誠

保健医療学部

医用生体工学科

保健医療学部・
若山 俊隆 多次元内視鏡の開発
准教授

臨床医学部門

総合診療内科

医学部・助教

荒木 靖人

国際医療センター 消化器内科

医学部・助教

毛利 大

臨床医学部門

医学部・助教

平間 崇

呼吸器内科

腎臓内科
医学部・講師
肝胆膵外科・小
総合医療センター
医学部・助教
児外科
若手研究 (B)
国際医療センター 脳神経外科
医学部・助教
ゲノム医学研究
ゲノム科学部門 医学部・助教
センター
ゲノム医学研究 遺伝子情報制御
医学部・研究員
センター
部門

井上 勉
佐藤 彰一
甲賀 智之
水野 洋介
宮崎 利明

臨床医学部門

産科・婦人科

医学部・講師

鈴木 元晴

臨床医学部門

歯科・口腔外科 医学部・講師

中本 紀道

基礎医学部門

免疫学

高木 理英

医学部・助手

医学部・客員講
東
丈裕
師
保健医療学部・
保健医療学部
医用生体工学科
加藤 綾子
講師
ゲノム医学研究セ 遺伝子構造機能
医学部・研究員 藤本 健太
ンター
部門
基礎医学部門

免疫学

国際医療センター 精神腫瘍科

医学部・助教

石田 真弓

特別研究員奨 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
励費
ンター

期間

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
23-24
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検
23-24
証

基礎医学部門

臨床医学部門

研究活動
スタート支援

研究課題名

23-24

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
ウスモデルを用いた膵癌に対する mTOR と MAPK を標的と
した治療法の検討
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
慢性腎臓病を対象とした機能的ＭＲＩ法の開発
胆道癌に対する術前処置計画・手術計画立案のためのナビ
ゲーションシステムの構築
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
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
リン性抗炎症機構の関与の検討
アレルギー・自己免疫病におけるヒトＴｈ１７／Ｔｈ２１
細胞の解析
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
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
長鎖非コードＲＮＡを介する転写抑制でのＲＮＡ結合タン
パク質のメチル化修飾の役割
再発・進行がん患者の精神的健康状態の改善を目的とした
治療法の開発
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

23-25

平成 24 年度
直接経費
￥900,000

備 考
H23.8.1 転入：
日本大学

￥900,000
￥1,400,000
H24.4.1 研 究
￥1,300,000 活動スタート
支援を廃止
H24.5.1 転入：
￥900,000
東京大学

23-24

￥1,400,000

23-25

￥900,000

23-25

￥2,600,000

23-24

￥900,000

23-25

￥900,000

23-24

￥1,500,000

23-24

￥1,500,000

23-25

￥800,000

22-25

￥700,000

22-24

￥700,000

22-24

￥600,000

24-25

￥1,300,000

24-25

￥1,200,000

23-25

￥800,000

期間

平成 24 年度
直接経費

24-26

￥1,900,000

H24.6.1 転入：
東京大学

※年度途中の転出者等
研究種目

部 門

所 属

基盤研究 (C)

国際医療センター 放射線科

若手研究 (B)

ゲノム医学研究
センター

若手研究 (B)

国際医療センター 皮膚科

部局・資格
医学部・教授

氏 名

研究課題名

松田 博史 アルツハイマー型認知症の機能画像解析システムの開発

遺伝子情報制御
次世代シーケンサーを活用した内分泌療法耐性乳がんの新
医学部・研究員 伊地知 暢広
24-25
部門
規診断・治療法の開発
医学部・助教

山田 和哉 ガドリニウムによる皮膚線維化・石灰化機序の解明

24-25

備 考

H24.5.31 精
神・神経医療
研究センター
転出
H24.6.30 鹿児
￥1,900,000
島大学へ転出
H24.9.30 群馬
￥1,400,000
大学へ転出
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4．年

譜

4月
1 日 ・ 国際医療センター

700 床フルオープン

2 日 ・ 新任式
9 日 ・ 入学式（医学部第 41 回，保健医療学部第 7 回）
9 日 ・ 大学院入学式
21 日 ・ 第 4 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」
21 日 ・ 第 82 回埼玉医科大学市民公開講座『がんと検診・地域医療』
5月
19 日 ・ 第 83 回埼玉医科大学市民公開講座『がんと被曝』
30 日 ・ 毛呂山キャンパス

学生ホール新築工事地鎮祭

6月
16 日 ・ 第 84 回埼玉医科大学市民公開講座『がんと予防』
18 日 ・ 埼玉縣信用金庫，埼玉医科大学産学連携協定調印式
25 日−
12 月 21 日 ・ 第 17 次中国山西省医師研修団 3 名来学
25 日 ・ 公的研究費に係わる学内説明会（川越キャンパス）
27 日 ・ 公的研究費に係わる学内説明会（毛呂山キャンパス）
28 日 ・ 公的研究費に係わる学内説明会（日高キャンパス）
7月
7 日 ・ 第 4 回地域がん診療連携拠点病院・埼玉医科大学総合医療センター市民公開講座
10 日

･ 大学病院

第 1 回院内公開講座「生活習慣病−食事と運動のエトセトラ−」

13-14 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・6 年生対象）
14 日 ・ 第 85 回埼玉医科大学市民公開講座『がんと外科的治療』
21 日 ・ 医学部教授総会
24 日 ・ 学校法人埼玉医科大学（日高キャンパスの緑化計画）「第 4 回 彩の国みどりのプラン賞」受賞
8月
1-13 日 ・ 第 55 回東日本医科学生総合体育大会（優勝：空手 女子団体組手，女子総合，柔道

男子 60kg 級）

3-4 日 ・ 第 33 回医学教育ワークショップ
22-23 日 ・ 保健医療学部

第 10 回医療人教育者のためのワークショップ

24 日 ・ 納骨慰霊式
28-31 日 ・ Mayo Clinic 第 1 次訪問団
30-31 日 ・ 保健医療学部

第 11 回医療人教育者のためのワークショップ

9月
1 日 ・ 総合医療センター

病院長

堤

晴彦，埼玉医科大学名誉病院長

2 日 ・ 総合医療センター DMAT 隊，国際医療センター DMAT 隊

吉本信雄

平成 24 年埼玉県・飯能市総合防災訓

練（第 33 回九都県市合同防災訓練）参加
2-8 日 ・ 第 25 次埼玉医科大学中国山西省医学視察団一行 5 名訪中

団長

前﨑繁文（感染症科・感染制御

科教授）
6 日 ・ 大学病院

女性骨盤底医学センター発足記念講演会

7 日 ・ 大学病院

第 1 回紹介患者報告会（シンフォニー）開催

8 日 ・ 平成 24 年度大学院博士課程
（医学研究科）後期入学試験，平成 25 年度大学院博士課程（医学研究科）
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前期入学第 1 回試験
8 日 ・ 平成 25 年度大学院修士課程（医学研究科・看護学研究科）一般・社会人第 1 回入学試験
15 日 ・ 第 5 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会
15 日 ・ 第 86 回埼玉医科大学市民公開講座『がんと内科的治療』
21 日 ・ 大学間連携共同教育推進事業の共同実施に関する協定締結（埼玉県立大学，埼玉医科大学，城西
大学，日本工業大学，埼玉県）
29 日 ・ 第 2 回埼玉医科大学医学部医学教育フォーラム「国際認証と本学の医学教育の展望」
30 日 ・ 保健医療学部

看護学科 3 年次編入学試験

10 月
2 日 ・ 総合医療センター DMAT 隊・ドクターヘリ，関越自動車道埼玉県消防連絡協議会合同訓練に参加
6 日 ・ 保健医療学部
9 日 ・ 大学病院

看護学科

平成 24 年度領域別実習要件認定式（3 年生 91 名）

第 2 回院内公開講座「−メタボリックシンドロームを予防しよう−」

13 日 ・ 平成 24 年度（第 40 回）解剖体慰霊祭
14 日 ・ 大学病院

第 13 回毛呂山町防災訓練に参加

17 日 ・ 大学病院

病床種別病床数変更 1,039 床（一般 896 床，精神 137 床，感染症 6 床）

20 日 ・ 第 87 回埼玉医科大学市民公開講座『がんと栄養』
27-28 日 ・ 大学祭

第 5 回越華祭「 Life 〜 Laugh Links Love 〜」（医学部，保健医療学部合同開催（日高キャ

ンパス）
）
29 日−
11 月 3 日・ Mayo Clinic 第 2 次訪問団
11 月
2-3 日 ・ ゲノム医学研究センター

第 10 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム『ゲノム情報と細胞シ

ステム〜疾患制御に向けた新展開〜』
10 日 ・ 第 39 回実験動物慰霊祭
10-11 日 ・ 第 11 回臨床研修指導医講習会
11 日 ・ 保健医療学部

推薦入学試験

15 日 ・ 総合医療センター

ドクターヘリ格納庫新築工事安全祈願祭

17 日 ・ 第 88 回埼玉医科大学市民公開講座『がんと緩和ケア』
18 日 ・ 医学部
18 日 ・ 大学病院

推薦入試
越生町防災訓練に参加

23 日 ・ 第 6 回市民公開がん医療講座「乳がんに負けない自分らしく生きよう！」
28-29 日 ・ 第 4 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）
29 日 ・ 総合医療センター・国際医療センター，平成 24 年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練に参加
12 月
11-13 日 ・ 大学病院

病院機能評価受審

14 日 ・ 毛呂山町，学校法人埼玉医科大学地域連携協定調印式
15 日 ・ 第 89 回埼玉医科大学市民公開講座『がんとリハビリテーション』
15 日 ・ 保健医療学部第 10 回公開講座「師長・主任・中堅看護師のための看護研究−モチベーションをど
う高めるか−」
16 日 ・ 保健医療学部

AO 入学試験

22 日 ・ 平成 24 年度医学部・保健医療学部合同教授総会
1月
4 日 ・ 新年拝賀式・永年勤続表彰
12 日 ・ 平成 25 年度大学院博士課程（医学研究科）前期入学第 2 回試験
12 日 ・ 第 6 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会
17 日 ・ 総合医療センター

総合周産期母子医療センター増築工事竣工式典
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19 日 ・ 平成 25 年度大学院修士課程（医学研究科・看護学研究科）（一般・社会人）第 2 回入学試験
19 日 ・ 第 90 回埼玉医科大学市民公開講座『がんとテーラーメード治療』
19-20 日 ・ 医学部

センター試験利用入試一次試験

27 日 ・ 医学部

一般入試前期一次試験

30 日 ・ 保健医療学部

一般入試前期一次試験

1 日 ・ 保健医療学部

一般入試前期二次試験

2月
3 日 ・ 医学部

一般入試前期二次試験

16 日 ・ 第 91 回埼玉医科大学市民公開講座『肝胆膵のがんについて』
17 日 ・ 医学部

一般入試後期一次試験

22 日 ・ 慶應義塾大学医学部，埼玉医科大学医学部連携交流協定締結
24 日 ・ 医学部

一般入試後期二次試験

27 日 ・ 保健医療学部

一般入試後期

3月
1 日 ・ 大学病院
3 日 ・ 医学部

病院機能評価認定証交付（再認定，認定期間：2013 年 1 月 20 日〜 2018 年 1 月 19 日）
センター試験利用入試二次試験

9 日 ・ 卒業式（医学部第 36 回，保健医療学部第 4 回）
9 日 ・ 大学院修士課程 第 2 回学位記授与式
15 日 ・ 大学病院

第 2 回紹介患者報告会（シンフォニー）開催

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）
16 日 ・ 第 92 回埼玉医科大学市民公開講座『脳腫瘍』
19 日 ・ 第 107 回医師国家試験結果発表（新卒）合格率 100％全国 1 位（全体合格率 98.0％）
25 日 ・ 第 102 回看護師国家試験結果（新卒）合格率 97.8％
25 日 ・ 第 99 回保健師国家試験結果（新卒）合格率 97.8％
27 日 ・ 落合ホール（学生ホール）竣工式典
27 日 ・ 第 26 回臨床工学技士国家試験結果（新卒）合格率 85.0％
29 日 ・ 第 59 回臨床検査技師国家試験結果（新卒）合格率 79.6％
29 日 ・ 第 48 回理学療法士国家試験結果（新卒）合格率 89.1％
30 日 ・ 大学院博士課程 第 7 回学位記授与式
30 日 ・ 第 7 回臨床医学生認定式
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本年度は，25 年度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
を詳細にチェックし，更なる改善を図っていった年度でした．この機会に，規定，組織の見直しがなされ，
体制が整えられたことは勿論のこと，恒常的に PDCA サイクル (plan-do-check-action cycle) を実践していこ
うとする意識付けが全学的になされたこと自体に，大学機関別認証評価を受ける大きな意義を感じます．そ
の自己点検評価において，年報は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，さらに明確となるような項目立てにいたしております．
皆様方のご協力と庶務課の方々の大変なご尽力により，今回は，年度終了後 4 ヶ月以内に編集を完結す
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，常日頃から PDCA サイクルを回して質の向上を図ることは当たり前，という意識を本学のすべて
の教職員がもち，そして，その実践において，自己点検・評価，改善課題を明記したこの年報が生かされる
ようになることを願っています．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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