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本学にとって，
平成 25 年度の主要課題の一つは，大学機関別認証評価の受審であった．学校教育法において大学は，
教育研究等の状況について，自己点検・評価を行い，文部科学省が認証する評価機関による第 3 者評価を 7 年以内
ごとに受け，その結果を公表しなければならない，とされている．本学は，平成 18 年に公益財団法人日本高等教育
評価機構による大学機関別認証評価を受審し，
「大学評価基準に適合している」との認定を受けたが，平成 25 年度は，
第 1 回受審から 7 年目にあたり，第 2 回目の認証評価を受審するため，全学自己点検評価委員会を中心に準備を進
めた．そして，自己点検評価書の提出，現地調査を経て，平成 26 年 3 月 11 日付で「大学評価基準に適合している」
との認定を受けた．今回の認定期間は，平成 25 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日までである．なお，平成 25
年度自己点検評価書および評価報告書は，ホ−ムペ−ジに掲載されているので参照願いたい（http://www.saitamamed.ac.jp/smu/evaluation.html）
．
もう一点，平成 25 年度に特記しておくべき事項として，新たに開始された私立大学等改革総合支援事業がある．
これは，わが国の高等教育全体の質の向上には，大学の約 8 割を占める私学の改革支援が急務であることから，改
革に全学的・組織的に取り組む私学に対する支援を強化することを目的に，経常費・設備費・施設費を一体的に支援
するものとされる．その支援内容は，
全学的な体制での教育の質的転換（学生の自主的な学修の充実）を支援する「タ
イプ 1」
，地域社会貢献，社会人受け入れ，生涯学習機能の強化を支援する「タイプ 2」，産業界や国内の他大学等と
連携した高度な教育研究を支援する「タイプ 3」の 3 タイプからなる．本学では 3 タイプすべてに申請を行い，す
べてが採択された．その結果，タブレット端末や高機能シミュレ−タ−の導入を始めとして，教育・研究の環境整備
を一段と進めることができた．
言うまでもなく大学は，恒常的な自己点検・評価を通じて自らを改革し，質の向上に継続して取り組むべき組織体
である．一方，最近の社会状況を反映して，国からは大学に対して，改革のスピ−ドを一層促進するよう提言が相次
いで行われている．平成 24 年度には，
国家戦略会議から「社会の期待に応える教育改革の推進」，文部科学省から「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」，中央教育審議会から「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」という 3 つの提言が行われた．さらに，
平成 25 年度には教育実行再生会議から「これからの大学教育等のあり方について（第三次提言）」および「高等学
校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について（第四次提言）」が示され，
「日本再生戦略」および「教
育振興基本計画」が閣議決定された．これらの動きは，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ためには，新たな社会モデルを作り，発展させることのできる人材を育成することが不
可欠であり，そのためには大学改革を行い，大学力（大学の力）を高めることが豊かな社会を作るために不可欠であ
るという，国からのメッセージであると考えられる．われわれ大学に奉職する者にとっては，社会から大きな期待が
寄せられていると同時に，重い責務も負わされているといえよう．
本学の平成 25 年の活動については，本「大学年報（自己点検・評価報告書）」に記されているので参照願いたいが，
学事については概ね順調に推移した．いつの時代も，文化や国家の基本となるものは「教育」である．創立から 43
年目を迎える本学は，
「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が，その使命は，大きく変化
する社会の要請にも的確に応え，国民の医療・福祉・保健の向上に貢献できる，質の高い優れた医療人を育成するこ
とにある．
「組織の老化は，設立からの年数そのものよりも，客観的分析に基づいて自己批判・自己否定を継続できる知的勤
勉さの減衰こそが最大の原因」との指摘もある（沼上幹）．本学においても，教育・研究活動について恒常的に調査・
解析する役割を担う IR 委員会が，ようやく立ち上がったところである．今後は，IR 活動を基盤として，自己点検・
評価委員会を中心に，現状に満足することなく，さらなる発展を目指して努力を積み重ねていくことが重要である．

埼玉医科大学
学長・医学部長

別所

正美

総論

1．沿

革

埼玉医科大学の歴史は，母体となった毛呂病院の歴史にまでさかのぼる．
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 25（2013）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）

昭和 47（1972）年 4 月

学長 落合 京一郎，理事長 栗原

昭和 47（1972）年 4 月

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

昭和 60（1985）年 3 月

所長 坂元 正一

平成元（1989）年

病院長 東

5月

浩，専務理事 丸木 清美，

正

博彦

平成元（1989）年 10 月

学長代行 宮川

平成 02（1990）年 8 月

学長 石田 正統

平成 06（1994）年 4 月

理事長

平成 06（1994）年 4 月

埼玉医科大学総合医療センター 所長 遠山

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

正

丸木 清浩，

学長 山内 俊雄，名誉学長 東

博

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
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

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
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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

尾本 良三，

常務理事・事務局長 堀口 一夫
平成 18（2006）年 8 月
平成 19（2007）年 3 月

地域医学医療センター設立 センター長 横手 祐二
大学機関別認証評価 適合認定
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
医学研究センター センター長 松下

平成 20（2008）年 4 月

祥

ゲノム医学研究センター 所長 岡崎 康司
保健医療学部 入学定員の変更
看護学科入学定員 80 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

沿革

先端医療開発センター 廃止
平成 24（2012）年 5 月

専務理事 吉本 信雄，常務理事 田島 賢司

平成 24（2012）年 4 月

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

平成 24（2012）年 9 月

総合医療センター 名誉病院長 吉本 信雄

平成 25（2013）年 3 月

学生ホール 16 号館 落合ホール 竣工

晴彦

学習棟 開設
平成 25（2013）年 4 月

医学部医学科入学定員 120 人より 121 人に変更（入学定員 121 人）

平成 25（2013）年10 月

大学機関別認証評価 実地調査

平成 26（2014）年 3 月

大学機関別認証評価 適合認定

2．本学の現況
○所在地
毛呂山キャンパス（法人本部，医学部，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 理学療法学科）
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

保健医療学部

医学科
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，今年度は，平成 18 年度に続き，日本高等教育評価
機構による 2 回目の大学機関別認証評価を受審し「適合」認定された．
建学の理念は，この大学機関別認証評価の実地調査時も，明治 25（1892）年に創設された病院の発展過程での医
科大学として地域医療への貢献がうたわれ，
「すぐれた実地臨床医家の育成」が明示され，知識基盤社会の重要な社
会的インフラとして高い公共性を有する知の拠点である大学しての使命を十分果たしていると高い評価であった．
本学は，この評価結果に甘んずることなく，進むべき道を見失わず，この建学の理念を普遍の精神として，教育・
研究活動のさらなる改善と向上に努め，社会に貢献できるすぐれた医療人の育成に邁進して行く．
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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。
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
5
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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。
今年度は，平成 18 年度に続き，日本高等教育評価機構による 2 回目の大学機関別認証評価を受審し「適合」と認
定されたが，本学が期待する医療人像は，この大学機関別認証評価においても，私学の特性を生かして専門的な知
識と技能及び高い倫理観を身につけた実地臨床医家及び保健医療技術者の育成という目的を明確にしつつ，学部の新
増設など時代や環境の変化にも柔軟に対応し，
「基本理念：限りなき愛」，全教職員が目指すべきスローガン「Your
Happiness Is Our Happiness」
，
「建学の理念」と共に，カードサイズの「行動のしおり」にもまとめられ，全教職員，
学生が携帯することで，全学に敷衍されていると，高い評価をいただいた。
本学は，この評価結果に甘んずることなく，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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4．大学機関別認証評価受審について
全ての大学，短期大学及び高等専門学校は，学校教育法第 109
条の 2 に基づき，その教育研究水準の向上に資するため，教育研
究，組織運営及び施設設備等の総合的な状況に関し，政令で定める
7 年以内（専門職大学院は 5 年以内）に一度，文部科学大臣が認証
する認証評価機関の実施する認証評価を受審することが義務付けら
れている．
本学は，平成 18 年度に続き，公益財団法人日本高等教育評価機
構による 2 回目の認証評価を受審し，
平成 26 年 3 月 11 日付で「大
学評価基準に適合している．
」と認定された（平成 25 年 6 月 27 日：
自己点検評価書提出／平成 25 年 10 月 7 日〜 9 日：実地調査）．
この結果は，
「平成 25 年度大学機関別認証評価 評価報告書」と
して公益財団法人日本高等教育評価機構のホームページ上にも公表されている．
基準 1 の使命・目的等の開示は，知識基盤社会の重要な社会的インフラとして高い公共性を有する知の拠点であ
る大学しての責務である．
基準 2 の学修と教授は，大学機能の中核となる項目である．大学教育を可視化し，外部評価を受け，開示してい
くことで教育の質を高めていかなければならない．
基準 3 の経営・管理と財務は，学校法人及び大学における全事業を含む法人の自主性と公共性，安定性を保持し
て行く上で最重要項目である．これらの開示は，大学が社会的な信頼を得て着実な発展を遂げていくために不可欠な
ことである．
基準 4 の自己点検・評価は，自主性・自立性に重きをおく大学の本質から，大学の質保証は，第一義的に大学自
身の責任と考える．例えこの評価受審のために実行する取り組みであったとしても，本当の意味での自己点検・評価
として，教育の改善向上に資するとともに，社会への説明責任を果たし得るよう，自発的に責任感を持って開示して
行く必要がある．
最後の基準 A と基準 B は，大学が独自に設定する基準である．規定基準にはない事柄を，本学だけの独自の魅力
として自己点検・評価して公開する項目である．本学は，基準 A として社会性と国際性を掲げ，基準 B として研究
を掲げた．
以下に，平成 25 年度大学機関別認証評価報告書の総評等より大学評価基準に適合していると認定された評価報告
書の一部を紹介する．本学は，この評価結果を踏まえ，教育・研究活動のさらなる改善と向上に努め，社会に貢献で
きるすぐれた医療人の育成に邁進して行きたい．
「基準 1．使命・目的等」について
県内に国公立大学医学部・医科大学の設置がされていない埼玉県において，大学はそれに代わる使命を十分果た
していると評価する．特に，明治 25（1892）年に創設された病院の発展してきた過程での医科大学であり，地域医
療に対する貢献が大きい．それは建学の理念にもうたわれ，「すぐれた実地臨床医家の育成」が明快に示されている．
教育目的は「埼玉医科大学の期待する医療人像」として定められており，その中で「高い倫理観と人間性の涵養」
「国
際水準の医学・医療の実践」
「社会的視点に立った調和と協力」の 3 綱領を掲げている．それらを踏まえ，私学の特
性を生かして専門的な知識と技能及び高い倫理観を身につけた実地臨床医家及び保健医療技術者の育成という目的を
明確にしているが，学部の新増設など時代や環境の変化に対応し，「埼玉医科大学の期待する医療人像」として敷え
んし，現在に至っている．大学の中長期的計画は「第 3 次長期総合計画」に示され，策定に当たっては，多くの教
職員による検討がなされ，使命・教育目的などが反映されている．使命・教育目標は，学生便覧，ホームページなど
で周知されており，カードサイズの「行動のしおり」にもまとめられ，全教職員，学生が携帯している．
「基準 2．学修と教授」について
アドミッションポリシーは明確に示されており，ホームページ，入学者募集要項などにより周知がなされている．
アドミッションセンターの支援のもと，入試委員会においてアドミッションポリシー及び入試に関し工夫がなされて
いる．教育目的に沿ったカリキュラムポリシーがあり，実地臨床医家の育成に焦点が定まっている．特に，医学部の
7
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6 年一貫統合カリキュラムのシラバスが充実しており，また医師国家試験合格率は高く，医学部 6 年次の 24 時間体
制のグループ学修施設が充実している．学生アドバイザー制度が有効に機能しており，オフィスアワーを制度として
は設けていないが，学生が自由に相談できる体制が整っている．
「基準 3．経営・管理と財務」について
大学の経営理念「限りなき愛：Your Happiness Is Our Happiness」を教職員が共有している．学内での稟議決裁方
法は，
「学校法人埼玉医科大学稟議規程」により行われ，公正な管理運営がなされている．理事長の基本方針などが「合
同教授総会」で毎年表明され，学内報でも周知され，教職員へのガバナンスが機能している．また，学長が教育研究
において適切にリーダーシップを発揮できる体制が構築されている．「第 3 次長期総合計画（平成 23（2011）年度
〜 27（2015）年度）
」に基づいた中長期的財務管理がなされ，着実な事業計画を実施している．会計監査人により
内部統制などが厳正に監査されている．ドクターハラスメントにまで踏込んだハラスメント防止規定は評価できる．
「基準 4．自己点検・評価」について
自己点検・評価に関する規定は整備され，大学の使命・目的に則した自己点検・評価を目指している．学長を委員
長とする自主的な「自己点検評価検討委員会」が機能し，具体的な方策が「埼玉医科大学年報」で公表されている．
自己点検・評価の学内共有は学内 LAN によって行われている．学長を委員長とする IR（Institutional Research）委
員会が設置され，調査・データ収集体制構築の取組みがなされている．総じて，使命・目的が定められ，地域におけ
る医療系大学として重要な役割を果たしている．学修と教授に関しても基準を満たし，医師国家試験合格率などの高
さも見るべきものがある．教員と学生の間は緊密で，学生アドバイザー制度が充実している．
「基準Ａ．社会性・国際性」について
明治以来，埼玉県における地域医療の中核病院として地域社会と密接な関係にある大学は創立以来，地域密着型医
療を最も重視している．平成 18（2006）年には，更なる地域貢献を目的として「地域医学・医療センター」を設立
し，専任教員も配置している．学校感染症に関する情報収集，学校現場や行政との関係構築は極めて価値ある活動で
あり，現場の養護教員などにとって心強い存在である．この活動を含め，埼玉県唯一の医科大学として県の健康福祉
関係の委員などを多く引受け，地方公共団体への貢献を果たしている．また，市民への啓発活動も継続的に行われて
いる．
「埼玉 DMAT」に参画し，東日本大震災，スマトラ島沖地震など多くの災害に対して国際的に活動し，また「埼
玉 DMAT」の指定病院として多くの貢献をなしている点は高く評価できる．埼玉県唯一の高度救命医療センターと
して，ドクターヘリによる搬送体制，オンライン予約システム「カルナ」による 24 時間 365 日アクセス可能なサー
ビス体制は患者への医療提供に大きな貢献をなすものである．国際交流センターが窓口となり国際的活動がなされて
いる．地域貢献とともに大学全体でグローバルな視野での活動がなされており，「Student Exchange Program」が活
発で，海外 10 校に及ぶ大学と提携している．このプログラムは医学部学生のみが対象であるが，今後は保健医療部
学生にも拡大することを期待する．また，若手教員の短期海外派遣制度が充実している点も評価できる．更に，職員
の海外研修についても積極的に奨励していくことを期待したい．大学として世界医学教育連盟グローバルスタンダー
ド基準の認証を視野に入れ，理事長の強いリーダーシップのもとに挑戦，準備がなされていることを高く評価する．
「基準Ｂ．研究」について
平成 18（2006）年に，更なる地域貢献を目的とした「地域医学・医療センター」を設立し，専任教員も配置して
いる．このセンターでは NEP（network, education, publication）を方針として掲げている．すなわち NEP で論文作
成まで配慮し，特に社会的視野を持った医療人育成のために学生の早期体験実習及び導入教育を実践している点は高
く評価できる．NEP を実施するための経営資源，ハード及びソフトの整備がなされている．すなわち，内部の講座
研究費のみならず外部資金獲得状況は極めて良好で，事務的支援も有効に機能している．ハード面では，研究施設及
び人員配置については十分に整備と運営・管理がなされている．ソフト面では，大学・病院に関する複数の倫理委員
会が存在し，
相互の情報交換もなされている．利益相反に関する委員会もある．これらの規定の遵守がなされている．
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総論

6．大学院
1．入学者
（医学研究科博士課程）
平成 25 年度大学院志願者

31 名 （一般選抜 3 名，社会人特別選抜 27 名，外国人特別選抜 1 名）

合格者

24 名 （一般選抜 2 名，社会人特別選抜 21 名，外国人特別選抜 1 名）

入学者

24 名 （一般選抜 2 名，社会人特別選抜 21 名，外国人特別選抜 1 名）

（医学研究科修士課程）
・医科学専攻
平成 25 年度大学院志願者

8 名 （一般選抜 6 名，社会人特別選抜 2 名）

合格者

8 名 （一般選抜 6 名，社会人特別選抜 2 名）

入学者

8 名 （一般選抜 6 名，社会人特別選抜 2 名）

（看護学研究科修士課程）
・看護学専攻
平成 25 年度大学院志願者

6 名 （一般選抜 1 名，社会人特別選抜 5 名）

合格者

4 名 （一般選抜 0 名，社会人特別選抜 4 名）

入学者

4 名 （一般選抜 0 名，社会人特別選抜 4 名）

2．大学院学生数内訳
①専攻別内訳
博士課程
１年次
2 年次
3 年次
4 年次
合計
男
女
男
女
男
女
男
女
10 2（1） 1（1） 1（1）
0
1（1）
0
1（0） 1（1） 7（4）
4
0
36 14（13） 6（5） 13（11） 1（0） 8（7） 4（3） 22（18） 6（3） 74（60）
50 16（14） 7（6） 14（12） 1（0） 9（8） 4（3） 23（18） 7（3） 81（64）

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

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
4（4） 3（2） 11（7） 1（0）
0
0
19（13）
0
6（6）
0
7（7） 4（4） 4（4） 21（21）
4（4） 9（8） 11（7） 8（7） 4（4） 4（4） 40（34）

（ ）内は社会人学生
②外国人学生数
私費外国人留学生

1名

③その他
特別研究学生
協力研究員

5名 （男 3 名，女 2 名）
12名 （男 9 名，女 3 名）

19

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

乙 1231

大河内 裕美

創傷底微小循環可視化技術の開発と陰圧負荷の急性効果

2

乙 1232

濱岡 和宏

SNPs in the Promoter Region of Osteopontin Gene as a Possible Host Factor for
Sex Diﬀerence in Hepatocellular Carcinoma Develipment in Patients with HCV

3

乙 1233

石井 信行

Receptive Field Characteristics of Stretch-insensitive Mechanosenstive Units in
the Rat Urinary Bladder

4

乙 1234

杉﨑 一樹

3D Analysis of Binocular Eye Movement during Head Tilt

5

乙 1235

小野 義久

Neonatal outcome of infants delivered by chronically hypertensive mothers

6

乙 1236

小宮山謙一郎 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)

7

乙 1237

河野 里佳

Adrenomedullin in Peritoneal Eﬄuent Expressed by Peritoneal mesothelial
Cells

8

乙 1238

中川 秀之

Comparison of tracheal intubation using Macintosh and Airtraq laryngoscopes
during cardiopulmonary resuscitation with or without cervical immobilization:
A manikin study.

9

乙 1239

栁田 ひさみ

Prediction of postoperative pulmonary function:preliminary comparison of
single-breath dual-energy xenon CT with three conventional methods

10

乙 1240

朝倉 受康

Reenoprotective 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

11

乙 1241

山里 將瑞

12

乙 1242

中島 弘之

13

乙 1243

山崎 哲郎

14

乙 1244

田山 陽資

Wistar ラットおよび自然発症高血圧ラットにおける一過性短時間虚血負荷後
の虚血・再灌流時の脳内一酸化窒素（NO）産生動態
Factors Associated with Blunt Cerebrovascular Injury in Patients with Cervical
Spine Injury
Diﬀering Behavior of Plasma Pentraxin3 and high-sensitive CRP at the Very
Onset of Myocardial Infarction with ST-segment Elevation
Prevention of lipopolysaccharide-induced peritoneal damage by eplerenone in
rats undergoing peritoneal dialysis

15

乙 1245

印東 雅大

High incidence of ICA anterior wall aneurysms in patients with an anomalous
origin of the ophthalmic artery: possible relevance to the pathogenesis of
aneurysm formation

16

乙 1246

山崎 太郎

Molecular diagnosis of mitochondrial respiratory chain disorders in Japan:

17

乙 1247

松村 英祥

18

乙 1248

坂口 勝信

異なった縫合方法・縫合数で縫合したブタ足趾屈筋腱の力学的強度

19

甲 1249

落合 康利

表層性胃潰瘍 284 例 352 病変に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の臨床的検討

20

甲 1250

高松 真裕子

T 細胞特異的 c-Maf トランスジェニックマウスにおける B 細胞増多メカニズム

Focusing on mitochondrial DNA depletion syndrome
Placental transfer of intravenous nicardipine and disposition into breast milk
during the control of hypertension in women with pre-eclampsia

の解析
21

甲 1251

中山 博文

埼玉県西部地域がん診療連携拠点病院におけるがん化学療法患者の診療連携状
況の解析

22

甲 1252

鈴木 智成

Cadherin13 overexpression as an important factor related to the absence
of tumor ﬂuorescence in 5-aminolaevulic acid-guided resection of glioma.
Laboratory investigation.

23

甲 1253

岩佐 紀宏

24

甲 1254

内田 義人

25

甲 1255

榎木 祐一郎

卵巣癌 TC 療法新規投与法（カルボプラチン腹腔内投与 / パクリタキセル週一
回投与法）におけるパクリタキセル血中動態と遺伝子多型の関連
Novel hepatitis B virus strain developing due to recombination between
genotypes H and B strains isolated from a Japanese patient.

20

血管内皮細胞由来の netrin4 を介した破骨細胞分化抑制による骨代謝の制御

大学院

26

甲 1256

岡部 尚志

腎癌細胞における HIF1 αと Per2 概日リズムの関連

27

甲 1257

嶋村 由美子

下咽頭癌 TPF 三剤併用化学療法に用いる，docetaxel，cisplatin，5-ﬂuorouracil

28

甲 1258

日野 峻輔

睡眠時の末梢刺激応答性の変化に関わるグリシン受容体機構の検討

29

甲 1259

米田 修平

急性冠症候群を疑う胸痛で経過観察を必要とする患者における血流依存性血管

30

甲 1260

太田 宗夫

31

甲 1261

奥山 あゆみ

32

甲 1262

住田 崇

33

甲 1263

和田 琢

34

乙 1264

多田 幸雄

35

乙 1265

外山 堅太郎

の新規感受性／耐性予測遺伝子の探索

拡張測定の意義
A signiﬁcant induction of neutrophilic chemoattractants but not RANKL in
synoviocytes stimulated with interleukin 17
関節リウマチ患者におけるインフリキシマブによる投与時反応発症の予測因子
に関する検討
ラットの視床下部内側基底部 PTEN は摂食とは独立して肝インスリン抵抗性を
調節する
Aberrant histone acetylation contributes to elevated interleukin-6 production
in rheumatoid arthritis synovial ﬁbroblasts
埼玉医科大学国際医療センターにおける精神腫瘍科併診がん患者の精神医学的
診断、および診断予測要因の探索研究
Eicosapentaenoic acid combined with optimal statin therapy improves
endothelial dysfunction in patients with coronary artery disease
36

乙 1266

原田 由美

Urocortin1-induced anorexia is regulated by activation of the serotonin 2C
receptor in the brain

医学研究科修士課程
No.

学位記番号

氏名

学位論文タイトル

1

修医第 25 号

鈴木 星也

間歇的低酸素負荷による内在性タウのリン酸化亢進モデルマウスの作製

2

修医第 26 号

山本 梓司

環状ホスファチジン酸による中枢性脱髄抑制効果

3

修医第 27 号

旭 竜馬

高齢の慢性腰痛保持者における QOL 評価について

4

修医第 28 号

姉帯 飛高

Morphological variations of the superior gluteal artery based on observations
of the peripheral nervous systems

5

修医第 29 号

岩佐 健介

Prostaglandin F2a 受容体の作動薬・拮抗薬による多発性硬化症への影響

6

修医第 30 号

大貫 泰佳

細胞診断のための細胞核画像特徴量を用いた定量的評価法の検討

7

修医第 31 号

濃野 剛

近赤外線画像解析による心拍変動の検出を用いた睡眠周期評価の可能性

8

修医第 32 号

小林 大祐

がん患者に対する理学療法の心理的気分の影響―特に身体・活動機能が変化し
ない例に注目して―

9

修医第 33 号

髙野 敬士

脳損傷患者の視覚依存度と非麻痺側片脚立位の即時的運動学習効果

10

修医第 34 号

塚本 翔

Smad8 は BMP シグナルを抑制する新しいタイプの転写調節因子である

11

修医第 35 号

永井 秀幸

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

12

修医第 36 号

丸谷 康平

地域在住中高年者に対する運動機能改善のための運動介入
〜体格指数の違いによる効果の検討〜

看護学研究科修士課程
No.

学位記番号

氏名

学位論文タイトル

1

修看第 19 号

五十嵐 麻美

卒後 2 〜 3 年目看護師のロールモデルのとらえ方と仕事意欲との関連

2

修看第 20 号

皆藤 広美

急性期病棟の看護師と慢性期病棟の看護師における看護実践力の特徴に関する
研究

3

修看第 21 号

是村 利幸

医療安全業務に携わる看護師の仕事意欲に影響する要因

4

修看第 22 号

神保 忍

医療観察法病棟看護師の自己効力感と入院対象者の内省への介入に関する意識

5

修看第 23 号

平松 由美子

6

修看第 24 号

横塚 正和

との関連
病棟管理者、医師、同僚看護師との関わりと看護師のコンピタンスとの関連
障害者自立支援施設利用者の服薬アドヒアランスと看護介入について
−関東地区７施設への調査結果よりー
7

修看第 25 号

横山 ひろみ

看護学生の終末期患者との援助関係形成の経験
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部

平成 25 年度は，医学部に導入された「新しい教員組織」による管理運営体制第 4 期の終了年度にあたると同時に，
7 年ごとの受審が義務づけられている大学機関別認証評価受審の年にあたる．本学は公益財団法人日本高等教育評価
機構による大学機関別認証評価を受審し，平成 26 年 3 月 11 日付で「大学評価基準に適合している」との認定を受
けた（認定期間：平成 25 年 4 月 1 日〜平成 32 年 3 月 31 日）．
また，平成 25 年度から新たにスタ−トした私立大学等改革総合支援事業（改革に向けて全学的・組織的に取り組
む大学に対して経常費・設備費・施設費を一体的に支援する事業）に申請を行った結果，タイプ 1，2，3 すべてで
補助金を獲得することができ，スキルスラボを始め，教育・研究の環境整備を一段と進めることができた．
この他，平成 25 年度に特筆すべき事項として，後期一般入学試験において大雪のため一次試験を受験できなかっ
た受験生に受験の機会を保証するために追試験を実施したこと，地域枠による更なる医学部入学定員増が認められ，
入学定員が 125 名（地域枠 14 名，研究医枠 1 名）となったこと，創立 50 周年記念グランドが竣工したこと，節電
対策を継続して実施したこと，などがあげられる．
以下に平成 25 年度の医学部の動きについて項目ごとに概要を述べるが，詳細は各組織，部門等からの報告を参照
願いたい．

1．大学機関別認証評価の受審
学校教育法において大学は，教育研究等の状況について，自己点検・評価を行い，文部科学省が認証する評価機関
による第 3 者評価を 7 年以内ごとに受け，その結果を公表しなければならない，とされている．本学は，平成 18 年
に公益財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受審し，「大学評価基準に適合している」との認
定を受けている．平成 25 年度は，第 1 回受審から 7 年目にあたり，平成 25 年度中に第 2 回目の認証評価を受審す
ることを決定し，全学自己点検評価委員会を中心に準備を進めた．自己点検評価書の提出，現地調査を経て，平成
26 年 3 月 11 日付で「大学評価基準に適合している」との認定を受けた．今回の認定期間は，平成 25 年 4 月 1 日
から平成 32 年 3 月 31 日までである．

2．私立大学等改革総合支援事業
高等教育全体の質の向上には，大学の約 8 割を占める私学の改革支援が急務であることから，改革に全学的・組
織的に取り組む大学に対する支援を強化するため，経常費・設備費・施設費を一体的に支援する私立大学等改革総合
支援事業が平成 25 年度から開始となった．支援事業の内容は，全学的な体制での教育の質的転換（学生の自主的な
学修の充実）を支援する「タイプ 1」
，地域社会貢献，社会人受け入れ，生涯学習機能の強化を支援する「タイプ 2」
，
産業界や国内の他大学等と連携した高度な教育研究を支援する「タイプ 3」の 3 つからなる．本学では 3 つのタイ
プすべてに申請を行い，すべてが採択された．交付を受けた補助金によって，タブレット端末導入による臨床実習評
価の充実，高機能シミュレ−タ−導入によるスキルスラボの整備など，学習・研究環境の改善を進めることができた．

3．入学試験および入学定員
平成 25 年度入試より大学入学者選抜大学入試センター試験に参加したため，医学部の入学試験は，平成 18 年度
以降採用している推薦入試，従来の一般入試（前期および後期），センター試験利用入試の 4 種類となっている．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 26 年度入試では，後期一般入試の一次試験の前日に関東地方に 40 数年に一度と言われる大雪が降り，交通
機関がマヒしたため，試験開始時間までに試験会場に来ることができない受験生が発生した．文部科学省をはじめ，
特に降雪の多かった山梨県および長野県の教育委員会からの要請もあり，本学としては，これらの受験生に受験機会
を保証するため，追試験を実施することを決定した．追試験の実施にあたっては，既に発表が済んでいた正規試験の
受験生に不公平にならないよう配慮した．
最終的に，平成 26 年度募集の推薦選抜の志願者は 38 名で，合格者は 12 名であった．一般入試の志願者は 4,540
名（前期 2,121 名，後期 2,419 名）
，合格者は 115 名 ( 前期 63 名，後期 52 名 ) であった ( 後期追試験合格者含む )．
センター試験利用入試の志願者は 758 名，合格者は 12 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．その後も，文部科学省か
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ら更なる定員増の要請があり，平成 22 年度の募集定員は 115 名，平成 23 年度および平成 24 年度は 120 名とした．
平成 25 年度は，研究医枠 1 名の増員が認められ，定員は 121 名となったが，平成 26 年度は地域枠 4 名の更なる増
員増の要請があり，入学定員は 125 名となった．

4．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 25 年度も目標達成ができた．

5．学事に関する運営組織
新しい教員組織について，新任教員には着任時の 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，これまでどおり教員代表者会議で行われた．教員代表者会議の構成員は役職指定者，
教育組織からの代表教員，研究組織からの代表教員，診療組織からの代表教員，その他学部長指名による教員から成
り，その数は，教育，研究，診療からの教員の比率が 3:1:3 となるように按分されており，教育，研究，診療の 3 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，
「教育・研究の質の向上を目指して」をメインテーマに掲げ 7 月 20 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，「大学機関別認証評価を
受審して」をメインテーマに 12 月 21 日に開催した ( 通算 8 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 26 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，平成 25 年度も月次開催とした．
教員代表者会議の構成員は，3 名が任期満了にて退任し，3 名が新構成員として加わった．

6．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
いる．平成 25 年度の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．

7．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 年度から募集を行っている．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 25 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 14 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 2 名，2 年生より 2 名（3 年生，4 年生，5 年生，6
年生からは 0）の応募があり，全 4 名を奨学生として決定した．

8．研究医の養成
平成 25 年度入試から 1 名定員増となった研究医枠に関連して，平成 28 年度からの募集開始と特別プログラムの
編成に向けて，研究医枠運営委員会のもとに研究医養成ワ−キンググル−プを設置し，具体的な検討を開始した．
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9．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 25 年度は，医学教育カリキュラムの国際認証に向けて，医学教育の質保証ワ−キンググル−プを設置し，カ
リキュラム改革に向けて検討が開始された．これに関連して，平成 25 年 9 月 14 日には，「国際認証に向けて本学
を検証する」をテ−マに，第 3 回の医学教育フォ−ラムが開催された．

10．医師国家試験
第 108 回の医師国家試験は，平成 25 年 2 月 8 日から 10 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 8,632 人，合格者 7,820 人，合格率 90.6% であった．
本学は，新卒者 104 名が受験し，101 名が合格した ( 合格率 97.1%)．既卒者は 4 名が受験し，合格者はいなかった．
全体としては，108 名が受験し，101 名が合格した ( 合格率 93.5%)．

11．卒後教育
卒後教育は，大学病院の研修医委員会，卒後教育委員会，および医学教育センタ−卒後医学教育部門が相互に連携
しながら，研修医の教育および臨床研修後の生涯教育を企画・運営してきた．今年度も，卒後教育委員会の主催・後
援する学術集会を開催した．

12．大学院教育
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 25 年度から，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の運用を開始した．初年度となる平成 25 年度は，5 名が本プログラムを
選択した．
平成 24 年度から開始された「国際協力型がん臨床指導者養成拠点事業」は 2 年目を迎えた．

13．リサーチマインドの育成
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 25 年度の科学研究費は，新規採択件数 54 件，継続採択 68 件，合計 122 件，助成金額は 231,810 千円で，
本学の最高獲得額記録を更新した．

14．教員人事
平成 25 年度の教授採用は 13 名で，学内から昇格した教授は 8 名であり，退職した教授は 7 名であった．

15．その他
1）包括的協定の締結
日高市，丸広百貨店と，それぞれ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 19 年目に入るが，平成 25 年度は 7 か国 10 大学との交換留学が行われ，18 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 25 年度も実施された．
3）市民公開講座
一般市民を対象とした市民公開講座も 9 年目を迎えた．平成 25 年度は，特にテ−マを固定せず，一般の方々に
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関心の高いと思われる領域について最新の話題をセレクトして 10 回を開催し，延べ 1,467 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は，平成 25 年度は 3 回開催された．
5）学部施設の整備
創立 50 周年記念グランドが国際医療センタ−に隣接する地に竣工した．
6）IR (Institutional Research) 委員会の設置
学内に散在している教育，研究に関する各種データを収集し，PDCA サイクルを通じて大学の改善のために活用
するため IR 準備委員会を立ち上げたが，平成 25 年度から委員会として活動を開始することとした．
7）高大接続活動
高校生の学習意欲を高め，将来のキャリアを考える機会を提供すると同時に，本学にとってもアドミッションポ
リシ−にあった入学者を獲得する機会と考え，初めてとなる高大接続活動に取り組んだ．第 1 回目は西武文理高
校の学生有志を本学に迎え，本学の紹介とともに，模擬講義を実施し，本学学生との交流会を開催した．2 回目は
秀明高校に赴き，体育館にて本学の紹介と模擬講義を実施した．

16．平成 25 年度の総括
平成 25 年度の最大の課題は機関別認証評価の受審であったが，教職員一丸となって取り組んだ結果，特に大きな
指摘を受けることもなく，
「大学評価基準に適合している」との認定をいただくことができた．機関別認証評価は法
律で 7 年に一度受審する定めになっているが，大学の自己点検評価は継続的に行うことが重要である．
平成 25 年度は，この他，私立大学改革総合支援事業にも採択され，創立 50 周年記念グランドの竣工を見るなど，
教育研究の施設整備も進んだ．医学部入試では本学始まって以来となる追試験も無事に実施することができ，志願者
総数は過去最大となった．医師国家試験の合格率もトップクラスを維持することができ，直近 3 年間の新卒平均合
格率は全国 1 位となっている．総じて，平成 25 年度は順調に経過した 1 年と言うことができよう．
「組織の老化は，設立からの年数そのものよりも，客観的分析に基づいて自己批判・自己否定を継続できる知的勤
勉さの減衰こそが最大の原因」との指摘もある（沼上幹）．本学でもようやく IR 委員会が立ち上がったので，今後は，
IR 委員会での調査・解析に基づき，自己点検評価委員会を中心に自己の点検と評価を継続的に実行し，改善のため
の努力を積み重ねていくことが重要である．
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7．2）教員代表者会議各種委員会
◎：委員長，○：副委員長，事：事務担当者，外：外部委員，
（全）：全学関連，（医）：医学部関連，（保）：保健医療学部関連，（短）：短期大学関連
委員会・会議名
教員代表者会議（医）

構成員名
◎別所正美（学長・医学部長）

吉本信雄（副学長）

土田哲也（副医学部長・皮膚科）

荒木信夫（副医学部長，医教セ長）

松下

木崎昌弘（医学部長補佐・総医セ血液内科）

持田

智（医学部長補佐）

岡田浩一（医学部長補佐）

三村俊英（医学部長補佐・リウマチ科）

金子公一（医学部長補佐）

片山茂裕（大学病院長）

堤

小山

佐々木望（かわごえクリニック院長） 織田弘美（学生部長）

勇（国医セ病院長）

森

松本万夫（国際交流センター長）

岡崎康司（ゲノム医学研究センター所長）

豊嶋良一（大学病院神経精神科）

辻

美隆（医学教育センター）

茂久（医学教育センター）

晴彦（総医セ病院長）

椎橋実智男（IT センター長）

鈴木洋通（図書館長）

渡辺修一（生理学）

間嶋

永島雅文（解剖学）

鈴木健之（大学病院放射線科）

三橋知明（総医セ臨床検査医学）

石原

理（大学病院産科・婦人科）

満（大学病院リハビリ科）

永井正規（公衆衛生学）

佐々木惇（病理学）

中元秀友（総合診療内科）

松本延幸（大学病院麻酔科）

池淵研二（国医セ輸血・細胞移植）

坂本

赤塚俊隆（微生物学）

丸山

村越隆之（生化学）

田丸淳一（総医セ病理部）

小林国彦（国医セ呼吸器内科）

金澤

粟田卓也（大学病院内糖内科）

加瀬康弘（大学病院耳鼻科）

田中淳司（大学病院放射線科）

雨宮

朝倉博孝（大学病院泌尿器科）

篠塚

御手洗哲也（総医セ腎・高血圧内科） 前田平生（総医セ輸血･細胞治療）

安（中央研究施設）
實（大学病院呼吸器内科）
望（大学病院消化器外科）

伸（大学病院小児科）

敬（薬理学）

田村正徳（総医セ小児科・周産期）

輿水健治（総医セ救急科 ER）

松居

屋嘉比康治（総医セ消･肝内）

石田秀行（総医セ消化器一般外科）

加藤木利行（国医セ小児心臓外科）

棚橋紀夫（国医セ神経内科）

佐伯俊昭（国医セ乳腺腫瘍科）

根本

山口茂樹（国医セ消化器外科）

北村

畝川芳彦（国医セ腫瘍内科）

高田

綾（法医学）

吉田喜太郎（教養教育）

池田

永田

真（アレルギーセンター長）

米谷

西村重敬（国医セ心臓内科）

小室秀樹（大学事務部長）
事：笠間

晶（国医セ麻酔科）
新（大学病院眼科）

徹（総医セ脳神経外科）
学（国医セ救急医学科）
齊（教・学健康推進セ長）

オ：濱口勝彦（副理事長）

オ：茂木

明（総務部長）

吉本信雄（副学長）

土田哲也（副医学部長）

松下

木崎昌弘（医学部長補佐）

忍（大学事務部庶務課長）

教員組織運営会議・医学部自 ◎別所正美（学長・医学部長）
己点検評価委員会（医）
荒木信夫（副医学部長，医教セ長）

祥（副医学部長）

金子公一（医学部長補佐）

片山茂裕（大学病院長）

金澤

實（大学病院長代理）

堤

前田平生（総医セ副病院長）

小山

勇（国医セ病院長）

オ：濱口勝彦（副理事長）

事：村嶌隆義（大学事務部次長）

勝浦一雄（教養教育）

永井正規（公衆衛生学）

晴彦（総医セ病院長）

加藤木利行（国医セ副病院長）
情報技術支援推進センター運 ◎椎橋実智男（IT センター長）
営委員会（全）
丸山 敬（薬理学）
前田平生（総医セ輸血･細胞治療）
倫理委員会（全）

祥（副医学部長・免疫学）

依田哲也（大学病院歯科・口腔外科） 藤原惠一（国医セ産婦人科）
片桐岳信（ゲノム病態生理部門）

◎御手洗哲也（総医セ腎・高血圧内科） 山田拓巳（総医セ泌尿器科）
大竹

明（大学病院小児科）

有田

彰（保健医療学部健康医療）

池淵研二（国医セ輸血・細胞移植）

田邊一郎（保健医療学部医用生体）

村田栄子（保健医療学部健康医療）

永井正規（公衆衛生学）

米谷

三谷幸之介（ゲノム遺伝子治療部門）

棚橋紀夫（国医セ神経内科）

外：野木尚朗（弁護士）

外：井上晶子（元日赤事務局長）

外：遠藤

外：村松正實（医師）

外：大西正夫（元読売新聞記者）

豊嶋良一（大学病院神経精神科）

池淵研二（国医セ輸血・細胞移植）

實（医師）

新（大学病院眼科）

事：小鷹徳子（大学事務部教務課）
ヒト幹細胞研究倫理審査専門 ◎松下 祥（免疫学・副医学部長）
部会（全）
村田栄子（保健医療学部健康医療）

三谷幸之介（ゲノム遺伝子治療部門） 外：野木尚朗（弁護士）

外：佐久間慶子（女子栄養大学教授） 外：井上晶子（元日赤事務局長）

事：伴塲裕巳（保健医療学部健康医療）

事：高木理英（免疫学）
GID 医学・医療推進委員会（全）◎豊嶋良一（大学病院神経精神科）
永井正規（公衆衛生学）

塚田

石原

理（大学病院産科・婦人科）

三鍋俊春（総医セ形成外科･美容外科）

攻（かわごえクリニック）

髙井

泰（総医セ産婦人科）

笹島

村越隆之（生化学）

山田拓己（総医セ泌尿器科）
図書館委員会（全）

◎鈴木洋通（図書館長・腎臓内科）

張

片桐岳信（ゲノム病態生理部門）

松田

神子嶋
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茂（教養教育）

山元敏正（神経内科）

漢秀（総医セ脳神外科）
晃（国医セ血液内科）

誠（保健医療学部理学療法） 事：小野澤繁雄（図書館事務長）

三橋知明（総医セ臨床検査医学）
奥崎政美（保健医療学部健康）

教員代表者会議各種委員会

委員会・会議名

構成員名

全学自己点検・評価委員会（全）◎別所正美（学長・医学部長）
○土田哲也（副医学部長・皮膚科）

○吉本信雄（副学長）

○大野良三（保健医療学部長）

西村重敬（国医セ心臓内科）

松下

祥（副医学部長，医研セ長）

片山茂裕（大学病院長）

堤

小山

勇（国医セ病院長）

岡崎康司（ゲノム 所長）

松本万夫（国際交流センター長）

鈴木洋通（図書館長）

織田弘美（学生部長・整形外科）

荒木信夫（副医学部長，医教セ長）

和合治久（保健医療学部健康医療）

下岡聡行（保健医療学部医用生体）

黒川幸雄（保健医療学部理学療法学科） 千田みゆき（保健医療学部看護学科）

田島賢司（事務局長）

茂木

小室秀樹（大学事務部長）

松尾有裕（保健医療学部事務室長）

村嶌隆義（大学事務部次長）

内田和利（大学事務部次長）

堀口一夫（大学事務部顧問）

笠間

忍（大学事務部庶務課長）

永井正規（公衆衛生学）

加納

隆（保健医療学部医用生体）

小島龍平（保健医療学部理学療法）

事：村嶌隆義（大学事務部次長）

晴彦（総医セ病院長）

明（総務部長・総合企画部長） 福田（総合企画部係長）

オ：濱口勝彦（副理事長）
全学学生部委員会（全）

◎織田弘美（学生部長・整形外科）
鈴木正彦（保健医療学部健康医療）

医学部学生部委員会（医）

◎織田弘美（学生部長・整形外科）
太田敏男（大学病院神経精神科）

○永井正規（公衆衛生学）
藤田恵子（解剖学）

山崎芳仁（教養教育）
野村恭一（総医セ神経内科）

黒川理樹（ゲノム遺伝子構造機能部門） 松本万夫（国医セ心臓内科・国交セ長） 森
柴﨑智美（地域医学・医療センター） 新津

小室秀樹（大学事務部長）

オ：稲葉宗通（医学部同窓会）

事：森
喫煙問題検討委員会（全）

茂久（医学教育センター）

伊藤彰紀（大学病院神経精神科）

守（大学病院放射線科）

事：村嶌隆義（大学事務部次長）

勇樹（大学事務部学生課）

◎織田弘美（学生部長・整形外科）

○永井正規（公衆衛生学）

片山茂裕（大学病院長）

伊藤彰紀（大学病院神経精神科）

山崎芳仁（教養教育）

根本

学（国医セ救急医学科）

大野良三（保健医療学部長）

奥田晶彦（ゲノム発分再部門）

鈴木

妙（短期大学）

小室秀樹（大学事務部長）

蛭間庄司（大学事務部保健医療学部）

柴崎正博（施設部）

柳川武彦（総務部）

高橋正訓（医務部）

諸田一雄（総医セ事務部長）

井上隆一郎（かわクリ事務長）

清水

渡邊幸子（大学病院看護部）

事：村嶌隆義（大学事務部次長）

事：森

荒木信夫（副医学部長，医教セ長）
教員棟・会議室・講堂等管理 ◎岡田浩一（医学部長補佐）
運営委員会（医）
穐田真澄（中央研究施設・形態部門） 金 潤澤（大学病院整形外科）
青木正康（大学病院長補佐）

内野

敏（経理部購買課）

野村恭一（総医セ神経内科）

勝（大学病院看護部）
勇樹（大学事務部学生課）

織田弘美（学生部長・整形外科）
藤田恵子（解剖学）
オ：別所正美（学長・医学部長）

事：村嶌隆義（大学事務部次長）
毛呂山キャンパス整備委員会 ◎岡田浩一（医学部長補佐）
（医）＋（短）
鈴木洋通（図書館長・腎臓内科）

COI 管理委員会（全）

片山茂裕（大学病院長）

織田弘美（学生部長・整形外科）

松下

荒木信夫（副医学部長，医教セ長）

渡辺修一（生理学）

吉田喜太郎（教養教育）

持田

田島賢司（事務局長）

北澤

小室秀樹（大学事務部長）

内田和利（大学事務部次長）

所ミヨ子（短期大学副学長）

オ：別所正美（学長・医学部長）

事：村嶌隆義（大学事務部次長）

智（医学部長補佐）

◎永井正規（公衆衛生学）
田島賢司（事務局長）

IR 委員会（全）

○丸木清之（専務理事・理事長代理）

◎別所正美（学長・医学部長）

松下

祥（副医学部長・免疫学）

祥（副医学部長・免疫学）
清（施設部長）

藤原惠一（国医セ産婦人科）

外：井上晶子（元日本赤十字事務局長） 事：桑原孝子（公衆衛生学）
荒木信夫（副医学部長，医教セ長）

松下

祥（副医学部長・免疫学）

土田哲也（副医学部長・皮膚科）

椎橋実智男（IT センター長）

持田

智（医学部長補佐・消肝内科）

金子公一（医学部長補佐）

和合治久（保健医療学部健康医療）

小室秀樹（大学事務部長）

茂木

明（総務部長・総合企画部長） 村嶌隆義（大学事務部次長）

松尾有裕（保健医療学部事務室長）

笠間

忍（大学事務部課長）

内田和利（大学事務部次長）
福田幸二（総合企画部係長）

事：山本奈央（総合企画部）
医学教育センター卒前教育合 ◎持田 智（医学部長補佐・大学消内）○土田哲也（副医学部長・皮膚科）
同会議（医）
森 茂久（医学教育センター）
池田正明（生理学）

荒木信夫（副医学部長，医教セ長）
永島雅文（解剖学）

吉田喜太郎（教養教育）

山崎芳仁（教養教育）

笹島

藤田恵子（解剖学）

渡辺修一（生理学）

佐々木惇（病理学）

山元敏正（神経内科）

椎橋実智男（IT センター長）

金

村越隆之（生化学）

髙野和敬（解剖学）

荒木智之（生化学）

中平健祐（生理学）

新津

朝倉博孝（大学病院泌尿器科）

山本啓二（大学病院心臓内科）

萩原弘一（大学病院呼吸器内科）

丸山

鈴木洋通（大学病院腎臓内科）

山口敏行（大学病院感染症科）

永井正規（公衆衛生学）

鈴木健之（大学病院放射線科）

倉持

高田

綾（法医学）

松本延幸（大学病院麻酔科）

加瀬康弘（大学病院耳鼻科）

間嶋

満（大学病院リハビリ科）

望（大学病院放射線科）

朗（大学病院感皮膚科）

茂（教養教育）
潤澤（大学病院整形外科）

敬（薬理学）
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教員代表者会議各種委員会

委員会・会議名
医学教育センター卒前教育合
同会議（医）

構成員名
大竹

明（大学病院小児科）

小宮山伸之（国医セ心臓内科）

晃（国医セ血液内科）

三橋知明（総医セ臨床検査医学）

井上郁夫（大学病院内糖内科）

豊嶋良一（大学病院神経精神科）

辻

茅野秀一（病理学）

三村俊英（医学部長補佐・リウマチ

美隆（医学教育センター）

永田

真（大学病院呼吸器内科）

松本万夫（国医セ心臓内科）

中元秀友（総合診療内科）

石原

理（大学病院産科・婦人科）

仁科正実（医学研究センター）

穐田真澄（中央研究施設・形態部門）

田丸淳一（総医セ病理部）

柴﨑智美（地域医学・医療センター） 穗苅

赤塚俊隆（微生物学）

曽根敏雄（免疫学）

奥田晶彦（ゲノム発分再部門）

中山伸朗（大学病院消内・肝内）

脇本直樹（大学病院血液内科）

篠塚

望（大学病院消化器外科）

藤巻高光（大学病院脳神経外科）

時岡一幸（大学病院形成外科）

米谷

茂（生化学）

新（大学病院眼科）

依田哲也（大学病院歯科・口腔外科） 松木盛行（大学病院急患センター）

芳賀佳之（大学病院急患センター）

太田敏男（大学病院神経精神科）

足立雅樹（健康管理センター）

名越澄子（総医セ消化器･肝臓内科）

桐村正人（総医セ心臓内科）

植松和嗣（総医セ呼吸器内科）

松田昌文（総医セ内糖内科）

木崎昌弘（総医セ血液内科）

野村恭一（総医セ神経内科）

天野宏一（総医セリウマチ内科）

加藤

仁（総医セ腎臓内科）

森吉美穂（大学病院臨床検査医学）

小高明雄（総医セ肝胆膵･小児外科）

大西

清（総医セ乳腺腫瘍科）

中山光男（大学病院呼吸器外科）

山火秀明（総医セ心臓血管外科）

出口順夫（総医セ血管外科）

平岡久忠（総医セ整形外科）

張

三鍋俊春（総医セ形成外科）

側島久典（総医セ小児科）

伊崎誠一（総医セ皮膚科）

諸角誠人（総医セ泌尿器科）

河井信一郎（総医セ眼科）

菊地

茂（総医セ耳鼻科）

馬場一憲（総医セ産婦人科）

下山哲夫（総医セ歯科・口腔外科）

山本

満（総医セ リハビリ科）

輿水健治（総医セ救急科）

熊井戸邦佳（総医セ高度救命センター） 長田久人（総医セ放射線科）

堀川直史（総医セ神経精神科）

新井栄一（総医セ病理部）

前田平生（総医セ輸血部）

伊藤博之（総医セ健康管理科）

新井

村山芳武（国医セ呼吸器内科）

栗原

林

進（国医セ内糖内科）

晋（国医セ消化器内科）
健（国医セ神経内科）

漢秀（総医セ脳神経外科）

渡邊裕輔（国医セ腎臓内科）

畝川芳彦（国医セ腫瘍内科）

宮里明子（国医セ感染症科）

山口茂樹（国医セ消化器外科）

大崎昭彦（国医セ乳腺腫瘍科）

坂口浩三（国医セ呼吸器外科）

上部一彦（国医セ心臓血管外科）

矢澤康男（国医セ整形外科）

西川

横川秀樹（国医セ形成外科）

小林俊樹（国医セ小児心臓科）

鈴木孝明（国医セ小児心臓外科）

田中竜平（国医セ小児腫瘍科）

中村泰大（国医セ皮膚科）

小山政史（国医セ泌尿器科）

菅澤

正（国医セ耳鼻咽喉科）

吉田裕之（国医セ産婦人科）

小林明男（国医セ歯科・口腔外科）

牧田

茂（国医セ リハビリ科）

磨田

根本

内野

晃（国医セ放射線科）

裕（国医セ麻酔科）

亮（国医セ脳神経外科）

学（国医セ救急医学科）

大西秀樹（国医セ精神科）

小林清子（国医セ臨床検査医学科）

安田政実（国医セ病理診断科）

小林信春（微生物学）

勝浦一雄（教養教育）

向田寿光（教養教育）

赤間啓一（教養教育）

森口武史（教養教育）

坂本

松下

織田弘美（学生部長・整形外科）

オ：別所正美（学長・医学部長）

祥（免疫学）

医学教育センター卒前教育委 ◎持田 智（医学部長補佐・大学消内）○土田哲也（副医学部長・皮膚科）
員会（医）
森 茂久（医学教育センター）
池田正明（生理学）

安（中央研究施設）

荒木信夫（副医学部長，医教セ長）
永島雅文（解剖学）

吉田喜太郎（教養教育）

山崎芳仁（教養教育）

笹島

藤田恵子（解剖学）

渡辺修一（生理学）

佐々木惇（病理学）

山元敏正（神経内科）

椎橋実智男（IT センター長）

金

村越隆之（生化学）

髙野和敬（解剖学）

荒木智之（生化学）

中平健祐（生理学）

新津

朝倉博孝（大学病院泌尿器科）

山本啓二（大学病院心臓内科）

萩原弘一（大学病院呼吸器内科）

丸山

鈴木洋通（大学病院腎臓内科）

山口敏行（大学病院感染症科）

永井正規（公衆衛生学）

鈴木健之（大学病院放射線科）

倉持

朗（大学病院感皮膚科）

松本延幸（大学病院麻酔科）

加瀬康弘（大学病院耳鼻科）

間嶋

満（大学病院 リハビリ科）

大竹

小宮山伸之（国医セ心臓内科）

松田

晃（国医セ血液内科）

三橋知明（総医セ臨床検査医学）

望（大学病院放射線科）

茂（教養教育）
潤澤（大学病院整形外科）

敬（薬理学）

豊嶋良一（大学病院神経精神科）

茅野秀一（病理学）

三村俊英（医学部長補佐・リウマチ） 永田

真（大学病院呼吸器内科）

松本万夫（国医セ心臓内科）

中元秀友（総合診療内科）

理（大学病院産科・婦人科）

オ：別所正美（学長，医学部長）

辻

明（大学病院小児科）

井上郁夫（大学病院内糖内科）

医学教育センター卒後教育委 ◎三村俊英（大学病院リウマチ科）
員会（医）
○棚橋紀夫（国医セ神経内科）
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松田

石原

美隆（医学教育センター）

事：内田和利（大学事務部次長）
○中元秀友（総合診療内科）

○屋嘉比康治（総医セ消･肝内）

荒木信夫（副医学部長，医教セ長）

依田哲也（大学病院歯科・口腔外科）

松本万夫（国医セ心臓内科）

伊崎誠一（総医セ皮膚科）

西村重敬（国医セ心臓内科）

宮澤光男（国医セ消化器外科）

オ：別所正美（学長，医学部長）

事：内田和利（大学事務部次長）

教員代表者会議各種委員会

委員会・会議名

構成員名

医 学 研 究 セ ン タ ー 運 営 会 議 ◎松下 祥（副医学部長・免疫学）
（全）
田丸淳一（総医セ病理部）

○岡崎康司（ゲノム所長）
池淵研二（国医セ輸血・細胞移植）

赤塚俊隆（微生物学）

丸山

敬（薬理学）

村越隆之（生化学）

椎橋実智男（IT センター長）

坂本

安（中央研究施設）

森

圭介（大学病院 眼科）

下岡聡行（保健医療学部医用生体）

仁科正実（医学研究センター）

吉田喜太郎（教養教育）

三谷幸之介（ゲノム遺伝子治療部門）

森

森

三村俊英（医学部長補佐・リウマチ科）

隆（総医セ研究部）

伊崎誠一（総医セ皮膚科）

茂久（医学教育センター）

小野

啓（大学病院内糖内科）

飯野

安河内正文（医学研究センター）

オ：鈴木

勝（医学研究センター）

オ：菅原哲雄（医学研究センター）

事：笠間

忍（大学事務部庶務課長）

中央研究施設運営委員会（医）◎坂本

安（中央研究施設）

顕（医学研究センター）

オ：町田早苗（医学研究センター）

荒木信夫（副医学部長，医教セ長）

仁科正実（医学研究センター）

穐田真澄（中央研究施設・形態部門） 椎橋実智男（IT センター長）

中村晃一郎（大学病院皮膚科）

中山伸朗（大学病院消内・肝内）

森口武史（教養教育）

藤田恵子（解剖学）

村越隆之（生化学）

オ：和田

オ：田島賢司（事務局長）

オ：松下
動物実験委員会（全）

小林国彦（国医セ呼吸器内科）

◎森

実（経理部）

祥（副医学部長・免疫学）

隆（総医セ研究部）

三谷幸之介（ゲノム遺伝子治療部門） 西川

亮（国医セ脳神経外科）

千本松孝明（薬理学）

田丸淳一（総医セ病理部）

横尾友隆（ゲノム実験動物部門）

坂本

鈴木正彦（保健医療学部健康医療）

中島孔志（保健医療学部医用生体）

安（中央研究施設）

仁科正実（医学研究センター）
環境安全委員会（医）

◎松下

祥（副医学部長・免疫学）

ＲＩ安全委員会（全）

◎粟田卓也（大学病院内糖内科）

事：冨永信子（中央研究施設動物部門）
丸山

敬（薬理学）

吉田喜太郎（教養教育）

田中淳司（大学病院放射線科）

守屋

本田憲業（総医セ放射線科）

田丸淳一（総医セ病理部）

西本正純（ゲノム RI 部門）

熊﨑

小野

長谷川正博（保健医療学部健康医療）

祐（国医セ放射線科）

啓（大学病院内糖内科）

修（微生物学）

事：飯塚裕幸（中央研究施設）
組 換 え DNA 実 験 安 全 委 員 会 ◎三谷幸之介（ゲノム遺伝子治療）
（全）
荒木智之（生化学）

○赤塚俊隆（微生物学）

森

隆（総医セ研究部）

松井政則（微生物学）

池田正明（生理学）

千本松孝明（薬理学）

池田和博（ゲノム遺伝子情報制御）

加藤英政（ゲノム発分再部門）

井上郁夫（大学病院内糖内科）

江口英孝（ゲノム TR 部門）

伴塲裕巳（保健医療学部健康医療）

長谷川幸清（国医セ産婦人科）
特許委員会（全）

グラント選考委員会（全）

◎岡崎康司（ゲノム所長）

○松下

祥（副医学部長・免疫学）

萩原弘一（大学病院呼吸器内科）

濱口勝彦（副理事長）

丸木清之（専務理事・理事長代理）

木崎昌弘（総医セ血液内科）

戸井田昌宏（保健医療学部医用生体） 小室秀樹（大学事務部長）

安河内正文（医学研究センター）

飯野

オ：別所正美（学長・医学部長）

事：菅原哲雄（医学研究センター）

◎松下

祥（副医学部長・免疫学）

顕（医学研究センター）

須田立雄（ゲノム客員教授）
山内俊雄（名誉学長）

別所正美（学長・医学部長）

吉本信雄（副学長）

大野良三（保健医療学部長）

土田哲也（副医学部長・皮膚科）

池淵研二（国医セ輸血・細胞移植）

岡崎康司（ゲノム所長）

坂本

安（中央研究施設）

片山茂裕（大学病院長）

堤

小山

勇（国医セ病院長）

萩原弘一（大学病院呼吸器内科）

晴彦（総医セ病院長）

田丸淳一（総医セ病理部）

石田秀行（総医セ消化器一般外科）

オ：田島賢司（事務局長）

オ：和田

病 原 性 微 生 物 等 管 理 委 員 会 ◎赤塚俊隆（微生物学）
（全）
森 隆（総医セ研究部）

実（経理部次長）

オ：濱口勝彦（副理事長）
事：仁科正実（医学研究センター）

松井政則（微生物学）

堀江公仁子（ゲノム遺伝子情報制御）

宮里明子（国医セ感染症科）

佐藤正夫（保健医療学部健康医療）

渡辺（大学病院中央検査部）
寄附研究部門設置委員会（全）◎別所正美（学長・医学部長）

濱口勝彦（副理事長）

吉本信雄（副学長）

土田哲也（副医学部長・皮膚科）

松下

岡崎康司（ゲノム所長）

米谷

木崎昌弘（総医セ血液内科）

片山茂裕（大学病院長）

小山

飯野

顕（医学研究センター）

黒川理樹（ゲノム遺構機部門）

井上

聡（ゲノム遺情制部門）

片桐岳信（ゲノム病態生理部門）

三谷幸之介（ゲノム遺伝子治療部門）

赤塚俊隆（微生物学）

粟田卓也（大学病院内糖内科）

木崎昌弘（総医セ血液内科）

佐伯俊昭（国医セ乳腺腫瘍科）

事：萩原敏夫（ゲノム事務室）

堤

新（大学病院眼科）
晴彦（総医セ病院長）

田島賢司（事務局長）
ゲノム医学研究センター運営 ◎岡崎康司（ゲノム所長）
委員会（全）
奥田晶彦（ゲノム発分再部門）

祥（副医学部長・免疫学）
勇（国医セ病院長）

事：萩原敏夫（ゲノム事務室）

○大野良三（保健医療学部長）
アドミッションセンター運営 ◎別所正美（アドセ長）
委員会（全）
丸木清之（専務理事・理事長代理）
田島賢司（事務局長）
上原政治（アドミッション特任教授） 小室秀樹（大学事務部長）

事：萩原敏夫（ゲノム事務室）
○土田哲也（副医学部長・皮膚科）
椎橋実智男（IT センター長）
松尾有裕（保健医療学部事務室長）
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教員代表者会議各種委員会

委員会・会議名
アドミッションセンター運営
委員会（全）
医学部入学試験委員会（医）

構成員名
所

ミヨ子（短期大学 副学長）

梶田幸子（総医セ看専副校長）

館瓊子（毛呂看専副校長）

事：村嶌隆義（大学事務部次長）
◎別所正美（学長・医学部長）

○土田哲也（副医学部長・皮膚科）
堤

吉田喜太郎（教養教育）

豊嶋良一（大学病院神経精神科）

荒木信夫（副医学部長・医教セ長）

持田

織田弘美（学生部長・整形外科）

上原政治（アドミッション特任教授）

オ：濱口勝彦（副理事長）

事：村嶌隆義（大学事務部次長）

智（医学部長補佐）

渡辺修一（生理学）
医 学 部 入 学 試 験 実 施 委 員 会 ◎土田哲也（副医学部長・皮膚科）
（医）
渡辺修一（生理学）

晴彦（総医セ病院長）

吉本信雄（副学長）

片山茂裕（大学病院長）

○吉田喜太郎（教養教育）
村越隆之（生化学）

小山

勇（国医セ病院長）

豊嶋良一（大学病院神経精神科）
岡田浩一（医学部長補佐）

赤間啓一（教養教育）

勝浦一雄（教養教育）

山崎芳仁（教養教育）

笹島

椎橋実智男（IT センター長）

上原政治（アドミッション特任教授）

荒関かやの（医学教育センター）

山田泰子（医学教育センター）

小室秀樹（大学事務部長）

オ：別所正美（学長・医学部長）

菅

三村俊英（医学部長補佐・リウマチ科）

森

茂（教養教育）
茂久（医学教育センター）

魚住尚紀（生化学）
事：村嶌隆義（大学事務部部長）
国際交流センター委員会（全）◎松本万夫（国際交流センター長）

理江（生理学）

荒木信夫（副医学部長，医教セ長）

村松俊裕（国医セ心臓内科）

佐伯俊昭（国医セ乳腺腫瘍科）

茅野秀一（病理学）

辻

笹島

茂（教養教育）

千本松孝明（薬理学）

田丸淳一（総医セ病理部）

篠塚

望（大学病院消化器外科）

石原正一郎（国医セ脳神経外科）

奥田晶彦（ゲノム発分再部門）

飯田慎一郎（大学病院総合診療内科）

劉

美隆（医学教育センター）

文甫（国際交流センター顧問）

Chad GODFREY（教養教育）

市岡正適（保健医療学部健康医療）

乙戸崇寛（保健医療学部理学療法）

内田和利（大学事務部次長）

オ：丸木清之（専務理事）

オ：野村正彦（国交セ顧問）

オ：小山

事：斉藤雅子（国際交流センター）

教員短期留学制度選考委員会 ◎松本万夫（国際交流センター長）
（全）
佐伯俊昭（国医セ乳腺腫瘍科）
田丸淳一（総医セ病理部）
地域医学・医療センター運営 ◎鈴木洋通（地医学医療セ長）
会議（全）
宮山徳司（医療政策学）

勇（国医セ病院長）

三村俊英（大学病院リウマチ科）

荒木信夫（副医学部長，医教セ長）

奥田晶彦（ゲノム発生・分化・再生部門） 辻
千本松孝明（薬理学）

美隆（医学教育センター）

事：斉藤雅子（国際交流センター）

大野良三（保健医療学部長）

千田みゆき（保健医療学部看護学科長）

足立雅樹（健康管理センター）

大野洋一（地域・医学医療センター）

荒木隆一郎（地域・医学医療センター） 宮崎

孝（地域・医学医療センター） 椎橋実智男（IT センター長）

事：柴﨑智美（地域・医学医療センター）
地域医学・医療センター教育 ◎鈴木洋通（地医学医療セ長）
研修委員会（全）
足立雅樹（健康管理センター）
宮崎

孝（地医学医療セ）

森

茂久（医学教育センター）

千田みゆき（保健医療学部看護学科長）

大野洋一（地医学医療セ）

荒木隆一郎（地医学医療セ）

冨永信子（地医学医療セ）

外：稲葉宗通（毛呂病院）

事：柴﨑智美（地医学医療セ）
地域・医学医療センター地域 ◎鈴木洋通（地医学医療セ長）
支援検討委員会（全）
足立雅樹（健康管理センター）
宮崎

孝（地医学医療セ）

地域・医学医療センター情報 ◎鈴木洋通（地医学医療セ長）
統計疫学委員会（全）
荒木隆一郎（地医学医療セ）

千田みゆき（保健医療学部看護学科長） 宮山徳司（医療政策学）
柴﨑智美（地医学医療セ）
椎橋実智男（IT センター長）

柴﨑智美（地医学医療セ）

宮崎

事：大野洋一（地医学医療セ）

孝（地医学医療セ）

アレルギーセンター運営会議 ◎永田 真（アレルギーセンター長） ○加瀬康弘（大学病院耳鼻咽喉科）
（全）
松下 祥（医研セ長，免疫学）
徳山研一（大学病院小児科）
植松和嗣（総医セ呼吸器内科）
大学院委員会（全）

◎別所正美（学長・医学研究科長）

中村晃一郎（大学病院皮膚科）
森

圭介（大学病院眼科）

和合治久（保健医療学部健康医療）

事：中込一之（大学病院呼吸器内科）

吉本信雄（副学長）

大野良三（保健医療学部長）

千田みゆき（看護研究科長）

木崎昌弘（博士課程運営委員長）

土田哲也（医修士運営委員長）

冨田幸江（看修士運営委員長）

荒木信夫（副医学部長，医教セ長）

松下

岡崎康司（ゲノム医学研究センター所長）

片山茂裕（大学病院長）

堤

小山

鈴木洋通（図書館長，地域セ長）

三村俊英（医学部長補佐・リウマチ科）

横手祐二（名誉病院長）

永島雅文（解剖学）

田丸淳一（総医セ病理部）

佐伯俊昭（国医セ乳腺腫瘍科）

赤坂清和（保健医療学部理学療法学科） 佐鹿孝子（保健医療学部看護学科）

オ：濱口勝彦（副理事長）

事：内田和利（大学事務部次長）

勇（国医セ病院長）

大学院医学研究科委員会（医）◎別所正美（学長・医学研究科長）
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荒木隆一郎（地医学医療セ）

事：大野洋一（地医学医療セ）

祥（副医学部長，医研セ長）
晴彦（総医セ病院長）

吉本信雄（副学長）

木崎昌弘（博士課程運営委員長）

土田哲也（医修士運営委員長）

荒木信夫（副医学部長，医教セ長）

松下

岡崎康司（ゲノム所長）

坂本

三村俊英（医学部長補佐・リウマチ科）

片山茂裕（大学病院長）

堤

松本万夫（国際交流センター長）

鈴木洋通（図書館長，地域セ長）

安（中央研究施設長）
晴彦（総医セ病院長）

小山

祥（副医学部長，医研セ長）
勇（国医セ病院長）

椎橋実智男（IT センター長）

教員代表者会議各種委員会

委員会・会議名
大学院医学研究科委員会（医）

構成員名
永島雅文（解剖学）

渡辺修一（生理学）

奥田晶彦（ゲノム発生・分化・再生部門） 丸山

敬（薬理学）

村越隆之（生化学）
安田政実（国医セ病理診断科）

赤塚俊隆（微生物学）

鈴木正彦（保健医療学部健康医療）

小林直樹（保健医療学部医用生体）

永井正規（公衆衛生学）

高田

松田

池淵研二（国医セ輸血・細胞移植）

光武耕太郎（国医セ感染症科・感染制御科） 畝川芳彦（国医セ腫瘍内科）

萩原弘一（大学病院呼吸器内科）

持田

棚橋紀夫（国医セ神経内科）

中元秀友（総合診療内科）

新浪

博（国医セ心臓血管外科）

篠塚

望（大学病院消化器外科）

綾（法医学）

晃（国医セ血液内科）

智（医学部長補佐，消化器肝臓内科） 粟田卓也（大学病院内糖内科）

大崎昭彦（国医セ乳腺腫瘍科）

古村

眞（大学病院小児外科）

金子公一（国医セ呼吸器外科）

雨宮

石原

理（大学病院産科・婦人科）

太田敏男（大学病院神経精神科）

中村晃一郎（大学病院皮膚科）

織田弘美（整形外科）

松居

徹（総医セ脳神経外科）

朝倉博孝（大学病院泌尿器科）

菅澤

正（国医セ耳鼻咽喉科）

米谷

新（大学病院眼科）

北村

新津

守（大学病院放射線科）

伸（大学病院小児科）

晶（国医セ麻酔科）

依田哲也（大学病院歯科・口腔外科） 中塚貴志（大学病院形成外科美容外科） 倉林

均（大学病院リハビリ科）

赤坂清和（保健医療学部理学療法）

佐伯俊昭（国医セ乳腺腫瘍科）

横手祐二（名誉病院長）

關

西村重敬（国医セ心臓内科）

田丸淳一（総医セ病理部）

博之（総医セ産婦人科）

オ：濱口勝彦（副理事長）
医学研究科博士課程運営委員 ◎木崎昌弘（博士課程運営委員長）
会（医）
松下 祥（副医学部長，医研セ長）

事：内田和利（大学事務部次長）
土田哲也（医修士運営委員長）

荒木信夫（副医学部長，医教セ長）

永島雅文（解剖学）

奥田晶彦（ゲノム発分再部門）

永井正規（公衆衛生学）

萩原弘一（大学病院呼吸器内科）

三村俊英（大学病院リウマチ科）

菅澤

佐伯俊昭（国医セ乳腺腫瘍科）

田丸淳一（総医セ病理部）

正（国医セ耳鼻咽喉科）

オ：別所正美（学長，医学研究科長） 事：内田和利（大学事務部次長）
医学研究科修士課程運営委員 ◎土田哲也（医修士運営委員長）
会（医）
奥田晶彦（ゲノム発生分化）
大野良三（保健医療学部長）

赤塚俊隆（微生物学）

鈴木正彦（保健医療学部健康医療）

小林直樹（保健医療学部医用生体）

赤坂清和（保健医療学部理学療法）

オ：別所正美（学長，医学研究科長） 事：内田和利（大学事務部次長）
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7．3）学事
1．入学式
入学式：平成 25 年 4 月 8 日
新入生オリエンテーション：平成 25 年 4 月 10 日〜 4 月 12 日

2．授業・試験
1 年生
1 学期
授業

4 月 15 日〜 7 月 6 日

定期試験①

7 月 8 日〜 7 月 20 日

2 学期
授業

9 月 2 日〜 11 月 9 日

定期試験②

11 月 11 日〜 11 月 22 日

11 月 25 日〜 12 月 21 日
3 学期
授業

1 月 6 日〜 2 月 5 日

定期試験③

2 月 6 日〜 3 月 4 日（再試験含む）

2 年生
1 学期
授業

4 月 9 日〜 6 月 28 日

定期試験①

6 月 29 日〜 7 月 12 日

2 学期
授業

9 月 2 日〜 11 月 26 日

定期試験②

11 月 27 日〜 12 月 11 日

12 月 12 日〜 12 月 21 日
3 学期
授業

1 月 6 日〜 1 月 17 日

定期試験③

1 月 18 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 9 日〜 5 月 8 日

定期試験①

5 月 9 日〜 5 月 18 日

定期試験②

6 月 27 日〜 7 月 10 日

5 月 20 日〜 6 月 26 日

2 学期
授業

9 月 2 日〜 10 月 1 日

定期試験③

10 月 2 日〜 10 月 9 日

10 月 15 日〜 12 月 20 日
3 学期
授業

1 月 6 日〜 1 月 25 日

定期試験④

1 月 27 日〜 2 月 26 日（再試験含む）

4 年生
1 学期
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授業

4 月 9 日〜 7 月 1 日

定期試験①

7 月 2 日〜 7 月 13 日

学事

2 学期
授業

9 月 2 日〜 12 月 21 日

3 学期
授業

1 月 6 日，2 月 8 日〜 2 月 21 日

定期試験④

1 月 8 日〜 2 月 1 日（再試験含む）

共用試験 CBT

2月6日

共用試験 OSCE

2 月 26 日

5 年生
BSL オリエンテーション

平成 25 年 3 月 29 日

1 学期
BSL

4 月 1 日〜 7 月 27 日

前期総合試験

8 月 31 日

2 学期
BSL

9 月 2 日〜 12 月 21 日

3 学期
CC ①

1 月 9 日〜 2 月 8 日

CC ②

2 月 10 日〜 3 月 8 日

後期総合試験

1 月 6 日，7 日

6 年生
1 学期
CC ③

4 月 1 日〜 4 月 25 日

AdvancedOSCE

4 月 27 日

授業

5 月 7 日〜 7 月 23 日

実力試験

4 月 30 日〜 5 月 2 日

総合試験①

7 月 24 日〜 7 月 26 日

2 学期
授業

8 月 26 日〜 9 月 25 日
11 月 5 日〜 12 月 17 日

総合試験②

8 月 21 日〜 8 月 23 日

総合試験③

12 月 4 日〜 12 月 6 日

第 1 回卒業試験

10 月 10 日〜 10 月 12 日

第 2 回卒業試験

10 月 31 日〜 11 月 2 日

3．卒業式
平成 26 年 3 月 8 日

4．その他
定期健康診断： 1 年生

平成 25 年 4 月 9 日

2 年生

平成 25 年 4 月 12 日

3 年生

平成 25 年 4 月 16 日

4 年生

平成 25 年 4 月 12 日

5 年生

平成 25 年 3 月 29 日

6 年生

平成 25 年 5 月 16 日

受診率

746 ／ 746

100％

解剖体慰霊祭：平成 25 年 10 月 19 日
越華祭（大学祭）
：平成 25 年 10 月 26 日，10 月 27 日
臨床医学生認定式：平成 26 年 3 月 29 日

33

総論（医学部）

7．4）入学，進級，卒業，入試
1．進級と卒業
在学者数
学年

進級者

1年
2年
3年
4年
5年
6年
合計

（入学者）125
125
124
123
107
105
709

平成 25 年度
学年
1年
2年
3年
4年
5年
6年
合計

平成 24 年度留年者
（休学者含む）
4
5
7
3
6
11
36

進級（卒業）
・留年状況
在学者
進級・卒業
129
127
130
124
131
120
126
120
113
108
117
104
746
703

留年
1
5
8
5
4
10
33

休学
1
1
3
1
1
1
8

再入学

計（男：女）

1
1

129（82：47）
130（89：41）
131（82：49）
126（81：45）
113（71：42）
117（72：45）
746（477：269）

退学
0
0
0
0
0
2
2

平成 26 年 3 月 31 日現在
卒業
平成 25 年 10 月 10 日〜 10 月 12 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 104 名が卒業した．
なお，この 3 月の卒業者 104 名中，留年しないで卒業した者は 83 名であり，同一年度（平成 20 年度）入学者
107 名の 77.6% にあたる．

2．卒業者数
平成 26 年 3 月卒業

104 名（男 63 名，女 41 名）

3．卒業生進路状況（第 108 回医師国家試験合格者）平成 26 年 3 月現在
埼玉医科大学病院

25 名

埼玉医科大学総合医療センター

22 名

埼玉医科大学国際医療センター
他大学附属病院・他指定病院
合

計

4．第 108 回
新 卒
104

1名
53 名
101 名

医師国家試験
受験者（名）
既 卒
4

計
108

新 卒
101

5．入学試験と入学者
平成 26 年度入試は次のとおり実施された．
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合格者（名）
既 卒
0

計
101

新 卒
97.1

合格率（％）
既 卒
0.0

計
93.5

入学，進級，卒業，入試

（1）推薦入試（全国公募推薦）
（指定校推薦）
出願期間
試験日

平成 25 年 11 月 1 日〜 13 日
11 月 17 日

合格発表

11 月 20 日

入学手続期間

11 月 20 日〜 11 月 29 日

志願者

38 名

受験者

38 名

合格者

12 名

入学者

12 名（男 3 名，女 9 名）,（現役 6 名，他 6 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 25 年 12 月 9 日〜平成 26 年 1 月 17 日

1 次試験

1 月 26 日

1 次合格発表
2 次試験

1 月 29 日

2月2日

2 次合格発表

2月5日

入学手続期間

2 月 5 日〜 12 日

志願者数

2,121 名

1 次受験者

1,975 名

1 次合格者

374 名

2 次受験者

327 名

2 次合格者

63 名

入学者

48 名（男 37 名，女 11 名）

②後期
出願期間

平成 25 年 12 月 9 日〜平成 26 年 2 月 7 日

1 次試験

2 月 16 日

1 次合格発表
2 次試験

2 月 19 日

2 月 23 日

2 次合格発表

2 月 26 日

入学手続期間

2 月 26 日〜 3 月 5 日

志願者数

2,419 名

受験者数

1,930 名

1 次合格者

359 名

2 次受験者

331 名

2 次合格者

50 名

入学者

57 名（男 35 名，女 22 名）

●試験科目
1次

外国語（英語）
，数学，理科（物理・化学・生物より 2 科目選択），

2次

面接

小論文（基礎学力試験）

※雪害による後期（追試験）を実施
申込期間

平成 26 年 3 月 5 日〜平成 26 年 3 月 17 日

1 次試験

3 月 21 日

1 次合格発表
2 次試験

3 月 22 日

3 月 23 日

2 次合格発表

3 月 25 日

入学手続期間

3 月 25 日〜 3 月 31 日
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申込者数

91 名

受験者数

65 名

1 次合格者

12 名

2 次受験者

12 名

2 次合格者

2名

入学者

1 名（男 1 名，女 0 名）

（3）センター試験利用入学試験
出願期間

平成 25 年 12 月 9 日〜平成 26 年 1 月 17 日

1 次試験

1 月 18 日・19 日

1 次合格発表
2 次試験

2 月 26 日

3月2日

2 次合格発表

3月5日

入学手続期間

3 月 5 日〜 3 月 14 日

志願者数

758 名

受験者数

747 名

1 次合格者

178 名

2 次受験者

62 名

2 次合格者

12 名

入学者

10 名（男 7 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），
数学（Ⅰ A・Ⅱ B）
，理科（物理Ⅰ・化学Ⅰ・生物Ⅰより 2 科目選択）

2次

小論文，面接

○入学者（合計）
128 名（男 83 名，女 45 名）
○入学高校所在地県別
北海道

1

茨

城

3

山

口

0

青

森

1

千

葉

3

岡

山

0

山

形

0

神奈川

5

広

島

2

岩

手

0

東

京
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香

川

0

秋

田

1

静

岡

4

徳

島

0

宮

城

2

愛

知

3

高

知

0

福

島

3

岐

阜

1

愛

媛

0

山

梨

2

三

重

0

福

岡

0

長

野

5

兵

庫

1

佐

賀

1

新

潟

4

大

阪

0

長

崎

0

福

井

1

京

都

1

大

分

0

石

川

0

和歌山

0

熊

本

0

富

山

0

奈

良

2

宮

崎

0

群

馬

4

滋

賀

0

鹿児島

1

埼

玉

27

鳥

取

0

沖

1

栃

木

7

島

根

0

認定・その他
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7．5）教育カリキュラム（奨学金等）
○奨学金等
平成 25 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 10 名（定員 10 名） 4 年生 5 名（定員 5 名）

合計 35 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 2 名

2 年生 3 名

4 年生 10 名

5 年生 10 名 6 年生 9 名

3 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

2年

3年

4年

5年

6年

計

第一種

4

0

第二種

2

6

2

1

6

2

15

6

11

8

1

34

計（延数）

6

計（併用者含む）

6

6

8

12

14

3

49

6

8

11

12

3

46

（大学院）
1年

2年

3年

4年

計

一種

1

0

0

1

2

二種

0

0

0

0

0

合計

1

0

0

1

2

※貸与月額表
（学部）
第一種奨学金貸与月額（無利子貸与）

（単位：円）

国・公立

私立

自宅

自宅外

自宅

自宅外

45,000

51,000

54,000

64,000

30,000

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

年利（上限）
3.0％

※ 12 万円選択の場合のみ，希望により私立大学の医・歯学課程は 4 万円の増額貸与が受けられる．
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（大学院）
奨学金貸与月額
種類
第一種
（無利子）
第二種
（年利上限 3％）
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（単位：円）
博士医・歯・獣医学課程
80,000・122,000
50,000・80,000・100,000・130,000・150,000
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7．6）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 25 年度についても見直しを行い，教員便覧とホームページに最新版を掲載した．
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8．1）保健医療学部
1．平成 25 年度実績と次年度以降への展望
1）平成 25 年度大学機関別認証評価の受審
平成 18 年度につづき，平成 25 年度には 2 回目の大学機関別認証評価を受審し，平成 26 年 3 月，日本高等教育
評価機構より大学評価基準に適合していると認定された．
保健医療学部にとっては前回受審時が学部開設年度にあたり，詳細な評価の対象とならなかったため，平成 18 年以
後の 7 年間にわたり検証を続け，自己点検・評価を継続してきたことが実を結んだものと評価できる．
今回の認証評価においても特段の指摘事項はなかったが，この受審過程を通じて浮かび上がってきた問題として，①
アドミッション・ポリシーに沿った学生受け入れ方法の工夫と入学者数の確保，②適正な授業週数の確保，③留年や
退学へのケアを含めた学修支援体制，TA 制度の充実，④進級判定基準の継続的見直し，GPA 制度導入の検討，⑤国
試合格率や就職率の維持・向上，⑥心理面での学生支援の充実，⑦教員組織のあり方検討，教養教育の充実，⑧教育
環境整備，とくに老朽施設への対応，⑨ IR 機能充実への医学部との協働があげられる．教授会，自己点検・評価委
員会をはじめ各種関連委員会の活動を通じて，これらの問題点の改善に取り組んでいく．
2）教授会と各種委員会
保健医療学部教授会の構成員（平成 26 年 3 月現在）は，看護学科教授 9 名，健康医療科学科教授 7 名，医用生
体工学科教授 5 名，理学療法学科教授 5 名，学長，大学事務部部長の計 28 名からなる．平成 25 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 5 回開催した．
教授会については適正かつ円滑に運営され，学部業務の遂行にあたれたものと評価できる．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．
3）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 25 年 4 月 8 日，入学式を挙行した．看護学科 88 名，健康医療科学科 76 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 25 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）課外学習プログラム
保健医療学部の 9 プログラムに延べ 90 名（昨年度は 11 プログラム，54 名），医学部の 12 プログラムに延べ 39
名（昨年度は 14 プログラム，41 名）
，計 129 名（昨年度 95 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増加しており（前年比 136％），次年度以
降もプログラムのさらなる充実を図りたい．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は検討課題となる．
（4）看護学科の領域別実習要件認定式
平成 25 年 10 月 5 日，看護学科 3 年生を対象に，第 6 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 19 日に行われ，保健医療学部の学生 40 名（各学科 10 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．
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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．
（7）教員の教育業績評価システムの本格導入
平成 23 年度から検討，試行を重ねて策定した教員の教育業績評価システムについて，平成 25（2013）年度 3 月か
ら本格実施を開始した．なお，用いる教育業績評価表は，平成 26 年度の教員人事考課の添付資料としても活用する
ことを検討している．
（8）卒業式，謝恩会
平成 26 年 3 月 8 日，卒業式および謝恩会が開催された．看護学科 5 期生 92 名，健康医療科学科 5 期生 71 名，
医用生体工学科 5 期生 37 名，理学療法学科 4 期生 45 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，ロサンゼルスの FLS インターナショ
ナル語学学校（1 年生 4 名，
2 年生 7 名，
3 年生 3 名），ゴールドコーストのグリフィス大学付属英語学校（1 年生 3 名）
において実施され，学生計 17 名が参加した．
理学療法学科では，カンボジアのカンボジア国立病院などを中心とした海外研修（8 日間，3 年生 5 名），米国西
海岸でのカリフォルニア大学ロサンゼルス校その他における海外研修（10 日間，4 年生 6 名）が夏季休暇中に実施
された．
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 25 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 526 名（前年度は 19 団体 466 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いるが，日高キャンパスでのグ
ラウンド建設が進んでおり，今後は体育館の建設や部室スペースの確保につき，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 6 回目の学園祭（第 6 回越華祭）が，10 月 26 日〜 10 月 27 日の 2 日間にわたり日
高キャンパスで開催された．初日は台風のため学生ホールを利用した開催となったが，2 日目は好天に恵まれ，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 25 年度の学生保健室利用状況は計 668 件（川角校舎 125 件を含む）であり，うち心理相談に訪れたのは 56
件であった．保健室利用の総数では前年比およそ 92％であったが，川角校舎での利用（前年比およそ 65％），心理
相談の利用（前年比およそ 64％）が減少していた．
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．
4）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．
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5）入学試験
平成 26 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 6 名，合格者数 4 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 1 名），推薦入学試験（11 月 11 日，受験者数
116 名，合格者数 92 名）
，AO 入学試験（12 月 16 日，受験者数 15 名，合格者数 4 名），一般入学試験前期（1 月
29 日一次試験，受験者数 469 名，合格者数 269 名，2 月 1 日二次試験，受験者数 263 名，合格者数 153 名）
，一
般入学試験後期（2 月 27 日，受験者数 93 名，合格者数 36 名）を実施した．入試事務，試験監督および採点・集計
にとくに問題はなく，円滑に業務が遂行された．
なお，平成 23 年度入試の時点で受験者数 634 名（前年比 86％），入学者数 253 名（前年比 95％）と受験者数の
大幅な落ち込みを見せたことを受け，平成 24 年度入試から初年度納付金の減額を実施したところ，平成 24 年度入
試および平成 25 年度入試では受験者数が 717 名，765 名，入学者数がそれぞれ 257 名と回復傾向をみせていた．
しかし，平成 26 年度入試では，受験者数 700 名（前年比 92％），入学者数 234 名（定員充足率 93.6％，前年比
91.1％）と入学者数の大きな減少がみられた．とくに健康医療科学科では入学者数 58 名（定員充足率 82.8％）と
大幅な減少があり，次年度委員会での検討課題となった．入学者数が減少し，看護学科を除く 3 学科で定員割れと
なったのは，例年に比べて合格辞退者が増加したためである．健康医療科学科では前年度の国家試験合格率（全体で
61.0％）が全国平均と比べて− 16.2％と大きく落ち込んだことも要因の 1 つとして挙げられるが，その他の要素も
含めて検証し，改善策を模索していく．
6）国家試験
第 103 回看護師国家試験では，新卒で 88 名中 88 名合格（100％），第 100 回保健師国家試験では，新卒で 92
名中 88 名合格（95.6％）
，第 60 回臨床検査技師国家試験では，新卒で 62 名中 62 名合格（100％），第 27 回臨床
工学技士国家試験では，新卒で 37 名中 34 名合格（91.9％），第 49 回理学療法士国家試験では，新卒で 45 名中 43
名合格（95.6％）であった．また，既卒者を含めた全体の合格率は，看護師で 100％（全国平均 89.8％），保健師で
92.6％（全国平均 86.5％）
，臨床工学技士で 86.9％（全国平均 78.3％），理学療法士で 92.0％（全国平均 83.7％）
と全国平均を大きく上回り，臨床検査技師でも 81.4％（全国平均 81.2％）と昨年の 61.0％を大幅に越え，全国平均
とほぼ同等の結果を示した．
新卒者の合格率は 91.9 〜 100％（平均 96.6％）と好調であり，各学科の努力の賜物と考えられるが，さらに新卒
者の合格率向上を目指すとともに，既卒者対策についても今後検討を続けていく．
7）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 25 年 8 月，第 12 回医療人教育者のためのワークショップ（新任教員 17 名，
事務職員 2 名）および第 13 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．
8）保健医療学部公開講座の開催
平成 25 年 9 月に第 10 回の公開講座（担当：看護学科，テーマ：看護研究）を，さらに，平成 26 年 3 月，大雪
のために順延された第 11 回の公開講座（担当：理学療法学科，テーマ：ストレッチ）を実施した．
9）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ている．平成 25 年度の内訳は第 100 回（担当：看護
学科，テーマ：うつ病などの心の病）および第 101 回（担当：看護学科，テーマ：女性の骨盤・尿漏れ）であり，
次年度以降も継続する予定である．
10）学部プロジェクト研究
平成 25 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 25
年 9 月，22 件中 22 件を採択した．
なお，今年度も交付開始が 10 月からとなったが，平成 26 年度は募集開始時期を早めて，8 月から交付を開始，
さらに平成 27 年度は 6 月から開始できるよう工夫する予定である．
11）避難訓練
平成 24 年度から発足した保健医療学部危機管理委員会のもとに，避難訓練実施小委員会を設置し，平成 25 年 6
月に日高校舎における避難訓練を実施した．内容は校舎 2 階の無人の実習室での発火，教員による火災の発見と火
災報知器の作動・初期消火，事務室における火災現場確認システムの作動と職員による初期消火活動，全館放送によ
る退避準備の通知，初期消火の断念と全館放送による退避行動の開始，指定避難場所への退避・人数確認という設定
とした．学生の参加者は 346 名であった．
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学生は全員参加を原則としたが，周知の遅れなどもあり予定の半数程度となった．次年度以降は正規の日程として
学事予定に組み込み，今回明らかとなったいくつかの問題点も考慮して訓練の充実をめざす．
なお，同年 9 月には川角校舎においても同様の避難訓練を実施した．学生の参加者は 192 名であった．
12）保護者会（たちばな会）
平成 25 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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8．2）教授会各種委員会（保健医療学部）
平成 25 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） ＊大森智美（看護）
学務委員会

学生部委員会

自 H25.4. 1

有田

至 H27.3.31

脇田政嘉（医用）

高倉保幸（理学） ＊時田幸之輔（理学）

佐久間肇（健康）

間山

自 H25.4. 1
至 H27.3.31

自己点検・評価委

自 H25.4. 1

員会

至 H27.3.31

彰（健康） ＊渡辺宏志（健康） ＊下岡聡行（医用）

◎鈴木正彦（健康）

伸（健康）

北村邦男

辻脇邦彦（看護） ＊本山仁美（看護）

＊野寺

誠（健康） ＊山下芳久（医用）

澤田

豊（理学） ＊藤田博暁（理学）

中島孔志（医用）

◎大野良三（学部長）＊湯澤八江（看護） 山路真佐子（看護）
佐藤正夫（健康） ＊村田栄子（健康） ＊宮本裕一（医用）
奥村高広（医用） ＊赤坂清和（理学）

神子嶋誠（理学）

◎大野良三（学部長） 別所正美（学長）○市岡正適（健康）
入試委員会

自 H25.4. 1
至 H27.3.31

千田みゆき（看護） 江連和久（看護）＊大堀

昇（看護）

和合治久（健康） ＊佐藤正夫（健康）下岡聡行（医用）
＊若山俊隆（医用）

戸井田昌宏（医用） 黒川幸雄（理学）

乙戸崇寛（理学） ＊新井智之（理学）

広報委員会

図書館委員会

倫理委員会

自 H25.4. 1
至 H27.3.31
自 H25.4. 1
至 H27.3.31
自 H25.4. 1
至 H27.3.31

◎市岡正適（健康）

小倉邦子（看護） ＊原田真里子（看護）

＊長谷川正博（健康） 加藤綾子（医用） ＊奥村高広（医用）
＊細井俊希（理学）

澤田

豊（理学）

◎奥崎政美（健康） ＊佐久間肇（看護）

駒形英樹（医用）

神子嶋誠（理学）
◎村田栄子（健康）

淺川典子（看護） ＊佐鹿孝子（看護）

＊北村邦男（健康）

小林直樹（医用） ＊田邊一郎（医用）

＊福田敏幸（理学）

西岡亮治（医用） 幸田恵幸（外光明寺住職）
注）（＊）の委員の任期は H26.3.31 まで．
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8．3）学事（保健医療学部）
1．入学式
入学式：平成 25 年 4 月 8 日
新入生オリエンテーション：平成 25 年 4 月 9 日〜 12 日

2．授業・試験
4 学年共通
前期

授業

4 月 15 日〜 7 月 29 日

定期試験

9 月 2 日〜 9 月 21 日（追試験・再試験含む）

後期

9 月 30 日〜 1 月 27 日

授業

定期試験

2 月 3 日〜 2 月 22 日（追試験・再試験含む）

3．卒業式
平成 26 年 3 月 8 日

4．その他
定期健康診断：1 年生

平成 25 年 4 月 10 ･ 11 日

2 年生

平成 25 年 4 月 2 日

3 年生

平成 25 年 4 月 3 日

4 年生

平成 25 年 4 月 4 日

受診率：1020 ／ 1021

99.9％

第 12 回公開講座：平成 25 年 9 月 21 日
第 13 回公開講座：平成 26 年 3 月 29 日
解剖体慰霊祭：平成 25 年 10 月 19 日
大学祭：平成 25 年 10 月 26，27 日
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8．4）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 5 名，女 83 名）現役 76 名

健康医療科学科

76 名 （男 23 名，女 53 名）現役 72 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
計

50 名 （男 27 名，女 23 名）現役 46 名
255 名 （男 82 名，女 173 名）現役 233 名

（2）出身別入学者数
都道府県名（人）

都道府県名（人）

都道府県名（人）
新 潟 県

2

北 海 道

2

茨 城 県

14

青 森 県

2

栃 木 県

9

福 井 県

1

岩 手 県

1

群 馬 県

11

山 梨 県

9

宮 城 県

4

埼 玉 県

118

長 野 県

7

秋 田 県

4

千 葉 県

5

静 岡 県

2

山 形 県

6

東 京 都

43

岡 山 県

1

福 島 県

10

神奈川県

3

香 川 県

1

都道府県名（人）

計 255 名

2．進級と卒業
進級（卒業）
・留年状況（平成 26 年 3 月 31 日現在）
○看護学科
学

年

（名）

在学者（男･女）

進級・卒業

留年者

退学

90（7・83）

89

0

1 ※除籍

2年

88（8・80）

86

2

0

3年

88（4・84）

88

0

0

1年

4年

93（15・78）

92

1

0

計

359（34・325）

355

3

1

○健康医療科学科
学

年

（名）

在学者（男･女）

進級・卒業

留年者

退学

1年

77（23・54）

71

0

6

2年

75（26・49）

73

0

2

3年

65（18・47）

64

0

1

4年

81（29・52）

71

10

0

計

298（96・202）

279

10

9

在学者（男･女）

進級・卒業

留年者

退学

1年

42（28・14）

37

4

1

2年

43（28・15）

37

3

3

3年

39（30・9）

34

3

2

4年

37（17・20）

37

0

0

計

161（103・58）

145

10

6

○医用生体工学科
学

年

（名）
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○理学療法学科
学

年

（名）

在学者（男･女）

進級・卒業

留年者

退学

1年

50（27・23）

49

1

0

2年

51（23・28）

49

0

2

3年

55（29・26）

54

1

0

4年

46（26・20）

45

1

0

計

202（105・97）

197

3

2

3．卒業
学科別卒業者数
看護学科

92 名 （男 15 名，女 77 名）

健康医療科学科 71 名 （男 22 名，女 49 名）
医用生体工学科 37 名 （男 17 名，女 20 名）
理学療法学科
計

45 名 （男 19 名，女 26 名）
245 名 （男 73 名，女 172 名）

4．国家試験結果
○第 103 回看護師国家試験

（人）

受験者
新

卒

既

88

卒
2

合格者
計

新

90

卒

既

88

卒
2

合格率（％）
計
90

新

卒

100

既

卒

100

○第 100 回保健師国家試験

（人）

受験者
新

卒

既

92

卒
3

合格者
計

新

95

卒

既

88

卒
0

合格率（％）
計
88

新

卒

既

95.7

卒
0

（人）

受験者
卒

62

既

卒

24

合格者
計

新

86

卒

既

62

卒
8

合格率（％）
計
70

新

卒

100

既

卒

33.3

○第 27 回臨床工学技士国家試験
卒

既

37

卒
7

合格者
計

新

44

卒

既

34

卒
5

計
39

新

卒

91.9

既

卒

71.4

卒

48

既

卒
5

合格者
計
50

計
88.6
（人）

受験者
45

81.4

合格率（％）

○第 49 回理学療法士国家試験
新

計

（人）

受験者
新

計
92.6

○第 60 回臨床検査技師国家試験
新

計
100

新

卒

43

既

卒
3

合格率（％）
計
46

新

卒

95.6

既

卒

60.0

計
92.0
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5．卒業生進路状況（国家試験合格者）
区

分

（人）
健康医療
科学科

看護学科

医用生体
工学科

理学療法
学科

埼玉医科大学病院

1

3

1

0

埼玉医科大学総合医療センター

7

4

1

2

埼玉医科大学国際医療センター

43

1

2

2

5

0

0

4

31

54

30

33

5

0

0

2

92

62

34

43

法人関連病院
他の医療機関等
進学
合

計

6．入学試験
平成 26 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 25 年 10 月 28 日〜 11 月 4 日

試験日

11 月 10 日

合格発表

11 月 12 日

入学手続期間

11 月 13 日〜 20 日

試験科目

小論文，面接

学科名

看護学科

健康医療科学科

医用生体工学科

理学療法学科

志願者

54 名

14 名

22 名

26 名

受験者

54 名

14 名

22 名

26 名

合格者

41 名

13 名

18 名

20 名

入学者

41 名

13 名

18 名

20 名

（2）AO 入試
出願期間

平成 25 年 12 月 2 日〜 10 日

試験日

12 月 15 日

合格発表

12 月 17 日

入学手続

12 月 18 日〜 25 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

7名

8名

受験者

7名

8名

合格者

3名

1名

入学者

3名

1名

（3）一般入試
○前期
出願期間

平成 26 年 1 月 6 日〜 22 日

1 次試験日

1 月 29 日

1 次合格発表

1 月 29 日

2 次試験日

1 月 31 日

2 次合格発表

2月3日

入学手続期間

2 月 4 日〜 12 日
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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

｝

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）

学科名

看護学科

健康医療科学科

医用生体工学科

理学療法学科

志願者

271 名

90 名

50 名

68 名

1 次受験者

264 名

87 名

50 名

68 名

1 次合格者

104 名

71 名

39 名

55 名

2 次受験者

100 名

71 名

38 名

54 名

2 次合格者

65 名

65 名

31 名

39 名

入学者

31 名

31 名

11 名

23 名

○後期
出願期間

平成 26 年 2 月 5 日〜 2 月 19 日

試験日

2 月 26 日

合格発表

2 月 28 日

入学手続期間

3 月 3 日〜 10 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

｝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

面接
学科名

看護学科

健康医療科学科

医用生体工学科

理学療法学科

志願者

67 名

19 名

11 名

8名

受験者

59 名

18 名

9名

7名

合格者

20 名

13 名

7名

7名

入学者

16 名

11 名

6名

4名

（4）看護学科 3 年次編入学試験
試験日

平成 25 年 9 月 29 日

試験科目

英語，専門科目，面接

志願者

6名

受験者

6名

合格者

4名

入学者

4名

（5）医用生体工学科 2 年次編入学試験
試験日

平成 25 年 9 月 29 日

試験科目

口頭試問，面接

志願者

1名

受験者

1名

合格者

1名

入学者

1名

（6）入学予定者
看護学科

88 名 （男 13 名，女 75 名）現役 85 名

健康医療科学科

58 名 （男 17 名，女 41 名）現役 50 名

医用生体工学科

36 名 （男 19 名，女 17 名）現役 34 名

理学療法学科
計
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47 名 （男 17 名，女 30 名）現役 47 名
229 名 （男 66 名，女 163 名）現役 216 名

総論（保健医療学部）

8．5）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 22 〜 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．また，2 年次では，
「生活している人間の理解」として文化人類学，カウンセリング論，ジェ
ンダー学，英語Ⅲが，
「看護の対象としての人間の理解」として看護倫理，病むことの心理，医療の基本Ⅱ，疾病の
成り立ちⅠ〜Ⅲ，放射線医学概論，社会福祉論，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，公衆衛生看護学概論，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．
3 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，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，地域看護管理論，学校看護論，産業看護論，
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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．なお，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，第 1 種衛生管理者など幅広
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，臨床検査系と衛生・食品系の 2 つのコースから
なるコース制を採用し，また，診療情報管理士の受験資格取得のための科目群も開講してきたが，平成 25 年度入学
生からはこれまでのコース制を廃止し，診療情報管理関連の科目についても適時閉講していくこととした．平成 24
年度以前の入学生に対しては従前のカリキュラムで対応している．
新カリキュラムによる 1 年次（平成 25 年度入学生）には，基礎科目として哲学，文学，倫理学，心理学，法学，社会学，
人体の科学入門，統計学，数学，物理学，物理学実験，化学Ⅰ〜Ⅱ，化学実験，生物学，生物学実験，英語Ⅰ〜Ⅱ，
英会話，ドイツ語，スポーツ科学が，専門基礎科目として医療の基本Ⅰ，人体の構造と機能Ⅰ〜Ⅱ A，人体の構造と
機能Ⅰ〜Ⅱ実習，病理学，免疫学，情報科学，情報科学実習が，専門科目として検査機器総論が置かれている．
旧カリキュラムによる 2 年次（平成 24 年度以前の入学生）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，有臨床病理学総論，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．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，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，
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〜
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Ⅱ，生体工学総合演習Ⅱの各科目が配置されている．さらに，3 年次には，基礎科目としてドイツ語Ⅰが，専門基礎
科目として応用工学実験，デジタル信号処理，システム制御が，専門科目として医用材料学，医用超音波工学，医用
画像機器，機能代行機器実習Ⅲ，医用機器安全管理学実習，ヒトの病気Ⅲ，臨床実習，生体工学総合演習Ⅲ，Ⅳが配
置されている．
旧カリキュラムによる 4 年次前期には基礎科目として英語Ⅲ，英会話，ドイツ語Ⅱが，専門基礎科目として医療
の基本Ⅲが，専門科目として医用情報処理工学，医用工学，臨床工学，生体組織工学，放射線医学概論，救急救命論，
動物実験学，生体工学総合演習Ⅳ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 25 年度の実績と自己点検・評価
平成 25 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 8 年目にあたり，理学療法学科は 7 年目と
なる．看護学科では平成 21 年度からのカリキュラム改訂につづき，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している．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，さらに，健康医療科学科では平成 25 年度入学生
からこれまでのコース制を廃止し，主として臨床検査技師育成を念頭においた科目の統廃合を行った．
看護学科と健康医療科学科では全体講義および実習には一部階段式の大教室または専用の実習室を，グループ学習は
机が移動できる大教室または 14 室のセミナールームを使用，医用生体工学科では 50 名用の中教室や実習室，セミナー
ルームを使用した．理学療法学科では川角校舎を主とし，一部の科目では日高校舎での授業も実施した．
定期試験等については，30 周年記念講堂 2 階の講堂および校舎内の大教室および中教室を用いることで，前後期
それぞれ 3 週間の試験期間中，効率的かつ円滑に実施された．
1 〜 4 年次のカリキュラム構成については，各学科の責任のもとで点検・評価を実施し，改訂にあたっては学務委
員会での検討を経て，
教授会審議により決定される．完成年度を過ぎた理学療法学科では，平成 26 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 25 年度奨学生状況
平成 25 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
1年

（名）
2年

3年

4年

計

一種

36

26

21

30

113

二種

82

98

87

67

334

計

118

124

108

97

447

（大学院修士課程）
区分
1年

2年

計

（名）

一種

1

1

2

二種

0

0

0

計

1

1

2

（2）平成 25 年度奨学金貸与月額表
（保健医療学部）
・第一種奨学金貸与月額（無利子貸与）

（単位：円）

入学年度

年次

2013 〜 2009（H25 〜 21）

1〜4

自宅

自宅外

54,000

64,000

30,000

※入学年度は，1 種の貸与者に留年者（09 入学者）が含まれています．
・第二種奨学金貸与月額（有利子貸与）

（単位：円）

年次

希望額を選択

貸与月額の利率（年）

全学年

30,000・50,000・80,000
100,000・120,000

3.0％を上限とする変動利率

（大学院修士課程）
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（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

総論

9．附属図書館
平成 25 年度特記事項
1）8 月 5 日から 10 日までを臨時休館し，
蔵書点検を行った．結果を受けて，直近 3 回の蔵書点検で発見できなかっ
た平成 9 年度蔵書点検時不明図書の亡失除籍を年度末に行った（附属図書館）
2）10 月に行われた大学機関別認証評価実地調査の教育環境視察で，図書館（附属図書館，日高キャンパス分館）
がコースに含まれた（7 日，8 日）
3）県立久喜図書館（自然科学・技術資料担当）との間で連携について話し合いの機会をもった（11 月，附属図書館）
4）2014 年外国雑誌について，大幅な円安で購読費用が上がることから購読を中止する，電子化，あるいはドキュ
メントデリバリーサービスを利用するなどコレクションの見直しを行った（附属図書館）
5）附属図書館 2 階 AV 教育ルームが用途変更され，法人資料室となった（12 月）
6）8 月 19 日から 24 日までを臨時休館し，扱いを消耗品資料に変更したものの除籍及び参考図書の見直しを行っ
た（総合医療センター分館）
7）東館新築に伴って，図書館の東館への移転構想が明らかにされた（規模は縮小される見通し，総合医療センター
分館）
8）8 月 12 日から 24 日を臨時休館し，蔵書点検を行った（日高キャンパス分館）
9）懸案だった地デジ対応大型テレビ，業務用 FAX を取得した（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）
，田口宣行（TAGUCHI, Nobuyuki，係長，7 月から），忍田純子（OSHIDA,
Junko，主任）
，金子賢一（平成 26 年 2 月まで），小山有希子，廣瀬洋（7 月から），有期雇用 2 名，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，以上受付ともシルバー人材センター）
総合医療センター分館：張漢秀（CHO, Kanshu，
分館長），林美代子（HAYASHI, Miyoko，係長），百留悦子（HYAKUDOME,
Etsuko，主任）
，有期雇用 1 名，柴田里穂（パート，司書），斎藤英明（柴田里穂の産休・育休中を代替，7 月まで）
日高キャンパス分館：奥崎政美
（OKUZAKI, Masami，
分館長）
，
本多貞夫
（HONDA, Sadao，
課長補佐）
，
吉田真里
（YOSHIDA,
Mari，主任）
，村嶌秀徳（MURASHIMA, Hidenori，主任），中島裕美子，松坂敦子（兼担，国際医療センター）
川角キャンパス分館：新井美由紀（ARAI, Miyuki，主任，7 月から），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
4 月 1 日付で日高キャンパス分館長が奥崎政美教授（保健医療学部健康医療科学科）に交代した．同じく 4 月 1
日付で荒川浩明が短期大学図書館に転出し，
小山有希子（新採用）が附属図書館に配置された．6 月 1 日付で廣瀬洋（新
採用）が附属図書館に配置された．7 月 1 日付で田口宣行が係長（附属図書館）に，新井美由紀が主任（川角）にそ
れぞれ昇進した．柴田里穂の産休・育休中を代替していた斎藤英明の勤務が終わり（7 月 22 日付），7 月 31 日付で
柴田里穂が職場復帰した（平成 26 年 3 月まで，川越）．2 月末日付で金子賢一が退職した（毛呂山）．3 月末日付で
鈴木洋通館長が退任した．同じく 3 月末日付で定年退職に伴い奥崎政美分館長が退任した．同じく 3 月末日付で小
野澤繁雄（事務長）
，柴田義貴（課長，情報教育・管理室）が定年退職した（毛呂山）．田口宣行，鈴木智絵がそれぞ
れヘルスサイエンス情報専門員（基礎）の認定を受けた（4 月 1 日付，10 月 1 日付）．松坂敦子が永年勤続表彰（30
年）を受けた（1 月 4 日）
．廣瀬洋が 2013 年度情報検索応用能力試験 2 級に合格した（1 月 24 日付）．NPO 日本医
学図書館協会（以下 JMLA）監事（小野澤繁雄，5 月まで），JMLA 診療ガイドラインワーキンググループ委員（金子
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賢一，6 月から平成 26 年 2 月まで）
，JMLA 機関誌「医学図書館」編集委員会委員（百留悦子），INFOSTA（一般社
団法人情報科学技術協会）出版委員会委員（田口宣行）
3-2．業務（特記事項）
1）附属図書館
・平成 25 年度図書館委員会（2 回開催，6 月 18 日，10 月 29 日）
・図書の One テーマ展示開始（4 月）
・大学機関別認証評価エビデンス集（データ編）で表 2-23（図書，資料の所蔵数），同じく 2-24（学生閲覧室等）
についてデータ（全学）提供（5 月）
・大学の新ミッションを職場単位で具体化してゆくための標語（全学，「利用者の世界を広げるために」）を決め，
それぞれ事務室内ポスター掲示（6 月）
・実地修練生（1 名）の利用者登録を行なった（9 月）
・消費税増税に伴う経過措置対応を行なった（対象は日高，川角を含む 2014 年年払国内学会誌，9 月中に更新手
続をし，年度内に支払う）
・台風 26 号関東至近通過に伴う雨漏り対応（10 月）
・大学機関別認証評価実地調査，2 日目（10 月 8 日）の評価員との面談（基準 2）では，図書館に触れられず，
前日の医学部学生との懇談内容から，学生の要望（10 時くらいまで開館して欲しい）が示された
・医学部定員贈認可申請に係る基本計画書作成方について，一部原稿を作成した（平成 26 年 1 月）
・2 階 AV 教育ルームが用途変更され，法人資料室となったことを受けて，一部図書館所蔵部分について，所在区
分を変更し法人資料室に動かした（12 月）
・南岸低気圧の通過に伴う大雪対応（平成 26 年 2 月 8 日，15 日）
・研究室等 6 学科から返却された雑誌（15 タイトル）について，購入後 10 年が経過し所蔵と重なるものの処分
手続きを行った（3 月）
・未納外国雑誌返戻手続き（3 月）
2）情報教育・管理室
・提供中の「今日の診療 Web 版」の 3 タイトルで収録書籍データの更新が行われ（6 月 10 日），1 タイトルが新
規収録，2 タイトルが代替新規収録された（トータルでは 14 タイトルになる）
・提供中の（データベース）JCR on the Web の名称が Journal & Highly Cited Data に変更され，内容も一部変更
された
・
「2014 年外国雑誌値上がりの傾向とその対策」提案（平成 25 年度第 2 回図書館委員会，10 月 29 日）
3）総合医療センター分館
・平成 25 年度総合医療センター分館図書館委員会（3 回開催，5 月 22 日，9 月 19 日，12 月 12 日）
・オープンホスピタル（10 名来館，7 月 12 日）
・利用マナーを喚起するための案内を作成し，医学生控室と館内に掲示した（7 月）
・東館（管理棟）への移転構想のなかで図書館の大幅縮小が計画されたことから，現行機能の必要性を理解しても
らうために利用実績の取りまとめ，利用者アンケートを行った（12 月，報告，平成 26 年 1 月 9 日科長会）
4）日高キャンパス分館
・平成 25 年度日高キャンパス分館図書館委員会（3 回開催，5 月 13 日，9 月 13 日，12 月 20 日）
・オープンキャンパス対応（6 月 23 日，7 月 20 日〜 21 日，8 月 24 日〜 25 日，10 月 13 日，11 月 17 日）
5）川角キャンパス分館
・理学療法学科 3,4 年生の実習期間に合わせた長期貸出扱い（年 1 回，2 回）
・定期試験期間中の土曜日を開館する（9 月 7 日，14 日；平成 26 年 2 月 1 日，8 日，22 日）
3-3．設備ほか
1）附属図書館
・3 階一般書架一部天繋ぎ耐震固定工事（4 月）
・パンフレットスタンド（スチール製，大，小）取得（10 月）
・業務用 PC（4 台，更新）取得（平成 26 年 1 月）
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，4 月）
・利用者用ノート PC（2 台）取得（9 月）
3）日高キャンパス分館
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・業務用（カウンター）PC（2 台，更新）取得（平成 26 年 1 月）
4）川角キャンパス分館
・地デジ対応テレビ取得（7 月）
・FAX（更新）
，CD・DVD 用キャビネット取得（平成 26 年 1 月）
・業務用（カウンター）PC（2 台，更新）取得（1 月）

4．利用状況
4-1．館内利用
年間の入館者数，貸出者数，貸出冊数は，4 館全体ではともに微増となった（前年度比 101％）．入館者数には各
館に増減があるが，貸出実績ではともに前年度並みの件数となっている．
4-2．図書館間相互貸借サービス
貸し件数は前年度並み，ほぼ同数である．借り件数は大体 1 割減となった．後者のこの間の減少傾向は，雑誌電
子化の広がりが影響していると思われる．
4-3．文献検索サービス
国内，海外医学文献データベースとも利用件数はそれぞれ前年度比 104％，127％となっていて，内訳でも一部を
除いて個々に利用の伸びが認められた．

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第二学科 1 年生構内見学ツアーの一部として，館内見学（4 月 12 日）
・西武学園文理高等学校 1，2 年生 40 名余館内見学（5 月 18 日）
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（4 月 2 日）
3）日高キャンパス分館
・新入生オリエンテーション（4 月 9 日〜 12 日）
・新入生館内ツアー（4 月 15 日〜 18 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 11 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
1）附属図書館
・日本重症児福祉協会主催重症心身障害認定看護師（埼玉県教育機関）研修の研究科目課題で，文献検索講習が行
われた（受講生は，光の家療育センターを含む県内 4 施設から 13 名，4 月 12 日）
・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（対象は大学病院看護師，5 月
9 日，忍田純子）
2）日高キャンパス分館
・文献検索講習（医用生体工学科 3 年，4 月 18 日，本多貞夫）
・文献検索講習（看護学研究科看護学専攻 1 年生，5 月 11 日，本多貞夫）
・文献検索講習（理学療法学科 1 年生，7 月 17 日，24 日；看護学科 1 年生，7 月 19 日，26 日，本多貞夫）
・文献検索講習（健康医療科学科 3 年生，9 月 10 日，本多貞夫）

6．研究
6-1．研修ほか
1）JMLA 第 84 回総会・分科会（5 月 23 日から 24 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 26 回通常総会（5 月 6 日，忍田純子）
3）平成 25 年度図書館等職員著作権実務講習会（7 月 24 日〜 26 日，小山有希子（初日のみ），鈴木智絵）
4）JMLA 第 20 回医学図書館員基礎研修会（8 月 26 日から 28 日まで，3 日間，小山有希子，廣瀬洋，中島裕美子）
5）JMLA 文献検索講習会（上級）
（8 月 29 日〜 30 日，2 日間，金子賢一）
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6）日本看護協会第 46 回研究会（10 月 5 日，鈴木智絵）
7）
NII
（国立情報学研究所）
平成 25 年度第 2 回目録システム講習会（雑誌コース，10 月 24 日から 25 日まで，2 日間，
中島裕美子）
8）JMLA 第 20 回医学図書館研究会・継続教育コース（11 月 6 日から 8 日まで，3 日間，研究発表「学術情報ビ
ジネスの動向 2013」を含む，田口宣行）
9）第 14 回図書館総合展フォーラム（11 月 29 日，鈴木智絵，30 日，新井美由紀，柴田義貴）
10）図書館と県民の集い埼玉 2013（12 月 1 日，廣瀬洋）
11）SALA（県大学・短期大学図書館協議会）第 25 回研修会（12 月 10 日，テーマ「ビブリオバトル」，廣瀬洋）
12）学認シンポジウム（Japan Identity & Cloud Summit 2014）（平成 26 年 1 月 14 日，15 日，2 日間，廣瀬洋）
13）平成 25 年度 JUSTICE（大学コンソーシアム連合）総会（2 月 26 日，田口宣行）
14）製本講習会（MARUMIZUGUMI，3 月 1 日，鈴木智絵，新井美由紀）
6-2．論文ほか
1）田口宣行 .「ビブリオバトル入門 :
（BookReviews）
．

本を通して人を知る・人を通して本を知る」

医学図書館．2013; 60（3）: 368.

2）田口宣行．文献管理ツールの選び方から活用まで：効果的な広報のために . 医学
図書館．2013; 60（3）: 273-277.

7．補助金 なし
8．統計（平成 25 年度）
開館日数
年間入館者数
年間受入冊数（注 1）
和
洋
計
視聴覚資料年間受入点数（注 1）
国内
外国
計
蔵書冊数（注 1）
和
洋
計
視聴覚資料所蔵点数（注 1）
国内
外国
計
受入雑誌種類数（注 2）
和
洋
計
館外貸出
貸出者数
貸出冊数
相互貸借件数
貸し件数
借り件数
文献検索件数（注 3）
ネットワーク 1
ネットワーク 2
複写枚数
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毛呂山
288
33,155

川越
273
18,861

日高
276
51,796

川角
243
12,216

116,028

3,537
840
4,377

800
69
869

1,558
4
1,562

655
28
683

6,550
941
7,491

65
0
65

6
0
6

104
0
104

16
1
17

191
1
192

138,083
131,889
269,972

16,505
7,011
23,516

29,292
2,371
31,663

7,403
518
7,921

191,283
141,789
333,072

1,293
874
2,167

222
16
238

1,173
6
1,179

172
31
203

2,860
927
3,787

675
205
880

135
18
153

156
16
172

56
9
65

1,022
248
1,270

3,997
7,942

988
1,831

5,601
10,494

2,515
4,842

13,101
25,109

13,790

―

1,125

6,255
2,916
152,929
60,746
50,146

計
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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 46,514 件，JDreamII 1,477 件，
今日の診療 Web 版（電子ブック）1,970 件，メディカルオンライン（国内誌 PDF）98,781 件，CiNii 総検索数
2,969 件（うち定額分コンテンツ表示

1,023 件），最新看護索引 Web 1,218 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 6,927 件，PubMed 51,120
件，STAT!Ref（電子ブック）230 件，CINAHL with Full Text 243 件，JCR on the Web 677 件，Scopus 1,181 件，
DynaMed165 件，AccessMedicine（電子ブック）203 件）

9．自己点検・評価
・創立 50 周年に向けた事業準備のため，附属図書館 2 階 AV 教育ルームが法人資料室へ用途変更された（11 月）
．
ここに委員長を山内俊雄名誉学長とした「埼玉医科大学を創った人たち（仮称）」刊行準備委員会が置かれ，第
3 回（12 月 27 日）から小野澤繁雄（附属図書館）が加わった．蒐集資料の一部図書館所蔵部分について所在
区分を付替えてこの室に動かした．
・県立久喜図書館の自然科学・技術担当 2 名が連携の在り方を探って来館した（11 月 12 日）．話し合いの結果，
文献複写の受付，
レファレンスサービス支援（試行）などで合意ができた．直後に，向こうの健康・医療情報コー
ナー案内チラシを受領，大学病院内の患者さんに手に取ってもらえる場所に置いてもらう，こちらの市民公開講
座チラシを送付するなどのやりとりがあった．
・東館（管理棟，新築）への移転構想のなかで，総合医療センター分館の大幅縮小が計画されたことから，現行機
能の必要性を明らかにするために利用実績の取り纏め，利用者アンケートを行った（12 月，報告，1 月科長会）
・2014 年電子コンテンツの見直しが行われた．過去 3 年間で複写利用 0 件の外国雑誌 39 タイトルを含む 64 タ
イトルの購読を中止し，電子版が有利な BMJ など 7 タイトルを電子化する．一部中止タイトルについて，新
たに ReprintsDesk（ドキュメントデリバリーサービス）で対応する．人文系タイトルを新規に 4 タイトル（う
ち国内誌が 2 タイトル）追加する．なお，研修管理委員会の求めほかを受けて，臨床支援ツール UpToDate の
2015 年導入に向けた検討を平成 26 年度に優先的に行う．
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10．ゲノム医学研究センター
1．構成員
所長

岡﨑

康司（OKAZAKI Yasushi）: 教授：運営責任者：研究主任

副所長

奥田

晶彦（OKUDA, Akihiko）
：教授：教育主任

部門長

黒川

理樹（KUROKAWA, Riki）
：教授：遺伝子構造機能部門

井上

聡 （INOUE, Satoshi）
：客員教授：遺伝子情報制御部門

奥田

晶彦（OKUDA, Akihiko）
：教授：発生・分化・再生部門

片桐

岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：教授：病態生理部門

岡﨑

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

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

西本

正純（NISHIMOTO, Masazumi）：講師：RI 実験施設

横尾

友隆（YOKOO, Tomotaka）
：助教：実験動物施設

その他のメンバーに関しては，各部門を参照

2．目的
2000 年（平成 12 年）のヒトゲノム解読プロジェクトにより生み出された「ヒトゲノムのドラフトの解明」と
いう成果を受けて，埼玉医科大学は，その莫大な情報を医学の発展のために有効活用する為の研究所の設立を計画
し，その翌年の平成 13 年 9 月に，ゲノム医学研究センターを設立した．そして，当該年度は，研究所が発足してか
ら 12 年目の年に当たる．研究所開設当初は，6 つのコア部門のうち，4 つの部門しか活動しておらず，研究内容も，
いわゆる基礎研究が中心であったが，まもなく 6 部門全ての活動が始まり，また，平成 17 年には基礎と臨床の連携
を促進するトランスレーショナルリサーチ部門を開設することで，研究所本来の目的を達成する為の基盤が強化され
た．平成 19 年には，当センターと同じ敷地内に国際医療センターが開設され，臨床応用の為の研究を行う環境が整っ
た．本研究所は，癌研究，幹細胞研究，網羅的ゲノム解析研究など，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
研究所である．なお，昨今は DNA シーケンスの技術が目まぐるしい勢いで進歩し続けており，私たちが当初想定し
ていた以上に成果を生み出す為のドライビングフォースとなっている．このような状況から，私たちは，DNA シー
ケンス技術の進歩と伴に研究を発展させ，本センターの当初からの目標である，研究成果の未来医療への還元を真に
具現化したいと考えている．

3．活動報告
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」が平成 24 年度でもって終了し，平成 25 年度からは，
「次
世代医療を指向するゲノム医学総合研究拠点の創生と展開」と銘打った新たな研究プロジェクトを発足させた．この
研究プロジェクトは，次世代シーケンサーを用いたゲノム解析，トランスクリプトーム解析，エピゲノム解析などを
積極的に取り入れ，科学分野における DNA シーケンス技術の発展をゲノム医学の発展に直に結びつけようとするも
のである．また，このプロジェクトが効率よく成果を挙げる為の基盤を作るために，日本政府の補正予算等を活用さ
せていただき，ハイエンド細胞イメージアナライザーなど，各種大型機器を装備するとともに，超低温冷凍庫等，平
成 13 年のセンター開設当初に導入し，老朽化のために使用不能になった機器を新規のものと入れ替えた．なお，当
該年度においても，ゲノム医学研究センターとして数多くの原著論文を発表することができた．それら発表論文の中
で最も特筆すべき論文は，COX7RP という遺伝子が，5 つのミトコンドリアに存在する呼吸鎖複合体同士の結合を制
御することで筋肉運動の持続力を生み出すことを明らかにした論文（Nature Communications 4, 2147, 2013）であ
ろう．
教育に関しては，ゲノム医学研究センターとして学部学生の系統講義を担当する機会は少ないが，課外（夏期）学
習プログラム等を利用して，学生と触れ合う機会を積極的に持つことで，リサーチマインドを持った学生の育成等に
貢献できていると考えている．なお，ゲノム科学部門が担当しているプログラム「一人一人の遺伝子型の違いを体感
して，テーラーメード医療について考えよう」
「法医学や親子鑑定で用いる DNA 鑑定をやってみよう」は，大変多く
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の学生からの参加希望がある人気のプログラムになっている．

4．評価と次年度目標
平成 20 年度から 24 年度までの 5 年間の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」において，合計 248 編の原著論文を発表す
ることができ，2 名の評価者の両者から最高ランクの「A」評定を頂いた．平成 25 年度からは，やはり 5 年間の予
定で，新たな研究プロジェクト「次世代医療を指向するゲノム医学総合研究拠点の創生と展開」を発足させた．本プ
ロジェクトでは，次世代シーケンスの技術を医学の発展のために活用することを中心課題に据えているが，前回のプ
ロジェクトよりも，さらに質の高い，より臨床の現場に直結した成果を生み出していきたいと考えている．
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11．医学教育センター
1．構成員
センター長 : 荒木信夫（ARAKI, Nobuo）: 兼担，神経内科教授，H.24.4.1 〜 H.26.3.31
総合医療センターブランチ長：三橋知明（MITSUHASHI Tomoaki）: 兼担，総合医療センター臨床検査医学教授，
H.24.4.1 〜 H.26.3.31
国際医療センターブランチ長：松本万男（MATSUMOTO Kazuo）: 兼担，国際医療センター心臓内科教授，
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
医学教育センターは，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ータルに考え，埼玉医科大学の明日を創造する」をスローガンに活動を行っ
てきた．
その後，入試部門はアドミッションセンターへ，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，医学教育センターは，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
レーション教育部門が新設され，8 部門 5 室体制となった．
平成 25 年度から，これまでの基本学科の一つであった医学基礎を改組した形で，医学教育センター内に教養教育
部門が新設され，9 部門 5 室体制で活動を行うこととなった．教養教育部門には医学基礎に所属していた教員に加え
て，新たに 7 名の教員が採用された（大間講師，小島講師，鈴木講師，土田講師，西脇講師，藤森講師，米岡講師）
．
部門長には兼担で生化学教室の村越教授が任命され，また同じく魚住講師も兼担となった．平成 26 年 1 月より生理
学の中平講師が准教授に昇格して教養教育部門に配置転換となった．平成 26 年 3 月末で赤間教授，勝浦准教授が定
年退職となり，小島講師は一身上の都合により退職となった．

3．自己点検・評価
医学教育センターは発足以来，医学教育センターの設立時の目標を見失わないよう，注意を払いつつ，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．
医学教育センター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，医学教育センター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．
（1）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 24-25 年度の特記事項をあげる
と以下のようになる．
卒前教育委員会委員，各科教育主任，各ユニット UD が参加する卒前教育合同会議に，各学年より学生委員 2 名が
参加する形となった．
「第 3 回医学部医学教育フォーラム」を 9 月 14 日に開催した．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「第 3 回卒前医学教育部門ワークショップ」を 5 月 11 日，
12 日に開催した．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 25 年度第 12 回を，実質的な事務
レベルにおいても 3 病院の研修管理委員会主催，FD 部門は共催という形で，大学病院研修管理委員会開催した（FD
部門）
．
平成 24 年度より，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，
その効果については継続的に評価を行い，数年後に見直す方針である医学生の倫理・社会的行動教育 WG が組織され，
教室における学生の行動規範が制定された（企画部門）．
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
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多職種連携・チーム医療教育」を応募して獲得した補助金をもとにシムマン 3G 等のシミュレータを購入した（シミュ
レーション教育部門）
．
（2）授業関係で主な変更点は以下の通りである．
人体の構造と機能 2 年コースのプログラム改革を行い，ユニットを領域毎に集約し，演習の時間を増やした．
医学概論 1 年では，キャリア・デザイン教育の一環として，スモール・グループで割り当てられた教授クラスの
教員と面談し，キャリアについて話を伺い，発表するというキャリア・デザイン演習が導入された．マッチング応募
前の 6 月にはキャリア・デザインを目指した 6 年生集会が企画された．
臨床入門ユニットにおいて，新たに 1 年では小中学校教育見学実習が，3 年では薬剤業務やリハビリテーション業
務を見学する他職種業務見学実習が導入された．
5 年生の臨床実習において，実習を通した学習効果を高める紙面を利用したログブックが導入され，日々の実習の
振り返りを行う方針となった．
従来，夏期休暇に行われていた夏期休暇中プログラムは拡充されて，「通年プログラム」（略称：通年プロ），「夏期
休暇プログラム」
（略称：夏期プロ）
，
「春期休暇プログラム」（略称：春期プロ）を含む形で，「課外学習プログラム」
に発展した．
（3）新しい学習環境
平成 25 年 3 月に，自習スペースとして新たに 2 階建ての 16 号館「落合ホール」が落成した．16 号館の地下に
学生のロッカーが移動した．また職員寮の内装を一新して勉強会室とし，6 年生勉強会班の勉強スペースとして活用
されることになった．
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12．医学研究センター
医学研究センターは以下の 7 部門で構成され，それぞれが異なる視点から研究を支援した．
1）研究支援管理部門：外部資金獲得の支援や学内グラントに関わる．
2）知財戦略研究推進部門：知的財産の管理や TLO 活動に関わる．
3）共同利用施設運営部門：各種共同利用施設の運営に関わる．
4）安全管理部門：RI，DNA，薬物，環境，動物，感染など，研究活動における安全管理に関わる．
5）フェローシップ部門：大学院生以上助手未満への経済的支援に関わる．
6）研究主任部門：基本学科と医学研究センターの情報共有に関わる．
7）研究評価部門：研究活動の内部評価や外部評価に関わる．
全キャンパス両学部から選出された構成員からなる運営会議を月に 1 度開催し，活動している．部門内での会議
も適宜開催されている．
平成 25 年度は大学機関別認証評価を受審した．前回（7 年前）とは異なり，研究活動の評価は大学の自主的基準
に任されたが，概ね高評価を得ることができた．
また，昨今の研究事情を反映して，大学院生を含む研究者に対しての研究倫理教育の必要性が叫ばれている．本学と
しても全学で取り組む体制を整備する．具体的には，研究者育成のための行動規範教育を標準化し，教育システムを
e-learning として全国展開する「CITI Japan プロジェクト」への参加を具体的に検討中である．これは文科省主導の
プロジェクトである．このプログラムの受講は一部の公的グラントを受ける際に必須となっている．本学では，大学
院教育と公的研究費管理体制にこの教育システムを組み込む作業を優先していく．
論文，学会発表などの情報は研究業績データベースに個人が入力したデータをベースとしてまとめている．25 年
度の人事考課（26 年 6 月開始）からこのデータベースへの入力を必須とした．背景には常勤医師が筆頭著者となっ
た英文論文数を正確に把握することが病院評価に直結するようになった昨今の事情がある．この情報の管理（質問へ
の対応やパスワードの発行など）には医学研究センター研究評価部門があたっている．特許に関する情報は医学研究
センター知財戦略研究推進部門が一元的に把握している．特許を含む知財活動状況については，本学は私立医科大学
中第 4 位という高いレベルを維持している．
安全管理面においては，毛呂山キャンパス動物実験施設の動物感染対策が進行中である．また，すでに整備されて
いる共同利用実験室（ベンチは予約制で，保管スペースなどは低価格の受益者負担で運用される）の利用者は増加の
一途をたどっている．
文科省科研費の申請件数を増やし，資金獲得を振興するため，平成 24 年度から学内グラントの申請システムを変
更している．具体的には，申請資格者を「前年度の文科省科研費に応募したが採択されなかった者」とし，日本学術
振興会・文科省での審査結果も学内評価の参考にして学内グラントを配分している．そのかいあってか，前年度の文
科省科研費に申請したが不採択となり，翌年度に学内グラントを得た研究者のうち数名がその翌年の文科省科研費に
採択されている．
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13．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 25 年度は，
「学生相互交換留学制度」が始まって 19 年目を迎え，本年度までの本制度を利用した留学生総数
は 660 名を数える．
平成 18 年度より開始した「春季語学研修制度」では，オーストラリア・ゴールドコーストでの研修に 13 名の
参加があった．もう一方の研修地であったアメリカ・サンフランシスコでの研修をロサンゼルス郊外に変更し，21
名の参加者があった．医学部・保健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おり，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．
平成 21 年度に開始した「教員短期留学制度」は今年度 5 年目となり，昨年に引き続き 5 名の留学者を派遣する事
ができた．この制度は教員の教育，研究，診療の活動と国際的視野に立った文化的，社会的な理解を深めることによ
り本学に貢献する人材の育成を目的としている．また，交換留学協定により，ペーチ大学から歯科・口腔外科に留学
者を受け入れた．センメルワイス大学からの留学者は先方の都合により，今年度枠として次年度以降に受け入れる予
定である．また，その他の教職員の受け入れとして，中国山西省人民病院から 3 名の留学者の受け入れをそれぞれ
腎臓内科，国際医療センター放射線腫瘍科，消化器・一般外科にて行った．
その他の活動として，平成 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ほぼ隔週にて English Cafe
という学生向けの英語会話レッスン行っている．また，学生相互交換留学参加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（International Education and Training
Center）NEWS を発刊し，3，4 号を刊行した．また，10 月の大学祭（越華祭）において 2 日間わたり展示発表など
を行い，内外学生，ご父兄，入学希望者，学内教職員等に本センターの活動への理解に努めた．また，平成 24 年度
の学生相互交換留制度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 次期国際交流センター長 田中淳司）

65

総論

14．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：代表指導教員（大学院）：地域医療：
博士

柴﨑

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

大野

洋一（OHNO, Yoichi）
：准教授：研究主任：指導教員（大学院）：地域医療，高血圧：博士

荒木

隆一郎（ARAKI, Ryuichiro）
：助教：教育副主任：大学院教員：博士

宮﨑

孝（MIYAZAKI, Takashi）
：助教：研究副主任：大学院教員：博士

高橋

幸子（TAKAHASHI,Sachiko）
：助教

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
岨

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

伊藤

功（Ito, Isao）

武田

光史（TAKEDA, Mitsushi）中根

大久保
羽生

菅野

修一（ADACHI, Shuichi）

義彦（KANNO, Yoshihiko）

毅 （OHKUBO,Takeshi）

晴幸（NAKANE, Haruyuki）
齊木

実 （SAIKI Minoru）

真由子（HANYU, Mayuko）

＜非常勤事務員＞
長島

公子（NAGASHIMA,Kimiko）

平栗

陽子（HIRAGURI,Yoko）

＜専攻生＞
望月

徹（MOCHIZUKI, Tohru）

濱田

幸宏（HAMADA, Yukihiro）

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育の目標としては，地域，環境，職場などの地域社会における健康関連事象に関する課題について関心を持
ち，その現状を把握し，原因に関する知見や現在社会でとられている対策を理解することを通じて，医師としてその
課題の解決方法を考えるための知識・技能・実践する能力を身につけるとともに，社会医学的・予防医学的な心を持
ち，地域医療に貢献できる臨床医となるための素養を育むことである．卒後教育は，衛生学，なかでも予防医学の理
論とその応用を教授研究し，その学問的修練を極めて衛生学，予防医学の発展に寄与することを目的とした．具体的
には，環境保健，産業保健，生活習慣病予防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，医療総論，内科総論），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
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（Interprofessional Education：IPE）を取り入れ，希望する学生が，埼玉県立大学保健医療学部の看護，健康開発，理学，
作業，
社会福祉学科の学生と一緒に地域医療機関で学ぶ IP 演習に参加した．この IP 演習と，地域の福祉施設，小中学校，
健診センター等での活動に参加する地域医療・地域保健体験実習，従来から実施している学生ひとりが環境・食品・
職業・地域医療に関するテーマを 1 テーマ担当し，教員の指導のもと，既存資料の収集や実地調査を行い，学術論
文形式の報告書を作成し，成果報告を行う調査解析実習の 3 種類の形態の実習を平行して実施した．
「良医への道」コース「臨床入門」ユニットにおいては 1，2 年生で社会福祉法人毛呂病院光の家療育センターでの，
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 1 年生の小中学校教育体験実習，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 12-13 人のグループ単位で半日の実習を 10 週間実施した．
2 年生については，21-22 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．小中学校教育体験実習では，近隣の小学校へ 10 人，中学校へ 15 − 16 人
がクラスに分かれ，児童生徒の学習・生活に関わり，保健指導を行った．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．3 年生の医学概論では，一部学生が城西大学薬学部学生と緩和医療の IPE（演習）を行った．また，
4 年生臨床推論実践的ケーススタディを 16 週担当したほか，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 42 コマ，化学Ⅰ．Ⅱ 15 コマ，遺伝子検査学
8 コマ , 衛生管理学 2 コマ，公衆衛生学実習 45 コマ，疫学 15 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 9 コマ，内科学 1 コマ，理学療法学科では内科学 1 コマ，計 162 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 2 コ
マを担当した．短期大学においても公衆衛生学の補講を 2 コマ担当した．
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，文部
科学省大学間連携共同教育推進事業
「彩の国大学連携による住民の暮らしを支える連携力の高い専門職育成」プロジェ
クトの IPW 実習試行事業に，医学部がそれぞれ 6 名，3 名，6 名，地域医療に関する調査解析プログラムに医学部
生 2 名が参加した．
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 229 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 43 名と課外にも 6 名が参加し，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 23 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，文部科学省私立大学等総合支援事業タイプ 2 に採択され，
高機能人型シミュレーターを用いた卒前，卒後の IPE にスキルスラボと協力して取り組んだ．次年度は，4 年生の地
域社会と健康ユニットにおいては，地域医療実習の質の向上を図るとともに，地域医療では必須となる在宅医療・緩
和医療に関する講義を取りいれるなどの充実を図り，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
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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亜鉛欠乏ラットにおける Erythropoietin および HIF1 αの発現について（宮﨑孝，佐藤真喜子，鈴木洋通）
②亜鉛欠乏下の骨密度の低下と FGF23 との関連（宮﨑孝，佐藤真喜子，鈴木洋通）
③糖質制限下における肝臓でのグリコーゲン合成と亜鉛含有転写因子ＧＡＴＡ 4 の関与（宮崎孝，佐藤真喜子，
鈴木洋通）
④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，佐藤真喜子，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，望月徹，佐藤真喜子，
鈴木洋通）
⑥ダイエットによる亜鉛含有転写因子 GATA4 の糖代謝・脂質代謝における役割（宮崎孝，鈴木洋通）
⑦地域感染症・学校感染症の時空間疫学（柴崎智美，荒木隆一郎，佐藤真喜子，大野洋一，鈴木洋通）
⑧感染症伝播のシミュレーション疫学（荒木隆一郎，佐藤真喜子，柴崎智美，鈴木洋通）
⑨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）
⑩わが国の複産出生動向に及ぼす不妊治療・生殖補助医療の影響 : Age-Period-Cohort 解析による検討（荒木隆一郎 ,
鈴木洋通 - 本学産科婦人科学との共同研究）
⑪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）
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，高橋幸子，大野洋一，荒木隆一郎，宮﨑孝，佐藤真
喜子，鈴木洋通）
⑯医学部卒業生に対する IPE の効果の検証（柴﨑智美，高橋幸子，鈴木洋通）
3-3．研究内容と達成度
①亜鉛過剰ラットの赤血球合成に関連する Erythropoietin の発現が低下し，その上流にある HIF1 αの遺伝子およ
びタンパク発現が低下していた．
②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．
③亜鉛の欠乏状態では，SGK3 βのリン酸化の低下，その下流にある Glycogen 合成酵素のリン酸化が低下するこ
とが明らかになり，亜鉛が Glycogen 代謝に強く関与することが明らかになった．
④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．また，セロトニン合成酵素であるＴＨの遺伝子発現が亜鉛の欠乏で低下していた．
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亜鉛の欠乏により，脂質代謝，特に TG の取り込みに関与する GATA4 遺伝子の発現は低下する傾向が認められた．
⑦地域感染症・学校感染症の時空間疫学：文科省私立大学等活性化事業補助金により感染症 GIS ネットワークシス
テムを導入することとなり，市町村・学区レベルの小地域での感染症流行状況を地図上にマッピングする上での
問題点を検討した．また，小地域ごとの感染性胃腸炎流行状況の特徴について検討した．
⑧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．
⑨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：NEDO イノベーショ
ンベンチャー支援事業による株式会社ライフ，本学口腔外科との共同研究により，新規な組織加圧機構を備えた
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従来装置との性能の違いを明らかに
した．
⑩わが国の複産出生動向に及ぼす不妊治療・生殖補助医療の影響 : Age-Period-Cohort 解析による検討：ゴナドト
ロピン製剤による排卵誘発が一般化する以前の複産出生割合の母体年齢（5 歳階級）依存性を解析し，40 歳未
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満では加齢とともに複産出生割合が直線的に増加することを見出した．また Age-Period-Cohort 解析により，複
産出生割合の母体年齢，時代背景，母体出生コホート効果を解析し，わが国の複産出生割合が時代ごとの不妊治
療・生殖補助医療の状況，母体年齢構造および母体出生コホートの変化と密接に関連していることを明らかにし
た．
⑪健診受診率の向上がかなり達成され，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．特に酸化ストレスの改善と中心血圧の低下が明らかになった．
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．個別に正規確率分布に基づき血圧変動する時系列モデルを新たに作成した．
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・地域医療体験実習導入に関する研究：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が，特に診療所では，学生の満足度も高く，意欲の向上がみられた．
⑯医学部卒業生に対する IPE の効果の検証：平成 23 年度 24 年度卒業生に対して，地域医療実習の学びや現在の
連携についての意識に関する調査を行い，医師になってからの連携力に差があることを明らかにした．
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，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，埼玉
県がん対策推進協議会がん教育部会委員，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．Takeda R, Ogura T, Ooigawa H, Fushihara G, Yoshikawa S, Okda D, Suzuki H, Araki R, Kurita H. A practical
prediction model for early hematoma expansion in spontaneous deep gangliotic intracerebral hemorrhage. Clin
Neurol Neurosurg 2013;115（7）:1028-31.
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2．Nakajima H, Nemoto M, Torio T, Takeda R, Ooigawa H, Araki R, Kurita H. Factors associated with blunt
cerebrovascular injury in patients with cervical spine injury. Neurol Med Chir（Tokyo）2014;54（5）:379-86.
3．Fukushima Y, Yoda T, Kokabu S, Araki R, Murata T, Kitagawa Y, Omura K, Toya S, Ito K, Funayama S, Iwabuchi
H, Asano K, Imai Y, Negishi A, Yokoo S, Matsumoto G, Kubota E, Watanabe H, Kusama M, Onizawa K, Goto T,
Nakamura S, Nakazawa R, Harada K, Fujibayashi T. Evaluation of an oral moisture-checking device for screening
dry mouth. Open J Stomatol 2013;3（8）:440-6.
4．Ishihara O, Irahara M, Okagaki R, Kuibayashi Y, Saito H, Yoshida J, Araki R, Kugu K, Kuwabara A, Yano T.
Annual report of Reproductive Endocrinology Committee, Japan Society of Obstetrics and Gynecology, 2013.
2.Multiple pregnancies after controlled ovarian stimulation in non-ART infertility treatment cycles: Populationbased study in Japan. J Obst Gynaecol Res 2014;40（2）:349-52.
5．上條篤，杣知行，内田義孝，荒木隆一郎，小林威仁，井上準，小宮山謙一郎，徳山研一，加瀬康弘，永田真 .
気管支喘息患者における鼻炎の合併率―季節による変動― . アレルギー 2013;62（12）:1642-50.
6．坂本圭，小渕千絵，城間将江，松田帆，関恵美子，荒木隆一郎，池園哲郎 . 人工内耳装用者の聴覚的時間情報
処理に関する研究〜倍速音声に対する統語修復の効果〜 . Audiology Japan 2014;57（1）:92-98.
7．Yokota K, Sato K, Miyazaki T, Kitaura H, Kayama H, Miyoshi F, Araki Y, Akiyama Y, Takeda K, Mimura T.
Combination of tumor necrosis factor α and interleukin-6 induces mouse osteoclast-like cells with bone
resorption activity both in vitro and in vivo. Arthritis Rheumatol. 2014 Jan;66（1）:121-9.
8．Takenaka T, Watanabe Y, Inoue T, Miyazaki T, Suzuki H. Fibroblast growth factor 23 enhances renal klotho
abundance. Pﬂugers Arch. 2013 Jul;465（7）:935-43.
9．Takenaka T, Inoue T, Ohno Y, Miyazaki T, Nishiyama A, Ishii N, Suzuki H. Calcitriol supplementation improves
endothelium-dependent vasodilation in rat hypertensive renal injury. Kidney Blood Press Res. 2014;39
（1）
:17-27.
10．大野洋一 RAS と CKD と血栓性疾患の発症制御 . Angiotensin Research・先端医学社 . 2014.01. 11（1）:23
論文 17 篇，学会発表総数 20 件（筆頭演者 12 件，共同演者 8 件），学会招待講演 1 件である．
6-2．獲得研究費
H25 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ス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，専門職連携・チーム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，全学的な地域医学・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 25 年度には支援件数 98 件（再依頼を含む），論文 13 件（共著 11 件，
謝辞 2 件）
，学会発表 3 件と，学内の臨床研究の活性化に寄与した．平成 24 年度から取り組む 4 大学連携力育成プ
ロジェクトにおいても県内の専門職育成のための取り組みに積極的に参加し，卒前学生を対象とした試行事業のほか，
4 大学教職員ワークショップや県民を対象とした研修会を開催した．さらに今年度は，私立大学等改革総合支援事業
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タイプ 2 に，本センターが地域と連携して取り組む感染症情報収集システムや地域医療人の育成を目的とした高機
能人型シミュレターを用いた専門職連携教育が選定され，広く地域に役立つ教育研究を進めることができた．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，学外教育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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15．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

丸木

清之（MARUKI，Kiyoyuki）専務理事

田島

賢司（TAJIMA，Kenji）事務局長

所

ミヨコ（TOKORO，Miyoko）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）医学部学生課長

上原

政治（UEHARA，Seiji）アドミッションオフィス

2．活動状況
（1）人事異動（敬称略）
ア．所ミヨコが構成員となった．
（2）アドミッションセンター運営委員会の開催
平成 25 年 5 月 7 日（火）
，アドミッションセンター運営委員会を開催した．構成員の他に，学長指名の各ブラン
チ入試問題出題責任者および特任講師等がオブザ−バ−として参加した．
ア．学長から本法人における入試状況について説明があった．次いで，アドミッションポリシーに留意しつつ万事
遺漏なきよう入試業務を遂行するようとの指示があった．
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や入試日程などの説明があった．
ウ．入試科目ごとに，特任講師と出題責任者との間で今後の問題作成日程などの打ち合わせを行った．
（3）入試関連会議などへの出席
本学の入試業務が文科省，入試センター，その他の公的教育機関による指導や要請を考慮したものとなるように，
当該機関が主催する会議などに関係教員が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事務室と医学情報室が中心となって，女子栄養大学と平成 26 年度
センター試験についての事務作業や監督に関する打ち合わせを行った．

3．自己点検・評価
（1）
医学部ブランチ・後期一般入試 1 次試験，
及び短大ブランチ・一般入試Ⅱ期試験（平成 26 年 2 月 16 日（日曜日）
）
では，前日の大雪による公共交通混乱のために欠席者が続出した．このため，両ブランチは当該試験の欠席者の
うち希望者に対して，それぞれ次の対応をした：医学部は追試を実施し，短大は一般入試Ⅲ期を受験させた．開
学以来はじめてとなるこれらの対応は，公平な受験機会をすべての志願者に提供するという，アドミッションセ
ンターの方針によるものである．
（2）女子栄養大学と共同実施した平成 26 年度センター試験は大過なく終了した．ただ，英語・リスニングの試験
では，受験生に対する監督の応対に注意を要する事態があった．
（3）特任講師は，多くのブランチにおいて入試問題の作成・事前点検・校正・試験当日の待機などの入試業務を
行った．
（4）一部のブランチから，教養部門の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，アドミッションセンターが調整した
（5）平成 27 年度入学試験における対応を，各ブランチで公表した．
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4．次年度の課題
（1）平成 27 年度入試では，平成 26 年度入試の大雪対応を参考にし，志願者への通知のありかたなどを含め緊急
時における対応を再検討する．
（2）平成 27 年度センター試験では，平成 26 年度における英語の事例を参考にし，遺漏なきよう女子栄養大学と
共同実施する．
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16．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
上條篤（KAMIJYO Atsushi）
：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：事務局
内田義孝（Uchida Yoshitaka）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
小林威仁（KOBAYASHI Takehito）
：埼玉医科大学病院総合診療内科：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
西原冬実（NISHIHARA Fuyumi）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
三尾友彦（Mio Tomohiko）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
宮内幸子（Miyauchi Sachiko）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科：助教
野口哲（NOGUCHI Toru）
：埼玉医科大学病院総合診療内科：助教
盛田英司（Morita Eiji）
：埼玉医科大学病院小児科：助教
古賀健史（KOGA Takeshi）
：埼玉医科大学病院小児科：助教
板野篤志（ITANO Atsushi）
：埼玉医科大学病院小児科：助教
植田穣（UEDA Yutaka）
：埼玉医科大学病院小児科：助教
西澤賢治（NISHIZAWA Kenji）
：埼玉医科大学免疫学：大学院生
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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
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 Kamijo A, Hatsushika K, Kanemaru S, Moriyama M, Kase Y, Masuyama K. Five adult laryngeal venous
malformation cases treated eﬀectively with sclerotherapy.
Laryngoscope 123;2766-2769, 2013
② Takaku Y, Soma T, Nishihara F, Nakagome K, Kobayashi T, Hagiwara K, Kanazawa M, Nagata M. Omalizumab
attenuates airway inflammation and interleukin-5 production by mononuclear cells in patients with severe
allergic asthma. Int Arch Allergy Immunol. 161（s2）;107-117, 2013
③ Kawashima A, Suzuki T, Nishihara F, Kobayashi T, Takaku Y, Nakagome K, Soma T, Hagiwara K, Kanazawa M,
Nagata M. Effect of formoterol on eosinophil trans-basement migration induced by interleukin-8-stimulated
neutrophils. Int Arch Allergy Immunol. 161（s1）;10-15, 2013
④ Mori T, Okamoto K, Tanaka Y, Teye K, Umata T, Ohneda K, Tokuyama K, Okabe M, Tsuneoka M. Ablation of
Mina53 in mice reduces allergic response in the airways. Cell Struct Funct. 38;155-156, 2013
⑤ Mori Y, Kabashima K, Fukamachi S, Kuroda E, Sakabe J, Kobayashi M, Nakajima S, Nakano K, Tanaka Y,
Matsushita S, Nakamura M, Tokura Y. D1-like dopamine receptors antagonist inhibits cutaneous immunereactions
mediated by Th2 and mast cells. J Dermatol Sci. 71;37-44, 2013.
⑥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;47-53, 2013
⑦上條篤 , 黒田優美 , 初鹿恭介 , 中島正巳 , 山本卓典 , 森山元大 , 岡本篤司 , 加瀬康弘 , 増山敬祐 : 後鼻神経切断術・
下鼻甲介手術のスギ花粉症に対する有効性の検討 . アレルギー 62;560-565, 2013
⑧上條篤 , 初鹿恭介 , 岡本篤司 , 山本卓典 , 森山元大 , 加瀬康弘 , 増山敬祐 : 副鼻腔嚢胞に対する嚢胞開放部シリコ
ン板留置の試み . 日鼻誌 52;18-24, 2013
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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;1047-1051, 2013
⑩上條篤，杣知行，内田義孝，荒木隆一郎，小林威仁，井上準，小宮謙一郎，徳山研一，加瀬康弘，永田真．気管
支喘息患者における鼻炎の合併率 ―季節による変動―．アレルギー 62;1642-50, 2013
⑪小宮山謙一郎，増本愛，西原冬実，小林威仁，杣知行，萩原弘一，金澤実，永田真．アレルギー性疾患患者に
おける迅速特異的 IgE 抗体測定キット（ImmunoCAP（r） Rapid）とプリックテストの比較検討．アレルギー
62；1631-41, 2013
総数：著書 19 件，論文 35 件，学会発表 59 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 Th2/17 アジュバント活性の解析とその応用（松下 祥）．文部科学省科学研究費補助金研究基盤（C）
③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
④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

⑤アレルギー疾患におけるダニ抗原標準化の研究（永田 真）．厚生労働科学研究費補助金―分担
⑥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 永 田 真． 第 23 回 国 際 喘 息 学 会 日 本・ 北 ア ジ ア 部 会（The 23rd Congress of INTERASMA Japan-North Asia）
2013 年 6 月 28 日・29 日，東京都

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．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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17．教職員・学生健康推進センター（総論）
教職員・学生健康推進センターは，埼玉医大教職員と学生の健康管理を主とした保健事業を目的として，平成 21
年に設立されました．従来毛呂山の教職員の健康管理は，丸木記念館にある健康管理センターと総務課で，学生は学
生保健管理室（学生健康推進室）と大学事務部が行っていました．川越キャンパスでは既に平成 16 年から，日高キャ
ンパスでも平成 18 年の国際医療センター開院と同時に教職員健康推進室 ( 管理室 ) が設置され，それぞれ教職員の
健康管理を行っていました．また保健医療学部学生についても，平成 18 年の開学と同時に，保健医療学部学生保健
管理室 ( 保健室 ) が，日高と川角のキャンパスに設置されています．教職員・学生健康推進センターは，毛呂山キャ
ンパスの教職員，ならびに日高，川角および毛呂山キャンパスの学生の健康管理を統一して行い，さらには川越や日
高キャンパスも含めた全埼玉医大教職員と学生の保健事業を総括して行おうという構想のもとに誕生しました．初代
のセンター長である今井先生が基礎を築き，二代目の池田先生が発展させ，三代目の丸山が現在さらなる業務の充実
を図っているところです．当初は，医師と保健師おのおの 1 名で始まりましたが，平成 25 年度は，専任医師 1 名，
兼担医師 1 名，保健師 3 名まで増員され，さらに学生部門は兼担医師 1 名，看護師 2 名で，保健事業を行っています．
近年医療従事者の職場環境は多くの問題を抱えており，メンタル面を含む健康障害に悩む教職員や学生は少なくあり
ません．教職員・学生健康推進センターでは，健康診断や事後指導，面接などを通して，引き続き全職員および学生
の保健事業を進めてゆきたいと考えています．最後に現在の私達に引き継がれている，初代今井センター長の述べら
れた推進センターの目的と使命を記します．
「教職員・学生健康推進センターの目的は，埼玉医大の全教職員と学生の身心の健康を支援，増進することであり，
そのための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がわれわれの使命である．」
（文責

丸山

義明）
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18．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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19．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／キャリア形成支援部門

森

茂久（MORI, Shigehisa）

卒前部門

部門長

間嶋

満（MAJIMA, Mitsuru）

卒前部門

金子

公一（KANEKO, Koichi）

卒前部門

三橋

知明（MITSUHASHI, 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, Koji）
棚橋

紀夫（TANAHASHI, Norio）

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（25.9 より）

御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）

キャリア形成支援部門（任期 25.8.31）

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（任期 26.3.31）
坂口

浩三（SAKAGUCHI, Hirozo）

キャリア形成支援部門（25.9 より）

加藤

仁（KATO, Jin）

キャリア形成支援部門（25.9 より）

稲葉

宗通（INABA, Munemichi）

生涯学習部門 部門長

名越

澄子（NAGOSHI, Sumiko）

女性医師支援部門 部門長

木村

文子（KIMURA, Fumiko）

女性医師支援部門

辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）

シミュレーション教育部門 部門長

山川修一郎（YAMAKAWA, Shuichiro） 病院群臨床研修センター事務室（25.4 より）
下田

裕子（SHIMODA, Yuko）

病院群臨床研修センター事務室

新井

智（ARAI, Satoshi）

大学病院

臨床研修センター事務室

岡野

千枝（OKANO, Chie）

大学病院

臨床研修センター事務室

田島

契司（TAJIMA, Keiji）

総合医療センター

総務課（臨床研修センター）

川俣

栄希（KAWAMATA, Eiki）

総合医療センター

総務課（臨床研修センター）

藤屋佐希子（FUJIYA, Sakiko）

総合医療センター

総務課（臨床研修センター）

大日向秀志（OOHINATA, Hideshi）

国際医療センター

臨床研修センター事務室（25.4 より）

池田美土里（IKEDA, Midori）

国際医療センター

臨床研修センター事務室

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程第 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 12 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 33 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 4 月 15 日

出席者 8 名

補助金事業終了後のセミナーについて，医療人育成支援センターホームページについてなど
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（2）第 34 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 5 月 20 日

出席者 7 名

埼玉県地域枠奨学生に関して埼玉県担当者との話合いの報告について，奨学金受給者アンケートについて，医療
人育成支援センターホームページについてなど
（3）第 35 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 6 月 17 日

出席者 8 名

埼玉県地域枠奨学生の研修先について，女性医師就業継続支援窓口 総合医療センター院内ホームページ掲載に
ついてなど
（4）第 36 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 7 月 22 日

出席者 8 名

臨床研修病院説明会レジナビフェアの報告について，女性医師支援の今後の活動についてなど
（5）第 37 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 8 月 19 日

出席者 8 名

腹部超音波・消化器内視鏡実践セミナーについて，埼玉県医師会主催の若手医師研修医に向けてのセミナーにつ
いてなど
（6）第 38 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 9 月 30 日

出席者 13 名

臨床研修指導医講習会について，腹部超音波・消化器内視鏡実践セミナーおよび病室型シミュレーションﾗﾎﾞの
計画についてなど
（7）第 39 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 10 月 21 日

出席者 9 名

腹部超音波・消化器内視鏡実践セミナーについて，臨床能力評価試験について，毛呂山後援会の予算についてなど
（8）第 40 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 11 月 18 日

出席者 11 名

腹部超音波・消化器内視鏡実践セミナーの報告について，埼玉県医師会主催の「医学生・研修医等をサポートす
るための会」開催について，埼玉医科大学優秀研修医海外派遣制度についてなど
（9）第 41 回医療人育成支援センター運営会議：平成 25 年 12 月 16 日

出席者 9 名

第 1 回 JMECC 開催の報告について，研修医に対する結核菌検査（T-SPOT）についてなど
（10）第 42 回医療人育成支援センター運営会議：平成 26 年 1 月 20 日

出席者 8 名

オープンホスピタルバス見学ツアーの開催について，臨床能力評価試験実施の報告についてなど
（11）第 43 回医療人育成支援センター運営会議：平成 26 年 2 月 17 日

出席者 9 名

埼玉県地域枠奨学金貸与者の研修先について，部門ごとの活動報告についてなど
（12）第 44 回医療人育成支援センター運営会議：平成 26 年 3 月 17 日

出席者 11 名

埼玉県地域枠奨学金貸与者への FAQ の資料作成について，専門職連携シミュレーション教育の開催についてなど
2）セミナーの開催
（1）
「腹部超音波・消化器内視鏡

実践セミナー

− 検査の基本と実践 −」

平成 25 年 11 月 2 日（土）参加者 6 名
（大学病院 2 名，総合医療センター 1 名，国際医療センター 3 名）
平成 25 年 11 月 16 日（土）参加者 6 名
（大学病院 4 名，総合医療センター 2 名）

4．評価と次年度の目標
埼玉医科大学 医療人育成支援センターは，平成 22 年 4 月に組織された．
医療人育成支援センターの目的は，今までの “ 医師 ” における卒前教育―卒後研修に加えて生涯研修も担い，教育，
研修において中心的な役割を果たし 1）地域の中核病院として地域で双方向循環研修を実施し専門医，総合医を育成
する，2）卒業生の卒後の動向を追跡し，適切な人材供給源となる機能をもつ，3）生涯研修を実施しながら，新技
術や医療安全，医療倫理研修等を支援する，4）女性医師の再教育あるいは休職からの復職プログラムの実施等を支
援する等，国や地域，卒業生等から大学内にこれら課題を担う組織を作ることの要望が多く寄せられ設置された．
本学で開催したイベントは，11 月 2 日と 11 月 16 日にスキルスラボにて “「腹部超音波・消化器内視鏡検査 実践
セミナー −検査の基本と実践−」” を開催した．このセミナーは埼玉医科大学 3 病院で研修している研修医およびシ
ニアレジデントにも情報提供し，2 日間で 12 名の研修医およびシニアレジデントが参加した．
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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20．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 25 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 25 年度第 56 回東日本医科学生総合体育大会（東医体）が，弘前大学，札幌医科大学，北海道大学，旭川
医科大学の主管によって開催され，無事終了した．
③大学祭
平成 25 年度大学祭（ 越華祭）が日高キャンパスで行われた．
テーマ：越華繚乱
日程：平成 25 年 10 月 26 日（土）〜 27 日（日）
テーマは，埼玉医大生ひとりひとりが持つ個性を，越華祭の舞台で思う存分発揮してほしい，またそれをなるべ
く多くの方々と共有できたらという思いを込めて，「越華繚乱」とした．昨年誕生したマスコットキャラクター
“ えっかニャン ” の知名度アップをねらってグッズを作成した．屋外企画に二組のバンドを招聘した．医学部では，
4 つの医学企画，保健医療学部では各学科ごとの学術企画を実施した．包括協定を結んだ女子栄養大学に参加を
要請した．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．台風の影響で，
一日目は午後から屋内開催，屋外企画は二日目のみとなったが，例年より 200 名程度多い参加者があった．
④学生保健管理
健康診断，喫煙アンケート，麻疹，風疹，水痘，ムンプス，結核などについての管理．
⑤ハラスメントの問題
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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21．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．

1．人事
平成 25 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
院長補佐：篠塚

俊英リ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）
．

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．10 月 1 日からは，板倉敦夫院長補佐の後任に徳山研一小児科教授が任命された．
平成 26 年 1 月 1 日から神経内科・脳卒中内科の診療科長が荒木信夫教授から山元敏正教授に変更となった．

2．診療
看護師数もほぼ昨年度並みに確保され，812 床での運営となった．平成 25 年度の大学病院全体の診療実績は，新
入院患者数は 16,486 人，延入院患者数 276,715 人，平均入院患者数 758.1 人，平均在院日数 13.5 日，平均病床
稼働率 93.5％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 7,960 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 484,180 人（うち初診患者数は
39,904 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 24 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．
平成 24 年 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ていたが，7 月 1 日から神経精神科
センターの呼称を西館へ変更した．7 月 10 日に西館 6 階にリハビリテーション科の病棟が，7 月 24 日に西館 5 階
に神経内科・脳卒中内科の病棟が竣工した．これに伴い，7 月 26 日に本館 2 階と西館の地下 2 階への連絡通路の完
成のテープカットが行われ，両科の新病棟の内覧会が行われた．この後，腎臓内科が第 2 ビル 3 階から南館 6 階へ
移動した．
平成 26 年 2 月 26 日に中央治療センターの拡張工事が終了し，2 月 28 日には東洋医学センター外来の拡張工事
が終了し，第 2 ビル 1 階での外来が 3 月 10 日に開始された．
また，昨年度から始まった病診連携の会（シンフォニーの会）の第 3 回・第 4 回がそれぞれ 9 月 27 日・3 月 14
日に開催された．

3．病院運営，管理
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，医務部長で構成された大学病院運営会議を
毎週開催し , 大学病院の基本的な運営・管理方針の決定を行っている．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，大学病院担当専務理事・事務局長 , 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．
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 24 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 25 年 9 月 11 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
「概
ね良好」と大きな指摘事項はなかった．
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 -9.9%）．
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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 25 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 56 名，歯科は計 4 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 25 年 7 月と平成 26 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 11 名，3 月には 12 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 25 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 37
回開催された．
院内感染防止対策委員会も 12 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 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
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が完成し，病棟機能が本館・南館・
西館に集約されました．さらに，内視鏡センター・急患センター（ER）を含んだ新外来棟（東館）の設計も終了し，
平成 26 年 5 月の着工と平成 27 年 10 月末の竣工を待つばかりとなっています．今後も，地域への良質な医療の提供，
高度の先進医療の実践，医学教育の充実による優れた臨床医の育成など，教員・医療従事者が一丸となって大学病院
の運営を進めて行く努力が必要である．

83

総論

22．総合医療センター
平成 25 年度の総合医療センターは，本学の長期総合計画に測り，前年に引き続き大規模な施設整備が施行された
年であった．
4 月 1 日には，増築工事が完成した総合周産期母子医療センターの運営が始まった．そして，本学とは別法人であ
るが，上記センターと協力関係が必要な医療型障害児入所施設「カルガモの家」も同時に開設された．さらには，新
しい看護師寮
「マーガレットⅤ」
が新築され，
今後のキャンパス整備のために特別高圧受変電設備の移設工事が行われ，
4 月 30 日から再稼動を開始した．5 月 2 日には，ドクターヘリの格納庫の新設ならびに夜間照明設備の設置が完成し，
埼玉県知事の臨席のもと竣工式典が執り行われた．
医療器機の整備においては，年度末の 3 月に放射線部門に念願の PET（陽電子放射線断層撮影）が新設され，MRI
や CT などが新たに導入された．
同時に，高度救命救急センターの新棟建設や管理部門を中心とした管理棟の新築，そして，その後に必要となる本
館の改修計画などが継続的に議論され，将来計画の策定が着実に進められている．
このように総合医療センターにおいては，将来に向けて大きな飛躍の第一歩が始まった年であった．

1．人事
平成 25 年度は，平成 24 年 9 月 1 日付けで病院長に就任した堤晴彦教授（高度救命救急センター）以下，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）が引き
続き病院の運営にあたった．
同年 4 月 1 日付けで，健康推進室室長に伊藤博之准教授（健康管理科），中央部門では，中央検査部技師長代行に
吉元美知子氏，7 月 1 日付けで放射線部技師長代行に宮野良介氏が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 日付けで消化管・一般外科の持木彫人教授，肝胆膵・小児外科の別宮好文教
授が着任した．
平成 26 年 3 月 1 日現在の教職員数は，教授 41 名，准教授 33 名，講師 54 名，助教 258 名，研修医 53 名，看
護職員 1,133 名，薬剤師 71 名，事務部門その他 466 名，合計 2,109 名である．

2．診療
平成 25 年度の診療実績としては，入院患者延べ人数 308,111 人，病床稼働率 88.2％，平均在院日数 14.2 日，ま
た外来部門では外来患者延べ人数 637,410 人，1 日平均患者数 2,168 人，紹介率 57.4％であった．また，中央手術
部における手術件数は 7,098 件であった．

3．卒後教育
初期研修医は 1 年目が 31 名（本学卒業 29 名

他大学 2 名），2 年目 21 名の計 52 名．後期研修医は当院初期研

修修了の 24 名の他，大学病院より 2 名，他病院より 5 名の計 31 名が採用された．
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23．国際医療センター
国際医療センターは，本年度で開院 7 年が経過し，新たな 5 年に向けての 2 年目の年であった．開院 5 年〜 10
年が地固めの時期であり残り 3 年となり，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．また，当院の医療の質の第三者評価を受けるべく，国際
病院機能評価（JCI）の受審・認証を目指し活動を開始した．

1．人事
① 4 月 1 日付けで病院長に小山勇先生，院長代理に加藤木利行先生，副院長に棚橋紀夫先生，佐伯俊昭先生，藤
山トキ総看護師長が就任した．
② 4 月 1 日付けで院長補佐に松本万夫先生，根本学先生，小林国彦先生，北村晶先生，山口茂樹先生が就任した．
③ 4 月 1 日付けで運動・呼吸器リハビリテーション科科長・教授に高橋秀寿先生就任した．
④ 5 月 1 日付けで泌尿器腫瘍科科長・教授に小山政史先生が昇格した．
⑤ 5 月 1 日付けで消化器腫瘍科科長・教授に柴田昌彦先生が就任した．
⑥ 6 月 1 日付けで核医学科教授に久慈一英先生が昇格した．
⑦ 7 月 1 日付けで造血器腫瘍科科長・教授に麻生範雄先生が就任した．
⑧ 7 月 1 日付けで病理診断科教授に長谷部孝裕先生が就任した．
⑨ 9 月 1 日付けで消化器内視鏡科科長・教授に良沢昭銘先生が就任した．
⑩ 11 月 1 日付けで薬剤部長に佐伯俊昭副院長が就任した．
⑪ 2 月 1 日付けで麻酔科教授に西部伸一先生が昇格した．
⑫ 3 月 1 日付けで小児心臓科科長教授に住友直方先生が就任した．

2．診療実績
①診療実績は次のとおりであった．
（1）新入院患者数 14,280 人，
（2）延入院患者数 237,067 人，
（3）稼働率 92.8％，
（4）中央手術部手術件数 6,173
件，
（5）初診患者数 15,551 人，
（6）延外来患者数 204,844 人，（7）救急車受け入れ件数 3,857 件，（8）紹介
率 95.0％，逆紹介率 54.3％
②院内がん登録件数（2011 年症例）3,837 件（セカンドオピニオン除く）

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，事務局長・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，事務部長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，事務部長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 26 年の医療活動について職員に周知を図った．合わせて各種表彰
を行った．

4．教育
①初期臨床研修医は，1 年目研修医 6 名（うち埼玉医大卒業生 4 名），2 年目 5 名（全員埼玉医大卒業生）の 11
名に対し臨床研修を行った．
②初期研修医ランチョンセミナー開催（33 回）
③緩和ケア研修会開催（8 月）
④包括的がん教育カンファレンスを 11 回開催（8 月以外毎月開催）
⑤市民公開講座を 3 回開催（9 月，11 月，12 月）．
⑥臨床研修指導医講習会（11 月）
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⑦院内認定サージカル・アシスタント（ＳＡ），ジュニアＳＡ 2 名，シニアＳＡ 2 名認定（12 月）
⑧クリニカル・クラークシップ懇談会 2 回開催（1 月，2 月）
⑨埼玉県医学会総会研修医演題 2 題発表（2 月）
⑩基本的臨床能力評価試験研修医 2 名受験（2 月）
⑪臨床研修医修了認定式，優秀研修医・指導医表彰（3 月）
⑫院内認定看護師 6 コース 24 名認定（3 月）
⑬学位取得者（甲種）7 名
⑭スキルスラボ開設準備を開始

5．研究
①科学研究費の採択は，文部科学省研究費補助金 23 件，厚生労働省科学研究費 16 件，がん研究開発費 4 件，次
世代がん研究 2 件であり合計 45 件の研究費補助金を獲得．
②治験では，新規 15 件，前年度からの継続 36 件の合計 51 件の治験を実施．
③臨床試験では，病院 IRB で 186 件の臨床試験を承認し，前年度からの継続 602 件を含む合計 788 件の臨床試験
を実施．
④平成 24 年度日高研究プロジェクト（31 件）の研究成果発表会開催（1 月）．
⑤学位取得者（乙種）4 名
⑥学内グラント 2 件取得

6．国際医療センターの主な活動
①埼玉医科大学国際医療センター・地域医療連携懇話会を 6 回開催．
②ホワイエコンサートを 9 回開催．
③献血及び骨髄移植ドナー登録実施（5 月，1 月）
④埼玉医科大学・連携施設懇談会を 2 回開催（6 月，10 月）．
⑤医学生対象のオープンホスピタル・バスツアー開催（7 月，3 月）
⑥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 2 名派遣（7 月）
⑦九都県市合同防災訓練埼玉会場に職員 5 名参加した（8 月）
⑧事務職員による病院周辺の清掃ボランティア活動開始（9 月，月 1 回実施）
⑨部署別防火防災訓練 20 回実施（10 月〜 3 月）
⑩私立医科大学病院医療安全・院内感染対策相互ラウンド（独協医科大学日光医療センター）（1 月，3 月）
⑪ JCI ベースラインアセスメント受審（2 月）
⑫救命救急センター運営評価委員会開催（2 月）
⑬診療報酬改定説明会開催（3 月）
⑭⑫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（3 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

：棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：国際医療センター神経内科・脳卒中内科教授

副委員長：大竹
委

員

明（OTAKE, 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
中村晃一郎（NAKAMURA, Kouichiro）：大学病院皮膚科教授

永井正規（NAGAI, Masaki）
：医学部公衆衛生学教授
西川

亮（NISHIKAWA, Ryo）
：国際医療センター脳神経外科教授

古地 順子（KOCHI, Junko）
：保健医療学部看護学科（保健医療学部倫理委員長）
三谷幸之介（MITANI, Kounosuke）
：ゲノム医学研究センター教授
山田

拓己（YAMADA, Takumi）
：総合医療センター泌尿器科教授

学外委員：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

野木尚郎（NOGI, Hisao）
：サライ法律事務所：法律の専門家
大西正夫（OHNISHI, Masao）
：人文・社会科学系の学外有識者
事務局

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

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

明（OTAKE, Akira）
：大学病院小児科教授（毛呂山キャンパス）

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

2．目的
本委員会は学校法人埼玉医科大学倫理委員会規則に則り，埼玉医科大学医学部，保健医療学部，および埼玉医科大
学大学関連施設におけるヒトを対象とした医学および関連諸科学の研究，ならびに医療行為等に関する倫理性を審議
する．特に，手術・生検組織，血液などの生体材料を用いた遺伝子解析研究，遺伝子治療に関する研究，先端的医療
に該当する研究やトランスレーショナルリサーチに相当する研究などの審査を行う．
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 25 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 37 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 211 回（平成 25 年 4 月 9 日）
：欠席 0 人，第 212 回（平成 25 年 5 月 14 日）：欠席 0 人
第 213 回（平成 25 年 6 月 11 日）
：欠席 3 人，第 214 回（平成 25 年 7 月 9 日）：欠席 1 人
第 215 回（平成 25 年 9 月 10 日）
：欠席 0 人，第 216 回（平成 25 年 10 月 15 日）：欠席 0 人
第 217 回（平成 25 年 11 月 12 日）
：欠席 1 人，第 218 回（平成 25 年 12 月 10 日）：欠席 0 人
第 219 回（平成 26 年 1 月 14 日）
：欠席 1 人，第 220 回（平成 26 年 2 月 4 日）：欠席 2 人
第 221 回（平成 26 年 3 月 11 日）
：欠席 4 人
埼玉医科大学倫理委員会に関する情報は，学内 LAN の大学事務部内に倫理委員会のサイトがあり，①倫理委員会
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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 28 年 3 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 709：
「脳腫瘍のゲノム・遺伝子解析とその臨床病理学的意義の解明」
（遺伝子解析研究）
申請者：西川 亮（国際医療センター脳神経外科）
申請：平成 25 年 2 月 28 日 /6 月 25 日
審議結果：承認〔平成 25 年 5 月 14 日〕
，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 25 年 7 月 9 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
2．申請番号 710：
「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向けた多施設共同研究に
よる小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝子解析」
（遺伝子解析研究）
申請者：西川 亮（国際医療センター脳神経外科）
申請：平成 25 年 2 月 28 日 /6 月 25 日
審議結果：承認〔平成 25 年 4 月 9 日〕
，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 25 年 7 月 9 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
3．申請番号 711：
「中枢神経系原発悪性リンパ腫のゲノム・エピゲノム解析による病態解析
（遺伝子解析研究）
申請者：西川

亮（国際医療センター脳神経外科）

申請：平成 25 年 2 月 28 日 /6 月 25 日
審議結果：承認〔平成 25 年 4 月 9 日〕
，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 25 年 7 月 9 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
4．申請番号 712「ヒト神経疾患脳における DAP12 発現の病理学的検討」（遺伝子解析研究）
申請者：佐々木 惇（病理学）
申請：平成 25 年 3 月 15 日 /5 月 8 日
審議結果：承認〔平成 25 年 4 月 9 日〕
，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 25 年 5 月 14 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続から，終了へ変更〔平成 26 年 7 月 1 日〕
5．申請番号 713：
「抗リウマチ薬による重症副作用に関する遺伝子解析研究」（遺伝子解析研究）
申請者：天野 宏一（総合医療センターリウマチ膠原病内科）
申請：平成 25 年 3 月 18 日 /5 月 2 日 /6 月 12 日
審議結果：承認〔平成 25 年 4 月 9 日〕
，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 25 年 5 月 14 日
/7 月 9 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
6．申請番号 714：
「線維化を伴う肺疾患患者における，MUC4 遺伝子遺伝子多型を検索する多施設共同研究」
（遺
伝子解析研究）
申請者：萩原 弘一（大学病院呼吸器内科）
申請：平成 25 年 3 月 28 日 / 平成 26 年 4 月 8 日
審議結果：承認〔平成 25 年 5 月 14 日〕
，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 26 年 4 月 8 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
7．申請番号 715：
「気道上皮細胞における MUC4 シグナル伝達の研究」（遺伝子解析研究）
申請者：萩原 弘一（大学病院呼吸器内科）
申請：平成 25 年 3 月 29 日 /9 月 30 日 /12 月 25 日
審議結果：承認〔平成 25 年 5 月 14 日〕
，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 25 年 10 月 15 日 / 平成
26 年 1 月 14 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
8．申請番号 716：
『検体保存とその研究用』に関する説明と同意（医療行為 旧課題名：医学研究のための臨床検
体提供に対する説明および同意書）
」
（遺伝子解析研究を含む検体の保存）
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））
申請：平成 25 年 4 月 13 日 /5 月 1 日
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審議結果：承認〔平成 25 年 5 月 14 日〕
，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 25 年 6 月 11 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
9．申請番号 717：
「咀嚼筋腱腱膜過形成症の病態解明に関する研究」（プロテオーム解析）
申請者：依田 哲也（大学病院歯科口腔外科）
申請：平成 25 年 4 月 18 日 /7 月 8 日
審議結果：承認〔平成 25 年 5 月 14 日〕
，コメントに対する修正書類受理（前）〔平成 25 年 9 月 10 日〕
平成 25 年度実施報告書で次年度へ継続
10．申請番号 718：
「悪性黒色腫の転移増殖に関連する遺伝子の解析」（遺伝子解析研究）
申請者：緒方 大（大学病院皮膚科）
申請：平成 25 年 4 月 18 日 /7 月 3 日
審議結果：承認〔平成 25 年 6 月 11 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 7 月 9 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
11．申請番号 719：
「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：渡部 玲子（総合医療センター血液内科）
申請：平成 25 年 4 月 22 日 /10 月 9 日
審議結果：承認〔平成 25 年 6 月 11 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 11 月 12 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
12．申請番号 720：
「内分泌腺腫を併発する Neuroﬁbromatosis Type 1 の遺伝子解析」（遺伝子解析研究）
申請者：安田 重光（大学病院内分泌・糖尿病内科）
申請：平成 25 年 4 月 22 日 /6 月 28 日
審議結果：承認〔平成 25 年 6 月 11 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 23 年 7 月 9 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
13．申請番号 721：
「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：渡部 玲子（総合医療センター血液内科）
申請：平成 25 年 5 月 7 日 /10 月 9 日
審議結果：承認〔平成 25 年 6 月 11 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 11 月 12 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
14．申請番号 722：
「東京小児がん研究グループ（TCCSG）生殖細胞系 DNA を用いた小児急性リンパ性白血病疫学
研究」
（疫学研究・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）
申請：平成 25 年 6 月 4 日 /8 月 15 日
審議結果：承認〔平成 25 年 7 月 9 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 9 月 10 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
15．申請番号 723：
「抗原提示細胞内 cAMP 濃度を指標とした乳児便のアジュバント活性の評価」（細胞培養実験）
申請者：松下 祥（免疫学）
申請：平成 25 年 6 月 11 日
審議結果：承認〔平成 25 年 7 月 9 日〕
平成 25 年度実施報告書で次年度へ継続
16．申請番号 724：
「ゲノム解析に基づく肺がんの発生・進展の分子機構の解明」（遺伝子解析研究）
申請者：西川 亮（国際医療センター脳神経外科）
申請：平成 25 年 6 月 17 日 / 平成 26 年 3 月 7 日
審議結果：承認〔平成 25 年 7 月 9 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 3 月 11 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
17．申請番号 725：
「CAIPIRINHA の至適 PAT factor の検討」（介入を伴う研究）
申請者：近藤 敦之（大学病院放射線部）
申請：平成 25 年 6 月 17 日
審議結果：承認〔平成 25 年 7 月 9 日〕
平成 25 年度実施報告書で終了
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18．申請番号 726：
「新生児慢性肺疾患感受性遺伝子解析に関する研究」（遺伝子解析研究）
申請者：難波 文彦（総合医療センター小児科）
申請：平成 25 年 9 月 10 日 /11 月 12 日
審議結果：承認〔平成 25 年 9 月 10 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 11 月 12 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
19．申請番号 727：
「ヒト死後脳における受容体を介する三量体 G 蛋白活性化機構」（死後脳研究）
申請者：小田垣 雄二（大学病院神経精神科・心療内科）
申請：平成 25 年 7 月 26 日 /10 月 1 日
審議結果：承認〔平成 25 年 9 月 10 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 10 月 15 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
20．申請番号 728：
「アルツハイマー病，統合失調症，ペルオキシソーム病および自閉症の責任遺伝子の同定」
（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）
申請：平成 25 年 8 月 6 日 /11 月 27 日
審議結果：承認〔平成 25 年 9 月 10 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 12 月 10 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
21．申請番号 729：
「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 - Ⅱ」（遺伝子解析研究）
申請者：粟田 卓也（大学病院内分泌内科・糖尿病内科）
申請：平成 25 年 8 月 6 日 / 平成 26 年 3 月 27 日
審議結果：承認〔平成 25 年 9 月 10 日〕
，報告書にて修正書類受理〔平成 26 年 3 月 27 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
22． 申 請 番 号 730：
「 成 人 Burkitt 白 血 病 に 対 す る 多 剤 併 用 化 学 療 法 に よ る 第 Ⅱ 相 臨 床 試 験（JALSG BurkittALL213）
」
（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））
申請：平成 25 年 9 月 5 日 /11 月 5 日
審議結果：承認〔平成 25 年 10 月 15 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 11 月 12 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
23．申請番号 731：
「成人フィラデルフィア染色体陰性 precursor B 細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化
学療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG Ph（-）B-ALL213）」
（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））
申請：平成 25 年 9 月 5 日 /11 月 5 日
審議結果：承認〔平成 25 年 10 月 15 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 11 月 12 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
24．申請番号 732：
「成人 precursor T 細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験
（JALSG T-ALL213-O）
」
（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））
申請：平成 25 年 9 月 5 日 /11 月 5 日
審議結果：承認〔平成 25 年 10 月 15 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 11 月 12 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
25．申請番号 733：
「薬剤性間質性肺疾患の発症に関連するバイオマーカーの探索研究」（遺伝子解析研究）
申請者：天野宏一（総合医療センターリウマチ・膠原病内科）
申請：平成 25 年 9 月 6 日 /11 月 8 日
審議結果：承認〔平成 25 年 10 月 15 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 12 月 10 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
26．申請番号 734：
「多発（性）筋炎 / 皮膚筋炎（PM/DM）の国際診断基準の妥当性に関する疫学調査」
（疫学研究）
申請者：太田 晶子（公衆衛生学）
申請：平成 25 年 9 月 10 日
審議結果：承認〔平成 25 年 10 月 15 日〕
平成 25 年度実施報告書で次年度へ継続
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27．申請番号 735：
「全ゲノムシークエンスによる婦人科腫瘍の治療標的分子の同定」（臨床研究．倫理審査を受け
ることが望ましいという文部省通達のため）
申請者：長谷川 幸清（国際医療センター産婦人科）
申請：平成 25 年 9 月 17 日 /11 月 5 日
審議結果：承認〔平成 25 年 10 月 15 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 11 月 12 日〕
平成 25 年度実施報告書で次年度へ継続
28．申請番号 736：
「次世代シーケンサーによる加齢黄斑変性及び遺伝性黄斑疾患における疾患感受性遺伝子の解
明」
（遺伝子解析研究）
申請者：土橋 尊志（大学病院眼科）
申請：平成 25 年 9 月 17 日 /11 月 12 日
審議結果：承認〔平成 25 年 10 月 15 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 12 月 10 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
29．申請番号 737：
「トランスクリプトームによる，脂肪・骨芽細胞分化調節メカニズムの解明」（幹細胞専門部会
NO25-01）
申請者：岡崎康司（ゲノム医学研究センター）
申請：平成 25 年 9 月 30 日
審議結果：承認〔平成 25 年 11 月 12 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
30．申請番号 738：
「呼吸器疾患の罹患に伴う肺における糖タンパク，ムチンの発現変化の研究」（遺伝子解析研究）
申請者：萩原 弘一（大学病院呼吸器内科）
申請：平成 25 年 10 月 4 日 /12 月 25 日
審議結果：承認〔平成 25 年 11 月 12 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 1 月 14 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
31．申請番号 739：
「ハイデルベルグスペクトラリス OCT を用いた視神経乳頭，網膜神経線維層及び黄斑パラメー
タに関する正常眼データベース作成のための多施設共同研究（第 2 研究）」（臨床研究，観察研究，前向き研究，
多施設共同研究）
申請者：板谷 正紀（大学病院眼科）
申請：平成 25 年 10 月 12 日 /12 月 19 日
審議結果：承認〔平成 25 年 11 月 12 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 1 月 14 日〕
平成 25 年度実施報告書で次年度へ継続
32．申請番号 740：
「C 型慢性肝疾患に対する抗ウイルス療法の体系確立を目指した多施設共同研究：肝炎ウイル
ス（HCV）の NS5A 領域における Y93H 変異の測定」（多施設共同の臨床研究）
申請者：持田 智（大学病院眼科）
申請：平成 25 年 10 月 15 日 /11 月 14 日 / 平成 26 年 2 月 4 日
審議結果：条件付承認〔平成 25 年 12 月 10 日〕/ 軽微な変更受理〔平成 26 年 2 月 4 日〕
平成 25 年度実施報告書で次年度へ継続
33．申請番号 741：
「新生児低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞療法」（幹細胞専門部会 NO25-02）
申請者：田村 正徳（総合医療センター小児科）
申請：平成 25 年 10 月 15 日 / 平成 26 年 4 月 1 日
審議結果：承認〔平成 23 年 12 月 6 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 1 月 14 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析経過報告書で次年度へ継続
34．申請番号 742：ベーチェット病とその他自己炎症性疾患および膠原病患者リンパ球・好中球におけるヒストン
修飾の解析」
（遺伝子の DNA のヒストン修飾解析）
申請者：三村 俊英（大学病院リウマチ・膠原病科）
申請：平成 25 年 11 月 15 日 / 平成 26 年 1 月 4 日
審議結果：承認〔平成 25 年 12 月 10 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 1 月 14 日〕
平成 25 年度実施報告書で次年度へ継続
35．申請番号 743：
「Japanese Alzheimerʼs Disease Neuroimaging Initiative 臨床研究第 2 期（J-ADNI2）」（非ランダ
ム化による，自然経過に関する縦断観察研究）
申請者：荒木 信夫（大学病院神経内科・脳卒中内科）
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申請：平成 25 年 11 月 18 日
審議結果：承認〔平成 25 年 12 月 10 日〕
平成 25 年度実施報告書で次年度へ継続
36．申請番号 744：
「専門職連携教育の効果の検証に関する研究−埼玉医科大学卒業生における IP 演習の効果に関
する研究−」
（医学教育研究）
申請者：柴崎 智美（地域医学・医療センター）
申請：平成 25 年 11 月 19 日 /12 月 25 日
審議結果：承認〔平成 25 年 12 月 10 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 1 月 14 日〕
平成 25 年度実施報告書で次年度へ継続
37．申請番号 745：
「初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象としたダサチニブ併用化学
療法および同種造血幹細胞移植の臨床第Ⅱ相試験（JALSG Ph+ALL213」（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））
申請：平成 25 年 12 月 16 日
審議結果：承認〔平成 26 年 1 月 14 日〕
38．申請番号 746：
「低リスク骨髄異形成症候群に対するアザシチジンの有効性を検討するランダム化第Ⅱ相臨床
試験」
（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））
申請：平成 25 年 12 月 16 日 / 平成 26 年 2 月 6 日
審議結果：承認〔平成 26 年 1 月 14 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 3 月 11 日〕
39．申請番号 747：
「遺伝性消化管腫瘍症候群（ポリポーシス及び関連癌を含む）における原因遺伝子の同定と新
たな原因候補遺伝子の探索―次世代シークエンシング技術を利用して―」（遺伝子解析研究）
申請者：石田秀行（総合医療センター消化管・一般外科）
申請：平成 25 年 12 月 17 日 / 平成 26 年 2 月 6 日
審議結果：承認〔平成 26 年 1 月 14 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 26 年 3 月 11 日〕
40．申請番号 748：
「性同一性障害に対する遺伝子解析研究」（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）
申請：平成 25 年 12 月 17 日
審議結果：承認〔平成 26 年 1 月 14 日〕
41．申請番号 749：
「3 テスラ MRI を利用した正常健常者のエストロゲンの値による骨盤内臓器の変化の検討」
（3
テスラを使用したもの）
申請者：小澤 栄人（国際医療センター放射線科（画像診断科））
申請：平成 26 年 1 月 10 日
審議結果：条件付承認〔平成 26 年 2 月 4 日〕
42．申請番号 750：
「定量 PRC 法によるテロメア長測定と消化器疾患の診断的意義」
（遺伝子解析研究）
申請者：村越 隆之（生化学）
申請：平成 26 年 1 月 10 日
審議結果：条件付承認〔平成 26 年 2 月 4 日〕
（2）研究計画書の変更申請〔33 件〕
1．申請番号 472- Ⅳ：
「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病態生理部門）
申請：平成 25 年 3 月 18 日 /5 月 21 日
審議結果：変更承認〔平成 23 年 4 月 12 日〕，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 6 月 11 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
2．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）
申請：平成 24 年 3 月 22 日
審議結果：変更受理〔平成 24 年 4 月 10 日〕，平成 25 年度実施報告書で次年度へ継続
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3．申請番号 666- Ⅱ：
「トラスツズマブおよびタキサン系抗癌剤治療歴のある HER1 陽性の転移性または切除不能
局所進行乳癌において，トラスツズマブ＋カペシタビン併用療法（HX 療法）とラパチニブ＋カペシタビン併用
療法（LX 療法）とを比較するランダム化比較第 II 相試験における効果予測因子の探索的研究」（遺伝子解析を
含む臨床研究）
申請者：大崎 昭彦（国際医療センター乳腺腫瘍科）
申請：平成 25 年 3 月 7 日 /5 月 8 日
審議結果：承認〔平成 25 年 4 月 9 日〕
，コメントに対する修正書類受理〔平成 25 年 5 月 14 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
4．申請番号 596：
「膠原病に関連した早期または境界型肺動脈性高血圧症に対する治療薬の検討― Beraprost 単剤
療法と sildenaﬁl/beraprost 併用療法の無作為比較試験」（遺伝子解析研究）
申請：平成 25 年 3 月 15 日
審議結果：変更受理〔平成 25 年 4 月 9 日〕
5．申請番号 644：
「自己免疫疾患関連遺伝子に関する研究 IL-6 受容体抗体トシリズマブを使用した関節リウマチ
患者の治療反応性に関連する遺伝子の探索」（遺伝子解析研究）
申請：平成 25 年 3 月 15 日
審議結果：変更受理〔平成 25 年 4 月 9 日〕
6．申請番号 620- Ⅱ：
「関節リウマチ患者滑膜細胞における DNA メチル化およびヒストン修飾の解析」（遺伝子解
析研究）
申請者：三村 俊英（大学病院リウマチ・膠原病科）
申請：平成 25 年 4 月 10 日 /6 月 1/ 日
審議結果：変更受理〔平成 25 年 5 月 14 日〕，変更受理〔平成 25 年 7 月 9 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
7．
申請番号 627- Ⅱ
「生理活性物質をリード化合物とする構造展開による多発性骨髄腫の新規分子標的薬の開発」
（遺
伝子解析研究）
申請者：佐川 森彦（総合医療センター血液内科）
申請：平成 25 年 4 月 22 日
審議結果：変更承認〔平成 25 年 5 月 14 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
8．申請番号 544：
「テーラーメイド治療を目指した肝炎ウイルスデータベース構築に関する研究」（遺伝子解析研
究）
申請者：持田

智（大学病院消化器・肝臓内科）

申請：平成 25 年 4 月 17 日 /5 月 27 日
審議結果：保留〔平成 24 年 7 月 10 日〕
，遅延理由・終了報告〔平成 25 年 5 月 14 日〕
9．申請番号 565- Ⅱ：
「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 -」（遺伝子解析研究）
申請者：藤原 恵一（国際医療センター婦人科腫瘍科）
申請：平成 25 年 6 月 13 日
審議結果：保留〔平成 25 年 7 月 9 日〕
10．申請番号 596- Ⅱ：
「膠原病に関連した早期または境界型肺動脈性肺高血圧症に対する治療薬の検討 ?Beraprost
単剤療法と sildenaﬁl ／ beraprost 併用療法の無作為比較試験」（遺伝子解析研究・臨床研究）
申請者：天野 宏一（総合医療センターリウマチ・膠原病科）
申請：平成 25 年 6 月 12 日
審議結果：変更承認〔平成 25 年 7 月 9 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
11．申請番号 693- Ⅱ：
「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（法医学）
申請：平成 25 年 10 月 8 日
審議結果：変更承認〔平成 25 年 11 月 12 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
12．申請番号 575- Ⅲ「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）
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申請者：中村 晃一郎（大学病院皮膚科）
申請：平成 25 年 8 月 19 日 / 平成 26 年 2 月 24 日
審議結果：変更承認〔平成 25 年 9 月 10 日〕，変更受理〔平成 26 年 3 月 11 日〕
平成 25 年ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
13．申請番号 601- Ⅲ「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）
申請：平成 25 年 8 月 23 日
審議結果：変更承認〔平成 25 年 9 月 10 日〕，平成 25 年度実施報告書で次年度へ継続
14．申請番号 669- Ⅱ：
「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）
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））
申請：平成 25 年 7 月 10 日 /9 月 25 日
審議結果：変更承認受理〔平成 25 年 9 月 10 日〕，修正書類受理〔平成 25 年 10 月 15 日〕
平成 25 年ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
15．申請番号 689- Ⅱ：
「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））
申請：平成 25 年 7 月 10 日 /9 月 25 日
審議結果：変更承認受理〔平成 25 年 9 月 10 日〕，修正書類受理〔平成 25 年 10 月 15 日〕
平成 25 年ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
16．申請番号 690- Ⅱ：
「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））
申請：平成 25 年 7 月 10 日 /9 月 25 日
審議結果：変更承認受理〔平成 25 年 9 月 10 日〕，修正書類受理〔平成 25 年 10 月 15 日〕
平成 25 年ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
17．申請番号 695- Ⅱ：
「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））
申請：平成 25 年 7 月 10 日 /9 月 25 日
審議結果：変更承認受理〔平成 25 年 9 月 10 日〕，修正書類受理〔平成 25 年 10 月 15 日〕
平成 25 年ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
18．申請番号 706- Ⅱ：
「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 ?
検体集積事業との合同研究

JALSG MDS212 study および厚生労働科学研究費補助金による

− 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））
申請：平成 25 年 7 月 10 日 /9 月 25 日
審議結果：変更承認受理〔平成 25 年 9 月 10 日〕，修正書類受理〔平成 25 年 10 月 15 日〕
平成 25 年ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
19．申請番号 716- Ⅱ：
「
『検体保存とその研究用』に関する説明と同意（医療行為 旧課題名：医学研究のための臨
床検体提供に対する説明および同意書）
」
（遺伝子解析研究を含む検体の保存）
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））
申請：平成 25 年 7 月 10 日
審議結果：変更承認受理〔平成 25 年 9 月 10 日〕
平成 25 年ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
20．申請番号 482- Ⅵ：
「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」（酵素研究と遺伝子解
析研究）
申請者：大竹 明（大学病院小児科）
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申請：平成 25 年 10 月 15 日
審議結果：変更承認受理〔平成 25 年 11 月 12 日〕
平成 25 年ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
21．申請番号 647- Ⅱ：
「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」（臨床検体および市販
のヒト細胞を用いた iPS 細胞を用いた機能解析誘導および文化誘導系の研究）
申請者：岡崎康司（ゲノム医学研究センター）
申請：平成 25 年 9 月 17 日 /10 月 15 日
審議結果：保留〔平成 25 年 10 月 15 日〕
，変更承認〔平成 25 年 11 月 12 日〕
平成 25 年度実施報告書で次年度へ継続
22．申請番号 674- Ⅱ：
「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）
申請番号：中西 宏明（法医学）
申請：平成 25 年 9 月 17 日
審議結果：変更承認受理〔平成 25 年 10 月 15 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で終了
23．申請番号 592- Ⅲ：
「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」
（遺伝子解析研究）
申請者：石田 秀行（総合医療センター消化管・一般外科）
申請：平成 25 年 10 月 10 日
審議結果：変更承認受理〔平成 25 年 11 月 12 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
24．申請番号 696- Ⅱ「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（埼玉医科大学耳鼻咽喉科）
申請：平成 25 年 12 月 16 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 1 月 14 日〕
25．申請番号 630- Ⅲ「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・再生利用法の開発」
（手
術検体利用）
申請者：高井 泰（総合医療センター産婦人科）
申請：平成 25 年 12 月 14 日
審議結果：条件付承認〔平成 25 年 1 月 14 日〕
26．申請番号 736- Ⅱ「次世代シーケンサーによる加齢黄斑変性及び遺伝性黄斑疾患における疾患感受性遺伝子の
解明」
（遺伝子解析研究）
申請者：土橋 尊志（大学病院眼科）
申請：平成 26 年 1 月 14 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 2 月 4 日〕
平成 23 年度実施報告書で次年度へ継続
27．申請番号 472- Ⅴ「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病態生理部門）
申請：平成 26 年 2 月 18 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 3 月 11 日〕
28．申請番号 633- Ⅱ「厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班急性肝不全の全国調査（平成 23
年〜 25 年度）
」
（疫学）
申請者：持田 智（大学病院消化器・肝臓内科）
申請：平成 26 年 2 月 17 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 3 月 11 日〕
29．申請番号 637- Ⅲ「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・肝臓内科）
申請：平成 26 年 2 月 26 日
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審議結果：変更受理〔平成 26 年 3 月 11 日〕
30．申請番号 675- Ⅲ「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）
申請：平成 26 年 2 月 18 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 3 月 11 日〕
31．申請番号 692- 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）
」
（新たなＸ線診断機器の開発）
申請者：田中 淳司（大学病院放射線科）
申請：平成 26 年 2 月 18 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 3 月 11 日〕
32. 申請番号 739- Ⅱ「ハイデルベルグスペクトラリス OCT を用いた視神経乳頭，網膜神経線維層及び黄斑パラメー
タに関する正常眼データベース作成のための多施設共同研究（第 2 研究）」（臨床研究，観察研究，前向き研究，
多施設共同研究）
申請者：板谷 正紀（大学病院眼科）
申請：平成 26 年 2 月 18 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 3 月 11 日〕
33．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）
申請：平成 26 年 2 月 20 日
審議結果：変更受理〔平成 26 年 3 月 11 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
（4）修正書類の受理等（8 件）
1．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）
申請：平成 25 年 3 月 19 日
審議結果：修正書類受理〔平成 25 年 4 月 9 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で終了
2．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）
申請：平成 25 年 4 月 2 日
審議結果：修正書類受理〔平成 53 年 4 月 9 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
3．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・膠原病内科）
申請：7 月 1 日
審議結果：修正書類受理〔平成 25 年 7 月 9 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で終了
4．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）
申請：平成 25 年 4 月 17 日 /5 月 30 日
審議結果：保留〔平成 25 年 5 月 14 日〕
，修正書類受理〔平成 25 年 6 月 11 日〕
平成 25 年度実施報告書で次年度へ継続
5．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）
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申請者：前田 哲也（国際両センター造血器腫瘍科（血液内科））
申請：平成 25 年 3 月 11 日
審議結果：修正書類受理〔平成 25 年 5 月 14 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
6．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）
申請：平成 25 年 4 月 3 日 /8 月 7 日 /10 月 2 日
審議結果：保留〔平成 25 年 6 月 11 日〕
，
承認〔平成 25 年 9 月 10 日〕，追加書類の受理〔平成 25 年 10 月 1 日〕
，
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
7．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）
申請：平成 25 年 4 月 9 日
審議結果：修正書類の受理〔平成 25 年 6 月 11 日〕
平成 25 年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究経過報告書で次年度へ継続
8．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（大学病院産婦人科）
申請：平成 25 年 4 月 4 日 /11 月 19 日
審議結果：修正書類の受理〔平成 25 年 6 月 11 日〕，変更受理〔平成 25 年 12 月 10 日〕
（4）研究の中止報告（1 件）
1．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」（観察研究）
申請者：梶原 誠（生化学）
申請：平成 25 年 2 月 19 日
平成 25 年 4 月 9 日取り下げ書類提出
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 25 年 7 月
9 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）平成 25 年度実施報告については，研究責任者は，倫理委員会で承認された研究の進捗状況を，年 1 回以上倫理
委員会に報告することが義務となっている．対象となる課題研究の申請者は例年通り，ヒトゲノム・遺伝子解析研
究は（別紙様式 4- Ⅱ）
，それ以外の研究は（別紙様式 4）を用い提出．研究期間が過ぎている場合には，終了報告
として提出して頂きたい．実施状況報告書に研究期間を明記，研究期間が過ぎてからの研究期間の延長は認められ
ない．研究期間の延長が必要な場合は，速やかに 3 月の倫理委員会まで，また個人情報補助者等の変更記載も必
ず変更申請を提出．
なお，ヒトゲノム・遺伝子解析研究で「研究期間内のため次年度へ継続」となった研究課題は，遺伝子解析研究の
実地調査の対象になる．
（3）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 47 回医学系大学倫理委員会連絡会議が 2013 年 7 月 19（金）・20（土）
日に福島で開催され委員 3 名が出席した．第 48 回医学系倫理委員会連絡会議が，2014 年 1 月 31 日（金）〜 2
月 1 日（土）に自治医科大学主催秋葉原コンベンションホールで開催され委員 4 名が出席した．
さらに，徳島研究倫理セミナー 2014 が，2014 年 2 月 27 日（木）に徳島大学病院臨床試験管理センター主催，
日亜メディカルホール（徳島大学病院西病棟 11F）にて開催．倫理委員会からは，委員 1 名が出席した．
① 国立循環器病研究センター・医学倫理研究室（ORE）主催の「研究倫理研修セミナー」が 2013 年 12 月 2 日（月）
・
3 日（火）に，東京女子医科大学病院で開催された．1 名が参加し修了証をいただいた．
② 文部科学省科学研究費新学術領域研究「ゲノム支援」主催で，「ヒトゲノム解析研究倫理審査を考える会」が
2014 年 1 月 13 日 13:00 〜 17:00，千里ライフサイエンスセンター サイエンスホール（大阪）で開催され，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
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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，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 25 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
25 年 11 月 26 日と 27 日に実施された．本年度の調査対象は総合医療センター 0 件，国際医療センター・ゲノム医
学研究センター 3 件，大学病院 3 件の計 6 件ついて実施されたが，
①実地調査は例年通り抽出方式とし，事務局で継続中の遺伝子解析研究リストを作成し研究責任者と部署名を伏せ
て，調査委員に各キャンパスから 3 つの研究課題を選択いただいた．今回一部の研究者から対象課題の抽出方
法について疑義が唱えられた．本学では平成 21 年度からヒトゲノム・遺伝子解析研究に対する実地調査を開始
しているが，遺伝子解析研究に関与している部門が限られていることから，申請課題が多い部署は毎年のように
調査対象になってしまうことになり，この点は，倫理委員会の検討課題であろう．
②今回，調査委員から，同意書に関して項目のチェック漏れや，説明医師署名欄の記載漏れ，および保管に関する
問題が指摘された．研究を中断すべき重大な問題でないものの，申請番号 637- Ⅱに関しては，同意書が見当た
らないなど，研究責任者に改善要する必要があると判断された．同意書の記載漏れの防止と，同意書や連結可能
匿名化の対応表の保管に関しては，学長から研究実施者に対して周知徹底いただきたい．
（3）埼玉医科大学の他の倫理委員会との調整
・埼玉医科大学には 5 つの各倫理審査委員会での対応が必ずしも統一されていないとの指摘があることから，①
後方視的観察研究の範囲，②侵襲性の有無の解釈，③介入の定義に関して，倫理審査申請書の書式に関して，統
一書式に向けて議論を進める．
・遺伝子解析研究の範囲については 3 病院に提示しているが，遺伝子解析件研究が主体の場合は大学倫理委員会
での審査を先に受ける，後方での調整をお願いすることになった．また，倫理審査申請書の書式に関して，3 病
院統一書式に向けて検討することになった．
・医薬品や医療機器を用いた企業との共同研究等，どの様な状況で企業と大学や病院との契約書の締結が必要と判
断しているか，各病院の倫理委員会の対応について検討が必要．
・遺伝子解析研究において申請者は，大学倫理委員会及び各病院委員会で審議された場合の修正・変更等の承認受
理等最終結果をそれぞれ関係委員会に報告いただきたい．
また，守秘義務を遵守するとの誓約書をとって，秘書を個人情報管理補助者に指名し，連結可能な匿名化作業な
どを行わせることに是非について，各病院の倫理委員会でも検討して頂くことになった．
・大学病院 IRB 委員会，総合医療センター倫理委員会，国際医療センターアイ･アール･ビー委員会，保健医療学
部倫理委員会，および博士課程運営委員会倫理審査に関する小委員会それぞれの議事録提出の受理．
企業と共同で行う研究の場合に契約書の添付を求めるか，各病院の倫理委員会でも検討．また，職員を対象とし
た研究が申請された場合，自由意思による同意が担保されているか，パワーハラスメントによって研究への参加
が強要されない配慮が重要．
後方視的臨床研究に関して，審査の簡略化とホームページでの公表の議論が進められており，詳細は異なる点も
あるが，3 病院とも，ほぼ同じ対応となった．また，侵襲を伴う介入研究を実施する場合，臨床研究に関する倫
理指針により研究計画の公表が必要とされている．UMIN 登録を条件として条件付承認になっており，倫理審査
後の登録を認めているが，総合医療センターでは倫理審査申請書に UMIN 登録番号を記載する欄があり，でき
るだけ倫理審査申請前に登録を求めている．国際医療センターアイ・アール・ビーでは看護部からの申請が急増
しているが，埼玉医科大学看護部研究倫理規定が策定され，看護部の倫理審査を受けるようになることが紹介さ
れた．また，国際医療センターアイ・アール・ビーでは臨床研究が適切に実施されているかを監査する臨床研究
監視委員会が設置され，その手順書が承認されたことが報告された．他の倫理委員会でも検討すべき問題と思わ
れる．
・COI は適切に管理する必要があるため，COI 管理委員会永井委員長と共に，どう扱うか現在検討中である．今後
第三者機関や COI 等に関わってくる課題
・某製薬会社の高血圧症治療薬の臨床研究に関する論文データの改ざん・捏造が厚労省に報告されたことである
が，関連して今回，再び両省より，当該臨床研究で使用された高血圧症治療薬の臨床研究が実施された時期まで
遡っての調査が依頼された．
・
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」についての Q ＆ A
2013 年 4 月 22 日付けで「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」についての Q ＆ A が公表され，新
規申請と変更申請は，平成 25 年 4 月から新たな指針で審査する．
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・宗教上の理由で輸血治療を忌避する患者の対応について
「相対的無輸血」
を基本方針とし，
平成 20 年 2 月に輸血関連学会の合同委員から「未成年の自己決定権の取り扱い」
に関して提案された指針を取り入れた．実地臨床でのこの指針に対する意見をとりいれ，フローチャート・ガイ
ドラインや同意書等の使用注意点等，重要項目を明瞭に記載したガイドラインの見直し，Q ＆ A の作成による
補強を今後検討し，池淵先生に再度ご尽力いただくこととなった．委員会としても今後の継続審議事項とする．

4．評価と次年度（平成 25 年度）目標
（1）大学機関別認定評価実地調査について
大学機関別認証評価の実地調査が，10 月 7 日（月）から 10 月 9 日（水）に実施された．
【基準 B】として面談，委員長と事務局が対応．評価員の質問として，① 5 つの倫理委員会について，②研究にお
ける個人情報管理者について，③個人情報の管理について記録媒体（USB など）の使用制限等について，④研究実
施状況のモニタリング方法について，⑤倫理委員会構成委員に関しては外部委員の職種について，⑥倫理委員会委員
の教育体制について，⑦利益相反の取り扱いについての質問があり，委員長が現状を回答．なお，全学レベルでの倫
理委員会委員の教育・研修については，現在検討中と回答．
（2）その他
・
「疫学研究に関する倫理指針」及び「臨床研究に関する倫理指針」の遵守，周知徹底について，平成 26 年 1 月
8 日付の公文書が，文部科学省および厚生労働省より通知され，指針を遵守し適切な運営を行うよう求められて
いる．
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．
次年度については，平成 26 年 2 月に日本医学会から「医学研究の COI マネージメントに関するガイドライン」が
出され，的確な対応を目指したい．また，
「人を対象とした医学系研究」（仮称）に関する倫理指針（草案）が発表さ
れており新指針の遵守にも留意する．また，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

祥（MATSUSHITA, Sho）
：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：教授（任期：H26.3.31）

部会員

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：精神科：教授（任期：H26.3.31）

部会員

池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：国際医療センター輸血・細胞移植：教授（任期：H26.3.31）

部会員

村田栄子（MURATA, Eiko）
：保健医療学部：教授（任期：H26.3.31）

部会員

伴塲裕巳（BAMBA, Hiromi）: 保健医療学部 : 講師（任期：H26.3.31）

部会員

佐久間慶子（SAKUMA, Keiko）
：学外委員（任期：H26.3.31）

部会員

井上晶子（INOUE, Akiko）
：学外委員（任期：H26.3.31）

部会員

野木尚郎（NOGI, Hisao）
：学外委員（任期：H26.3.31）

2．目的
本専門部会は学校法人埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査規則第 1 条に則り，埼玉医科大学において実施され
るヒト胚性幹細胞・ヒト人工多能性幹細胞・ヒト組織幹細胞を使用する研究において，生命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，並びに関連する指針及び法令等を遵守しているかについて審議し，大学倫理委員
会に答申するための活動をする．

3．活動報告
① 厚生労働省「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針（ヒト幹指針）」の改定に対応する形で，前身の「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専門部会」と変更した．規則も，「ヒト胚性幹細胞
研究倫理審査規則」が「ヒト幹細胞研究倫理審査規則」に変更された．委員の変更はない．
② それに伴い，
「研究計画申請書」
・
「研究経過報告書」・「研究終了報告書」の各書式を改定し，大学倫理委員会に
て承認された．
③ 以下の 2 件の申請に対し，専門部会長・副部会長・渉外担当委員によるメール審査により事前審査の後に，専
門部会においてメール会議を行い，大学倫理委員会に答申した．
・申請番号：25-01
課題名

：トランスクリプトームによる，脂肪・骨芽細胞分化調節メカニズムの解明

申請者

：岡崎康司（ゲノム医学研究センター）

・申請番号：25-02
課題名

：新生児低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞療法

申請者

：田村正徳（総合医療センター小児科）

4．評価と次年度目標
ヒト幹指針の改定に伴う過渡期において，規則や様式の改定を順調に行うことが出来た．
次年度は，
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律（再生医療新法）」の施行などで，活動内容がより広くなる
ことが予想される．埼玉医科大学におけるヒト幹細胞使用研究が倫理的に問題のない形で行われるように，環境を整
備していきたい．
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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）

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：H26.3.31）

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 66 回

定例会議（平成 25 年 5 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 4 人

議事：精神科内での塚田攻委員の後継者育獲得が困難である状況が判明し，今後ジェンダークリニックをどのよう
に運営すべきか検討が必要であることが確認された．山梨大学における手術療法について，現状報告があっ
た．第 15 回 GID 学会について，盛況であった旨，石原委員より報告があった．ジェンダークリニック 3 月
の医業収入について，報告があった．議事録あり．
②第 67 回

定例会議（平成 25 年 7 月 18 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 3 人

欠席 5 人

議事：山梨大学における手術療法について，百澤委員より現状報告があった．性同一性障害に関する精神科の教育
システムについて，日本精神神経学会では学会として整えつつあることが塚田委員より報告された．ジェン
ダークリニック 5・6 月の医業収入について，報告があった．議事録あり．
③第 68 回

定例会議（平成 25 年 9 月 19 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 6 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．性同一性障害に関する精神科の
教育システムについて，日本精神神経学会では，教育講演，シンポジウム等の形で体制を整えていることが
報告された．かわごえクリニック 2 階フロアの間取りについて，ジェンダークリニックは患者間の問題も
あるので，しばらく現状に留めるか議論された．ジェンダークリニック 7・8 月の医業収入について，報告
があった．議事録あり．
④第 69 回

定例会議（平成 25 年 11 月 21 日）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム

出席 2 人

欠席 6 人

議事：山梨大学における手術療法について，現状報告があった．今後のジェンダー関係の医療について，議論され
た．最も困難と思われる後継者問題について，埼玉医科大学の枠にこだわらず，学外に協力体制をつくる選
択肢など議論された．ジェンダークリニック 9・10 月の医業収入について，報告があった．議事録あり．
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⑤第 70 回

定例会議（平 26 年）

於：かわごえクリニック 5 階カンファレンスルーム
議事：議事録なし．

4．評価と次年度目標
平成 25 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）
平成 26 年 3 月まで

委

員

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）
：医学基礎部門英語教授，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，平成 26 年 3 月まで
山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）
：大学病院神経内科・脳卒中内科教授，平成 26 年 3 月まで
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）平成 26 年 3
月まで
三橋知明（MITSUHASHI, Tomoaki）
：総合医療センター中央検査部部長（総合医療センター臨床検査医学
教授），平成 26 年 3 月まで
片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：ゲノム医学研究センター病態生理部門教授，平成 26 年 3 月まで
奥崎政美（OKUZAKI, Masami）
：日高キャンパス分館分館長（保健医療学部健康医療科学科教授）
平成 26 年 3 月まで
神子嶋誠（KAMIKOJIMA, Makoto）
：保健医療学部理学療法学科講師，平成 26 年 3 月まで
松田

晃（MATSUDA, Akira）
：国際医療センター造血器腫瘍科教授，平成 26 年 3 月まで

2．目的
委員会は，図書館運営の基本方針，同じく予算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 25 年 6 月 18 日，附属図書館 1 階会議室，（出席 5 人，欠席 5 人（委任状を含む）），第 2 回（平成
25 年 10 月 29 日，附属図書館 1 階会議室，出席 6 人，欠席 4 人（委任状を含む））
2）主な協議事項（報告事項を含む）
第1回
1）
平成 24 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，以下の通り．
夏に休館しての 3 階一般書架除架作業，図書館規程類（5 本）の見直し，追加廃棄原則（11 月），平成 25 年度
以降の JUSTICE（大学図書館コンソーシアム連合）参加（11 月），2013 年電子コンテンツの見直し（新規電子
ジャーナルパッケージ 1，新規コレクション 2，データベース DynaMed，D1-Law.com の導入）（以上，附属図
書館）
，一部継続図書の消耗品資料扱い（7 月），図書の初めての大規模除籍（除却）作業（以上，総合医療セン
ター分館）
，開館時間を 9:00 開始から 8：45 開始に変更した（5 月 18 日，附属図書館に同じ），2013 年外国
雑誌で一部電子化（以上，日高キャンパス分館），開館時間を 8:30 開始から 8:45 開始に変更した（4 月 9 日）
，
夏に休館しての作業（コーナー新設，書架再配置などのレイアウト変更）（以上，川角キャンパス分館）
・
「平成 24 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）が
いずれの項目も，4 館すべてで前年度を下回った．相互貸借サービスでは貸し件数で前年度比 8％増え，借り件
数では同じく 16％減った．データベースサービスでは，利用件数がメディカルオンライン，PubMed を除いて，
前年度比減となった．なお，この一部を受けて，次のような報告が行われた．①貸出冊数（JMLA（日本医学図
書館協会）各館平均と附属図書館の実数）を平成 14 年度，平成 23 年度で比較したもので，関東地区 21 館では，
平均でともに下がっていて，当館も下がっていた（当館を含む 16 館で貸出が減っていて，6 館で増えている）
．
②同様に，平成 14 年度，23 年度の相互貸借件数を比較したものでは，該当年度間で，医学部図書館（66 館）トー
タルの貸し件数は減っていて，借り件数の比較でも同じく減っていて当館も含まれる．貸出散布図でみたもので
は，集団としての急な下がり方のなかで，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．③電子ジャーナルの利用では，メディカルオンラインの利用件数が過去 3 年間で利用件数が 6 千
103

委員会・会議報告

件余から 9 千件余とのびている．海外主要出版社のものでも，Elsevier を筆頭にのびている状況がある．
2）平成 24 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，5 月に求められたエビデンス集（データ編）の一部（図書，
資料の所蔵数，学生閲覧室等）を配付資料のように作成，提出した．
第2回
1）
「2014 年電子コンテンツ」について検討が行われた．レートの環境が悪く，原価の値上り，消費税の引き上げ
もあって，
全体で 3 割程度の値上がりを見通す．コレクションの見直しは避けられず，個々に検討項目が説明され，
質疑が行われた．なお，
相互貸借借りデータ
（利用度）からの新規購読誌の候補はなかった．結論部分は次の通り．
・過去 3 年間複写利用のなかったタイトルは打ち切りとする．なお，このうち英語のもの（8 誌）は，教養教育に
新任者があり，一度諮った上で，残すタイトルがあれば残すことにする．また，人社系でも新任者があり，こち
らも委員を通して希望タイトルの有無を問い合わせることにした．
・また，
利用が少なく，
利用単価の高い（上位からの）19 誌を打ち切りとし，ReprintsDesk（ドキュメントデリバリー
サービス）での対応は，タイトルの選択も含めて，図書館側にまかせることにした．
・ほか，サイトライセンス移行済みで，プリント版が残っているなど個々に問題のあるタイトル，電子ジャーナル
利用可能な国内欧文誌についても提案通りとした．
2）平成 25 年度大学機関別認証評価実地調査について，直前に利用案内（分館を含む），平成 24 年度第 1 回以降
の図書館委員会議事要録を提出資料とした．当日初日に毛呂山キャンパス，2 日目に保健医療学部について教育
環境視察が行なわれ，それぞれ附属図書館，日高キャンパス分館を含む．評価員の大学関係者との面談（基準 2）
では，急遽短縮された時間内で，図書館には触れられず，初日に行われた医学部学生との懇談で，図書館の開館
時間を午後 10 時くらいまで延ばしてほしいという学生の要望が示された．
3）この関連で，附属図書館の開館時間の推移をまとめたものが資料となった．
4）平成 25 年度上半期図書館利用サービスの状況が報告された．前年度同期との比較では，相互貸借借り件数の減，
いくつかのデータベースでの利用件数の増が取り上げられた．なお，利用度の低いデータベースについて，見直
しの必要性が指摘された．見直しは，今後に待つことになった．

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 25 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（任期：H26.3.31）

副委員長

吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：副学長（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）

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）
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（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）
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：保健医療学部看護学科学科長（任期：H26.3.31）
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）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：保健医療学部医用生体工学科学科長（任期：H26.3.31）
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（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）
：総務部長・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．
今年度，本学は大学機関別認証評価を受審したが，一昨年度に本委員会のもとに設置されたワーキンググループ
（WG）は，法人班，医学部班，保健医療学部班に分かれて引き続き受審に向け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再チェックを行い，WG 全体会議および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すべて改善がなされたことを確認した後，自己点検・評価報告書を作成し，評価機構に
提出した．その自己点検・評価報告書をもとに，実地調査も受審した結果，認証評価においては，「適格」との評価
を得た．
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では適格の評価をいただいたが，今後さらに，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）全学学生部委員会
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）
森

茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター：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）
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）
伊藤彰紀（ITOH, Akinori）
：神経耳科：教授（任期：H26.3.31）
新津守（NIITSU, Mamoru）
：放射線科：教授
柴﨑智美（SHIBAZAKI, Tomomi）
：地域医学・医療センター：准教授（任期：H26.3.31）
藤田恵子（HUJITA，Keiko）
：解剖学：准教授（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）
稲葉宗通（INABA, Munemichi）
：医学部同窓会：准教授（任期：H26.3.31）
本山仁美（MOTOYAMA, Hitomi）
：看護学科：准教授（任期：H26.3.31）
辻脇邦彦（TSUWAKI, Kunihiko）
：看護学科：准教授（任期：H26.3.31）
野寺誠（NODERA, Makoto）
：健康医療科学科：准教授（任期：H26.3.31）
山下芳久（YAMASHITA, Yoshihisa）：医用生体工学科：准教授（任期：H26.3.31）
中島孔志（NAKAJIMA, Koushi）
：医用生体工学科：講師（任期：H26.3.31）
藤田博暁（HUJITA, Hiroaki）
：理学療法学科：教授（任期：H26.3.31）
澤田豊（SAWADA, Yutaka）
：理学療法学科：講師（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）
森勇樹（MORI, Yuuki）
：大学事務部（任期：H26.3.31）
下田友美子（SHIMODA, Yumiko）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 回埼玉医科大学全学学生部委員会（平成 25 年 7 月 12 日）
於：本部棟 1 階会議室
出席者：医学部 6 名，保健医療学部 5 名
議事：平成 25 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）テーマは複数の候補についてアンケートを実施し，「越華繚乱」に決定した．
2）マスコットキャラクター「えっかニャン」のグッズを作成し知名度アップを図る予定である．
3）女子栄養大学との合同企画を考案中であり，病院食をテーマにしたい．
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4）模擬店団体の追加に伴い，エリアレイアウトの変更を検討したい．
5）会計担当から，昨年度からの変更点の報告が行われた．
これに対し，委員から以下の意見が述べられた．
1）予算報告書の作成について体裁を整えて修正するよう提案した．
2）広報活動について図書館への掲示やオープンキャンパスの利用を勧めた．
保健医療学部学生部委員会から，医学部生の川角キャンパス利用について以下のような報告が行われた．
1）軽音楽部の演奏が授業時間中に行われており，研究にも支障をきたしている．
2）体育館での練習において活動のかけ声が授業の妨げになっている．
3）構内への自動車乗り入れは禁じられているが，乗り入れる学生がいる．
4）学生ホールが医学部生に占拠されていることがある．
5）喫煙所周辺に食事のゴミが散乱していることがある．
以上を受けて，川角キャンパスで講義や研究が行われていることを医学部学生に周知し，秋に開催予定のクラブ顧
問主将会議でも注意喚起することとした．
②第 2 回埼玉医科大学全学学生部委員会（平成 25 年 12 月 13 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 25 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）実行委員長から配布資料をもとに今年度越華祭の結果報告が行われた．
昨年度比 100 〜 200 名程度来場者が増加した．アンケートによると，学生の家族や受験生，インターネットを
見て来場した方が多かった．医学企画，保健企画が非常に好評であった．広範な広報活動を展開できた．
2）会計局長から，決算報告書をもとに以下のような報告が行われた．
一日目の台風でレンタル品の弁償が発生してしまったが，予算内でまかなうことができた．
これに対し，委員から以下の意見が述べられた．
1）野外ステージの音響に対する苦情が出たので音量について検討してほしい．
2）後夜祭は後片付けが終了してから開始すること．
3）パンフレットやポスターは学内全部署に送るようしたほうが良い．
4）引き継ぎや広報関係印刷物の作成は，もう少し早く始めたほうがよい．
医学部生の川角キャンパスの使用について，以下の報告が行われた．
1）軽音楽部の活動について，日高キャンパスでの活動も検討したが，人数や楽器置き場の問題のため難しく，
現在の設備に防音工事を施すこととした．
2）グランド新設に伴う部室の移転について，処分や清掃を徹底し，空いた部屋は保健医療学部の部活動で使用
することとした．
新グラウンドの部室棟の管理について常駐の管理人を置く方向で検討を進めていること，グランド全体のセキュ
リティについても検討中であるとの報告があった．
学生健康推進室から以下のような報告と要望があった．
1）健診後の受診報告書の提出がない学生がいるので指導してほしい．
2）ER の受診は保健医療学部，医学部とも平等に行ってほしい．
3）学生が病院を受診する場合，依頼状がないと初診料を高く徴収されてしまうので受診ルールの見直しを検討
している．
4）教職員は教職員用の健康推進室を利用するようにアナウンスしたい．

4．評価と次年度目標
例年と同様に，7 月と 12 月に委員会を開催した．
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．会計につ
いても完全に一本化された．
新グラウンド完成に伴い，運用方法の検討を始めた．
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）
清水勝（SHIMIZU，Masaru）看護部：中央病棟 2 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）
高橋正訓（TAKAHASHI, Masakuni）医務部（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）
蛭間庄司（HIRUMA，Shoji）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）
森勇樹（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し，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 25 年度
出席者 10 名

第 100 回（平成 25 年 5 月 10 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，根本多美子委員の後任に清水勝委員（中央病棟 2 階師長）が就任することが
報告された．
福祉棟裏の喫煙所については学生にも場所を周知することを確認した．
福祉棟改修工事は現状では 8 月開始と予定されていると報告があった．
パトロール時に現在禁煙の団扇を持参しているが，もう少しアピールできるものを身につけた方が良いと
いう提案があった．
②平成 25 年度
出席者 10 名

第 101 回（平成 25 年 7 月 12 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．
タバコ問題首都圏協議会より送られた冊子を資料として回覧した．
広報を兼ねて，パトロール時に禁煙をアピールするタスキを用意することとした．
福祉棟改修工事は 11 月から始まることが報告され，福祉棟裏の喫煙所の代替案としてヨーコー印刷所近
辺のスペースを使用できないか相談することとした．
③平成 25 年度
出席者 8 名

第 102 回（平成 25 年 9 月 13 日） 於：本部棟 1 階会議室
欠席者 12 名
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議事：禁煙パトロールの実施．
パトロールの際に禁煙をアピールするタスキが新たに作成され，使用を開始した．
駐輪場移設予定地付近に喫煙所を移設できないかを確認することとした．
構内に出入りする業者等への禁煙の周知を行うことにした．
④平成 25 年度
出席者 9 名

第 103 回（平成 25 年 11 月 8 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．
パトロール中に，点滴を受けながら患者さんが喫煙する患者さんがおり，職員がどのように対処すべきか，
を病院運営会議で議論していただくこととした．
新設の駐輪場（ヨーコー印刷裏）近くに設置される喫煙所は（株）ウエルフェアが借用した土地であり，
大学の敷地ではないということを確認した．
福祉棟解体に伴って併設の喫煙所は使用できなくなるため，新設の喫煙所への誘導をどのように行うか，
検討することとした．学生に対しては公式な掲示による通達は行わないものの，口頭での案内は進めるこ
ととした．
⑤平成 25 年度
出席者 10 名

第 104 回（平成 26 年 3 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．
第 5 駐車場下付近で学生と思しき者の喫煙が度々見受けられるとの報告があった．
新設の喫煙所に屋根や目隠し用の仕切りが設置されたことを確認した．しかし，学生の間から「駐輪場付
近に喫煙所があるのは問題である」という意見が出ていることが報告され，旧秋田屋付近など代替地を検
討すべきという意見があった．
総合医療センターでは新棟を建設するにあたり喫煙所が移動し，患者さん用と職員用が設置された，との
報告があった．また，敷地が広大であるため敷地外への喫煙所設置は難しく，構内全面禁煙への移行は難
航していると報告された．
病院長から，構内全面禁煙を謳うには，職員および学生から禁煙を進めそのうえで患者さんに相対するよ
うに意識を高めていくべきだ，との提言があった．

4．評価と次年度目標
大学病院西館建設のための福祉棟解体に伴い喫煙所が使用できなくなることから，大学構内に近い敷地外喫煙所を
どこに設置すべきかを議論し，ヨーコー印刷付近に新たにウエルフェアが借用する駐輪場の近くに設置することと
なった．
出入り業者などの関係者に敷地内全面禁煙を訴え，禁煙パトロールの際に見かけられる吸い殻の集積は減少傾向に
あるが，相変わらず学生と思しき者や患者さんの敷地内喫煙が見かけられる．今後も機会がある毎に，敷地内全面禁
煙を訴え続けることが重要である．加えて，教職員・学生から禁煙を進め，そのうえで患者さんに相対するように意
識を高めていくべきである．
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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（Nagajima, 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 25 年度各キャンパスから提出された動物実験計画書 224 件 [ 注意を要する動物実験計画書：組換え DNA
実験（P1A・P2A 実験：81 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：24 件）]，動物実験計画書の追加変更届 49 件，動物実験結果報告書・動物実験（終了・中止）報告
書 42 件，実験室設置承認申請書 33 件，飼養保管施設設置承認申請書 1 件，施設等（動物実験室）廃止届 1 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：38 回，受講人数：116 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（2,588,553 匹），ラット（104,180 匹），ハムスター（2,379
匹）
，ウサギ（2,143 羽）
，ブタ（1,166 頭）
，スンクス（360），コモンマーモセット（2,940），カエル（1,072 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．情報公開として，
1. 埼玉医科大学動物実験規程，2. 埼玉医科大学動物実験委員会規則，3. 動物実験委員会委員一覧，4. 動物実験委員
会審査手順書，5. 自己点検・評価報告書，6. 動物実験に関する情報を外部閲覧可能なホームページ（http://www.
saitama-med.ac.jp/medlinks/animal/index.html）に行った．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．

111

委員会・会議報告

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：所長，教授

副委員長

松下

委

員

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

戸井田昌宏（TOIDA, Masahiro）
：保健医療学部医用生体工学科：教授

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：部長

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：非常勤講師

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

豊田浩一（TOYODA, koichi）
：医学研究センター知財戦略研究推進部門：客員講師

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

山岸良治（YAMAGISHI, Ryoji）
：医学研究センター知財戦略研究推進部門：参事

事務局

石川友美（ISHIKAWA, Tomomi）
：医学研究センター知財戦略研究推進部門：非常勤職員

（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 25 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 25 年度の活動報告

本年度は 11 回の特許委員会が開催され，合計 27 件の特許出願の申請が審議された．
第 76 回特許委員会

平成 25 年 4 月 5 日開催 7 件の特許出願を審議

第 77 回特許委員会

平成 25 年 5 月 10 日開催 1 件の特許出願を審議

第 78 回特許委員会

平成 25 年 5 月 31 日開催 1 件の特許出願を審議
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第 79 回特許委員会

平成 25 年 7 月 5 日開催

1 件の特許出願を審議

第 80 回特許委員会

平成 25 年 9 月 6 日開催

4 件の特許出願を審議

第 81 回特許委員会

平成 25 年 10 月 15 日開催

第 82 回特許委員会

平成 25 年 11 月 1 日開催

第 83 回特許委員会

平成 25 年 12 月 10 日開催

第 84 回特許委員会

平成 26 年 1 月 10 日開催

第 85 回特許委員会

平成 26 年 2 月 7 日開催

2 件の特許出願を審議

第 86 回特許委員会

平成 26 年 3 月 7 日開催

3 件の特許出願を審議

1 件の特許出願を審議
1 件の特許出願を審議
2 件の特許出願を審議
4 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 6 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 11 件，採択 8 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，試薬メーカー等への有体成果物提供に係る契
約 2 件 80 万円，
特許を実施したことによる実施料収入及び実施許諾契約の一時金等で 4 件 1,261 万円あった．また，
知的財産権を 2 件の譲渡した対価として，571 万円の収入が得られた．総計で 8 件 1,912 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（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）
堤

晴彦（TUTUMI, 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）

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）

池淵研二（Ikebuchi, Kenji）
：国際医療センター輸血・細胞移植部：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）
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）
オブザーバー
濱口勝彦（HMAGUTI, Katsuhiko）: 副理事長
田島賢司（TAJIMA, Kenji）: 経理部長
和田

実（WADA, Minoru）: 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 25 年 7 月 2 日）於：丸木記念館第一会議室

出席 15 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 25 年学内グラント選考
25 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．
25 年度学内グラント応募・審査状況
総応募数

47 件

カテゴリー別
1）丸木記念特別賞：11 件（医学部
2）一般：36 件（医学部

10 件，保健医療学部 1 件）

35 件，保健医療学部 1 件）

総採択件数：22 件
カテゴリー別採択件数
1）丸木記念特別賞：2 件
2）一般：20 件
丸木記念特別賞
1．水野洋介（医学部・助教：ゲノム医学研究センター）150 万円
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統合的トランスクリプトーム解析で明らかにする脂肪・骨芽細胞分化調節メカニズム
2．佐藤

毅（医学部・講師：大学病院歯科・口腔外科）150 万円

生体ネットワークの調和を目指す再生医療に向けた神経および骨再生を担う分子の探索
一般
1．安達淳一（医学部・准教授：国際医療センター脳神経外科 / 脳脊髄腫瘍科）100 万円
小児及び若年者神経膠腫における予後因子としてのヒストン H3.3 遺伝子変異の解析
2．小野

啓（医学部・講師：大学病院内分泌・糖尿病内科）100 万円

肝 LKB1 の糖尿病における役割
3．井上成一朗（医学部・講師：総合医療センター肝胆膵外科小児外科）100 万円
骨髄由来樹状細胞の腫瘍細胞死貪食を利用した小児神経芽腫の新しい細胞治療の開発
4．久慈一英（医学部・准教授：国際医療センター小児科）100 万円
腫瘍の代謝多様性を利用した核医学診断法および治療階層化手法への応用
5．難波文彦（医学部・准教授：国際医療センター放射線科（核医学科））100 万円
高濃度酸素暴露マウスを用いた新生児慢性肺疾患長期合併症の病態解明と治療法の開発
6．阿部佳子（医学部・講師：総合医療センター病理部）100 万円
肺扁平上皮癌に対するアロマターゼ阻害剤選択の可能性
7．石黒秋生（医学部・講師：総合医療センター新生児科）100 万円
未熟児新生児領域における非侵襲的臓器血流指標を用いた新たな循環管理法の開発
8．富川武樹（医学部・講師：総合医療センター血液内科）100 万円
多発性骨髄腫に対するレナリドミドの効果予測バイオマーカーとしてのセレブロンの意義
9．小谷典弘（医学部・准教授：生化学）100 万円
2 分子会合体認識抗体を用いた脳疾患モデル動物のニューロン間情報伝達異常の解析
10．得平道英（医学部・准教授：総合医療センター血液内科）100 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．髙木

徹（医学部・助手：微生物学）100 万円

抗原表面結合型リポソームによる C 型肝炎治療ワクチン開発
12．横尾友隆（医学部・助教：ゲノム医学研究センター）100 万円
消化管ホルモン IBCAP を用いた生活習慣病治療への分子基盤の確立
13．鈴木正彦（保健医療学部・教授：健康医療科学科）70 万円
神経変性疾患モデルマウスを用いた新規行動解析法の構築と認知機能改善薬の探索
14．佐川森彦（医学部・助教：総合医療センター血液内科）70 万円
多発性骨髄腫に対する次世代シーケンサーを用いた遺 伝子発現解析及ひ ? 新規治療薬の開発
15．森

茂久（医学部・教授：医学教育センター）60 万円

難治性悪性リンパ腫の増殖機構の解明と新たな治療法の開発
16．宮崎利明（医学部・特任研究員：ゲノム医学研究センター）60 万円
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
17．柴

祥子（医学部・ポスドク：ゲノム医学研究センター）60 万円

ビタミン K 依存性γ - グルタミルカルボキシラーゼの生体における新たな役割の解明
18．渡辺玲子（医学部・講師：総合医療センター血液内科）60 万円
多発性骨髄腫における血栓形成機序の解明と NF −κ B 阻害による治療法の確立
19．多林孝之（医学部・講師：総合医療センター血液内科）60 万円
造血器腫瘍発症におけるアダプター分子 Lnk の機能解析と新たな治療標的の探索
20．井上郁夫（医学部・准教授：大学病院内分泌・糖尿病内科）60 万円
発生段階での PPAR ガンマノックアウトマウスの選択的スプライシングバリアント制御解明

4．評価と次年度目標
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 24 年度より募集カテゴリーを改
定し，丸木記念特別賞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
を行ってきた結果，応募数は前年度に比べ 30％増加した .
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，
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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．
来年度以降の学内グラント募集に関して，募集要項の文言の改定，および審査方針の統一に関する点から，丸木
記念特別枠は必ずしも若手振興を目的としているものではないことを募集要項に明記する．さらに若手なのに 1st
author が少なすぎるような研究計画に対しては，「予備的な成果の蓄積を減点することで対処」する．
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）

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
H25 年 4 月にメール会議を開催し，H25 年 4 月 1 日に施行された「病原体等管理規則」にもとづき，新規取り扱
い者の教育訓練を行うこととした．実施は組換え DNA 実験安全委員会と共催で行うこととし，7 月の「実用実験医
学講義」の 1 コマを使って赤塚委員長が行った．

4．評価と次年度目標
昨年度施行された病原体等安全管理規則に基づき，学内管理体制の確立の第一歩を，組換え DNA 実験安全委員会
による管理活動と連携して開始することができた．来年度も更に進めていきたい．
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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 24 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日）
委員長

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長・医学部長

委

濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）
：副理事長

員

吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：副学長
松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：副医学部長・医学研究センター長

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

晴彦（TUTUMI, Haruhiko）
：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

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

新（Yoneya, Shin）
：医学研究センター共同研究推進部門長

飯野

顕（IINO, Akira）
：非常勤講師

田島賢司（TAJIMA, Kenji）
：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
平成 25 年度は，寄附研究部門設置申請そのものがなく，事実上委員会は開催されなかった．

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）
：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部：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）
：医学教育センター：准教授（任期：H26.3.31）

千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）：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（平成 26 年度）に留学を希望する応募者の選考を行った．
平成 25 年 11 月 15 日

於：医学部 7 号館 1 階会議室

出席者 4 人

議事：応募者 9 名について，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，内容を吟味（留学
施設選択の動機，目的の明瞭さ，推薦状の内容，受け入れ施設からの受け入れ許可の有無，論文発表や国際学会
参加の有無，提出書類の全体的な評価，など）し，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，承認を得る
形をとった．審査の結果 5 名を合格とした．

4．評価と次年度目標
6 年目となる次年度の留学者の選考審査であった．前年度は応募者が少なく再募集をする事になったが，今回は募
集において周知を強化した結果か，
多くの応募があった．今後も引き続き円滑な審査を行って行きたいと考えている．
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1．13）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 226 件と第 2・3 号の自己申告
書 23 件を 7 月 3 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書
21 件について第 2 回委員会（メ−ル会議）を行い , 審査し結果を通知した．
6 月 18 日（日高）
・24 日（川越）
・28 日（毛呂）・7 月 24 日（毛呂）・9 月 27 日（毛呂）の各日 , 平成 25 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）

7月3日

第 1 回 COI 管理委員会

7月5日

1）第 1 号の第二段階申告の必要のないもの 211 件と必要な 15 件 , 審査結果を通知

2）第 2・3 号の第二段階申告の必要のないもの 20 件と必要な 3 件 , 審査結果を通知
7月 9日

学長へ審査結果の報告

11 月 14 日

第 2 回 COI 管理委員会

11 月 22 日

第 1 号の第二段階申告の必要のないもの 20 件と必要な 1 件 , 審査結果を通知

2013 年度 COI 申告，審査経過のまとめ
第一段階
計

全てなし

第二段階
今後の

第二段階申告

申告要請

申告あり

可能性有

要請必要

3

15

15

15

1

1

1

16

16

16

審査済

第 4 条第 1 項第 1 号
7.2 までの申告
遅れた申告
合計

226

208

21

20

247

228

3

第 4 条第 1 項第 2・3 号
7.2 までの申告

23

20

3

3

3

合計

23

20

3

3

3
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2）委員会の開催
第 1 回 平成 25 年 7 月 3 日，基礎棟

3F カンファレンスル−ム，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 25 年 11 月 14 日〜 21 日

メ−ル会議

議事：遅れた申告 21 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 ,11 月にメ 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．

121

委員会・会議報告

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 30 回 組換え DNA 実験安全委員会（平成 26 年 3 月 10 日）於：ゲノム医学研究センター・5 階小会議室（501
号室） 出席 13 人

欠席（委任状）3 人

議事：
・次年度からの次期委員について委員長より報告があった．
・現状に即する形で，申請方式ならびに書類の見直し，承認書の見直し，
「埼玉医科大学組換え DNA 実験安全管理
規則」の改定を進めることとした．
・前委員長時代より前の実験室承認に関する記録は残っていないこともあり，医学研究センター安全管理部門感染
分野と連携して，早急に P-2 実験施設の査察を行うこととした．
・平成 26 年度の教育訓練は，例年同様に大学院「実用実験医学特別講義」のコマの一つとして，三谷委員長が行
うこととなった．
・本会議の議事録は，医学研究センター運営委員会にて報告した．
②本年度の承認・届出件数は以下の通りであった．
・平成 25 年度「第二種使用等拡散防止措置承認申請書」申請数：51 件中 41 件が承認された．内，P1 のみが 20
件，P2 までを含むものが 31 件，P1A が 21 件，P2A が 10 件．大臣確認実験が計 3 件．
・平成 25 年度「第二種使用等拡散防止措置変更申請書」申請数：15 件．内，P1 のみが 5 件，P2 までを含むも
のが 10 件，P1A が 7 件，P2A が 2 件．
・平成 25 年度「遺伝子組換え生物等譲渡届」届出数：2 件．

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．
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
守屋

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）
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 25 年度 RI 安全委員会（平成 26 年 3 月 11 日〜 17 日）：電子メールによる会議
議事：
1）新委員の選出について
2）各放射線施設から変更許可，施設検査などの報告事項

4．評価と次年度目標
原子力規制委員会への変更許可申請や定期検査・定期確認などについての放射線施設間の情報共有が進み，放射線
安全管理に関する業務の連携が深められた．また，今年度放射性動物の乾燥装置の設置により，放射性動物の引き取
りが公益社団法人日本アイソトープ協会で可能な状態となった．安全で適切な放射性動物の処理ができるようになっ
たことは，RI を用いた研究の推進に役立つと考えられる．
次年度は全学的な放射線安全管理に貢献していくとともに，施設の老朽化部分の改修を行うなど，研究環境の改善
をして，RI を用いた研究成果が上がるよう委員会として協力していきたい．
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1．16）IR 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

員：荒木信夫（ARAKI,Nobuo）
：医学教育センター長，副医学部長（任期：H 26.3.31）
松下

祥（MATSUSHITA,Sho）
：医学研究センター長，副医学部長（任期：H 26.3.31）

土田哲也（TSUCHIDA,Tetsuya）
：副医学部長（任期：H 26.3.31）
椎橋実智男（SHIIBASHI,Michio）
：情報技術支援推進センター長（任期：H 26.3.31）
持田

智（MOCHIDA,Satoshi）
：医学部長補佐（任期：H 26.3.31）

金子公一（KANEKO,Koichi）
：医学部長補佐（任期：H 26.3.31）
和合治久（WAGO,Haruhisa）
：保健医療学部健康医療科学科長（任期：H 26.3.31）
小室秀樹（KOMURO,Hideki）
：大学事務部長（任期：H 26.3.31）
内田和利（UCHIDA,Kazutoshi）
：大学事務部医学部事務室次長（任期：H 26.3.31）
村嶌隆義（MURASHIMA,Takayoshi）
：大学事務部医学部事務室次長（任期：H 26.3.31）
笠間

忍（KASAMA,Shinobu）
：大学事務部医学部事務室庶務課長（任期：H 26.3.31）

松尾有裕（MATSUO,Arihiro）
：大学事務部保健医療学部事務室長（任期：H 26.3.31）
茂木
事

明（MOGI,Akira）
：総合企画部長（任期：H 26.3.31）

務：福田幸二（FUKUDA,Koji）
：総合企画部係長（任期：H 25.7.1 〜 H 26.3.31）
小曽根研二（OZONE,Kenji）
：総合企画部員（任期：H25.6.30 まで）
山本奈央（YAMAMOTO,Nao）
：総合企画部員（任期：H 26.3.31）

2．目的
本学における教育・研究，大学運営に関して，データを調査・収集し，分析することで得た客観的エビデンスを教
育・研究，学生支援，経営等に活用し，本学の質の向上を推進する．

3．活動報告
①第 3 回 IR 準備委員会（平成 25 年 5 月 28 日）
於：学長室，出席者 16 名
議事：1）IR 準備委員会における活動経過について
2）卒後データの収集について
3）医学部における IR の在り方について
4）他大学の IR の事例について
5）IR 委員会の発足等について
②第 1 回 IR 委員会（平成 25 年 9 月 17 日）
於：学長室，出席者 16 名

欠席者 1 名

議事：1）IR 委員会の発足について
2）IR 準備委員会における活動経過について
3）医学部卒業生の卒後データの収集及び管理について
4）IR 委員会規則（案）について
5）IR 機能に係る追加的要望について
6）大学機関別認証評価受審について
7）国際認証（医学教育分野別評価）受審について
8）今後の取り組みについて

4．評価と次年度目標
本委員会は，本学における IR（Institutional Research）活動を確立しさらに推進するため，平成 24 年度より計 3
回にわたり準備委員会を開催し，IR の導入・整備，委員会設立に向けた準備を図り，平成 25 年 9 月に発足した．社
会の期待に応え，教育の質の保証と向上の推進に寄与することができた．
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今後の取り組みとして，医学教育センター，医学部・保健医療学部の各事務室，総合企画部及び担当者が相互連携
して活動し，ルーチン化の確立したデータ収集及びレポート作成に加え，追加的取組項目の拡充を図っていく．また，
本学医学部卒業生の卒後データの収集及び管理については，臨床研修センターと連携をとりながら検討していく．
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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

千田みゆき（CHIDA, Miyuki）

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

吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
（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

冨田幸江（TOMITA,Sachie）

看護学研究科修士課程運営委員長

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）

医学教育センター長

松下

医学研究センター長

祥（MATSUSHITA, Sho）

岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）

ゲノム医学研究センター所長

片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）

大学病院長

堤

総合医療センター病院長

小山

晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）
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
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）

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

教務課 課長

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

2．目

主任

的

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

3．活動報告
1）委員会の開催
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以下の通り開催した．
第 1 回平成 25 年 5 月 14 日
第 2 回平成 25 年 9 月 10 日
第 3 回平成 25 年 11 月 12 日（持ち回り審議承認日）
第 4 回平成 26 年 3 月 18 日
2）主な内容と審議結果
（医学研究科博士課程）
（1）学位取得者 36 件（甲種 15 件，乙種 21 件）の報告
（2）平成 25 年度後期入学大学院入学者選抜試験ならびに平成 26 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 63，64 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
（医学研究科修士課程）
（4）学位取得者 12 件（理学療法学 6 件，生体医工学 2 件，生体機能科学 4 件）の報告
（5）平成 26 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
（6）研究発表会の実施
（看護学研究科修士課程）
（7）学位取得者 7 件（看護技術学 2 件，看護管理学 3 件，精神保健看護学 2 件）の報告
（8）平成 26 年度大学院看護学専攻修士課程第 1 回，第 2 回入学者選抜の実施と合否判定の報告
（9）科目等履修生の募集と受入（1 名合格）
（10）研究発表会の実施
（全体）
（11）入学式，学位授与式の挙行の報告
（12）
「埼玉医科大学大学院医学研究科自己点検・評価委員会規則」及び「埼玉医科大学大学院看護学研究科自
己点検・評価委員会規則」を制定．
（13）
「大学院医学研究科委員会及び看護学研究科委員会運営規則」の一部改正（「埼玉医科大学大学院研究科運
営委員会規則」制定による．
）
（14）
「埼玉医科大学大学院研究科運営委員会規則」の制定（「埼玉医科大学大学院医学研究科委員会及び看護学
研究科委員運営規則」第 6 条運営委員会及び専門委員会関係）
（15）
「日本学生支援機構奨学金返済免除候補者選考規則」の制定
（16）日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考委員会の実施（平成 26 年 3 月 18 日）
対象者：医学研究科博士課程 1 名，医学研究科修士課程 1 名
（17）
「大学院学則別表」の一部改正（博士課程トランスレーショナルリサーチ学の追加）
（18）
「学位規則」一部改正（第 12 条学位論文の審査期限関係）
（19）
大学院委員会開催日時等の変更．
（開催日は理事会への上程事項を考慮し，原則 3 月 5 月 11 月の初旬とする．
協議方法は，学長の判断で電子メール等による持ち回り会議とすることができる．）

4．評価と次年度目標
本年度も両研究科を統括する委員会として，規則の制定や改正が適正に行われ委員会として十分機能した．来年度
も更に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 355 回‐第 365 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
堤

晴彦（TSUTSUMI，Haruhiko）
：総合医療センター病院長

小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：国際医療センター病院長

松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：国際交流センター長
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）: 地域医学・医療センター長
椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター長
◇科目責任者（大学院研究科委員会運営規則第 2 条 2 号構成員）
生物・医学研究系
永島雅文（NAGASHIMA, Masabumi）
：解剖学
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：生理学
村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）: 生化学
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
高田

綾（TAKADA, Aya）
：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
畝川芳彦（SEGAWA, Yoshihiko）
：腫瘍内科学
※松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）
：循環器内科学
萩原弘一（HAGIWARA, Koichi）
：呼吸器内科学
※三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：リウマチ･膠原病内科学
持田
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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
古村

眞（KOMURA, Makoto）
：小児外科学

金子公一（KANEKO, Koichi）
：呼吸器外科学
雨宮

伸（AMEMIYA, Shin）
：小児科学

石原

理（ISHIHARA, Osamu）
：産科婦人科学

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

徹（MATSUI, Toru）
：脳神経外科学

朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）
：泌尿器科学
菅澤

正（SUGASAWA, Masashi）：耳鼻咽喉科学

米谷

新（YONEYA, Shin）
：眼科学

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
杉山

聡（SUGIYAMA, Satoru）
：救急医学

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
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：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
田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi）
：研究科長推薦
計：61 名

定足数：41 名（第 355 回‐365 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
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：医学部事務室 次長
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
大嶋利夫（OSHIMA, Toshio）
：保健医療学部事務室 顧問
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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 主任

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 355 回：4 月 26 日（金）出席者 46 名 学位審査：博士課程 2 件
第 356 回：5 月 24 日（金）出席者 46 名 学位審査：博士課程 5 件
第 357 回：6 月 28 日（金）出席者 45 名 学位審査：博士課程 3 件
第 358 回：7 月 19 日（金）出席者 46 名 学位審査：博士課程 1 件
第 359 回：9 月 20 日（金）出席者 42 名 学位審査：博士課程 1 件
第 360 回：10 月 25 日（金）出席者 43 名 学位審査：博士課程 1 件
第 361 回：11 月 22 日（金）出席者 43 名 学位審査：博士課程 3 件
第 362 回：12 月 20 日（金）出席者 53 名 学位審査：なし
第 363 回：1 月 31 日（金）出席者 52 名 学位審査：博士課程 5 件
第 364 回：2 月 28 日（金）出席者 47 名 学位審査：博士課程 1 件，修士課程 12 件
第 365 回：3 月 28 日（金）出席者 44 名 学位審査：博士課程 14 件
開催回数：11 回
平均出席者数：46 名
学位審査計：博士課程 36 件（合格 36 件）
，修士課程 12 件（合格 12 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（別表

博士課程トランスレーショナルリサーチ学追加）

（3）学位規則の改正（学位論文の審査期限関係）
（4）埼玉医科大学大学院医学研究科自己点検・評価委員会規則の制定
（5）大学院医学研究科委員会及び看護学研究科委員会運営規則の一部改正
（6）埼玉医科大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規則の制定
（7）学位審査の申請と審査の流れの一部改正
（8）研究マインド育成自由選択プログラムの実施
（9）医学部 6 年生・修士課程 2 年生の博士課程入試について
（10）医学部 3 年生以上を対象とした博士課程および語学試験の説明会開催について
（11）学位審査申請に関わる相談願について
（12）埼玉医科大学臨床フェロー制度採用者の学位審査申請資格について
（13）大学院における Faculty Development の検討
（14）医学研究科自己点検評価委員会のあり方について
（15）修士課程の学位記授与式日程の検討
（16）修士課程研究発表会について
（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 31 件，修士課程 12 件
（18）平成 25 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 26 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 25 年度後期入学：出願者 4 名，受験者 4 名，合格者 4 名
平成 26 年度前期入学第 1 回：出願者 7 名，受験者 7 名，合格者 6 名
平成 26 年度前期入学第 2 回：出願者 11 名，受験者 11 名，合格者 10 名（研究マインド育成自由選択プログラ
ム 2 名含）
（19）平成 26 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 3 名，受験者 3 名 ，合格者 3 名
第 2 回募集：出願者 5 名，受験者 5 名，合格者 5 名
130

委員会・会議報告（大学院）

（20）第 63，64 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 63 回

申込 34 名

受験者 33 名

合格者 23 名（医学部在学生 10 名含）

第 64 回

申込 48 名

受験者 47 名

合格者 37 名（医学部在学生 18 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 15 名，乙種 21 名

修士課程

12 名（理学療法学 6 名，生体医工学 2 名，生体機能科学 4 名）

計 36 名（内本学卒業生：甲種 8 名 , 乙種 13 名）

（23）学位記授与式の挙行
博士課程（平成 26 年 3 月 29 日，創立 30 周年記念講堂）
修士課程（平成 26 年 3 月 18 日，本部棟第 3 講堂）
（24）大学院生身分変更承認：4 名（博）
（25）大学院学生国内外留学承認：1 名（博）,1 名（修）
（26）大学院生 TA の承認：2 名（修）
（27）大学院生長期履修の承認：3 名（修）
（28）大学院生長期履修期間変更承認：1 名（修）
（29）特別研究学生（他大学院）受託：新規 3 名，継続 2 名

計5名

（30）協力研究員（他機関）受託：継続 1 名
（31）特別協力研究員（他機関）受託：新規 2 名，継続 7 名

計9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 25 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，医学研究科の自己点検評価委員会のあり方を
検討し，医学研究科博士課程運営委員会と医学研究科自己点検評価委員会を兼ねて開催することとした．
また，学位審査のあり方検討ワーキンググループを開催し，本学が授与する学位の質の向上とより公平な審査の実
施に向けた検討を行った．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
委員長

千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：研究科長：教授：代表指導教員：地域活動看護学：博士

委員

別所正美（BESSHO, Masami）
：学長：教授：内科学，血液内科学：博士
大野良三（OHNO, Ryozo）
：学部長：教授：内科学，医学教育学：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：博士
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：代表指導教員：基礎看護学・看護管理学：博士
冨田幸江（TOMITA, Satie）
：教授：代表指導教員：基礎看護学・看護管理学：修士
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 34 回定例会議（平成 25 年 4 月 25 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人

欠席

なし

議事：①科目等履修生募集要項の検討

②自己点検・評価委員会設置についての検討

③長期履修志願者の承認

④専攻領域変更に伴う単位の認定の承認
②第 35 回定例会議（平成 25 年 5 月 23 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人

欠席なし

議事：①次年度のガイダンス日程と履修登録期限の変更の承認
③今年度研究発表会日程の変更の承認

②自己点検・評価委員会の 6 月開催の承認

④科目等履修の開講科目の決定

③第 36 回定例会議（平成 25 年 6 月 27 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人

欠席なし

議事：①精神保健看護学領域教員 2 名の教員資格の承認

②看護学研究科自己点検・評価委員会規則（案）の

承認
④第 37 回定例会議（平成 25 年 7 月 25 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人

欠席なし

議事：①学内ホームページにおける修士課程のページ掲載の承認

②科目等履修志願者の合格の承認

⑤臨時会議（持ち回り）
（平成 25 年 9 月 19 〜 20 日）
参加 10 人

欠席なし

議事：①平成 26 年度第 1 回入学試験の合否判定
⑥第 38 回定例会議（平成 25 年 10 月 24 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人

欠席なし

議事：①看護学研究科 FD 企画の報告

②認証評価実施調査，1 年生の研究計画発表会の企画，学位審査の日程

及び予定者等について報告
⑦第 39 回定例会議（平成 25 年 11 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学位規則改正案の承認
格審査書類の検討

②平成 27 年度入学試験日程の承認

③学生募集要項の修正の承認

⑤本年度学位論文審査委員と担当論文の承認

⑧第 40 回定例会議（平成 25 年 12 月 19 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人
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議事：①出願資格審査書類改正の承認
日程の承認

②平成 25 年度学位審査申請資格の承認

④科目担当者の退職に伴う共通科目担当者変更の承認

③平成 27 年度入学試験関連

⑤小児看護学指導教員の退職に伴う客員教

授任命の承認
⑨第 41 回定例会議（平成 26 年 1 月 23 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人

欠席なし

議事：①平成 26 年度第 2 回入学試験出願資格審査 2 名の承認
期履修生の履修期間変更の承認

②平成 26 年度第 2 回入学試験合否判定

④平成 26 年度共通科目の担当教員の変更の承認

③長

⑤担当教員退職に伴う次年

度シラバス作成担当についての検討
⑩第 42 回定例会議（平成 26 年 2 月 20 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人

欠席なし

議事：①学位論文（修士）の適格論文の受理

②修士論文提出者 7 名の論文審査，および合否判定

③長期履

修生の履修期間変更の承認
⑪第 43 回定例会議（平成 26 年 3 月 20 日）於：保健医療学部 2 階会議室
出席 10 人

欠席なし

議事：①

4．評価と次年度目標
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，承認を行うことを目的に，今年度は円滑に運営し，委員会の目的を果たすことができたと考える．
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
が欠員となっていたが，昨年度にはがん看護学担当教員が，今年度は精神保健看護学領域担当教員 2 名が補充され，
学生の指導体制は整備されつつあると考える．平成 25 年度は第 3 回修了生 7 名の論文審査を行い，学位（看護学修
士）を授与できた．今年度から学位論文の審査基準に倫理審査の承認を得ることを加えたが，全ての学位申請論文は
倫理審査の承認を得ており，支障はなかった．
今年度は一昨年合格したがん看護学に続き，精神保健看護学領域のカリキュラムが，日本看護協会の精神看護学の
専門看護師資格認定審査に合格できた．現在，がん看護専門看護師教育課程に 1 名，今年度の修了生を含め精神看
護専門看護師教育課程に 4 名が在籍しており，今後の臨床での活躍が期待される．特に，精神看護学専門看護師の
資格認定のための支援については，修了生を含め，2 回のフォローアップ研修を実施した．次年度は，がん看護およ
び精神看護の専門看護師資格取得を目的とする研修だけでなく，資格保有者の実践力アップの研修の開催をめざし準
備していく．また，制度移行に伴う授業科目 38 単位の申請の検討も引き続き行なっていく．
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．
今年度は懸案事項であった，自己点検・評価委員会を設置し，活動することができた．
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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
ブラッシュアップ委員
＜任期＞

チャド・ゴッドフリー（Chad, GODFREY）：教養教育

講師

平成 25 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日（不定期，通常 2-3 年で改選）

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
ブラッシュアップ
第2回
ブラッシュアップ
第3回
第4回
ブラッシュアップ
第5回
第6回

2013/7/9
2013/7/18
2013/8/9
2013/8/17
2013/9/10
2013/12/3
2013/12/17,18
2013/12/24
2014/1/21

本部棟 1F 会議室 出席 7，欠席 2（金子，チャド）
出席 2（チャド，永島）
本部棟 1F 会議室 出席 8，欠席 1（金子）
出席 2（チャド，永島）
本部棟 1F 会議室 出席 6，欠席 3（松下，金子，チャド）
本部棟 1F 会議室 出席 8，欠席 1（チャド）
出席 2（チャド，永島）
本部棟 1F 会議室 出席 7，欠席 2（依田，チャド）
本部棟 1F 会議室 出席 7，欠席 2（金子，チャド）

・第 1 回：問題作成，ブラッシュアップ
・第 2 回：問題作成
・第 3 回：試験実施報告・採点結果報告・合格基準の検討
（平成 25 年 9 月 3 日実施

試験監督

依田，菅澤）

1）25 年度大学院博士課程後期入学試験
2）26 年度大学院博士課程前期第 1 回入学試験
3）第 63 回語学試験
・第 4 回：問題作成，ブラッシュアップ
・第 5 回：問題作成・確認
・第 6 回：試験実施報告・採点結果報告・合格基準の検討
（平成 26 年 1 月 11 日実施

試験監督

依田，事故室

内田

）

1）26 年度大学院博士課程前期第 2 回入学試験（平成 26 年 1 月 11 日実施

試験監督）

2）第 64 回語学試験

4．評価と次年度目標
平成 22 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し，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，初期臨床研修医と社会人大学院
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生を学部卒業と同時に行う「研究マインド育成自由選択プログラム」の実行に合わせ，医学部学生 3 年生からも語
学試験の受験は可能となり，制度の定着とともに学部学生の語学試験受験者も増加した．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

別所正美（BESSHO, Masami）
：医学部長

員
荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：医学教育センター長，神経内科：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

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：皮膚科：教授
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 25 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 25 年 4 月 16 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 10 人

欠席 3 人

第 2 回定例会議（平成 25 年 5 月 14 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 12 人

欠席 1 人

第 3 回定例会議（平成 25 年 6 月 11 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 11 人

欠席 2 人

第 4 回定例会議（平成 25 年 7 月 9 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 13 人

第 5 回定例会議（平成 25 年 9 月 10 日）於：本部棟 1F 会議室
第 6 回定例会議（平成 25 年 10 月 15 日）於：本部棟 1F 会議室
第 7 回定例会議（平成 25 年 11 月 12 日）於：本部棟 1F 会議室

欠席 0 人

出席 12 人
出席 10 人

欠席 1 人
欠席 3 人

出席 9 人

欠席 4 人

第 8 回定例会議（平成 25 年 12 月 3 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 26 年 1 月 21 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 12 人

欠席 1 人

第 10 回定例会議（平成 26 年 2 月 18 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 12 人

欠席 1 人

第 11 回定例会議（平成 26 年 3 月 18 日）於：本部棟 1F 会議室

出席 11 人

欠席 2 人

2．主な審議内容
1）31 名の学位審査申請者の申請資格と審査委員の選出および審査委員会の設置を審議した．
2）学位審査の質の向上と公正な審査を目的に「学位審査のあり方ワーキンググループ」において検討した．その
結果，①学術雑誌に掲載された論文が必ずしも学位申請論文にはならないことを周知させ，申請者の理解力や貢
献度を重視する．②審査の際に，申請者の理解や解釈が不十分と判定された場合は，審査委員会は審査結果を “ 保
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留 ” とし，Theisis 等として新たに提出させるなどの指導を行えるようにした．③必ずしも英文論文でなくても
良いが，申請者の理解力，説明力などを重視する．④大学院在籍中に成果発表会を行い，進捗状況を確認すると
ともに指導することとした．⑤指導教員 FD を強化する，などについて研究科委員会に答申した．
3）
「学位審査の申請と審査の流れ」を改訂した．
4）医学部 3 年生以上を対象に，今後のキャリアデザインや研究の魅力について「研究マインド育成自由選択プロ
グラム」の内容とともに大学院博士課程および語学試験に関する説明会を年 2 回開催した．
5）卒後教育委員会主催の講演会のうち，大学院 FD として相応しい内容を申請する「卒後教育委員会主催 ? 後援
学術集会企画申請書」を作成し，大学院 FD としての運用を開始した．
6）医学研究科と看護学研究科における運営委員会に関して統一した規則案を策定した．
7）
「埼玉医科大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規則」および本学の選考基準を決定した．
8）平成 25 年度大学院共通科目（最新医学特別講義，実用実験医学特別講義等）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（5 名）．
11）他機関より協力研究員，特別協力研究員を受託した（10 名）．

4．評価と次年度目標
本委員会は大学院博士課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すことを目的に活動している．
本年度は，学位審査のあり方について，学位申請に相応しい論文，公正かつ厳格な学位審査，指導教員の質の担保な
どについてワーキンググループにて数回にわたり検討を重ねた．その結果，学位申請に際しては，申請者の理解力や
貢献度を重視し，学位審査において必ずしも基準が満たされないと判断された場合は，「保留」とし，学位審査委員
会が主導した指導ができる体制が整えられた．さらに，大学院在籍中ににおける研究の進捗状況を確認し，今後の方
向性を明らかにするための研究成果報告会を催し指導するシステムも導入される事となった．これらにより，これま
で臨床が忙しくて研究ができなかったり，指導教員による十分な指導が受けられなかった大学院生への指導がより強
化されるようになったことは大きく評価される．昨年から実施されている，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とも合わせ，大学院の質の向上に大きな寄与をした制度設計と評価される．
次年度以降も，これまで行ってきた本学に置ける研究マインドの醸成と質の高い研究の実践のための基盤整備をさ
らに推進し，本学大学院のポリシーを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
委員長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：副医学部長

委

大野良三（OHNO, Ryozo）
：保健医療学部学部長

員

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 25 年 4 月 23 日）出席者 6 人

欠席者 1 人

②第 2 回（平成 25 年 5 月 21 日）出席者 6 人

欠席者 1 人

③第 3 回（平成 25 年 6 月 4 日）出席者 7 人

欠席者 0 人

④第 4 回（平成 25 年 7 月 2 日）出席者 7 人

欠席者 0 人

⑤第 5 回（平成 25 年 9 月 17 日）出席者 6 人
⑥第 6 回（平成 25 年 10 月 22 日）出席者 6 人
⑦第 7 回（平成 25 年 11 月 5 日）出席者 6 人
⑧第 8 回（平成 25 年 12 月 10 日）出席者 6 人

欠席者 1 人
欠席者 1 人
欠席者 1 人
欠席者 1 人

⑨第 9 回（平成 26 年 1 月 21 日）出席者 6 人

欠席者 1 人

⑪第 10 回（平成 26 年 2 月 4 日）出席者 6 人

欠席者 1 人

⑫第 11 回（平成 26 年 3 月 11 日）出席者 7 人

欠席者 0 人

主な審議内容
（1）平成 26 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 25 年 9 月 7 日実施）結果：受験者数 3 名（生体機能科学分野 0 名，生体医工学分野 0 名，
理学療法学分野 3 名）
，合格者 3 名（生体機能科学分野 0 名（一般 0 名，社会人 0 名），生体医工
学分 0 名（一般 0 名，社会人 0 名），理学療法学分野 3 名（一般 3 名，社会人 0 名）．

第 2 回目

入試
（平成 26 年 1 月 18 日実施）結果：受験者数 5 名（生体機能科学分野 1

名，生体医工学分野 1 名，

理学療法学分野 3 名）
，合格者 5 名（生体機能科学分野 1 名（一般 1 名，社会人 0 名），生体医工
学分 1 名（一般 0 名，社会人 1 名），理学療法学分野 3 名（一般 2 名，社会人 1 名））．
（2）学位審査手続きの公開
（3）研究計画発表会および研究発表会の実施
（4）学位審査委員候補選抜
（5）ティーチングアシスタントの実地運用
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（6）授業科目の変更，履修方法の検討
（7）授業評価の実施
（8）長期履修生制度の改善
（9）川越ビルの講義室，学生研究室などの教育設備の検討
（10）FD 実施の検討
（11）大学院案内改訂
（12）教員便覧の改訂
（13）大学院運営員会規則の検討
（14）日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規則案の検討
（15）国内留学者の審査
（16）学位申請者 12 名（生体機能科学分野 4 名，生体医工学分野 2 名，理学療法学分野 6 名は，研究科委員会に
おける投票の結果，全員合格

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．

139

委員会・会議報告（大学院）

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

冨田幸江（TOMITA, Sachie）
：基礎看護学・看護管理学：教授（任期：26.3.31）

委員

千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：地域看護学：看護学研究科長：教授 ( 任期：26.3.31）
金子公一（KANEKO,Kouichi）
：国際医療センター：教授（任期：26.3.31）
古地順子（KOCHI, Junko）
：成人看護学：教授（任期：26.3.31）
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：小児看護学：教授（任期：26.3.31）
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
：人体統合機能論：教授（任期：26.3.31）
湯沢八江（YUZAWA, Yae）
：基礎看護学・看護管理学：教授（任期：26.3.31）
大森智美（OOMORI, Tomomi）
：小児看護学：准教授（任期：26.3.31）
坂本文子（SAKAMOTO, Fumiko）
：成人看護学：准教授（任期：26.3.31）
大賀淳子（OGA, Junko）
：精神保健看護学：准教授：（任期：26.3.31）

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 25 年 4 月 18 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 8 人

欠席

1人

議事：①専攻領域の変更に伴う単位認定についての報告
③自己点検委員の選出
ついての確認

④学生の単位取得状況の報告

②授業評価についての検討

⑤川越サテライトキャンパスの使

⑦学内がんプローミーティングの報告

用の確認

⑧研究計画発表会実施予定の報告

⑥時間割に

⑨科目履修希望者に

ついての報告
②第 2 回定例会議（平成 25 年 5 月 16 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 8 人

欠席

1人

議事：①自己点検委員会の持ち方についての検討
費の適用範囲についての確認
告

②研究発表会の日程変更についての報告

④第 1 回大学院委員会の報告

③大学院生の研究

⑤看護学研究科科目履修生についての報

⑥精神保健学領域における専門看護師教育課程再申請についての報告

⑦看護倫理学の時間割につい

ての報告
③第 3 回定例会議（平成 25 年 6 月 20 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 8 人

欠席 1 人

議事：①入学試験出題委員についての検討
選考についての報告

②入試問題検討会日時の決定

③看護学研究科の科目履修志願者の

④精神保健学領域における専門看護師教育課程再申請についての報告

⑤ ｢ 看護学

研究科修士課程の学位審査の手続き等 ｣ のホームページの掲載についての報告
④第 4 回定例会議（平成 25 年 7 月 18 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 8 人

欠席 1 人

議事：①入学志願者の確保についての検討

②入学試験出題委員の決定についての報告

キャンパスの後期使用希望についての確認
いての報告

③川越サテライト

④精神保健学領域における専門看護師教育課程再申請につ

⑤看護学研究科の科目履修志願者の選考結果についての報告

⑥平成 24 年度大学院年報原

稿の確認
⑤第 5 回定例会議（平成 25 年 9 月 19 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 9 人

欠席なし

議事：①平成 26 年度第 1 回看護学研究科修士課程入試に関する合否判定
看護学研究科修士課程運営委員会への委員選出についての確認
FD についての検討
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④第 2 回大学院委員会の報告

②精神保健看護学領域担当教員の

③平成 25 年度看護学修士課程における

⑤平成 25 年度看護学研究科修士課程修了予定者に
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ついての報告

⑥平成 26 年度第 1 回出願資格審査に関する合否判定についての報告

における専門看護師教育課程再申請についての報告
いての報告

⑦精神保健学領域

⑧川越サテライトキャンパスの後期使用予定につ

⑨後期大学院科目履修登録状況についての報告

⑥第 6 回定例会議（平成 25 年 10 月 17 日）於：保健医療学部 4 階会議室
出席 9 人

欠席 1 人

議事：①認評評価受審の終了についての報告
③ 11/16 研究計画発表会の報告
⑦第 7 回

②修士論文の提出にかかわる日程及び修士論文審査基準について

④大賀委員の就任挨拶

定例会議（平成 25 年 11 月 21 日）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 8 人

欠席 2 人

議事：① 11/16 研究計画発表会の運営に関する報告
学専攻募集要項についての報告

② 11/30 研究発表会に関する報告

④学位論文審査の規定に関する報告

③看護学研究科看護

⑤修士論文学位審査担当の決定

⑥研究発表会の内容と発表時間･質疑応答の時間についての検討
⑧第 8 回

定例会議（平成 25 年 12 月 12 日）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 8 人

欠席 2 人

議事：①修士論文学位審査 ( 出願者の資格審査 ) についての確認
の検討

②平成 26 年度「共通科目」担当者について

③平成 26 年度「小児看護学領域」の科目担当教員についての検討

④平成 26 年度第 2 回入試

についての検討
⑨第 9 回

定例会議（平成 26 年 1 月 16 日）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 9 人

欠席 1 人

議事：①平成 26 年度大学院案内の見直しとシラバス作成について
いて

②修士論文学位論文に関する進捗状況につ

③ＣＮＳコース修了者のフォローアップ研修企画（案）についての報告

希望者に関する募集及び開講科目の確認

④平成 26 年度科目履修

⑤平成 26 年度第 2 回入試についての確認

作成･提出・審査の手引き（平成 26 年度版）についての検討

⑥学位論文（修士）

⑦長期履修生の履修期間の変更申請につ

いての報告
⑩第 10 回

定例会議（平成 26 年 2 月 18 日）於：保健医療学部 4 階会議室

出席 10 人

欠席なし

議事：①精神保健看護学専門教育課程審査結果についての報告
生における開講可能科目についての報告
検討
⑪第 11 回
出席 9 人

②平成 26 年度看護学研究科修士課程科目履修

③平成 25 年度修了予定者の論文審査の結果･確認についての

④学位論文（修士）作成･提出・審査の手引き（平成 26 年度版）についての検討

定例会議（平成 26 年 3 月 13 日）於：保健医療学部 4 階会議室
欠席 1 人

議事：①埼玉医科大学大学院看護学研究科科目履修生募集要項について
申請についての報告

④平成 25 年度 FD の終了についての報告

成 26 年度看護学研究科委員会における委員構成についての確認
する細則（案）についての報告
ダンスについての確認

②入学予定者の報告

⑩大学院案内の修正についての報告

⑥平

⑦修士課程運営委員会委員の選出に関

⑧平成 26 年度学務に関する役割分担について

引き（平成 26 年度版）についての最終確認

③長期履修の

⑤次年度時間割についての確認

⑨新入生，在校生ガイ

⑪学位論文（修士）作成･提出・審査の手

⑫院生（M2）の退学についての報告

⑬院生（M1）の指

導教員の変更希望についての確認

4．評価と次年度目標
今年度は精神保健看護学領域の指導教員が補充され，論文指導及び関連する授業科目の開講について円滑な指導体
制をとることができた．また，精神保健看護学の専門看護師教育課程の再申請を行い，合格となった．FD の開催に
ついては，学部と連携し合同開催にて実施することができた．今後，研究科指導教員の質向上につながるための FD
となるよう内容の充実を図っていきたい．授業評価に関しては，評価内容を検討し，新たな授業評価項目にて，授業
評価を実施できた．今後の課題として，院生からの授業評価の提出が少ないため，提出を促し評価結果を授業に活用
できるようにしていきたい．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り，1 名の合格が
認められ履修できた．
3 回目の修了生を輩出し，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．また，スムーズな学位論文の作成や申請，審査に向け，「学位論文（修士）作成･提出・審査の手引き（平成
26 年度版）
」について，見直しをすることができた．今後は，学位論文に関する研究指導の進捗状況を委員会で確認
141

委員会・会議報告（大学院）

しながら，研究発表会，論文審査の円滑な運営に向けて検討を重ねていきたい．
次年度の課題は，大学院の充実に向け入学試験等の各種運営要領を整備すること，大学院生の確保のために，広報
活動を強化することである．
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3．1）教員代表者会議
1．構成員（第 450 回 4 月から第 460 回 3 月まで）
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
堤
小山

晴彦（TSUTSUMI, Haruhiko）
：総合医療センター病院長
勇（KOYAMA, Isamu）
：国際医療センター病院長

佐々木望（SASAKI, Nozomu）
：かわごえクリニック院長
織田弘美（ODA, Hiromi）
：学生部長
鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）
：図書館長
※荒木信夫（ARAKI, Nobuo）
：医学教育センター長
※松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学研究センター長

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

医学教育センター選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 13 号構成員）

※土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：教育主任部門長
※持田

智（MOCHIDA, Satoshi）
：卒前医学教育部門長

※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

※豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryoichi）
：卒前医学教育部門
※森
間嶋

茂久（MORI, Shigehisa）
：卒前医学教育部門
満（MAJIMA, Mitsuru）
：卒前医学教育部門

カリキュラム室長

試験管理室長
調査解析室長

学生支援室長
臨床実習推進室長

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

理（ISHIHARA, Osamu）
：教育主任部門選出者

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

医学研究センター選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 14 号構成員）

池淵研二（Ikebuchi, Kenji）
：研究主任部門長
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坂本

安（SAKAMOTO, Yasushi）
：共同利用施設運営部門長

※岡崎康司（OKAZAKI, Yasushi）
：知財戦略研究推進部門長
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）
：院長代理 , 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
輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）
：消化器・肝臓内科
松居

徹（MATSUI, Toru）
：脳神経外科

屋嘉比康治（YAKABI, Koji）
：消化器・肝臓内科
石田秀行（ISHIDA, Masahiro）
：消化管外科・一般外科
○国際医療センター
加藤木利行（KATOHGI, Toshiyuki）
：院長代理 , 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（第 450 回まで）
畝川芳彦（SEGAWA, Yoshihiko）通院治療センター長（第 451 回より）
◇その他選出者（医学部教授会運営細則第 2 条 16 号構成員）
高田

綾（AYA, Takada）
：法医学

※村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）
：研究支援管理部門長
池田

斎（IKEDA, Hitoshi）
：教職員・学生健康推進センター長（第 457 回まで）

丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）
：教職員・学生健康推進センター長（第 458 回より）
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

西村重敬（NISHIMURA, Shigeyuki）
：医療人育成支援センター
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
吉本信雄（YOSHIMOTO, Nobuo）
：副学長・専務理事
小室秀樹（KOMURO,Hideki）
：大学事務部長（第 454 回より）
計：66 名
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計：67 名

定足数 :45 名（※重複者）第 454 回より第 460 回まで

◇オブザーバー :
濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）
：副理事長
◇大学事務部
笠間

忍（KASAMA, Shinobu）
：庶務課 課長

小野寺晴美（ONODERA, Harumi）
：庶務課 主任

平成 25 年 7 月 1 日付係長昇格

渡邊春香（WATANABE, Haruka）
：庶務課員
井上紗貴（INOUE,Saki）: 庶務課員
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：医学部事務室次長 兼 学生課 課長
内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）
：医学部事務室次長 兼 教務課 課長
◇総務部
茂木

明（MOGI, Akira）
：総務部長・総合企画部長

2．目的
平成 18 年度より施行された医学部の新たな教員組織にともない構成された医学部の最高議決機関として機能する
会議である．すなわち，この教員代表者会議は，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みならず，教育組織，研究組織，診療組織からも，およそ 3：1：3 の割合で，それぞれを担う
代表の教員が構成員として選出されており，役職指定者と併せ，約 60 名となる．

3．活動報告
◇定期開催
・第 450 回：4 月 26 日（金）出席者 51 名
・第 451 回：5 月 24 日（金）出席者 48 名
・第 452 回：6 月 28 日（金）出席者 48 名
・第 453 回：7 月 19 日（金）出席者 49 名
・第 454 回：9 月 20 日（金）出席者 51 名
・第 455 回：10 月 25 日（金）出席者 49 名
・第 456 回：11 月 22 日（金）出席者 47 名
・第 457 回：12 月 20 日（金）出席者 59 名
・第 458 回：1 月 31 日（金）出席者 58 名
・第 459 回：2 月 28 日（金）出席者 53 名
・第 460 回：3 月 28 日（金）出席者 51 名
◇臨時開催
・推薦入学試験合否判定
11 月 20 日（水）出席者 66 名（委任状出席者 44 名）
・前期 1 次入学試験合否判定
1 月 29 日（水）出席者 65 名（委任状出席者 42 名）
・前期 2 次入学試験合否判定
2 月 5 日（水）出席者 67 名（委任状出席者 43 名）
・後期 1 次入学試験合否判定
2 月 19 日（水）出席者 67 名（委任状出席者 40 名）
・後期 2 次入学試験合否判定
2 月 26 日（水）出席者 64 名（委任状出席者 39 名）
・センター試験利用入試合否判定
3 月 5 日（水）出席者 64 名（委任状出席者 36 名）
・医学部 1 年生から 5 年生の進級判定
3 月 20 日（水）出席者 65 名（委任状出席者 44 名）
・後期追試 1 次・2 次入学試験合否判定
3 月 25 日（火）出席者 63 名（委任状出席者 39 名）
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◇開催回数
定期開催：11 回
臨時開催：8 回
合

平均 51 名
平均 65 名（委任状平均 41 名）

計：19 回

平均 57 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 管理委員会，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．よって，一部には准教授も構成員として選出されている．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するために，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．

146

委員会・会議報告（医学部）

3．2）医学部教員組織運営会議
1．構成員
委員長

別所正美（BESSHO, Masami）
：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）

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

員

（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

（任期：H26.3.31）

晴彦（TSUTSUMI, Haluhiko）総合医療センター病院長

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

（任期：H26.3.31）

祥（MATSUSHITA,Shou）
：副医学部長・医学研究センター長

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 146 回

定例会議（平成 25 年 4 月 16 日）
（学長室） 出席 14 人

欠席 0 人

第 147 回

定例会議（平成 25 年 5 月 14 日）
（学長室） 出席 11 人

欠席 3 人

第 148 回

定例会議（平成 25 年 6 月 11 日）
（学長室） 出席 13 人

欠席 1 人

第 149 回

定例会議（平成 25 年 7 月 9 日）
（学長室）

出席 12 人

欠席 2 人

第 150 回

定例会議（平成 25 年 9 月 10 日）
（学長室） 出席 14 人

欠席 0 人

第 151 回

定例会議（平成 25 年 10 月 15 日）（学長室） 出席 12 人

欠席 2 人

第 152 回

定例会議（平成 25 年 11 月 18 日）（学長室） 出席 10 人

欠席 4 人

第 153 回

定例会議（平成 25 年 12 月 17 日）（学長室） 出席 14 人

欠席 0 人

第 154 回

定例会議（平成 26 年 1 月 21 日）
（学長室） 出席 14 人

欠席 0 人

第 155 回

定例会議（平成 26 年 2 月 18 日）
（学長室） 出席 14 人

欠席 0 人
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第 156 回

定例会議（平成 26 年 3 月 12 日）
（学長室） 出席 8 人

欠席 6 人

以上の 11 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
・教養教育教員（英語）の公募について
・役職者の選任について
・役職者の人事について
・教員の公募について
・医学教育センターの人事について
・学外兼業について
・兼担について
・生理学教員の公募について
・2 年ごとの職位の更新について
・精神医学担当教員候補者の公募について
・乳腺・内分泌外科担当教員（教授）候補者の公募について
・ゲノム医学研究センターの教員任期の更新について
・教員の職位について
・平成 26 年度客員教員について
◇規則等の新設・改訂について
・医学部規程について
・研究活動の不正行為の防止等に関する規程について
・埼玉医科大学医学情報施設利用規則について
・埼玉医科大学医学情報施設機器等利用細則について
・埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク規則について
・埼玉医科大学ホームページ運用規則について
・ヒト胚性幹細胞研究倫理審査規則について
・ヒト幹細胞研究倫理審査規則について
・医学教育センター規程について
・埼玉医科大学医学部特別待遇奨学生規程について
・埼玉県地域枠奨学生選考委員会規則について
・埼玉医科大学医学部地域医療奨学生選考委員会規則について
・埼玉医科大学教職員定年規程について
・埼玉医科大学実地修練生受入取扱要領について
・埼玉医科大学ゲノム医学研究センターの教員の任期に関する規則について
・埼玉医科大学 IR 委員会規則について
・埼玉医科大学リサーチフェロー取扱要領について
・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
・埼玉医科大学埼玉県地域枠医学生奨学金貸与規定について
◇地域医療と奨学金について
・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
・
「埼玉県地域枠卒業医師」の登録及び育成について
・埼玉県地域枠奨学生卒業後の進路に関する FAQ について
◇自己点検・評価について
・医学部自己点検評価委員会からの報告について
・大学年報等の原稿提出について
・病理解剖に関する遺族の承諾書について
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・大学機関別認証評価作業ワーキンググループについて
・教育活動実績登録データ集について
・大学機関別認証評価実地調査に関する報告について
・教員任期終了者の再任手続きについて
・
「教員人事考課のあり方検討小委員会」の設置について
・教養教育の英語表記について
・病院における役職者名について
・臨床実習における包括的同意書について
・医学教育の質保障ワーキンググループについて
・合同教授総会アンケート調査結果について
・労働契約法の特例の規定の施行について
・教員任期終了者の動向について
・平成 26 年度特任教授等について
・教員の任期に関する規程新旧対照表について
・外国人短期 Visitor 受入願いの英語表記について
・腎・高血圧内科の英語表記について
・大学機関別認証評価の結果について
◇入学試験について
・私立医科大学合同入試説明会・相談会について
・高大接続について
・推薦入試について
・医学部入学定員の増員について
・医学部一般入試の出願状況について
・医学部一般入試（後期）について
・医学部一般入試（後期）追試験について
◇大学院について
・大学院入試日程について
・医学部 6 年生・修士課程 2 年生の博士課程入試について
・大学院の基本学科について
・大学院入試結果について
・私費外国人留学生等奨学生募集要項について
・大学院関連の委員会について
◇医学研究について
・平成 25 年度文部科学省科研費の内定結果について
・平成 25 年度「学内グラント」募集要項について
・e-Red と ReaD ＆ Researchmap との「ID 連携」方法について
・研究マインド育成のための教育プログラム実施助成金について
・創薬ナビの実施について
・外国人の短期受入れに関する手続きについて
・創薬アーカイブの実施について
・文部科学省科研費応募件数について
・研究医養成について
・私費外国人留学生等奨学生募集について
・COI 管理について
・奨学寄附の窓口更新について
・研究医養成ワーキンググループからの報告について
◇学事，会議，委員会の日程等について
・平成 25 年度医学部教員代表者会議構成員について
・医学部教員組織運営会議日程について
・医学部長懇談会日程について
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・医学部・保健医療学部合同教授総会について
・平成 25 年度卒業式について
・平成 26 年度入学式について
・医学部教授総会について
・臨床医学生認定式について
・平成 26 年度各組織の主要会議等日程表について
・平成 26 年度医学部教員代表者会議構成員について
・医学部関連会議・委員会一覧表について
◇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
・教育・研究部門の電力使用量について
・経済危機突破対策全学プロジェクトについて
・今冬の節電対策への協力について
◇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
・平成 25 年度消防・防災避難訓練について
・学納金について
・共用試験合格者認定手続きについて
・医学教育ワークショップについて
・医学部オープンキャンパスについて
・医学教育フォーラムについて
・臨床研修指導医講習会の運営について
・交換留学帰国報告会について
・
「教員の専門性」の利用状況に関する調査結果報告について
・医学部教授総会アンケート調査結果について
・埼玉医科大学・倫理委員会について
・解剖体慰霊祭について
・医学生，研修医等をサポートする会について
・学生部長より医学部学生諸君へ（通達文書）
・私立大学等改革総合支援事業選定状況について
・
「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」事業の進捗状況について
・共用試験 CBT の合格基準について
・毛呂山キャンパス教職員・学生健康推進連絡会議の立ち上げについて
・診療参加型臨床実習のための同意書等について
・
「日本の Mayo Clinic を目指す会」について
・
「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会について
・その他

4．評価と次年度目標
上記に示したように，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（生理学，精神医学，乳腺・内分泌外科等）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，公募を含めた多くの教員の採用，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」，「埼玉県地域医療と医師確
保の問題」
「医師の学外兼業」
「科学研究費の問題」
「医学教育のあり方に関する問題」
「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．今年度特筆すべき大きな事案は，大学機関別認証評価受審（10/7 〜 10/9）である．本会議のもう一つ
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の目的である医学部自己点検評価委員会のリーダーシップの下，規定の見直しをはじめ，PDCA サイクルをゼロベー
スで評価点検ができたことは，本学にとって更に大きな前進と判断している．
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（YOS Ｈ IMOTO, Nobuo）：副学長（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

實（KANAZAWA, Minoru）
：大学病院病院長代理（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）

前田平生（MAEDA, Hirou）
：総合医療センター病院長代理（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）
：国際医療センター病院長代理（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）
オブザーバー
事務

濱口勝彦（HAMAGUCHI, Katsuhiko）：副理事長（担当理事）（任期：H26.3.31）

村嶌隆義（大学事務部次長）

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 73 名のうち，退職のため再任希望な
しの 1 名を除く 72 名から再任希望があった．審議の結果，72 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．
今年度受審した大学機関別認証評価に向けて，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で適格の評価を得た今後も，作業ワーキンググループの活動で得た経験を生かして，
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

永井正規（NAGAI, Masaki）
：公衆衛生学：教授（任期：H26.3.31）

委

森

員

茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター：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）
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）
伊藤彰紀（ITOH, Akinori）
：神経耳科：教授（任期：H26.3.31）
新津守（NIITSU, Mamoru）
：放射線科：教授
柴﨑智美（SHIBAZAKI, Tomomi）
：地域医学・医療センター：准教授（任期：H26.3.31）
藤田恵子（HUJITA，Keiko）
：解剖学：准教授（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）
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）
森勇樹（MORI, Yuuki）
：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 25 年 4 月 12 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 13 名

欠席 3 名

議事：齋藤学生会長からの要望（年末年始の大学施設の利用，クリッカーの使用法）
入学式の際のクラブ紹介の報告（予想以上の時間延長となった）
防災訓練実施要項案の承認
学生対象のカウンセラー雇用について（池田教授・豊島教授に要望）
東医体準備室の設置について（学習棟の一室で検討中）
クラブ主将・顧問会議開催について（5 月 10 日に決定）
齋藤教授の後任について（新津教授に決定）
②第 2 回（平成 24 年 5 月 13 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 12 名

欠席 4 名

議事：齋藤学生会長からの要望（学生駐車場の改善要求）
学生からの要望（鶴ヶ島テニスコートの備品故障修理，学習棟の無線 LAN 整備）
学生への注意喚起（駐車違反，駐車場料金不払い，学生ホールの使用法について）
部活動における顧問の責任について（学業のフォロー，事故や不祥事への対応，保護者への対応，退部を
希望する学生へのフォローなど）
東医体準備室について（10 号館の 2 室を準備した）
③第 3 回（平成 24 年 6 月 14 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 9 名

欠席 7 名

議事：櫻井越華祭実行委員長から準備状況の説明
学生への注意喚起（体調の自己管理，駐車違反，交通事故と盗難への注意）
学生の部活動費用運用状況について（事務局から経理部および学生会へ確認）
7 月 14 日東医体開会式について（新津教授に学生委員と同行していただく）
定期試験準備に伴うオルコスホール，落合ホールの使用状況確認
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④第 4 回（平成 24 年 7 月 12 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 10 名

欠席 6 名

議事：自己学習のためのオルコスホール使用状況について（規定時間内使用を促す）
東医体学生委員の視察費用について（毛呂山会，同窓会から負担）
健康診断結果の報告（学生の喫煙率に推移について）
学生の部活動費用使用状況の報告（個別の費用については顧問に確認依頼）
国際交流センター長報告（河口湖セミナーの実施，留学生の受け入れ状況）
⑤第 5 回（平成 23 年 9 月 13 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 14 名

欠席 2 名

議事：齋藤学生会長からの報告（長谷川新会長の紹介，学生意見箱設置の要望）
学生部委員会からの要望（学生会規則の明文化）
櫻井越華祭実行委員長からの報告（ポスター完成と掲示開始の案内）
学生部委員会からの提案（越華祭予算窓口の一本化，決算書の改定）
ハラスメント対策小委員会からの報告（臨床心理士配置が喫緊の課題）
アドバーザー制度の在り方について（低学年では是正の必要性がある？）
来年度東医体の主管について（水泳の会場確保の報告）
クラブ主将・顧問会議について（11 月 8 日開催で決定）
来年度越華祭について（平成 26 年 10 月 25 日，26 日開催と決定）
⑥第 6 回（平成 24 年 10 月 11 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 10 名

欠席 6 名

議事：学生への注意喚起（バスの利用法について，川角キャンパスの使用法について）
来年度東医体の会場について（バスケットボール会場が決定）
学生健康管理室より（インフルエンザ予防接種の希望調査，来年度健診日程）
埼玉県女性医師支援センターの講演について（11 月 22 日に学内で開催予定）
町内運動施設の予約について（一部運動部に対し使用規則遵守を指導）
休学を考える学生への対応（医学教育センターでも把握，対応する）
⑦第 7 回（平成 24 年 11 月 8 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 12 名

欠席 4 名

議事：新グラウンドに関する報告（名称は 50 周年記念グラウンド，来年 3 月竣工予定，クレーコートとなる，
移動式ゴールの設置を要望，バス停設置の検討）
川角キャンパスにおける軽音楽部の騒音について（防音処理を施す方向）
アドバイザーとの交流会について（学生の積極的参加を促す）
生活面での行動規範について（学生便覧を加筆修正する方向で検討）
⑧第 8 回（平成 24 年 12 月 13 日） 於：本部棟 3 階会議室
出席 11 名

欠席 5 名

議事：学生部長より第 55 回私立大学医学学生部委員会参加報告
女子アイスホッケー部員のけがについて
新グラウンドの設備について（4 競技に対応できるゴールの設置決定）
来年度東医体の主管について（4 競技について会場と日程が決定）
学生健康推進室より（ノロウイルス感染者の発生，感染性胃腸炎の流行）
3 病院の感染情報について（各病院担当部署に連絡）
オルコスホールの消灯について（利用時間終了時に一斉消灯の要請）
合宿・遠征の届け出について（事前に届けるようクラブ主将・顧問会議で要望）
学生の駐車違反について（確認ごとに指導）
敷地外喫煙所について（改善の要望あり）
カーサ・アルムーノについて（男女部屋のバランスや宿舎管理の見直しが必要）
6 年生の授業出席について（6 学年担当教員や学年小委員会を通じて指導）
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⑨第 9 回（平成 25 年 2 月 14 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 11 名

欠席 5 名

議事：長谷川学生会長からの報告（入学式後の部活動紹介の形態を改善予定）
オルコスホールについて（ごみの片付けを要望，夜間自動消灯機能を設置予定）落合ホールの私物放置に
ついて（学生会に対応を要請）
50 周年記念グラウンド使用に関する運営委員会の設置報告
平成 26 年度交換留学生の選考面接の実施報告
⑩第 10 回（平成 25 年 3 月 14 日） 於：本部棟 1 階会議室
出席 12 名

欠席者 4 名

議事：飲酒に関する注意喚起（BSL 実施中の飲酒について学生・教員に注意喚起）
本学主管の東医体競技について（競技プログラム概要が決定）
新入生向け防災訓練実施要綱について（事務局案を確認，決定）
国際交流センター長報告（交換留学生決定，生越セミナーの日程，留学生来日）
グラウンド使用運営会議について（3 月中に開催予定）
遠征や事故時の各種届出の提出について（再度注意喚起する）
クラブ主将・顧問会議について（5 月 9 日実施予定）

4．評価と次年度目標
委員会は，昨年と同様に 8 月と 1 月を除く各月に開催した（年 10 回）．
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 56 回東医体夏季大会は 8 月 1 日から弘前大学，札幌医科大学，北海道大学，旭川医科大学の主管によって開催
された．昨年に引き続き陸上部，空手部，柔道部の活躍が目立ちバスケットボール部，弓道部，ゴルフ部も健闘した．
来年度東医体の副主管に向けて，学生委員が担当 4 競技（空手，柔道，水泳，バスケットボール）を視察した．
交換留学は例年通り行われ，9 月 18 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 26 日
（土）
，
27 日
（日）
に行われた．テーマは，
「越華繚乱」で昨年誕生したマスコットキャラクター “ えっ
かニャン ” の知名度アップをねらってグッズを作成した．屋外企画に二組のバンドを招聘した．医学部では，4 つの
医学企画，保健医療学部では各学科ごとに学術企画を実施した．包括協定を結んだ女子栄養大学に参加を要請した．
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．
5 月と 11 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．
新グラウンド（50 周年記念グラウンド）が年度末に完成することを受けて，運用のための会議を開始した．
一年間を通じて学生の生活全般，健康問題，東医体，学園祭，交換留学などについて討議し，注意すべき点や改善
すべき点は個々に対応した．3 年前から始めた学生部委員会への学生の参加は軌道に乗り，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 潤澤 (KIN, Jyuntaku): 整形外科 : 教授 ( 任期 :H26.3.31)

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 敏 (UCHINO, Satoshi): 第二購買課 : 係長 ( 任期 :H26.3.31)

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

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

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

3．活動内容
①平成 25 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本部棟 7 階 703 号室に共同利用の講師室を設置し，当委員会で管理することとなった．

4．評価と次年度目標
教員数の増加に応じて教員棟が常時，満室となっており，現役教員からの居室貸与申請があるごとに，共用・法人
管理部屋の整理や退職者からの返却を進め，準備するよう努めたが，待機時間が長期化しつつある．
本年度も引き続き東館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，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

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

委員

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

委員

久保かほる（KUBO, Kaoru）: 短期大学 : 看護学科長（任期 :H25.9.17~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 25 年度は，第 20 回の委員会を 9 月 17 日に，またコアメンバーによるサブミーティング（基礎医学棟実習
室改修打ち合わせ）を平成 26 年 2 月 28 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東館新築に連動したキャンパス内の施設改変に関して，以下の決定がなされた．
1）2 Ｂを耐震化したうえで，臨床系教室の共有研究室として利用することとなった．6 階はすでに改装され，4
科が使用中である．今後，研究スペースがなくなる臨床系教室（リハビリ科など）が有効に共同利用できるよ
う，他のフロアも含めて便宜をはかることとなった．
2）西館から東館への連絡通路が基礎医学棟 2 Ｆを通って建設されるため，基礎医学棟の該当部署の機能移転を
図った．実習室Ｂも使用困難となるため，第 2 講堂を改装し，新実習室Ｂとして使用することとなった．電
子顕微鏡室は基礎医学棟地下 2 Ｆもしくは 2 Ｂに移転の予定である．
②教員数の増加にともない教員棟内の居室確保が困難になっている．法人や退官教員より使用中の部屋の返却を求
めていく．
③小児科より研究器材の保管場所として基礎医学棟地下 2 Ｆの資料作成室の借用申請がなされ，用事返却を条件
に許可することとなった．
④ 3 ビル地下 1 階の旧Ｘ線― 2 号室および放射線安全管理室を経理部保存文書の保管場所として使用したいとの
申請があり，承認された．
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4．評価と次年度目標
昨年度から引き続き毛呂山キャンパス敷地内で施設の新・改築が進められており，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・決定をした．次年度も同様の方針であ
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
1．構成員
議長：
持田

智

（MOCHIDA, Satoshi）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科
平成 25 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

（ARAKI, Nobuo）

（毛呂）神経内科

同上

医学教育センター長：
荒木信夫
＜卒前教育委員＞
1 年生担当委員：
森

茂久

（MORI, Shigehisa）

池田正明

（IKEDA, Masaaki）

（基礎）生理学

同上

永島雅文

（NAGASHIMA, Masafumi）（基礎）解剖学

同上

吉田喜太郎

（YOSHIDA, Kitaro ）

（基礎）教養教育

同上

山崎芳仁

（YAMAZAKI, Yoshihito） （基礎）教養教育

同上

笹島

（SASAJIMA, Shigeru）

（基礎）教養教育

同上

藤田恵子

（FUJITA, Keiko）

（基礎）解剖学

同上

向田寿光

（MUKAIDA, Hisamitsu） （基礎）教養教育

同上

渡辺修一

（WATANABE, Schu-ichi） （基礎）生理学

同上

佐々木

（SASAKI, Atsushi）

同上

茂

医学教育センター

同上

2 年生担当委員：
惇

（基礎）病理学

山元敏正

（YAMAMOTO, Toshimasa）
（毛呂）神経内科

椎橋実智男

（SHIIBASHI, Michio）

村越隆之

（MURAKOSHI, Takayuki） （基礎）生化学

同上

髙野和敬

（TAKANO, Kazuhiro）

（基礎）解剖学

同上

荒木智之

（ARAKI, Tomoyuki）

（基礎）生化学

同上

中平健祐

（NAKAHIRA, Kensuke）

（基礎）生理学

同上

新津

守

情報技術支援推進センター

同上
同上

（NIITSU, Mamoru）

（毛呂）放射線科

同上

朝倉博孝

（ASAKURA, Hirotaka）

（毛呂）泌尿器科

同上

山本啓二

（YAMAMOTO, Keiji）

（毛呂）心臓内科

同上

萩原弘一

（HAGIWARA, Koichi）

（毛呂）呼吸器内科

同上

丸山

（MARUYAMA, Kei）

（基礎）薬理学

同上

鈴木洋通

（SUZUKI, Hiromichi）

（毛呂）腎臓内科

同上

山口敏行

（YAMAGUCHI, Toshiyuki）（毛呂）感染症科・感染制御科

同上

永井正規

（NAGAI, Masaki）

（基礎）公衆衛生学

同上

鈴木健之

（SUZUKI, Kenji）

（毛呂）放射線腫瘍科

同上

金

（KIM, Yoon Taek）

（毛呂）整形外科・脊椎外科

同上

（KURAMOCHI, Akira）

（毛呂）皮膚科

同上

松本延幸

（MATSUMOTO, Nobuyuki）
（毛呂）麻酔科

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

伊藤彰紀

（ITOH Akinori）

（毛呂）神経耳科

長坂

（NAGASAKA Hiroshi）

（毛呂）麻酔科

3 年生担当委員：
敬

潤澤

4 年生担当委員：
倉持

朗

平成 25 年 5 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日
浩

同上
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5 年生担当委員：
間嶋

満

（MAJIMA, Mitsuru）

（毛呂）リハビリテーション科

大竹

明

（OHTAKE, Akira）

（毛呂）小児科

平成 25 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日
同上

小宮山伸之

（KOMIYAMA, Nobuyuki） （日高）心臓内科

同上

松田

（MATSUDA, Akira）

（日高）造血器腫瘍科

同上

三橋知明

晃

（MIHASHI, Tomoaki）

（川越）中央検査部

同上

井上郁夫

（INOUE, Ikuo）

（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科 同上

豊嶋良一

（TOYOSHIMA, Ryouichi） （毛呂）精神神経科・心療内科

同上

辻

（TSUJI, Yoshitaka）

同上

美隆

名越澄子

（NAGOSHI, Sumiko）

森

（MORI, Shigehisa）

茂久

医学教育センター
（川越）消化器・肝臓内科
医学教育センター

同上
同上

6 年生担当委員：
茅野秀一

（KAYANO, Hidekazu）

（基礎）病理学

同上

秋山雄次

（AKIYAMA,Yuji ）

（毛呂）リウマチ・膠原病科

同上

永田

（NAGATA, Makoto）

（毛呂）呼吸器内科

同上

真

松本万夫

（MATSUMOTO, Kazuo） （日高）心臓内科

同上

中元秀友

（NAKAMOTO, Hidetomo）（毛呂）総合診療内科

同上

石原

（ISHIHARA, Osamu）

同上

理

（毛呂）産科・婦人科

オブザーバー：
別所正美

（BESSHO, Masami）

織田弘美

（ODA, Hiromi）

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

（SUZUKI, Satoshi）

医学教育センター

同上

佐藤義文

（SATOH, Yoshifumi）

医学教育センター

同上

大西京子

（OHNISHI, Kyoko）

医学教育センター

同上

高橋美穂

（TAKAHASHI, Miho）

医学教育センター

同上

齋藤

恵

（SAITOH, Megumi）

医学教育センター

同上

守屋

修

（MORIYA, Osamu）

医学教育センター

同上

稲葉宗通

（INABA, Munemichi）

毛呂病院

同上

柴﨑智美

（SHIBASAKI, Satomi）

地域医学・医療センター

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

智

学長・医学部長
（毛呂）整形外科・脊椎外科

Chad L Godfrey

同上
同上

（基礎）教養教育
平成 25 年 5 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日

大間陽子

（OHMA, Yoko）

（基礎）教養教育

同上

土田敦子

（TSUCHIDA, Atsuko）

（基礎）教養教育

同上

藤森千尋

（FUJIMORI, Chihiro）

（基礎）教養教育

同上

小島さつき

（KOJIMA, Satsuki）

（基礎）教養教育

同上

米岡裕美

（YONEOKA, Yumi）

（基礎）教養教育

同上

西脇洋一

（NISHIWAKI, Yoichi）

（基礎）教養教育

同上

鈴木

（SUZUKI,Sei）

（基礎）教養教育

同上

正

学生委員：
（1 年生）市川明亮，鎌田隆輔，張

賢司，橋本尚仁，古谷優佳

（2 年生）阿部衣里香，高草木啓太，竹井響子，鳥越浩実
（3 年生）井川佑郎，古味優季，中津

賢，古野慎太郎，松本佳祐

（4 年生）金田光平，小林高之，中井葉子
（6 年生）江崎直哉，久木原由里子，小林史明，多田裕美子，三好政輝，三宅高史
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国試対策委員：
（3 年生）尾立樹一郎，竹内優太，永井彬登，永井隆文，中津
（4 年生）有川滋久，伊藤

賢，秀島貴博

礼，伊東由圭，倉田隼斗，藏野美夏，小山紗椰佳，齊藤

陵，

野々宮瑞紀
（5 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
（6 年生）杉浦

彩，末永慎吾，吉田智昭，高柳裕子，池田

舞，福島史人，柏原聡一郎，

深谷大地
＜コース，ユニットディレクター＞
1 年生「医化学の道すじ」コース

中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）

（基礎）生理学
平成 25 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日

人体の科学入門 -1

中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）

（基礎）生理学

同上

人体の科学入門 -2

中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）

（基礎）生理学

同上

自然科学の基礎

赤間啓一（AKAMA, Keiichi）

（基礎）教養教育

同上

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）

（基礎）教養教育

同上

細胞生物学 -1-1

守屋

（基礎）微生物学

同上

細胞生物学 -1-2

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）

（基礎）生化学

同上

細胞生物学 -1-3

山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）

（基礎）教養教育

同上

細胞生物学 -1 実習

穂苅

（基礎）生化学

同上

1 年生「細胞生物学 -1」コース

修（MORIYA, Osamu）

茂（HOKARI, Shigeru）

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

栗﨑知浩（KURISAKI, Tomohiro）

（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

髙野和敬（TAKANO, Kazuhiro）

（基礎）解剖学

同上

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）

（基礎）教養教育

同上

英語 -1

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）

（基礎）教養教育

同上

英語 -2

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）

（基礎）教養教育

同上

英語 -3

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）

（基礎）教養教育

同上

医学の物理学 -1

向田寿光（MUKAIDAI, Hisamitsu）

（基礎）教養教育

同上

医学の物理学 -2

勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）

（基礎）教養教育

同上

医学の物理学 -3

赤間啓一（AKAMA, Keiichi）

（基礎）教養教育

同上

医学の化学 -1

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro ）

（基礎）教養教育

同上

医学の化学 -2

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro ）

（基礎）教養教育

同上

医学の化学 -3

森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）

（基礎）教養教育

同上

医学の数学 -1

向田寿光（MUKAIDAI, Hisamitsu）

（基礎）教養教育

同上

医学の数学 -2

勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）

（基礎）教養教育

同上

医学の数学 -3

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）

基礎科学実験 -1（物理学実験）

赤間啓一（AKAMA, Keiichi）

（基礎）教養教育

同上

基礎科学実験 -2（化学実験）

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro ）

（基礎）教養教育

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）

同上

臨床入門

森

茂久（MORI, Shigehisa）

選択必修

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）

1 年生「医学の基礎」コース

1 年生「良医への道 -1」コース

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

穂苅

茂（HOKARI, Shigeru）

疾患の理解に役立つ細胞生物学

池田正明 （IKEDA, Masaaki）

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

情報技術支援推進センター 同上

医学教育センター
医学教育センター
（基礎）生化学

同上
同上

（基礎）生化学

同上

（基礎）生化学

同上

（基礎）生理学

同上

（基礎）生理学

同上

エレルギー系

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）

（基礎）生化学

同上

調節系

永島雅文（NAGASHIMA, Masafumi） （基礎）解剖学

同上
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情報系

渡辺修一（WATANABE, Shu-ichi）

（基礎）生理学

同上

構造系実習

永島雅文（NAGASHIMA, Masafumi） （基礎）解剖学

同上

機能系実習

渡辺修一（WATANABE, Shu-ichi）

（基礎）生理学

同上

佐々木惇（SASAKI, Atsushi）

（基礎）病理学

同上

病理総論

佐々木惇（SASAKI, Atsushi）

（基礎）病理学

同上

薬理総論

丸山

（基礎）薬理学

同上

2 年生「病気の基礎 -1」コース

敬（MARUYAMA, Kei）

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）

同上

臨床入門

森

茂久（MORI, Shigehisa）

医学英語

松本万夫（MATSUMOTO Kazuo）

（日高）心臓内科

同上

選択必修

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）

（基礎）生化学

同上

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）

（基礎）微生物

同上

2 年生「良医への道 -2」コース

3 年生「病気の基礎 -2」コース

医学教育センター
医学教育センター

同上

感染

赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）

（基礎）微生物学

同上

免疫

松下

（基礎）免疫学

同上

疫学

永井正規（NAGAI, Masaki）

（基礎）公衆衛生学

同上

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）

（毛呂）皮膚科

同上

診療の基本

岡田浩一（OKADA, Hirokazu）

（毛呂）総合診療内科

同上

呼吸器

村山芳武（MURAYAMA, Yoshitake）

（日高）呼吸器内科

循環器

小宮山伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki） （日高）心臓内科

3 年生「ヒトの病気 -1」コース

祥（MATSUSITA, Sho）

（毛呂）消化器内科・肝臓内科

同上

消化器

岡

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

（毛呂）腎臓内科

同上

内分泌・代謝

政志（OKA, Masashi）

同上
同上

理（ISHIHARA, Osamu）

井上郁夫（INOUE, Ikuo）

（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科 同上
（基礎）生理学

同上

医学概論

永島雅文（NAGASHIMA, Masafumi） （基礎）解剖学

同上

臨床推論

森

茂久（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

臨床入門

森

茂久（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上

医学英語

松本万夫（MATSUMOTO Kazuo）

（日高）心臓内科

同上

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）

（毛呂）皮膚科

同上

神経

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）

（毛呂）神経内科

同上

感覚器

米谷

（毛呂）眼科

同上

皮膚・運動器

織田弘美（ODA, Hiromi）

感染

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

免疫

三村俊英（MIMURA, Toshihide）（毛呂）リウマチ・膠原病科

同上

腫瘍

畝川芳彦（SEGAWA, Yoshihiko）（日高）腫瘍内科

同上

画像

内野

（日高）放射線科

同上

母体・胎児・新生児

亀井良政（KAMEI, Yoshimasa）

（毛呂）産科・婦人科

同上

小児

徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）

（毛呂）小児科

同上

精神

太田敏男（OTA, Toshio）

救急・麻酔

根本

3 年生「良医への道 -3」

4 年生「ヒトの病気― 2」コース

4 年生「社会と医学」コース
疾病の予防と対策

渡辺修一（WATANABE, Schu-ichi）

新（YONEYA, Shin）

（毛呂）整形外科

晃（UCHINO, Akira）

学

同上
同上

（毛呂）精神神経科・心療内科 同上

（NEMOTO, Manabu）
（日高）救急医学科

同上

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

髙田

綾（TAKADA, Aya）

同上

（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

4 年生「良医への道 -4」
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医学英語

松本万夫（MATSUMOTO Kazuo）

（日高）心臓内科

同上

5 年生「臨床学習 -1」コース

間嶋

満（MAJIMA, Mitsuru） （毛呂）リハビリテーション科 同上

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＞
共通：

基礎：

毛呂：

医学教育センター

森

（MORI, Shigehisa）

同上

医学研究センター

町田早苗

茂久

（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

柴﨑智美

（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

教養教育

笹島

解剖学

永島雅文

茂

（SASAJIMA, Shigeru）

同上

（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

敬

薬理学

丸山

（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）

同上

法医学

髙田

（TAKADA, Aya）

同上

ゲノム医学研究センター

奥田晶彦

（OKUDA, Akihiko）

同上

綾

消化器内科・肝臓内科

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

（NAGATA, Makoto）

同上

内分泌内科・糖尿病内科

井上郁夫

（INOUE, Ikuo）

同上

真

血液内科

脇本直樹

（WAKIMOTO, Naoki）

同上

神経内科

山元敏正

（YAMAMOTO, Toshimasa）

同上

リウマチ・膠原病科

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

（SHINOZUKA, Nozomi）

同上

乳腺腫瘍科

松浦一生

望

（MATSUURA, Kazuo）
平成 25 年 4 月 1 日〜平成 25 年 8 月 31 日

竹内英樹

（TAKEUCHI, Hideki）
平成 25 年 10 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日

小児外科

古村

眞

（KOMURA, Makoto）
平成 25 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日

整形外科・脊椎外科

金

脳神経外科
形成外科・美容外科

潤澤

（KIM, Yoon Taek）

同上

藤巻高光

（FUJIMAKI, Takamitsu）

同上

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

（YONEYA, Shin）

同上

新

耳鼻咽喉科

伊藤彰紀

（ITOU, Akinori）

同上

産科・婦人科

石原

（ISHIHARA, Osamu）

同上

歯科・口腔外科

依田哲也

（YODA, Tetsuya）

同上

リハビリテーション科

間嶋

（MAJIMA, Mitsuru）

同上

理
満
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麻酔科

松本延幸

（MATSUMOTO, Nobuyuki）

同上

急患センター（ER）

芳賀佳之

（HAGA, Yoshiyuki）

同上

松木盛行

（MATUKI, Moriyuki）
平成 25 年 4 月 1 日〜平成 25 年 6 月 30 日

東洋医学

三村俊英

（MIMURA, Toshihide）

放射線科

鈴木健之

（SUZUKI, Kenji）

平成 25 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日
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
同上

中央病理診断部

茅野秀一

（KAYANO, Hidekazu）

輸血・細胞移植部

小林清子

（KOBAYASHI, Kiyoko）

岡田義昭

（OKADAY, oshitaka）

健康管理センター

足立雅樹

（ADACHI, Masaki）

消化器・肝臓内科

名越澄子

（NAGOSHI, Sumiko）

同上

心臓内科

西岡利彦

（NISHIOKA, Toshihiko）

同上

呼吸器内科

植松和嗣

（UEMATSU, Kazutsugu）

同上

内分泌・糖尿病内科

松田昌文

（MATSUDA, Masafumi）

同上

平成 25 年 4 月 1 日〜平成 25 年 9 月 30 日
平成 25 年 10 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日
平成 25 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日
川越：

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

持木彫人

（MOCHIKI, Erito）

同上

肝胆膵外科・小児外科

別宮好文

（BECK, Yoshifumi）

小髙明雄

（ODAKA, Akio）

平成 25 年 4 月 1 日〜平成 25 年 4 月 30 日
平成 25 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日

164

血管外科

出口順夫

（DEGUCHI, Junno）

同上

乳腺・内分泌外科

大西

（ONISHI, Kiyoshi）

同上

清

呼吸器外科

中山光男

（NAKAYAMA, Mitsuo）

同上

心臓血管外科

山火秀明

（YAMABI, Hideaki）

同上

整形外科

平岡久忠

（HIRAOKA, Hisatada）

同上

脳神経外科

張

（CHANG, Han Soo）

同上

漢秀

形成外科・美容外科

大西文夫

（OONISHI, Humio）

同上

小児科

側島久典

（SOBAJMA, 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

大畑

敦

（OHATA, Atsushi）

同上

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

（YAMAMOTO, Mitsuru）

同上

満

麻酔科

小山

薫

（KOYAMA, Kaoru）

同上

救急科（ER）

大貫

学

（ONUKI, Manabu）

同上

高度救急救命センター

熊井戸邦佳

（KUMAIDO, Kuniyoshi）

同上

放射線科

長田久人

（OSADA, Hisato）

同上

精神神経科

堀川直史

（HORIKAWA, Naoshi）

同上

臨床検査医学

三橋知明

（MITSUHASHI, Tomoaki）

同上
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日高：

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

伊藤博之

（ITO, Hiroyuki）

同上

消化器内科

新井

（ARAI, Shin）

晋

平成 25 年 4 月 1 日〜平成 25 年 10 月 31 日
柴田昌彦

（SHIBATA, Masahiko）
平成 25 年 5 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日

良沢昭銘

（RYOZAWA, Shyomei）
平成 25 年 9 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日

心臓内科

小宮山伸之

（KOMIYAMA, Nobuyuki）
平成 25 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日

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）

同上

神経内科・脳卒中内科

林

（HAYASHI, Ken）

同上

健

腎臓内科

渡邊裕輔

（WATANABE, Yu-suke）

同上

腫瘍内科

畝川芳彦

（SEGAWA, Yoshihiko）

同上

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

小児外科

古村

（KOMURA, Makoto）

同上

眞

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

中村泰大

（NAKAMURA, Yasuhiro）

同上

泌尿器科

小山政史

（OYAMA, Masafumi）

同上

耳鼻咽喉科

菅澤

（SUGASAWA, Masashi）

同上

産婦人科

吉田裕之

正

（YOSHIDA, Hiroyuki）

同上

歯科・口腔外科

小林明男

（KOBAYASHI, Akio）

同上

リハビリテーション科

牧田

（MAKITA, Shigeru）

同上

茂

麻酔科

磨田

裕

（USUDA, Yutaka）

同上

救急医学科

根本

学

（NEMOTO, Manabu）

同上

晃

放射線科

内野

（UCHINO, Akira）

同上

精神科

大西秀樹

（OHNISHI, Hideki）

同上

臨床検査医学

池淵研二

（IKEBUCHI, Kenji）

小林清子

（KOBAYASHI, Kiyoko）

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

平成 25 年 4 月 1 日〜平成 25 年 9 月 30 日
平成 25 年 10 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日

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」
，
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「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 78 回卒前教育合同会議（平成 25 年 4 月 9 日，議事録あり）
第 79 回卒前教育合同会議（平成 25 年 5 月 14 日，議事録あり）
第 80 回卒前教育合同会議（平成 25 年 6 月 11 日，議事録あり）
第 81 回卒前教育合同会議（平成 25 年 7 月 9 日，議事録あり）
第 82 回卒前教育合同会議（平成 25 年 9 月 10 日，議事録あり）
第 83 回卒前教育合同会議（平成 25 年 10 月 15 日，議事録あり）
第 84 回卒前教育合同会議（平成 25 年 11 月 12 日，議事録あり）
第 85 回卒前教育合同会議（平成 25 年 12 月 10 日，議事録あり）
第 86 回卒前教育合同会議（平成 26 年 1 月 14 日，議事録あり）
第 87 回卒前教育合同会議（平成 26 年 2 月 4 日，議事録あり）
第 88 回卒前教育合同会議（平成 26 年 3 月 11 日，議事録あり）
本会議は毛呂山，川越，日高の 3 キャンパスをテレビ会議システムで中継して行っている．また，会議資料は開
催前にホームページに公開しており，事前の閲覧および PFD ファイルをダウンロード，印刷して会議に持参するこ
とが可能としている．また，会議場には無線 LAN を設置しており，ノ−ト PC を持参して会議に出席することも可
能である．
本会議での検討事項に関しては，
「C390. 卒前教育委員会」，「J300. 卒前教育部門」に詳細を記しているので参照
されたい．

4．自己点検･評価
本会議の出席率は，卒前教育委員会の構成員に比して，これに属さない教育主任は不良である．本会議は全教員へ
の教育に関する情報を公開，提供する場であることを考慮すると，教育主任の出席率を向上させるための工夫が，平
成 26 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 25 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日

副委員長： 土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
委

員：

荒木信夫（ARAKI, Nobuo）

（毛呂）皮膚科

同上

医学教育センター長

同上

医学教育センター

同上

1 年生担当委員：
森

茂久（MORI, Shigehisa）

池田正明（IKEDA, Masaaki）

（基礎）生理学

同上

永島雅文（NAGASHIMA, Masafumi）

（基礎）解剖学

同上

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro ）

（基礎）教養教育

同上

山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）

（基礎）教養教育

同上

笹島

（基礎）教養教育

同上

藤田恵子（FUJITA, Keiko）

茂（SASAJIMA, Shigeru）

（基礎）解剖学

同上

向田寿光（MUKAIDA, Hisamitsu）

（基礎）教養教育

同上

（基礎）生理学

同上

佐々木惇（SASAKI, Atsushi）

（基礎）病理学

同上

山元敏正（YAMAMOTO, Toshimasa）

（毛呂）神経内科

同上

2 年生担当委員：
渡辺修一（WATANABE, Schu-ichi）

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）

情報技術支援推進センター

同上

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki, ）

（基礎）生化学

同上

髙野和敬（TAKANO, Kazuhiro）

（基礎）解剖学

同上

荒木智之（ARAKI, Tomoyuki, ）

（基礎）生化学

同上

中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）

（基礎）生理学

同上

新津

守（NIITSU, Mamoru）

（毛呂）放射線科

同上

朝倉博孝（ASAKURA, Hirotaka）

（毛呂）泌尿器科

同上

山本啓二（YAMAMOTO, Keiji）

（毛呂）心臓内科

同上

萩原弘一（HAGIWARA, Koichi）

（毛呂）呼吸器内科

同上

丸山

（基礎）薬理学

同上

鈴木洋通（SUZUKI, Hiromichi）

（毛呂）腎臓内科

同上

山口敏行（YAMAGUCHI, Toshiyuki）

（毛呂）感染症科・感染制御科

同上

永井正規（NAGAI, Masaki）

（基礎）公衆衛生学

同上

鈴木健之（SUZUKI, Kenji）

（毛呂）放射線腫瘍科

同上

金

（毛呂）整形外科・脊椎外科

同上

（毛呂）皮膚科

同上

松本延幸（MATSUMOTO, Nobuyuki）

（毛呂）麻酔科

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

伊藤彰紀（ITOH Akinori）

（毛呂）神経耳科

長坂

浩（NAGASAKA Hiroshi）

（毛呂）麻酔科

間嶋

満（MAJIMA, Mitsuru）

（毛呂）リハビリテーション科

大竹

明（OHTAKE, Akira）

（毛呂）小児科

3 年生担当委員：
敬（MARUYAMA, Kei）

潤澤（KIM, Yoon Taek）

4 年生担当委員：
倉持

朗（KURAMOCHI, Akira）

平成 25 年 5 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日
同上

5 年生担当委員：
平成 25 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日
同上
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小宮山伸之（KOMIYAMA, Nobuyuki）

（日高）心臓内科

同上

松田

（日高）造血器腫瘍科

同上

三橋知明（MIHASHI, Tomoaki）

（川越）中央検査部

同上

井上郁夫（INOUE, Ikuo）

（毛呂）内分泌内科・糖尿病内科 同上

豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryouichi）

（毛呂）精神神経科・心療内科

辻

晃（MATSUDA, Akira）

美隆（TSUJI, Yoshitaka）

名越澄子（NAGOSHI, Sumiko）
森

茂久（MORI, Shigehisa）

医学教育センター

同上
同上

（川越）消化器・肝臓内科

同上

医学教育センター

同上

6 年生担当委員：
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）

（基礎）病理学

同上

秋山雄次（AKIYAMA,Yuji ）

（毛呂）リウマチ・膠原病科

同上

永田

（毛呂）呼吸器内科

同上

松本万夫（MATSUMOTO, Kazuo）

真（NAGATA, Makoto）

（日高）心臓内科

同上

中元秀友（NAKAMOTO, Hidetomo）

（毛呂）総合診療内科

同上

石原

（毛呂）産科・婦人科

同上

理（ISHIHARA, Osamu）

オブザーバー：
別所正美（BESSHO, Masami）
織田弘美（ODA, Hiromi）

学長・医学部長

同上

（毛呂）整形外科・脊椎外科

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

医学教育センター

同上

佐藤義文（SATOH, Yoshifumi）

医学教育センター

同上

大西京子（OHNISHI, Kyoko）

医学教育センター

同上

高橋美穂（TAKAHASHI, Miho）

医学教育センター

同上

齋藤

恵（SAITOH, Megumi）

医学教育センター

同上

守屋

修（MORIYA, Osamu）

智（SUZUKI, Satoshi）

医学教育センター

同上

稲葉宗通（INABA, Munemichi）

毛呂病院

同上

柴﨑智美（SHIBASAKI, Satomi）

地域医学・医療センター

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

Chad L Godfrey

（基礎）教養教育
平成 25 年 5 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日

大間陽子（OHMA, Yoko）

（基礎）教養教育

同上

土田敦子（TSUCHIDA, Atsuko）

（基礎）教養教育

同上

藤森千尋（FUJIMORI, Chihiro）

（基礎）教養教育

同上

小島さつき（KOJIMA, Satsuki）

（基礎）教養教育

同上

米岡裕美（YONEOKA, Yumi）

（基礎）教養教育

同上

西脇洋一（NISHIWAKI, Yoichi）

（基礎）教養教育

同上

鈴木

（基礎）教養教育

同上

正（SUZUKI,Sei）

学生委員：
（1 年生） 市川明亮，鎌田隆輔，張

賢司，橋本尚仁，古谷優佳

（2 年生） 阿部衣里香，高草木啓太，竹井響子，鳥越浩実
（3 年生） 井川佑郎，古味優季，中津

賢，古野慎太郎，松本佳祐

（4 年生） 金田光平，小林高之，中井葉子
（6 年生） 江崎直哉，久木原由里子，小林史明，多田裕美子，三好政輝，三宅高史
国試対策委員：
（3 年生） 尾立樹一郎，竹内優太，永井彬登，永井隆文，中津

賢，秀島貴博

（4 年生） 有川滋久，伊藤

礼，伊東由圭，倉田隼斗，藏野美夏，小山紗椰佳，齊藤

（5 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
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（6 年生） 杉浦

2．目

彩，末永慎吾，吉田智昭，高柳裕子，池田

舞，福島史人，柏原聡一郎，深谷大地

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

3．活動報告
卒前教育委員会では，医学教育センター卒前医学教育部門の「カリキュラム室」，
「臨床実習推進室」，
「試験管理室」
，
「調査解析室」
，
「学生支援室」
，
「学生保健管理室」の 5 つの室および OSCE 委員会とスキルスラボ運営委員会におけ
る活動報告，1 〜 6 年生の学年小委員会における討議内容などの基にして構成員が討議を行い，卒前医学教育に関す
る方針を決定している．
本委員会は平成 20 年度からは卒前医学教育に関する問題点をより活発，自由に意見交換をすることを目的として
「卒前医学教育懇談会」
を立ち上げた．
同懇談会の構成員は卒前教育委員長，医学教育センター長，卒前医学教育部門長，
各室長，副室長および卒前教育委員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っている．なお，卒前教育委員会には平成 19 年度以
降は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し，情報伝達の目的も兼ねた「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いる．平成 25 年 5 月以降は各学年の学生代表も参加することになり，3 キャンバ
スの全教員のみならず学生も卒前医学教育に関する情報を共有できるようにしている．
3-1．委員会の開催
第 78 回卒前教育合同会議（平成 25 年 4 月 9 日，議事録あり）
第 79 回卒前教育合同会議（平成 25 年 5 月 14 日，議事録あり）
第 80 回卒前教育合同会議（平成 25 年 6 月 11 日，議事録あり）
第 81 回卒前教育合同会議（平成 25 年 7 月 9 日，議事録あり）
第 82 回卒前教育合同会議（平成 25 年 9 月 10 日，議事録あり）
第 83 回卒前教育合同会議（平成 25 年 10 月 15 日，議事録あり）
第 84 回卒前教育合同会議（平成 25 年 11 月 12 日，議事録あり）
第 85 回卒前教育合同会議（平成 25 年 12 月 10 日，議事録あり）
第 86 回卒前教育合同会議（平成 26 年 1 月 14 日，議事録あり）
第 87 回卒前教育合同会議（平成 26 年 2 月 4 日，議事録あり）
第 88 回卒前教育合同会議（平成 26 年 3 月 11 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「全体の会」を 2 回，
「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，5 月 24 日に毛呂キャンパスで「新任教員と講師以上に昇格した教員の
研修会」を実施した．8 月 2~3 日に川越ビルにて第 34 回医学教育ワークショッップを開催し，28 名が参加した．
第 3 回医学教育フォーラムは 9 月 14 日に日高キャンパス（創立 30 周年記念講堂）で開催した．テーマは「医
学教育センター 10 周年記念」で，
講演は福島統先生（東京慈恵会医科大学・教育センター・教授）にお願いした．
（4）平成 26 年 2 月 8 日〜 10 日に実施された第 108 回医師国家試験の合格率は，新卒 97.1％（101/104），既卒 0％
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（0/4）
，
全体で 93.5％（101/108）であり，
新卒合格率は全国医学部・医科大学 80 校中 24 位，私学 29 校中 8 位，
全体での合格率もそれぞれ 27 位と 11 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．
学年

学生数

留年

休学

退学

1年

129

進級，卒業（条件付）
127（4）

1

1

0

2年

130

124（23）

5

1

0

3年

131

120（34）

8

3

0

4年

126

120（14）

5

1

0

5年

113

108（0）

4

1

0

6年

117

104

10

1

2

計

746

703（75）

33

8

2

全体での進級，卒業率は 94.2％であるが，平成 20 年度入学生 107 人のうち，平成 25 年度に卒業したのは 83
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は 77.6％，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 97.1％で医学部，医科大学 80 校中で 8 位
と良好な成績が得られたが，6 年生での留年が 10 名，退学生が 2 名存在した．同学年のストレート卒業率，医師国
家試験合格率は夫々 77.6％と 76.6％で 80％を下回っていた．また，1 〜 5 年生にも計 23 名の留年生が発生した．
また，進級制度の改編に伴って，75 名の条件付き進級者が発生した．条件付き進級者は平成 24 年度以降大幅に増
加している．平成 24 年度は 7 ユニット，今年度は 5 ユニットが不合格で条件付き進級した学生も認められ，定期試
験の成績を重み付けして平均し，その点数が学年全体の「平均− 1.5 ×標準偏差」以上の場合は仮進級を認める制度
の弊害が露わになっている．これら問題を解決すために，カリキュカムの改編，試験および進級の判定方式の標準化，
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 26 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

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

棚橋紀夫（TANAHASHI, Norio）
：国際医療センター神経内科・脳卒中内科：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）
伊崎誠一（IZAKI, Seiichi）
：総合医療センター皮膚科：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 25 年 5 月 7 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
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 4 人

欠席者 6 人

議事：a．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．
b．平成 24 年度本委員会主催・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．
c．各委員からのアンケート結果をもとに，本委員会開催日を毎月第 4 火曜日から第 1 火曜日に変更とした．
d．委員会資料配付方法を現在の紙ベースから，電子メール（添付ファイル）に変更することとした．
e．平成 25 年度の運営方針について話し合われた．
②第 2 回（平成 25 年 6 月 4 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
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 7 人

欠席者 3 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 3 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．
d．学術集会企画申請書の提出期限を原則として開催日 2 ヵ月前までとした．
e．年度でまとめている学術集会開催一覧に，申請科の欄を設けることとした．
③第 3 回（平成 25 年 7 月 2 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター 5 階ゼミ室 1（テレビ会議）
国際医療センター教員棟 1 階会議室（テレビ会議）
出席者 6 人

欠席者 4 人
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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 1 件が申請され，審議の結果承認された．
c．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．
d．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 25 年 9 月 3 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
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

欠席者 5 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 25 年 10 月 1 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
総合医療センター 5 階ゼミ室 1（テレビ会議）
国際医療センター教員棟 1 階会議室（テレビ会議）
出席者 5 人

欠席者 5 人

議事：a．本委員会後援の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．
b．本委員会主催の学術集会および後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
⑥第 6 回（平成 25 年 11 月 5 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
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

欠席者 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．
d．博士課程運営委員会からの要望により，本委員会学術集会のうちで内容が相応しいものについては大
学院 FD と兼ねることとした．
⑦第 7 回（平成 25 年 12 月 3 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
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 4 人

欠席者 6 人

議事：a．本委員会主催の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．
b．本委員会後援の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．
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．
⑧第 8 回（平成 26 年 1 月 7 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
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 4 人

欠席者 6 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．本委員会後援の学術集会の出席報告が提出され，確認が行われた．
c．大学院 FD に相応しい学術集会として申請する際の参考項目を設定した．
⑨第 9 回（平成 26 年 2 月 4 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
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
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議事：a．本委員会主催の学術集会 2 件が申請され，審議の結果承認された．
b．本委員会後援の学術集会 1 件が申請され，審議の結果承認された．
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．
⑩第 10 回（平成 26 年 3 月 4 日）
於：本部棟 1 階大学院講義室
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

欠席者 4 人

議事：a．本委員会後援の学術集会 3 件が申請され，審議の結果 2 件承認，1 件非承認となった．
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 5 件の学術集会を主催とした．
第1回

講師：東京慈恵会医科大学教育センター
福島

統

センター長

先生

演題：国際認証に向けて埼玉医科大学の医学部教育を検証する
日時：平成 25 年 9 月 14 日（土） 16:00 〜 17:00
申請：医学教育センター
第2回

講師：国立がん研究センター研究所分子病理分野
金井 弥栄

先生

演題：国立がん研究センターバイオバンクの概要
日時：平成 26 年 1 月 27 日（月） 18:30 〜 19:30
申請：国際医療センター病理診断科
第3回

講師：東京大学医学部附属病院老年病科
東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座老化制御学分野
小川 純人

先生

演題：高齢者サルコペニアに対する多角的アプローチ
日時：平成 26 年 2 月 21 日（金） 18:00 〜 19:00
申請：大学病院 NST 運営委員会
第4回

講師：Department of Cardiovascular Sciences, Studies Coordinating Center,
Division of Hypertension and Cardiovascular Rehabilitation,
University of Leuven , Leuven , Belgium
Dr. Jan A. Staessen
演題：Hot topics in clinical research : blood pressure variability and renal denervation
日時：平成 26 年 3 月 25 日（火）17：30 〜 18：30
申請：大学病院病院長

第5回

講師：京都大学大学院医学研究科「子どもの健康と環境に関する全国調査」
京都ユニットセンター特定准教授
佐藤 恵子

先生

演題：正統な臨床研究ってなんだ−研究倫理，COI を考える 日時：平成 26 年 3 月 25 日（火）18：30 〜 19：30
申請：国際医療センター臨床試験支援センター
（3）卒後教育委員会後援学術集会
以下の 27 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：ハワイ大学 Sim Tki トレーニングセンター
Dr. Benjamin Worth Berg
演題：新生児・周産期医療に応用出来る成人教育理論とシミュレータの効果的な使い方
日時：平成 25 年 4 月 10 日（水） 19:00 〜 20:30
申請：総合医療センター総合周産期母子医療センター

第2回

講師：①杏林大学医学部循環器内科
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佐藤

徹

先生

②独立行政法人国立病院機構
西崎

真里

岡山医療センター

先生

演題：①肺高血圧の病態生理と運動
②肺高血圧症に対する心臓リハビリテーション
日時：平成 25 年 4 月 13 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3回

講師：尼崎中央病院整形外科
三木

健司

大阪大学医学部附属病院疼痛医療センター

先生

演題：運動器慢性疼痛の治療（整形外科・リウマチ縁疾患と疼痛コントロール）
日時：平成 25 年 5 月 17 日（金） 18:30 〜 20:00
申請：大学病院リウマチ膠原病科
第4回

講師：Associate specialist, Department of Anatomy and Neurobiology, University of California, Irvine
五十嵐

美樹

先生

演題：脂質栄養及び肝脂肪酸合成能の脳機能への関係
日時：平成 25 年 5 月 29 日（水） 18:00 〜 19:00
申請：薬理学
第5回

講師：Department of Oral Medicine, Infection and Immunity, Harvard School of Dental Medicine
Dr.William N Addison
演題：Transcriptional control of BMP-dependent osteoblast and adipocyte
lineage determination by Zinc ﬁnger protein 521
日時：平成 25 年 6 月 6 日（木） 18:00 〜 19:00
申請：大学病院歯科・口腔外科

第6回

講師：慶應義塾大学医学部小児科
山岸

敬幸

先生

演題：心臓の発生に関与する分子機構
日時：平成 25 年 6 月 7 日（金） 18:30 〜 19:30
申請：国際医療センター心臓内科
第7回

講師：済生会川口総合病院小児科
大山

昇一

先生

演題：児童虐待対応ガイドラインと地域の連携
日時：平成 25 年 6 月 24 日（月） 14:00 〜 16:00
申請：大学病院小児科
第8回

講師：東京大学大学院心臓血管外科
小野

稔

先生

演題：本邦の心臓移植と補助人工心臓
日時：平成 25 年 6 月 27 日（木 )

17:00 〜 18:30

申請：国際医療センター心臓内科
第9回

講師：岡山大学病院周術期管理センター
佐藤

健治

先生

演題：目標指向型周術期管理への取り組み
日時：平成 25 年 7 月 19 日（金） 18：00 〜 19：00
申請：国際医療センター麻酔科
第 10 回

講師：静岡がんセンター皮膚科部長
清原

祥夫

先生

演題：分子標的薬による皮膚障害の症状と対応〜 EGFR 阻害薬を中心に〜
日時：平成 25 年 7 月 22 日（月） 18：30 〜 19：30
申請：国際医療センター皮膚科
第 11 回

講師：和温療法研究所
鄭
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演題：和温療法：慢性心不全に対する高度先進医療
日時：平成 25 年 7 月 23 日（火） 18：00 〜 19：00
申請：国際医療センター心臓内科
第 12 回

講師：京都府立医科大学消化器外科
大辻

英吾

教授

先生

演題：胃癌に対する外科的治療の現状
日時：平成 25 年 8 月 13 日（火） 18：00 〜 19：00
申請：国際医療センター消化器外科
第 13 回

講師：国立成育医療研究センター
奥山

虎之

ライソゾーム病センター長

先生

演題：ライソゾーム病の治療と診断の進歩
日時：平成 25 年 9 月 19 日（木） 16：00 〜 17：30
申請：大学病院小児科
第 14 回

講師：滋賀県立成人病センター研究所
真鍋

俊明

所長

先生

演題：外科病理学入門 - パターン分類による診断へのアプローチ
日時：平成 25 年 10 月 22 日（火） 18：00 〜 19：00
申請：国際医療センター病理診断科
第 15 回

講師：カリフォルニア大学ロサンゼルス校神経放射線科リサーチアシスタント
東京慈恵会医科大学脳神経外科
高尾

洋之

先生

演題：IT をもちいた遠隔診断・治療補助システムの開発と実践
：がん治療への応用の可能性について
日時：平成 25 年 10 月 28 日（月） 18：30 〜 20：00
申請：国際医療センター脳脊髄腫瘍科
第 16 回

講師：大阪大学大学院医学系研究科
加藤

和人

医の倫理と公共政策学

先生

演題：パーソナルゲノム時代の倫理的・社会的課題
日時：平成 25 年 11 月 1 日（金） 17:30 〜 18:30
申請：医学研究センター知財戦略研究推進部門
第 17 回

講師：宮崎大学医学部機能生化学
西頭

英起

教授

先生

演題：小胞体の品質管理システムとその破綻による疾患
日時：平成 25 年 11 月 5 日（火） 18:00 〜 19:00
申請：大学病院歯科・口腔外科
第 18 回

講師：① Centre for Genetic Diseases, Monash Institute of Medical Research, Melbourne, Australia
Dr.Matthew McKenzie
② Genetic Disorders Theme, Murdoch Childrens Research Institute, Melbourne, Australia
Dr.David R Thorburn
③ Division of Human Genetics, The Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, PA, US
Dr.Marni J Falk
演題：ミトコンドリア病−タンパクレベル，遺伝子レベルにおける病因・病態解明から治療まで−
① Characterization of Mitochondrial Fatty Acid β -Oxidation and
Oxidative Phosphorylation Protein Complexes using Blue Native PAGE
② Mitoexome Sequencing for Diagnosis of Oxphos Disease and
Identiﬁcattion of Novel Disease Genes
③ Therapeutically Targeting Dysregulated Nutrient-Sensing Signaling Network: Signaling and
Cytosolic Translation Can Improve the Cellular and Metabolic Sequelae of Mitochondrial
Disease
日時：平成 25 年 11 月 5 日（火） 15：00 〜 17：30
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申請：大学病院小児科
第 19 回

ゲノム医学研究センター

講師：Research Assistant Professor,Department of Biology, Northeastern University
Dr.Dori C. Woods
演題：卵子幹細胞研究の最前線

Oogonial stem cell research update

日時：平成 25 年 11 月 11 日（月） 18:00 〜 19:00
申請：総合医療センター産婦人科
第 20 回

講師：北九州総合病院
永田

直幹

院長

先生

演題：最新の大腸癌治療法 - 手術から化学療法 日時：平成 25 年 12 月 5 日（木） 18：00 〜 19：00
申請：国際医療センター消化器外科
第 21 回

講師：東邦大学医学部微生物・感染症学講座
石井 良和

感染制御学分野

先生

演題：話題の多剤耐性グラム陰性菌 - 疫学から耐性機構，そして治療まで 日時：平成 26 年 1 月 17 日（金） 18:00 〜 19:00
申請：大学病院院内感染対策室
第 22 回

講師：東京大学大学院医学系研究科神経内科
林 俊宏

先生

演題：安静時ｆＭＲＩ - 基礎から臨床へ
日時：平成 26 年 1 月 29 日（水） 19:00 〜 21:00
申請：大学病院小児科
第 23 回

講師：京都大学医学部産婦人科学教室主任教授
小西 郁生

先生

演題：子宮頸がんからヒトの性の進化を探る
日時：平成 26 年 1 月 31 日（金） 19:00 〜 20:20
申請：総合医療センター小児科
第 24 回

講師：済生会川口総合病院医療安全対策室
千葉 礼子

感染管理師長

先生

演題：冬季の流行性疾患に対する感染対策について
日時：平成 26 年 2 月 7 日（金） 18:00 〜 19:00
申請：大学病院院内感染対策室
第 25 回

講師：City of Hope 病院付属 Beckman 研究所
川又 紀彦

准教授

先生

演題：子宮内膜癌における ARID5B 遺伝子の機能異常メカニズム
日時：平成 26 年 3 月 7 日（金） 18：30 〜 19：30
申請：大学病院血液内科
第 26 回

講師：山形大学医学部小児科学講座主任教授
早坂

清

先生

演題：先天性中枢低換気症候群とシトリン欠損症の病態と治療
日時：平成 26 年 3 月 11 日（火） 19:00 〜 20:00
申請：総合医療センター総合周産期母子医療センター
第 27 回

講師：Vice Chairman, Department of Pathology,Chief, Gastrointestinal Pathology Service, Massachusetts
General Hospital,Professor of Pathology, Harvard Medical School
Dr. Gregory Y. Lauwers
演題：Not everything ugly is bad : benign mimics of malignancy in the GI tract
日時：平成 26 年 3 月 17 日（月） 18:00 〜 19:00
申請：国際医療センター病理診断科

4．評価と次年度目標
本年度は，5 件の学術集会を主催し，27 件の学術集会を後援した．主催学術集会うち，毛呂山キャンパス以外で
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の開催が日高キャンパスにて 3 件行われた．学術集会の企画は，各科から申請されているが，分野については偏り
がないとはいえない．年単位にプログラムを立案する必要性があり，分野のバランスをとりながら，卒後教育，生涯
教育を実施すべきであると考えられる．
また，卒後教育委員会企画による学術集会の開催について，年間を通じ意見交換がなされた．具体化すべく，来年
度も継続課題としたい．
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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−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−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 55 回中央研究施設運営委員会議事録
開催日：平成 25 年 4 月 16 日（火）
主な議題： Ⅰ）基礎医学棟 2 階で予定されている工事に関して
私学助成金申請と中央研究施設への設置希望機器に関して

Ⅱ）人事に関して

Ⅲ）廃棄物に関して

Ⅳ）

Ⅵ）中央研究施設運営委員会のメーリングリスト化につ

いて
Ⅰ）坂本施設長から基礎棟 2 階を貫通連絡通路建設計画に伴い，機能部門機器室（培養室，P2 実験室，ESR 室，
暗室）
が工事対象となっている．P2 実験室については，低温実験室を改装して設置する案を検討している旨報告された．
Ⅱ）仁科動物実験部門長から 飼育員 2 名が新たに採用された旨報告された．
Ⅲ）施設部の廃棄物の分別一覧に基づく廃棄物ラベルを作成し，施設内で統一して使用することを検討する．廃棄
物処理については各基本学科で共通認識が必要との赤塚オブザーバーより意見があった．坂本施設長よりゴミの
排出方法や分別ラベルを施設ホームページより閲覧可能とし，分別ラベルをダウンロード可能にし，広く利用可
能とする旨回答された．
Ⅳ）私学助成金に申請した機器の設置状況が報告された（共焦点スキャンボックスが形態部門に設置）平成 24 年
度私学助成追加補正に関しては，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機能部門より行った．
Ⅴ）重要事項の連絡や欠席した委員への情報・意見交換の為に，メーリングリストによる会議も利用していく案が
施設長より有り，了承された．
②第 56 回中央研究施設運営委員会（メール会議）議事録
開催日時：平成 25 年 6 月 13 日（木）〜 18 日（火）
主な議題：Ⅰ）平成 25 年度私学助成金申請機器候補について

Ⅱ）

1）“X 線 CT 微細構造解析システム ” を申請候補とすることに関する適否．
各委員より，適当であるとの回答があり，申請候補として了承された．
③第 57 回中央研究施設運営委員会（メール会議）議事録
開催日：平成 25 年 10 月 15 日（火）〜 25 日（金）
主な議題
して
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Ⅰ）各部門の会計報告が，承認された．
Ⅱ）学部生の施設・設備の利用に関して，当面指導教官の指導下で対処することとなった．
Ⅲ）実験動物部門・仁科部門長より以下の報告があり，了承された．
25 年 4 月 1 日：新飼育職員 2 名雇用 ，25 年 6 月 1 日：障害者雇用で洗浄室専属として業務員 3 名（秋田，大附，
金本）雇用，25 年 9 月 1 日：ゲノム医学研究センター実験動物施設の飼育職員 1 名の退職のため実験動物部門よ
り 1 名飼育員（林）の移動，25 年 7 月 1 日：堀切主任係長昇格 ，25 年 10 月 4 日：障害者雇用による洗浄室専
属業務員 3 名の内 1 名（大附業務員）退職
④第 58 回中央研究施設運営委員会議事録
開催日：平成 26 年 1 月 22 日（水）
主な議題：Ⅰ）運営委員改選について

Ⅱ）助成金申請の進捗状況に関して

Ⅲ）人事に関して

Ⅰ）委員長より，次年度の委員再任をお願いする旨要望された．
Ⅱ）設置希望機器について，形態部門 穐田委員よりレーザーマイクロダイセクション装置の要望増加の報告があっ
た．また，平成 25 年度に新規設置された機器について報告された．
Ⅲ）形態部門 実験助手 1 名の欠員に関して委員長より報告があり，施設全体での枠として考慮する必要があると
の説明がなされた．また，実験動物部門 飼育員 1 名がゲノムへの異動した事を受け，新規 1 名の採用が決まっ
た旨報告された．

4．評価と次年度目標
次年度は，形態部門と機能部門の管理区域に大幅な工事が予定されており装置・設備の移動計画に関して，スタッ
フ全体で対処する．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が，
次年度 8 月を目処に利用予約プログラムを一新する予定である．私学助成金の内容が変わりつつあるため，他大学
と協定等を結び利用者を実際に交流させることで申請を有利に導くような対策を企画する．
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3．11）環境安全委員会
1．構成員
委員長

松下

祥（MATSUSHITA, Sho）
：医学部免疫学･教授（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

委

丸山

敬（MARUYAMA, Kei）
：医学部薬理学･教授（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

員

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）

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（YOS Ｈ IMOTO, Nobuo）：副学長

（任期：H26.3.31）

片山茂裕（KATAYAMA, Shigehiro）
：大学病院病院長

（任期：H26.3.31）

堤

（任期：H26.3.31）

員

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）

村越隆之（MURAKOSHI, Takayuki）：生化学教授 科目統括責任者
教養教育運営責任者

（任期：H26.3.31）

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitarou）
：教養教育教授 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）
：担当理事

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）

小室秀樹（KOMURO,Hideki）入試事務室長・大学事務部長

オブザーバー

（任期：H26.3.31）

内田和利（UCHIDA,Kazutoshi）大学事務部教務課長 オブザーバー

（任期：H26.3.31）

笠間

（任期：H26.3.31）

忍（KASAMA,Shinobu）大学事務部庶務課長

オブザーバー

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主
たる目的に，入試委員会規程に基づいて運営される．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学生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 25 年 4 月 16 日（火））：丸木記念館 7 階会議室

出席 18 人，欠席 3 人
議題：入試実施委員会からの報告について，医学部入試実施委員会日程について，医学部入試実施委員会構成員に
ついて，出題委員について，平成 25 年度オープンキャンパスについて，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 26 年度医学部入試日程について，入学辞退者について，入試問題の入稿
等について，平成 25 年度医学部入試委員会開催予定について，他
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第2回

定例会議（平成 25 年 5 月 21 日（火））：本部棟 2 階会議室

出席 16 人，欠席 5 人
議題： 入試実施委員会からの報告について，問題作成のスケジュールについて，平成 26 年度一般入試の解答用紙
（マークシート）について，平成 25 年度オープンキャンパスについて，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 年度意向調査結果について，平成 25 年度医学部入試委員会開催予定に
ついて，平成 26 年度一般入試，センター試験利用入試の入学願書について，私立医科大学の入学試験受験
出願書類の記載項目について，入学試験に関するアンケート結果について，埼玉医科大学学則新旧比較対照
表について，高大連携について，他
第3回

定例会議（平成 25 年 6 月 18 日（火））：本部棟 2 階会議室

出席 17 人，欠席 4 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，
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 26 年度私立医科大学（医学部）
入学試験日程について，新しい教養教育教員に役割について，入学試験解答用紙（マークシート）について，
平成 26 年度学生募集要項について，センター試験利用入試合格者の入学後の成績等について，平成 26 年
度入学試験の試験科目，配点等について，平成 26 年度入試における面接委員への都合調査及び面接委員依
頼について，平成 26 年度入試における試験監督者への都合調査及び監督者依頼について，他
第4回

定例会議（平成 25 年 9 月 11 日（水））：本部棟 1 階会議室

出席 16 人， 欠席 5 人
議題：入試実施委員会からの報告について，平成 26 年度医学部入学試験出題委員について，面接委員への入試面
接評価報告について，平成 26 年度私立医科大学入学試験日程について，平成 25 年度推薦入学合格者及び
センター試験利用入試合格者の入学後の成績について，平成 27 年度埼玉医科大学入学試験における数学・
理科の出題科目等の予告について，一般入試 1 次試験当日の第三者評価員の点検について，入試問題と著
作権について，平成 26 年度医学部学生募集要項について，医学教育学会からの調査依頼と結果について，
他
第5回

定例会議（平成 25 年 11 月 19 日）
：本部棟 2 階会議室

出席 19 人，欠席 2 人
議題：平成 26 年度推薦入学試験合否判定について，平成 26 年度推薦入試地域医療意向調査集計結果について，
平成 26 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 26 年度センター試験利用入学
試験 2 次試験について，平成 26 年度センター試験利用入学試験について，他
第6回

定例会議（平成 26 年 1 月 15 日）
：本部棟 2 階会議室

出席 15 人，欠席 6 人
議題：入試実施委員会からの報告について，平成 26 年度センター試験利用入学試験 1 次試験及び 2 次試験につい
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 26 年度医学部入試委員会開催予
定について，一般入試及びセンター試験利用入試の出願状況について，入試当日の降雪とインフルエンザに
よる影響について，面接試験評価の分析とこれからの検討について，入学定員増員のための申請書の提出に
ついて，他
第7回

定例会議（平成 26 年 1 月 28 日）
：本部棟 2 階会議室

出席 17 人，欠席 4 人
議題：平成 26 年度一般入学試験（前期）1 次試験の実施状況について，平成 26 年度一般入学試験（前期）1 次
試験出願者の概要および成績統計について，平成 26 年度一般入学試験（前期）1 次試験の判定について，
入学後の成績について，平成 26 年度医学部入学定員数について，2013 年私立大学難易度について，2013
（医学科）入試合格者の女子占有率について，2013 私立大学初年度納入金について，他
第8回

定例会議（平成 26 年 2 月 4 日）
：丸木記念館 7 階会議室

出席 18 人，欠席 3 人
議題：平成 26 年度一般入学試験（前期）2 次試験の概要について，平成 26 年度一般入学試験（前期）2 次試験
の合否判定の原則について，平成 26 年度一般入学試験（前期）2 次試験の合否判定について，平成 26 年
度センター試験利用入学試験 1 次試験（センター試験）の成績データについて，特待生について，他
第9回

定例会議（平成 26 年 2 月 18 日）
：本部棟 2 階会議室

出席 20 人，欠席 1 人
議題：平成 26 年度一般入学試験（後期）1 次試験の実施状況について，平成 26 年度一般入学試験（後期）1 次
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試験出願者の概要および成績統計について，平成 26 年度一般入学試験（後期）1 次試験の判定について，
今後の入試関連の予定について，
「雪のための欠席者の取扱い」（文部科学省）について，他
第 10 回 定例会議（平成 26 年 2 月 25 日）
：丸木記念館 7 階会議室
出席 17 人，欠席 4 人
議題：平成 26 年度一般入学試験（後期）2 次試験の実施状況について，平成 26 年度一般入学試験（後期）2 次
試験の概要について，平成 26 年度一般入学試験（後期）2 次試験の合否判定の原則について，「面接外問
題点報告書」について，平成 26 年度一般入学試験（後期）2 次試験の合否判定について，特待生について，
平成 26 年度センター試験利用入学試験 1 次試験の概要について，平成 26 年度センター試験利用入学試験
1 次試験の合否判定について，平成 26 年度センター試験利用入学試験 2 次試験について，平成 26 年度セ
ンター試験利用入学試験 1 次試験の合格発表について，雪のため試験を受けられなかった受験生の対応等
について，他
第 11 回 定例会議（平成 26 年 3 月 4 日）
：丸木記念館 7 階会議室
出席 20 人，欠席 1 人
議題：平成 26 年度センター試験利用入学試験 2 次試験の実施状況について，平成 26 年度センター試験利用入学
試験 2 次試験結果の概要について，平成 26 年度センター試験利用入学試験 2 次試験の合否判定の原則につ
いて，平成 26 年度センター試験利用入学試験 2 次試験の合否判定について，大雪により影響を受けた受験
生への配慮について，他
医学部入学試験委員会（臨時）
（平成 26 年 3 月 24 日）：丸木記念館 7 階会議室
出席 12 人，欠席 9 人
議題：平成 26 年度一般入学試験（後期）追試験 1 次試験および 2 次試験の実施状況について，文部科学省ホーム
ページに「本学が実施した追試験について」が掲載されたことについて，平成 26 年度一般入学試験（後期）
追試験 1 次試験について，平成 26 年度一般入学試験（後期）追試験 2 次試験の概要について，平成 26 年
度一般入学試験（後期）追試験 2 次試験の合否の判定方法について，平成 26 年度一般入学試験（後期）追
試験 2 次試験の合否判定について，他
（2）平成 26 年度新入生数
128 名（男 83 名，女 45 名）
推薦試験入学者

12 名（男 3 名，女 9 名）

前期試験入学者

48 名（男 37 名，女 11 名）

後期試験入学者

58 名（男 36 名，女 22 名）

センター入学者

10 名（男 7 名，女 3 名）

（3）平成 25 年度の主な活動内容
①本委員会の下部組織（医学部入学試験実施委員会）への指示と連携（問題作成班，面接班，情報宣伝班，一般入
試実施班）
②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 26 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
平成 25 年 7 月 21 日（日）
⑫私立医科大学協会主催合同入試説明会・相談会の毛呂山キャンパスでの開催
平成 25 年 9 月 23 日（月・秋分の日）
⑬大雪により影響を受けた受験生への配慮についての検討
⑭平成 25 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
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⑮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
⑯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 25 年 11 月 17 日（日）

合格発表

平成 25 年 11 月 20 日（水）

・一般入試（前期）
一次試験

平成 26 年 1 月 26 日（日）

合格発表

平成 26 年 1 月 29 日（水）

二次試験

平成 26 年 2 月 2 日（日）

合格発表

平成 26 年 2 月 5 日（水）

・一般入試（後期）
一次試験

平成 26 年 2 月 16 日（日）

合格発表

平成 26 年 2 月 19 日（水）

二次試験

平成 26 年 2 月 23 日（日）

合格発表

平成 26 年 2 月 26 日（水）

・一般入試（後期）追試験
一次試験

平成 26 年 3 月 21 日（金・春分の日）

合格発表

平成 26 年 3 月 22 日（土）

二次試験

平成 26 年 3 月 23 日（日）

合格発表

平成 26 年 3 月 25 日（火）

・センター試験利用入学試験
一次試験

平成 26 年 2 月 18 日（土）
，19 日（日）

合格発表

平成 26 年 2 月 26 日（水）

二次試験

平成 26 年 3 月 2 日（日）

合格発表

平成 26 年 3 月 5 日（水）

②平成 26 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 45 名

・センター試験利用入学試験募集人員

約 10 名

③平成 26 年度推薦入学試験
・志願者数 38 名（内，男子 18 名，女子 20 名）
・受験者数 38 名（内，現役 20 名，浪人 18 名）
・合格者数 12 名（内，男子 3 名，女子 9 名）
（内，現役 6 名，浪人 6 名）
（内，指定校 4 校 5 名）
（埼玉県出身者 5 名）
④一般入学試験（前期）一次試験
〔出願者概要〕
・出願者数：2，121 名（前年比 42 名増）
・男子：1，312 名（61.9%）
，女子：809 名（38.1%）
・年令：18 才 ~20 才（74.4%）
・出身校：私立高校（76.3%）公立高校（21.5%）
・卒後経歴：現役（18.0%）予備校生（67.6%）
・高校在学中の評点平均：Ａ（18.2%）
，Ｂ（45.5%）
〔受験者概要〕
・受験者数：1，975 名（出願者の 93.1%）
・欠席者数： 146 名（出願者の 6.9%）
〔受験者得点状況〕
・科目別配点：英語 150 点，数学 100 点，理科 200 点（2 科目計）
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小論文 50 点

合計 500 点

・最高点 401 点

最低点 89 点

平均点 258.1 点

〔合否判定結果〕
・合格者数：374 名（得点 315 点，366 位まで）
・男女の別：男子 235 名（62.8％）
，女子 139 名（37.2％）
⑤一般入学試験（前期）二次試験
〔受験者概要〕
・前期第 2 次試験受験者数：327 名（欠席者数：47 名）
・男女別：男子 198 名（60.6％）
，女子 129 名（39.4％）
・現役，浪人年数：現役 28 名（8.6％）
，1 浪 108 名（33.0％），
2 浪 79 名（24.2％）3 浪 40 名（12.2％），
4 浪以上 72 名（22.0％）
〔第 2 次試験（面接）統計〕
・最高点：20 点／最低点：7 点／平均点：13.62 点
・標準偏差：2.59
・評価結果集計：
（対象評価数 1,312 面接委員数 4 名×受験者 327 名）
評価 A：142（10.86％）※昨年度 評価 A：124（9.45％）
評価 B：400（30.58％）※昨年度 評価 B：402（30.64％）
評価 C：624（47.71％）※昨年度 評価 C：615（46.88％）
評価 D：129（9.86％）※昨年度 評価 D：154（11.74％）
評価 E：13（0.99％）※昨年度 評価 E：17（1.30％）
〔合否判定結果〕
・合格候補者：63 名
〔特待生〕
・合格者特待生：成績上位 3 名
⑥一般入学試験（後期）一次試験
〔出願者概要〕
・出願者数：2,419 名（前年比 310 名増）
・男子：1,425 名（58.9％）
，女子：994 名（41.1％）
・年令：18 歳〜 20 歳（69.1％）
・出身校：私立高校 75.2％，公立校 22.6％
・現役，高卒後の経歴：現役 17.6％，予備校 67.5％
・高校在学中の評点平均：Ａ 18.2％，Ｂ 45.1％
・受験者数：1,930 名（79.8％）
，欠席者数：489 名（20.2％）
・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：359 名（得点 325 点，346 位まで）
・男女別：男子 206 名（57.4％）
，女子 153 名（42.6％）
〔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

合計 500 点

・最高点：410 点，最低点：59 点
（前期最高点：401 点，最低点：89 点）
・合計得点平均点：前期 258.1 点

後期 268.9 点

・科目別平均点（100 点換算）
英語：61.1 点，数学：48.9 点，物理：52.8 点，化学：47.9 点，生物：51.6 点，小論文：53.2 点
⑦一般入学試験（後期）二次試験
〔合格者概要〕
・後期第 1 次試験合格者数：359 名
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・男女別：男子 206 名（57.4％）
，女子 153 名（42.6％）
〔受験者概要〕
・後期第 2 次試験受験者数：331 名（欠席者数：28 名）
・男女別：男子 191 名（57.7％）
，女子 140 名（42.3％）
〔第 2 次試験（面接）統計〕
・最高点：20 点，最低点：6 点，平均点：13.51 点，標準偏差：2.50
・評価結果の集計
評価 A 10.42％，B 30.74％，C 45.92％，D 12.01％，E 0.91％
・面接評価と内申点の相関関係 0.401
〔合否判定結果〕
・合格者：50 名
〔 特待生〕
・合格者特待生：成績上位 3 名
⑧一般入学試験（後期）追試験一次試験
〔出願者概要〕
・出願者数：91 名
・男子：57 名（62.6％）
，女子：34 名（37.4％）
・年令：18 歳〜 19 歳（49.5％）
・出身校：私立高校 63.7％，公立校 33.0％
・現役，高卒後の経歴：現役 20.9％，予備校 60.4％
・高校在学中の評点平均：Ａ 16.5％，Ｂ 48.4％
・受験者数：65 名（71.4％）
，欠席者数：26 名（28.6％）
・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：12 名（得点 301 点，12 位まで）
・男女別：男子 6 名（50.0％）
，女子 6 名（50.0％）
〔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：351 点， 最低点：67 点
・合計得点平均点：226.9 点
・科目別平均点（100 点換算）
英語：49.5 点，数学：35.8 点，物理：40.3 点，化学：50.1 点，生物：46.1 点，小論文：46.4 点
⑨一般入学試験（後期）追試験二次試験
〔合格者概要〕
・
（後期）追試験第 1 次試験合格者数：12 名
・男女別：男子 6 名（50.0％）
，女子 6 名（50.0％）
〔受験者概要〕
・後期第 2 次試験受験者数：12 名（欠席者数：0 名）
・男女別：男子 6 名（50.0％）
，女子 6 名（50.0％）
〔第 2 次試験（面接）統計〕
・最高点：19 点，最低点：8 点，平均点：11.42 点，標準偏差：3.55
・評価結果の集計
評価 A 10.42％，B 10.42％，C 33.33％，D 45.83％，E 0.00％
・面接評価と内申点の相関関係 0.639
〔合否判定結果〕
・合格者：2 名
⑩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：758 名
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・男女別：男子 442 名（58.3％）
，女子 316 名（41.7％）
〔受験者概要〕
・第 1 次試験受験者数：747 名（欠席者数：11 名）
〔合格者概要〕
・第 1 次試験合格者数：178 名（得点 461 点，174 位まで）
・男女別：男子 109 名（61.2％）
，女子 69 名（38.8％）
⑪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：62 名（欠席者数：116 名）
・男女別：男子 40 名（64.5％）
，女子 22 名（35.5％）
〔第 2 次試験（Ａ面接）統計〕
・最高点：20 点，最低点：5 点，平均点：13.85 点，標準偏差：3.01
・評価結果の集計
評価 A 14.92％，B 34.27％，C 35.48％，D 12.90％，E 2.42％
・A 面接評価と内申点の相関関係 0.361
・B 面接評価と内申点の相関関係 0.077
〔合否判定結果〕
・合格者：12 名
・男女別：男子 7 名（58.3％）
，女子 5 名（41.7％）

4．評価と次年度目標
平成 26 年度医学部入学者選抜試験は，平成 25 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
した．また，昨年度から参入した大学入試センター試験を利用した入学試験は 2 回目の実施となった．出願者数の
前年度比では，推薦入試を除いてすべてが増員となった．推薦入試出願者数（38 名・前年度比 4 名減），一般入試（前
期）
（2121 名・前年度比 42 名増）
，一般入試（後期）（2419 名・前年度比 310 名増），センター入試利用入学試験
（758 名・前年度比 69 名増）
．平成 26 年度の募集定員は地域枠が 4 名の増員となり，125 名として実施した．内訳
は推薦入試 10 名，一般（前期）60 名，一般（後期）45 名，センター利用 10 名であった．
すべての入学試験では大きな問題もなく無事に終了したが，一般入試（後期）1 次試験（2 月 16 日）では，以下
の問題が発生し入試委員会で何度となく審議され，検討の結果，追試験を実施することとした．2 月 14（金）昼間
から降り出した雪は数十年ぶりという記録的な大雪となり，関東甲信越の交通機関を大きく混乱させた．この大雪に
より，当日の試験に欠席あるいは遅刻した受験生があったことが後日判明した．交通機関がまったく動かず，高速道
路も使用出来ず孤立したという山梨県の教育委員会や長野県教育委員会から追試験を実施して欲しい等の要望が多
く寄せられた．文部科学省からも，本学に対し受験生への配慮（追試験の実施等）を検討するよう要請があり，3 月
21 日（金・春分の日）に追試験 1 次試験を，3 月 23 日（日）に追試験 2 次試験を実施し，2 名の合格者を追試験
合格者として発表した．最終的に合計 128 名（男性 83 名（64.8％），女性 45 名（35.2％））の新入生が入学した．
本委員会では，医学部入試実施委員会からの報告に基づき，それぞれの入試の内容や形式等について検討を行い，
本学のアドミッションポリシーに謳う学生の受入れを可能とするため，様々な検証を繰り返し実施し，公正で信頼性
の高い試験の実施に向けて鋭意努力した．具体的には，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，昨年と同様に，面接を担当
した教員に対し，面接試験時の面接評価と入学後の成績をフィードバックし，これからの面接評価の際の参考とする
よう依頼した．試験問題作成においては，本年度も，アドミッションセンターの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．また，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，妥当性等を更に向上させていきたいと考えている．
平成 27 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．9 月
23 日（月・秋分の日）に「平成 25 年度私立医科大学合同入試説明会・相談会」が本学毛呂山キャンパスオルコスホー
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ルで開催されたため，今年度のオープンキャンパス開催は 1 回とした．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．
平成 26 年度の医学部入試委員会も，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学生を選抜できるよう更なる検討を行っていきたい．

188

委員会・会議報告（医学部）

3．13）入学試験実施委員会
1．構成員
委員長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）：皮膚科学教授（任期：H26.3.31）

副委員長

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitarou）：教養教育（化学）教授

科目責任者

赤間啓一（AKAMA, keiichi）
：教養教育（物理学）教授（任期：H26.3.31）

〃

科目責任者（任期：H26.3.31）

向田寿光（MUKAIDA, Toshimitsu）：教養教育（物理学）准教授（任期：H26.3.31）

科目責任者

笹島

科目責任者

勝浦一雄（KATSUURA, Kazuo）：教養教育（数学）准教授（任期：H26.3.31）

茂（SASAJIMA, Sigeru）：教養教育（英語）教授（任期：H26.3.31）

科目責任者

山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）：教養教育（生物）准教授（任期：H26.3.31）

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（任期：H26.3.31）

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

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

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）：腎臓内科教授（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

村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）：大学事務部学生課課長

実施に必要な者

内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部教務課

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

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

忍（KASAMA, Shinobu）：大学事務部庶務課

事務局（任期：H26.3.31）

課長（任期：H26.3.31）
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 25 年 5 月 7 日（火））：丸木記念館 7 階会議室

出席 20 人

欠席 2 人

議事：平成 25 年度医学部入試実施委員会構成員について，平成 26 年度入試出題委員（案）について，平成 26
年度一般入試問題作成日程について，不適切なマークの取扱いについて，オープンキャンパス日程につい
て，試験管理室による問題点検について，センター試験利用入試 2 次試験について，他
・第 2 回

定例会議（平成 25 年 7 月 9 日（火））：本部棟 2 階会議室

出席 21 人

欠席 1 人

議事：一般入試問題の作成について，面接委員委嘱のための事前調査について，第 1 回オープンキャンパスの開
催について，試験監督者委嘱のための事前調査について，マークシートの読み取りについて，センター試
験利用入試 2 次試験について，他
・第 3 回

定例会議（平成 25 年 9 月 10 日（火））：本部棟 2 階会議室

出席 18 人

欠席 4 人

議事：一般入試問題の校正日程と担当者について，推薦入試適性試験の問題原稿の締め切りについて，推薦入試
の問題点検について，
面接委員の依頼
（リクルート）進捗状況について，第 1 回オープンキャンパスアンケー
ト結果について，マークシートリーダーの取り扱いについて，推薦入試実施要領について，他大学ホーム
ページで報告された出題ミスと追加合格について，著作権について，他
189

委員会・会議報告（医学部）

・第 4 回

定例会議（平成 26 年 1 月 7 日（火））：本部棟 2 階会議室

出席 23 人

欠席 0 人（構成員 23 人に変更）

議事：一般入試問題の校正について，面接委員の依頼について，平成 26 年度のオープンキャンパスについて，
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 26 年度一般入試実施要領について，
平成 26 年度医学部入試実施委員会開催日程（案）について，平成 26 年度一般入試問題作成日程（案）
について，平成 26 年度医学部入学定員について，大学入試センター利用入試について，他
・第 5 回

定例会議（平成 26 年 3 月 25 日（火））：本部棟 2 階会議室

出席 16 人

欠席 7 人

議事：平成 26 年度医学部入試（後期）追試験について，平成 27 年度一般入試問題形式について，平成 27 年
度推薦入試，センター試験利用入試 2 次試験問題原稿の入稿日について，平成 26 年度問題作成日程（案）
について，平成 26 年度オープンキャンパス日程（案）について，平成 26 年度一般入試 1 次試験監督者
アンケート結果について，センター試験利用入試 2 次試験監督者について，平成 26 年度医学部入試実施
委員会日程（案）について，独立行政法人国立印刷局虎ノ門工場移転について，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 26 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
（6）問題の最終点検の実施
（7）
「平成 26 年度入試実施要領」の事前説明会の開催
（8）採点と集計
（9）合格発表（掲示・HP）
（10）一般入試（後期）追試験の試験問題の作成
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
（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 21 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）1 次，2 次試験の合格発表
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4．評価・次年度目標
センター試験利用入学試験を開始してから 2 年目となり，昨年の経験を生かして 1 次試験合格者数の検討，面接
試験会場の改善等を実施した．2 次試験の欠席者は昨年と同様に多数あったが，大きな問題もなく最終合格者 12 名
を発表した．今年度最大の出来事は，一般入試（後期）で追試験を実施したことである．大雪による交通機関の乱れ
のため，試験に受験できなかった受験生または遅刻した受験生を対象として実施したものである．短期間での追試験
1 次試験，追試験 2 次試験の実施は困難を極めたが，滞りなく実施できたことは大きな成果であった．
オープンキャンパスは，私立医科大学合同入試説明会・相談会がオルコスホールで開催されたため，1 回のみの開
催とした．体験学習（手術体験，胸部診察，ＢＬＳ，模擬講義）は今回も好評であった．
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の全ての結果として，平成 26 年度入試は
募集定員 125 名（地域枠 14 名，研究医枠 1 名）に対し，128 名の新入生を選抜した．
各班として実施すべき事項は概ね良好に遂行することができた．来年度も問題作成班，面接班，情報宣伝班，一般
入試実施班，事務が連携を蜜にとりながら総力を挙げて入試業務の遂行に取り組んでいきたい．
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4．1）教授会
1．構成員
議長：大野良三（OHNO, Ryozo）
：保健医療学部長
加藤木利行（KATOGI, Toshiyuki）
：保健医療学部副学部長（平成 25 年 10 月から）
別所正美（BESSHO, Masami）
：学長
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：看護学科 教授・学科長
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：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
湯澤八江（YUZAWA, Yae）
：看護学科 教授
冨田幸江（TOMITA, Sachie）
：看護学科
佐久間 肇（SAKUMA, Hajimu）
：看護学科

教授
教授（平成 25 年 4 月から）

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
村田栄子（MURATA, Eiko）
：健康医療科学科 教授
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：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
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
小室秀樹（KOMURO, Hideki）
：大学事務部長（平成 25 年 9 月から）
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（平成 25 年 6 月まで）
蛭間庄司（HIRUMA, Shoji）
：川角分室 室長（平成 25 年 7 月から）

3．開催日
（1）定時開催
第 77 回：4 月 25 日（木）出席者 24 名
第 78 回：5 月 23 日（木）出席者 25 名
第 79 回：6 月 27 日（木）出席者 25 名
第 80 回：7 月 25 日（木）出席者 26 名
第 81 回：9 月 26 日（木）出席者 23 名
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第 82 回：10 月 24 日（木）出席者 24 名
第 83 回：11 月 28 日（木）出席者 25 名
第 84 回：12 月 19 日（木）出席者 24 名
第 85 回：1 月 23 日（木）出席者 22 名
第 86 回：2 月 20 日（木）出席者 26 名
第 87 回：3 月 20 日（木）出席者 24 名
（2）臨時開催
3 年次編入合否判定：10 月 1 日（火）出席者 19 名（委任状 6 名）
推薦入試合否判定：11 月 12 日（火）出席者 21 名（委任状 5 名）
AO 入試合否判定：12 月 17 日（火）出席者 25 名（委任状 1 名）
一般入試前期 2 次合否判定：2 月 3 日（月）出席者 27 名
一般入試後期合否判定：2 月 28 日（月）出席者 20 名（委任状 6 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
看護学科では佐久間肇教授の採用，佐鹿孝子教授と千田みゆき教授の学科長交代，理学療法学科では黒川幸雄教授
の特任教授就任（いずれも平成 25 年 4 月 1 日付）があり，さらに，加藤木利行副学部長の就任（平成 25 年 10 月
1 日付）があった．平成 26 年 3 月には看護学科の佐鹿孝子教授，江連和久教授，健康医療科学科の有田彰教授，北
村邦男教授，奥崎政美教授，理学療法学科の黒川幸雄特任教授が退任された（平成 26 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 77 回教授会（4 月）では，看護学科の保健師関連科目の履修に関
する基準案，3 年次編入学生 1 名および新入学生 1 名の既修得単位認定案を承認した．また，学生による授業評価
に基づいた教員表彰案を承認するとともに，退学 3 名を承認した．第 78 回教授会（5 月）では，平成 25 年度推薦
入試指定校の選定案および退学 1 名を承認した．また，医学部の学生納付金減額に伴う学則改正案，医学教育センター
規程案および埼玉医科大学ヒト胚性幹細胞研究倫理審査規則案を承認した．第 79 回教授会（6 月）では，休学 1 名
を承認した．第 80 回教授会（7 月）では，平成 25 年度学内グラントの審査結果案および休学 1 名を承認した．第
81 回教授会
（9 月）
では，
小室秀樹大学事務部部長を事務系職員代表として教授会構成員とすることを承認した．また，
学部内プロジェクト研究審査結果案および退学 2 名，休学 2 名を承認した．第 82 回教授会（10 月）では，加藤木
利行副学部長（兼任）を教授会構成員とすることを承認した．また，教職員定年規程改正案を承認するとともに，休
学 1 名を承認した．
第 83 回教授会（11 月）では，リサーチフェロー取扱要領改正案および IR 委員会規則案を承認した．また，Web
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入力によるシラバス作成システムの導入および学費未納による除籍 1 名を承認した．第 84 回教授会（12 月）では，
平成 26 年度時間割表案および部活動表彰者 1 名を承認した．第 85 回教授会（1 月）では，平成 26 年度学事予定
案を承認するとともに，健康医療科学科の准教授候補者 2 名および理学療法学科の准教授候補者 1 名についての准
教授選考委員案（教員組織運営会議での選考結果）を承認した．第 86 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，奨学賞案を承認した．第 87 回教授会（3 月）
では，医学部のカリキュラム一部変更にともなう学則改訂案を承認した．また，各学科の進級判定（案），1 〜 3 年
生の奨学賞案，平成 27 年度入学試験日程案，平成 25 年度教員表彰案，平成 26 年度各種委員会委員案および退学 8
名を承認した．
さらに，臨時教授会を 5 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，日高および川角校舎における防災訓練，1 〜 3 年生の平成 24 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 2 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，課外学習プログラムの実施，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 25 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 25 年度奨学賞候補者の選定，各種委員会の活動状況評価等を
実施した．

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．学務委員会では，
シラバスの Web 入力システムを構築し，本格実施を開始した．自己点検・評価委員会では，
昨年度策定した教員の教育業績評価制度の本格運用を開始し，保健医療学部危機管理委員会では，日高および川角校
舎における大規模な防災訓練を実施した．なお，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している．
学部開設から 9 年目となる次年度においては，それぞれの学科での国家試験対策や就職支援に一層の努力が必要
となるとともに，入学者選抜やカリキュラム構成，学生の福利厚生など様々な領域において，将来への展望をみすえ
たきめ細かな自己点検・評価が求められることになる．教授会および各種委員会活動のさらなる活性化を目指すとと
もに，大学全体としての委員会組織と学部委員会の連携，学内各種センターとの機能的連携などを教授会として検討
していく．
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4．2）学務委員会
1．構成員
委員長

大野良三（OHNO, Ryozo）
：学部長（任期：H26.3,31）

委

古地順子（KOCHI, Junko）
：看護学科：教授（任期：H27.3,31）

員

大森智美（OMORI, Tomomi）
：看護学科 准教授（任期：H27.3,31）
有田

彰（ARITA, Akira）
：健康医療科学科 教授（任期：H26.3,31）

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：H27.3,31）
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：H27.3,31）
時田幸之輔（TOKITA, Konosuke）
：理学療法学科 講師（任期：H27.3,31）
間山

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

北村邦男（KITAMURA, Kunio）
：健康医療科学科 教授（任期：H27.3,31）
佐久間肇（SAKUMA, Hajimu）
：看護学科 教授（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
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 25 年度の活動目標：
①平成 25 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 26 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 26 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）
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・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
・公開講座の開催，市民公開講座への参加
・節電対策
・Web 履修登録手順の見直し
・夏季休暇中の特別プログラムの見直し
・防災訓練の実施日程に関する見直し
・BLS 訓練の全学的実施に関する見直し
・電子シラバス等の見直し
・成績不良者への対応策の検討
・講義の出欠席管理システムの検討
・担任制度の見直し
・進級判定基準の見直し
・TA 制度の活用についての検討
・キャリアパスに関する教育活動の検討
・授業期間の弾力的な設定についての検討

3．活動報告
（1）第 78 回学務委員会
（平成 25 年 4 月 29 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 1 名，議事録あり）
①委員交代（看護学科の冨田教授から大森准教授へ，理学療法学科の国澤講師から時田講師へ）の紹介
②平成 24 年度活動概要の報告と平成 25 年度活動目標の確認
③国家試験合格率，就職率の報告
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
⑦学生名簿の作成状況報告
⑧ Web 履修登録の状況報告およびシステム改訂の報告
⑨学生の現住所確認の状況報告
⑩ロッカー室の整備報告
⑪大学メールの携帯電話への転送システムガイダンスの状況報告
⑫平成 24 年度成績優秀者（44 名）の表彰報告
⑬春季海外語学研修の終了報告：計 8 名が参加
⑭各小委員会の委員長および委員の選定
⑮ 3 年次編入学生 2 名の既習得単位認定案の承認
⑯看護学科における公衆衛生看護学実習への履修者選抜案の承認
⑰ TA 制度の活用に関する意見交換
⑱キャリアパス教育の充実に関する意見交換
⑲授業期間の弾力的な設定についての意見交換
⑯退学者 3 名の承認
（2）第 79 回学務委員会
（平成 25 年 5 月 17 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 2 名，議事録あり）
①在籍学生数（留年経験者数）
，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公開講座の開催：看護学科および医用生体工学科が予定
③夏季特別プログラムの名称変更：課外学習プログラム
④第 12 回医療人教育者のためのワークショップおよび第 13 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）の日程承認
⑤平成 26 年度学事予定案の検討
⑥再入学者（理学療法学科 3 年次）の既修得単位数の認定案承認：103 単位
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⑦退学者 1 名の承認
（3）第 80 回学務委員会
（平成 25 年 6 月 21 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 1 名，議事録あり）
①医学部主催の市民公開講座への参加：看護学科（12 月，1 月予定）
②平成 26 年度学事予定案の検討
③平成 26 年度防災訓練日程の承認：10 月 24 日
④前期定期試験日程案の承認
⑤ BLS 演習の再開に関する検討：担当佐久間委員
⑥ハンガリーのセンメルワイス大学との連携に関する意見交換
⑦休学者 1 名の承認
（4）第 81 回学務委員会
（平成 25 年 7 月 19 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 2 名，議事録あり）
①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
②各学科におけるキャリアパス教育の現状報告
③休学者 1 名の承認
（5）第 82 回学務委員会
（平成 25 年 9 月 20 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席なし，議事録あり）
①平成 25 年度大学機関別認証評価の実地調査に関する報告
②平成 26 年度の非常勤講師のご都合伺いに関する報告と意見交換
③第 12 回および第 13 回医療人教育者のためのワークショップの実施報告：第 12 回では参加者 19 名（含む事務
職員 2 名）
，第 13 回では参加者 21 名
④ BLS 演習の再開案の承認：11 月〜 1 月
⑤定期試験の報告手順の変更（前期試験から実施）：定期試験と再試験の結果は別々に報告し，定期試験結果の保
護者・学生への通知日程を早める．
⑥退学者 2 名，休学者 2 名の承認
（6）第 83 回学務委員会
（平成 25 年 10 月 18 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 1 名，議事録あり）
①平成 25 年度大学機関別認証評価の受審報告
②看護学科領域別実習要件認定式の実施報告（10/5）
③川角校舎における防災訓練の実施報告（9/24）
④平成 26 年度時間割案の報告
⑤公開講座（担当：看護学科）の実施報告：参加者 228 名（9/21）
⑥課外学習プログラムの実施報告
⑦理学療法学科の海外研修（カンボジア，米国）の実施報告
⑧休学者 1 名の承認
（7）第 84 回学務委員会
（平成 25 年 11 月 15 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 1 名，議事録あり）
①解剖体慰霊祭の実施報告（10/19）
②越華祭の実施報告（10/26-27）
③新入生オリエンテーションスケジュール案の報告
④ Web を利用したシラバス作成システム導入の承認
⑤除籍者 1 名の承認（学費未納）
（8）第 85 回学務委員会
（平成 25 年 12 月 13 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 1 名，議事録あり）
①台風その他による休講等の取り扱いに関する学生便覧への記載内容の変更案承認
②後期定期試験日程案の承認
③平成 26 年度時間割案の大枠承認
（9）第 86 回学務委員会
（平成 26 年 1 月 17 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 2 名，議事録あり）
①平成 26 年度学事予定案の承認
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②平成 26 年度時間割案の承認
（10）平成 25 年度第 1 回拡大学務委員会：平成 25 年度卒業判定会議
（平成 26 年 2 月 14 日，於：2F 会議室，出席 13 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（留年 1 名）
，健康医療科学科では 71 名の卒業（留年 10 名），医用生体工学科では
37 名の卒業，理学療法学科では 45 名の卒業（留年 1 名）となる卒業判定案が承認された．
（11）第 87 回学務委員会
（平成 26 年 2 月 14 日，於：2F 会議室，出席 10 名，欠席 2 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課外学習プログラムの実績報告
③学長賞および 4 年生奨学賞候補者の選定
④復学者 1 名の承認
⑤健康医療科学科のアドミッション・ポリシー一部改定案の承認
（12）平成 25 年度第 2 回拡大学務委員会：成 25 年度進級判定会議
（平成 26 年 3 月 14 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席なし，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 89 名，2 年生 86 名（留年 2 名），3 年生 88 名の進級，健康医療科学科では 1 年生 71 名（留
年 5 名）
，2 年生 71 名（留年 2 名，保留 2 名），3 年生 57 名（留年 1 名，保留 7 名）の進級，医用生体工学科
では 1 年生 37 名（留年 5 名）
，2 年生 38 名（留年 5 名），3 年生 34 名の進級（留年 4 名），理学療法学科では
1 年生 49 名（留年 1 名）
，2 年生 49 名（留年 2 名），3 年生 54 名（留年 1 名）の進級となる進級判定案が承
認された．
（13）第 88 回学務委員会
（平成 26 年 3 月 14 日，於：2F 会議室，出席 15 名，欠席なし，議事録あり）
①新入生オリエンテーションの日程報告
②平成 26 年度 BSL 演習（救命講習会）の日程説明
③ 1 〜 3 年生の奨学賞候補者の選定
④退学 8 名，除籍 1 名，復学（2 名）の承認
⑤平成 25 年度学務委員会の活動概要と 26 年度活動予定

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
①平成 25 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 24 年度学長賞および奨学賞の選定，Web 履修登録のシステム改善と実施，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．
②平成 26 年度カリキュラム等の準備：
平成 26 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，Web を利
用したシラバス作成システムを導入し，試行を開始した．また，平成 25 年度新入生オリエンテーションを企画
した．
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．
課外学習プログラム（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．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実施した．
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なお，昨年度未実施であった Basic Life Support 実習の全学的実施を再開した．また，保護者への報告の迅速
化を図るため，定期試験の成績報告手順を改訂した．成績不良者への対応策，講義の出欠席管理の見直し，担任
制度の見直し，進級判定基準の見直しについては，次年度の課題とする．
（2）次年度の目標
①平成 26 年度カリキュラム等の実施と評価
②平成 27 年度カリキュラム等の準備と評価
③成績不良者への対応策の検討（今年度未実施）
④講義の出欠席管理に関する見直し（今年度未実施）
⑤担任制度の見直し（今年度未実施）
⑥進級判定基準の見直し（今年度未実施）
⑦ Web 履修登録手順の見直し（継続）
⑧課外学習プログラムの運営見直し（継続）
⑨ Web 上でのシラバス入力システムの見直し（継続）
⑩ TA 制度の活用についての検討（継続）
⑪キャリアパスに関する教育活動の検討（継続）
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4．3）学生部委員会
１．構成員
委員長

鈴木正彦 （SUZUKI Masahiko）
：健康医療科学科：教授（任期：H26.3.31）

委

辻脇邦彦 （TSUJIWAKI

員

Kunihiko）：看護学科：准教授（任期：H26.3.31）

本山仁美 （MOTOYAMA Hitomi）
野寺

：看護学科：准教授（任期：H27.3.31）

誠 （NODERA Makoto）
：健康医療科学科：准教授（任期：H27.3.31）

山下芳久 （YAMASHITA Yoshihisa）：健康医療科学科：准教授（任期：H27.3.31）
中島孔志 （NAKASHIMA Kohshi）
：医用生体工学科：講師（任期：H26.3.31）
藤田博曉 （FUJITA Hiroaki）
：理学療法学科：教授（任期：H27.3.31）
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）25 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 25 年 4 月１日より平成 26 年 3 月 31 日の間，計 13 回の委員会を開催し以下の審議を行っ
た．なお，そのうち 2 回は医学部と保健医療学部合同の委員会（埼玉医科大学学生部委員会）を行った．
２）保健医療学部学生部委員会活動
（1）第 1 回学生部委員会（平成 25 年 4 月 15 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平成 25 年度活動目標と定例委員会開催日程の検討
③学生部委員の役割分担の検討
（2）第 2 回学生部委員会（平成 25 年 5 月 13 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 6 名 欠席 2 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学生総会、スポーツ大会・予防接種の開催日程の報告
③学生懇談会の開催日程について検討
（3）第 3 回学生部委員会（平成 25 年 6 月 17 日，於：川角 3F ゼミ室 出席 8 名 欠席 0 名）
①女子栄養大学大学祭（若葉祭）への本学部学生参加について報告
②川角キャンパス内での問題について審議
（4）第 4 回学生部委員会（平成 25 年 7 月 8 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 7 名 欠席 1 名）
①学生懇談会での内容報告及び対応の検討
②合同学生部委員会での議題について検討
（5）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 25 年 7 月 12 日）
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①越華祭の企画運営についての検討
②川角キャンパス内での問題について審議
（6）第 5 回学生部委員会（平成 25 年 9 月 9 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 8 名 欠席 0 名）
①学生懇談会での内容報告及び対応の検討
②学生の通学時の車内マナーについて対策を検討
③校内での携帯電話充電について対策を検討
④ SNS 利用について対策を検討
（7）第 6 回学生部委員会（平成 25 年 10 月 7 日，於：C 棟 2F 会議室 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
（8）第 7 回学生部委員会（平成 25 年 11 月 18 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 7 名 欠席 1 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合同学生部委員会での議題について検討
（9）第 8 回学生部委員会（平成 25 年 12 月 9 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
（10）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 25 年 12 月 13 日）
①越華祭の反省と今後の課題について検討
②川角キャンパス内での問題について審議
③学生の健康診断受診及びフォローアップ状況についての報告
④学生が本病院を受診する際の問題点について対策を検討
（11）第 9 回学生部委員会（平成 26 年 1 月 6 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 6 名 欠席 2 名）
①学生の健康診断結果の返却方法について検討
②学生懇談会での内容報告及び対応の検討
③ゼミ室の利用マナーについて審議
（12）第 10 回学生部委員会（平成 26 年 2 月 10 日，於：川角 3F ゼミ室 出席 8 名 欠席 0 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川角キャンパス内での問題について審議
③ゼミ室の利用マナーについて審議
（13）第 11 回学生部委員会（平成 25 年 3 月 10 日，於：C 棟 2F 会議室 出席 8 名 欠席 0 名）
①ゼミ室の利用マナーについて審議
② 平成 25 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）
①定期健康診断について，
例年通り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各種ワクチン接種についても、円滑に業務が進んだが、未接種のまま年度を終えてしまった学生が数名いた．
（2）学生の行事支援
① 学生会企画の年間行事の支援：七夕会（7 月初旬），大学祭（越華祭 10/26/27）などの学生が企画した行事
を指導・支援した．
②平成 24 年度と同様に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る問題はあったため，引き
続き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準硬式野球部： 2013 春季 ̲ 新関東大学準硬式野球リーグ

三部リーグ

②藤澤こずえ（健康医療科学科 2 年）
：関東コメディカルリーグ

女子二部

優勝（二部リーグへの昇格）
シングルス優勝

（4）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（H25/6/28，H25/12/6），学年代表 2 回（H25/7/12，H25/12/13）
，
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クラブ・同好会・サークル代表者懇談会 2 回（H25/7/5，H25/11/29）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
・屋外体育施設の設備（H26.3 完成）
・部室の整備
・講義室およびマルチメディア教室の PC の更新
② 未解決の主な事案
・高麗川駅から学生専用バスの運行
・屋内体育施設の設備
・夜間時の階段の照明
・駐車場の増設
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 25 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．
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4．4）図書館委員会
1．はじめに
本委員会はその規定により，委員は各学科より 1 名選出し，分館長の所属する健康医療科学科は分館長が委員を
兼任することとした．特に，平成 25 年度は全委員が交代し，新委員は図書館委員会を運営し，業務や規定類の見直
しを行った．
運営における基本的な部分については従来と変更はないが，川角キャンパスも含め日高キャンパスの分館長が保健
医療学部全体の運営に関係した．

2．委員
分館長

奥崎政美 （健康医療科学科）

委

佐久間肇 （看護学科）

員

駒形英樹 （医用生体工学科）
神子嶋誠 （理学療法学科）

3．委員会活動
図書館委員会の開催
第1回

開催日

平成 25 年 5 月 13 日（月）

報告事項 1

新入生オリエンテーションで「図書館ガイダンス」と「学科別館内見学」を実施した．

報告事項 2

研究費図書購入の方法について説明があった．

報告事項 3 「学生用教育図書」および「大学院研究用図書」の推薦について各学科に配布した．加えて，シラ
バス掲載図書の購入も申請できるように準備している．
審議事項 1

平成 25 年度の委員会日程案ならびに検討事項案が決まった．

審議事項 2

平成 25 年度の目標として，
（1）国内雑誌については，メディカルオンラインなどを有効に利用す
るため，7 施設が関係する図書館・図書室のシェアユースを検討していくこと，（2）電子ジャーナ
ルに関連しては，可読な冊子の紙媒体は減らしていく方向にあること，などが審議された．

第2回

開催日

平成 25 年 9 月 13 日（金）

報告事項 1

購入希望のあった学生用教育図書は納品・整理され，既に配架済みである．（発注点数：698 点）

報告事項 2

夏季休暇中の蔵書点検が無事に終了した．

報告事項 3

後期分の「学生用教育図書」および「大学院生研究用図書」の推薦について準備している．

審議事項 1

平成 26 年度の国内学術雑誌の見直しを行い，今年度は電子ジャーナルへの移行を見合わせ，現状
通り丸善と契約することになった．

第3回
報告事項 1

開催日

平成 25 年 12 月 20 日（金）

学生用図書購入の申請について，購入希望のあった学生用図書は決済が終わり，発注できた．

（発注点数：653 点，
）
報告事項 2

冬期休暇の休館について教職員および学生に通知した．

審議事項 1

平成 26 年度の予算概算要求一覧および事業計画書を提出するため，その内容を検討した．特に，
後者については，利用者用 PC の入れ替え，事務室内作業用 PC の入れ替え，並びに学術雑誌の電
子ジャーナル化を推進すること等を審議した．
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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：H26.3,31）
山路真佐子（YAMIJI, Masako）
，看護学科准教授（任期：H27.3,31）
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）
宮本裕一（MIYAMOTO, Yuichi）
，医用生体工学科准教授（任期：H27.3,31）
奥村高広（OKUMURA, Takahiro）
，医用生体工学科講師（任期：H26.3,31）
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu，理学療法学科教授（任期：H27.3,31）
神子嶋 誠（KAMIKOJIMA, Makoto）
，理学療法学科講師（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 25 年度の活動目標：
①研究業績データベースの運用支援
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 24 年度各種委員会の活動評価
⑤教育業績評価の運用状況評価
⑥学部プロジェクト研究の運用状況評価
⑦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 25 年 4 月 10 日，於：2F 会議室，出席 8 名，欠席 1 名，議事録あり）
①委員交代（看護学科の菊池准教授から山路准教授へ，医用生体工学科の加納教授から宮本准教授へ，理学療法
学科の福田准教授から赤坂教授へ）の紹介
②平成 24 年度活動概要の報告と平成 25 年度活動目標の確認
③平成 25 年度活動予定に関する意見交換
・学部プロジェクト研究の運用状況評価に取り組む．
・大学機関別認証評価の内容検証に基づく点検評価を継続実施する．
・危機管理対策の運用状況を評価する．
・各種の警報や雪害などへの対応状況を評価する．
④学生による授業評価に基づいた教員表彰案（承認）
⑤研究業績データベースの運用支援，担当者：佐藤・神子嶋両委員
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（2）第 2 回自己点検・評価委員会
（平成 25 年 6 月 12 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案の教授会承認と実施（報告）
②研究業績データベースの説明会実施（報告）
③日高校舎における防災訓練の実施状況に関する意見交換
・防火シャッターの通用扉の使用法の周知が必要
・連絡不十分で参加者が少なかったことへの反省
④大学機関別認証評価の内容検証に基づく点検・評価
・公開講座のあり方に関する意見交換
・学生の意見吸い上げに関する意見交換
・海外研修の充実に関する意見交換
・学生の保健管理体制に関する意見交換
（3）第 3 回自己点検・評価委員会
（平成 25 年 9 月 11 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席なし，議事録あり）
①平成 24 年度教育業績評価まとめの学科長への送付（報告と意見交換）
・人事考課書類での教育業績評価と内容が重複するので，人事考課書類の様式見直しを提言していく．
②大学機関別認証評価の内容検証に基づく点検・評価
・市民公開講座の開催について学務委員会に提言する．
・学年を超えた学生グループの体制づくりについて学生部委員会に提言する．
③ホームページの英語版作成につき広報委員会に提言する．
（4）第 4 回自己点検・評価委員会
（平成 25 年 11 月 13 日，於：2F 会議室，出席 7 名，欠席 2 名，議事録あり）
①平成 24 年度各種委員会の活動状況評価に関する担当委員案の承認
②大雨暴風警報の発令時における対応についての意見交換
・臨地実習に関する特例について教授会に上程予定
（5）第 5 回自己点検・評価委員会
（平成 26 年 1 月 8 日，於：2F 会議室，出席 9 名，欠席なし，議事録あり）
①大雨暴風警報発令時の臨地実習の取り扱いについての教授会承認
②平成 24 年度各種委員会の活動評価（報告書提出）
・平成 24 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
（6）第 6 回自己点検・評価委員会
（平成 26 年 3 月 5 日，於：2F 会議室，出席 8 名，欠席 1 名，議事録あり）
①平成 24 年度各種委員会の活動評価の教授会への報告
②平成 25 年度大学期間別認証評価の内容検証
③学生による授業評価に基づいた教員表彰案（承認）
④教育組織のあり方に関する意見交換

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
①研究業績データベースの運用支援
今年度は第 1 回目の不参加者への追加説明に遅延があった．開催時期を次年度から変更し，前期の授業開始前
のできるだけ早い時期での開催を検討することとした．
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
第 1 回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 25 年 5 月の教授会にて表彰）．次年度は 4 月の
教授会で表彰できるよう，後期の資料整理を円滑に行い，第 6 回委員会で表彰者を選定するよう努力する．
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④平成 24 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 24 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教育業績評価の運用状況評価
昨年度に作成した教育業績評価表，個別指導報告書とその記入要領を配布し，全教員を対象に平成 24 年度の教
育業績評価の正式運用を開始した．平成 25 年 4 月末を締切とし，結果は事務室で保存するとともに，まとめを
各学科長，学部長に配布した．
⑥学部プロジェクト研究の運用状況評価
今年度は昨年度に引き続き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平成 18 年度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
部分的に参入しているが，平成 26 年度から保健医療学部独自の市民公開講座の開催を検討中である．
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
たカンボジアおよび米国での研修を行った．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．
ｅ．教員組織のあり方については，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，次年度以降の新たな体制構築に向けて取り組んでいる．
⑧平成 25 年度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
平成 25 年度に受審した大学機関別認証評価において，本学は特段の指摘事項もなく，日本高等教育評価機構が
定める大学評価基準に適合していると認定された．ただし，今回の受審の過程を通じて自己点検を行った結果，
下記の事項についてはさらに改善の余地があると考え，次年度以降の点検・評価項目とした．
ａ．アドミッション・ポリシーに沿った学生受け入れ方法の工夫と入学者数の確保
ｂ．適正な授業週数の確保
ｃ．留年や退学へのケアを含めた学修支援体制，TA 制度の充実
ｄ．進級判定基準の継続的見直し，GPA 制度導入の検討
ｅ．国試合格率や就職率の維持・向上
ｆ．心理面での学生支援の充実
ｇ．教員組織のあり方検討，教養教育の充実
ｈ．教育環境整備，とくに老朽施設への対応
ｉ．IR 機能充実への協働
（2）次年度の目標
①研究業績データベースの運用支援（継続）
②学生による授業評価の実施（継続）
③教員表彰制度の運営（継続）
④平成 25 年度各種委員会の活動評価（継続）
⑤教育業績評価の運用状況評価（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危機管理対策に関する運用状況評価
⑧大学機関別認証評価の検証に基づく点検・評価（継続）
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4．6）入学試験委員会
1．構成員
委員長：大野良三（OHNO, Ryozo）
，学部長（任期：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）
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：看護学科学科長（任期：H27.3,31）
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
，看護学科教授（任期：H26.3,31）
大堀

昇（OHORI, Noboru）
，看護学科准教授（任期：H27.3,31）

和合治久（WAGO, Haruhisa）
，健康医療科学科学科長（任期：H26.3,31）
佐藤正夫（SATO, Masao）
，健康医療科学科准教授（任期：H26.3,31）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
，医用生体工学科学科長（任期：H27.3,31）
戸井田昌弘（TOIDA, Masahiro）
，医用生体工学科教授（任期：H26.3,31）
若山俊隆（WAKAYAMA, Toshitaka）医用生体工学科准教授（任期：H27.3,31）
黒川幸雄（KUROKAWA, Yukio）
，理学療法学科学科長（任期：H26.3,31）
新井智之（ARAI, Tomoyuki）
，理学療法学科講師（任期：H27.3,31）
乙戸崇寛（OTSUDO, Takahiro）
，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 25 年度の活動目標：
①平成 25 年度入学試験の見直し
②平成 26 年度入学試験の募集要項作成
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
④平成 26 年度入学試験の問題選定，印刷，保管
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）
⑥平成 26 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示
⑦平成 26 年度入学試験の見直し
⑧平成 27 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 25 年 4 月 12 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 2 名，議事録あり）
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①委員交代（看護学科の佐鹿教授から千田教授へ，丸山准教授から大堀准教授へ，健康医療科学科の北村教授から
佐藤准教授へ，医用生体工学科の石井教授から下岡教授へ，宮本准教授から若山准教授へ，理学療法学科の時田
講師から新井講師へ）の紹介
②平成 24 年度活動概要と平成 25 年度活動予定についての説明と意見交換
③平成 25 年度入学試験結果の報告
④平成 25 年度委員会日程の確認
⑤入学試験実施小委員会の委員長選出（市岡副委員長）
⑥入試問題の科目別作成責任者案の策定
⑦入試問題の内部監査，外部監査に関する方針の決定
⑧オープンキャンパスでの入試説明担当者の決定（主：佐藤委員，副：新井委員）
（2）第 2 回入学試験委員会
（平成 25 年 5 月 10 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 3 名，議事録あり）
①平成 23 〜 25 年度過去問題集の作成に関する報告
②平成 26 年度入学試験日程（案）の最終決定
③推薦入試指定校案の承認
④入試問題の科目別作成責任者案の承認
⑤平成 26 年度入試の学生募集要項（案）の報告
⑥高等学校学習指導要領の変更に伴う試験科目名の変更案の承認（国語，英語）
⑦センター試験導入に関する意見交換
（3）第 3 回入学試験委員会
（平成 25 年 6 月 14 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 2 名，議事録あり）
①推薦入試指定校への文書送付
②平成 26 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入試問題の外部監査者（埼玉平成高校）への依頼
④平成 25 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
⑤平成 26 年度学生募集要項最終案の承認
（4）第 4 回入学試験委員会
（平成 25 年 7 月 12 日，於：2F 会議室，出席 11 名，欠席 3 名，議事録あり）
①高等学校学習指導要領変更に伴う試験科目名の変更につきホームページに掲載（報告）
（5）第 5 回入学試験委員会
（平成 25 年 9 月 13 日，於：2F 会議室，出席 12 名，欠席 2 名，議事録あり）
①募集要項と過去問題集の配布開始（報告）
②看護学科 3 年次編入学試験の準備状況報告
③推薦入試における学力測定方法の見直しに関する意見交換
（6）臨時入学試験委員会
（平成 25 年 9 月 30 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 29 日実施）の合否判定案の作成：4 名合格（受験者数 6 名）
②医用生体工学科 2 年次編入学試験（9 月 29 日実施）の合否判定案の作成：1 名合格（受験者数 1 名）
（7）第 6 回入学試験委員会
（平成 25 年 10 月 11 日，於：大会議室，出席 12 名，欠席 2 名，議事録あり）
①看護学科 3 年次編入学試験，医用生体工学科 2 年次編入学試験の実施報告
②推薦入学試験の準備状況報告
③外国の高校からの推薦入学試験受験に関する意見交換（受験は認めない方針）
④推薦入試における学力測定のための新規問題案（戸井田委員）の検討
（8）第 7 回入学試験委員会
（平成 25 年 11 月 8 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
③推薦入試における学力測定のための新規問題案（和合委員）の検討
（9）臨時入学試験委員会
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（平成 25 年 11 月 11 日，於：大会議室，出席 13 名，欠席 1 名，議事録あり）
①推薦入学試験（11 月 10 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 41 名合格（受験者数 54 名），健康医療科学
科 13 名合格（受験者数 14 名）
，医用生体工学科 18 名合格（受験者数 22 名），理学療法学科 20 名合格（受験
者数 26 名）
（10）第 8 回入学試験委員会
（平成 25 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推薦入試における学力測定のための新規問題案（乙戸委員）の検討
④市販の入試問題集への過去問の提供要請の受諾
（11）臨時入学試験委員会
（平成 25 年 12 月 16 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 15 日実施）の合否判定案の作成：健康医療科学科 3 名合格（受験者数 7 名），医用生体工
学科 1 名合格（受験者数 8 名）
（12）第 9 回入学試験委員会
（平成 26 年 1 月 10 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 1 名，議事録あり）
①一般入学試験（前期）の準備状況報告
② AO 入試の事後評価
（13）臨時入学試験委員会
（平成 26 年 1 月 29 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）第一次試験（1 月 30 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 104 名合格（受験者数 264
名）
，健康医療科学科 71 名合格（受験者数 87 名），医用生体工学科 39 名合格（受験者数 50 名），理学療法学
科 55 名合格（受験者数 68 名）
（14）臨時入学試験委員会
（平成 26 年 2 月 1 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）第二次試験（1 月 30 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 52 名合格（受験者数 100 名）
，
健康医療科学科 49 名合格（受験者数 71 名），医用生体工学科 21 名合格（受験者数 38 名），理学療法学科 31
名合格（受験者数 54 名）
（15）第 10 回入学試験委員会
（平成 26 年 2 月 7 日，於：2F 会議室，出席 13 名，欠席 1 名，議事録あり）
①一般入学試験（後期）の準備状況報告
②一般入学試験（前期）の事後評価
③一般入学試験（前期）の面接委員間の評価一致度に関する資料提供と意見交換
④平成 27 年度入学試験日程（暫定案）の承認
（16）臨時入学試験委員会
（平成 26 年 2 月 27 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 26 日実施）の合否判定案の作成：看護学科 12 名合格（受験者数 59 名），健康医療
科学科 13 名合格（受験者数 18 名）
，医用生体工学科 5 名合格（受験者数 9 名），理学療法学科 6 名合格（受験
者数 7 名）
（17）第 11 回入学試験委員会
（平成 26 年 3 月 7 日，於：2F 会議室，出席 14 名，欠席なし，議事録あり）
①一般入学試験（後期）の事後評価
②平成 27 年度入学試験の日程や区分ごとの定員その他に関する意見交換
③平成 25 年度入試委員会の活動概要と 26 年度活動予定

4．評価と次年度目標
（1）今年度の活動目標の達成状況
①平成 25 年度入試の見直しと平成 26 年度入試結果
平成 24 年度に実施した平成 25 年度入学試験では，定員 250 名に対して受験者数 765 名（前年比 107％）
，入
学者数 257 名（定員充足率 103％，前年比 100％）と，平成 24 年度入試の受験者数 717 名，入学者数 257 名
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と比較して，入学者数が横ばい，受験者数が微増といった状態であった．平成 24 年度入試では看護学科および
理学療法学科の推薦入学試験受験者が約 2 倍となり，その要因として，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考えられたが，平成 25 年度入試では新たなプラス要素がなかっ
たことが原因かもしれない．
②平成 26 年度入学試験の募集要項を作成，配布した．
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・委嘱を，概ね前年度に準じて実施した．
④平成 26 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 26 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 26 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 26 年度入試の見直し
平成 25 年度に実施した平成 26 年度入試では，受験者数 700 名（前年比 92％），入学者数 234 名（定員充足
率 93.6％，前年比 91.1％）と入学者数の大きな減少がみられた．とくに健康医療科学科では入学者数 58 名（定
員充足率 82.8％）と大幅な減少があり，次年度委員会での検討課題となった．前年度の国家試験合格率（全体
で 61.0％）が全国平均と比べて− 16.2％と大きく落ち込んだことも要因の 1 つとして挙げられるが，その他の
要素も含めて検証し，改善策を模索していく．
⑧平成 27 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 26 年度入試の結果をふまえ，平成 27 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．
⑨高等学校学習指導要領の改訂に伴う国語と英語の試験科目名変更
⑩推薦入試の新規問題形式の検討
（2）次年度の目標
①平成 26 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 27 年度入学試験の募集要項作成：8 年間の経験をもとに遅滞のない作成を心がける．
③平成 27 年度入学試験の出題・採点委員，面接委員等の選定・委嘱：26 年度に準じる．
④平成 27 年度入学試験の問題選定，印刷，保管：26 年度に準じる．
⑤平成 27 年度入学試験の実施（試験場設営，試験監督者選定）：26 年度に準じる．
⑥平成 27 年度入学試験の合否判定案の作成，結果の公示：26 年度に準じる．
⑦平成 27 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 28 年度入学試験の方針，選抜方法，科目，試験場の決定：27 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 25 年 4 月 1 日より
（任期：平成 26 年 3 月 31 日）
小倉邦子（OGURA

Kuniko）
：看護学科准教授：平成 25 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 25 年 4 月 1 日より（任期：平成 27 年 3 月 31 日）
長谷川正博（HASEGAWA Masahiro）
：健康医療科学科准教授：平成 25 年 4 月 1 日より
（任期：平成 27 年 3 月 31 日）
奥村高広（OKUMURA

Takahiro）
：医用生体工学科講師：平成 25 年 4 月 1 日より
（任期：平成 27 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）
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）

細井俊希（HOSOI

Toshiki）
：理学療法学科講師：平成 25 年 4 月 1 日より（任期：平成 27 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 25 年度の活動目標
①平成 27 年度保健医療学部パンフレット及び，平成 26 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 25 年 4 月 16 日） 於：C 棟 2 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

①平成 25 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 25 年 6 月 3 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 7 人

欠席者 1 人

①本学部出身校及び指定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 2 回オープンキャンパスのプログラムをもとに，第 1 回オープンキャンパスプログラムの詳細検討
③中学生向けオープンキャンパスについて検討
（3）第 3 回広報委員会（平成 25 年 7 月 2 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 5 人

欠席者 4 人

①第 1 回オープンキャンパスの報告及び第 1 回オープンキャンパスのプログラムをもとに，第 2-4 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製作について検討
③平成 25 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
（4）第 4 回広報委員会（平成 25 年 9 月 24 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

①第 1 回オープンキャンパスのプログラムをもとに，第 6・7 回オープンキャンパスプログラムの詳細検討
②越華祭期間中の個別相談会実施について詳細検討
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③ 2015 年版保健医療学部案内及び平成 26 年度オープンキャンパスポスター製作について検討
（5）第 5 回広報委員会（平成 25 年 11 月 19 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

①第 7 回オープンキャンパスの報告
② 2015 年版保健医療学部案内及び平成 26 年度オープンキャンパスポスター製作について検討
（6）第 6 回広報委員会（平成 25 年 12 月 10 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

①来年度オープンキャンパス日程について検討
②保健医療学部紹介 DVD 製作について検討
③来年度の実施企画について検討
（7）第 7 回広報委員会（平成 26 年 2 月 18 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

① 2015 年度保健医療学部案内及び平成 26 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企画について検討
（8）第 8 回広報委員会（平成 26 年 3 月 10 日）於：C 棟 2 階会議室

出席者 8 人

欠席者 0 人

①来年度オープンキャンパス企画について検討
②平成 25 年度保護者対象病院見学会の人員について検討

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 8 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 25 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 23 日（129 名）
，7 月 20 日（109 名）
，7 月 21 日（158 名），
8 月 24 日（183 名）
，8 月 25 日（155 名）
，10 月 13 日（117 名），11 月 17 日（87 名）
（B）高校教員対象キャンパス見学会（6 月 15 日） 6 校参加
（C）個人見学

25 名対応

（D）個別相談会

10 月 26 日，10 月 27 日（越華祭との共催） 相談者 8 名対応

②外部団体主催による進学相談会・出張講義・キャンパス見学会等への参加
（A）ホテル等の会場
（B）予備校会場

15 箇所

8 箇所

（C）高校の進学相談会
（D）高校の出張講義

35 箇所
5 箇所

（E）保護者対象国際医療センター見学会

1回

（F）オープンキャンパス内の特別講座として，新宿セミナー講師による一般入試分析講座実施
③インターネットによる広報活動の企画と実施
（A）本学部ホームページ
（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」
（D）JS コーポレーション「JS 日本の学校」
④受験雑誌への広告掲載の企画と実施
（A）週刊誌や学会誌などでの宣伝
（あ）秀潤社「クリニカルエンジニアリング」掲載
（B）受験雑誌
（あ）リクルート「進学辞典（応援号）
」
（い）リクルート「リクナビ進学

入試情報」

（う）リクルート「進学辞典（学部・学科・コース研究号）」
（え）教育広報社「旺文社蛍雪時代」
（お）新宿セミナー「プログレス」
（か）大學新聞社「進路新聞（夏のオープンキャンパス特集）＋ポスター」
（き）JS コーポレーション「大学情報」
（雑誌）
⑤電車広告・新聞広告・ポスター作成の企画と実施
（A）東武東上絵沿線キャンパスマップ連合広告
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（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）JR 主要駅壁面カタログラック
（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
⑥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「推薦・AO 入試対策講演」の実施
（C）新宿セミナーによる「入試面接対策講演」の実施
（D）河合塾による「一般入試対策講座」の実施
（E）河合塾による「推薦小論文分析講座」の実施
（F）河合塾による「一般入試分析講座」の実施
（G）推薦入試指定校への高校訪問（健康医療科学科・理学療法学科・医用生体工学科）
（H）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）
（I）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（4 月中）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．
（B）学部ホームページのスマートフォン化
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，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，平成 25 年 4 月より 2 年間
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
，看護学科教授，平成 25 年 4 月より 2 年間
淺川典子（ASAKAWA, Noriko）
，看護学科准教授，平成 24 年 4 月より 2 年間
北村邦男（KITAMURA, Kunio）
，健康医療科学科教授，平成 25 年 4 月より 2 年
小林直樹（KOBAYASHI, Naoki）
，医用生体工学科教授，平成 24 年 4 月より 2 年間
福田敏幸（FUKUDA, Toshiyuki）
，理学療法学科教授，平成 25 年 4 月より 2 年間
西岡亮治（NISHIOKA, Ryouji）
，理学療法学科准教授，平成 24 年 4 月より 2 年間
幸田恵幸（KODA, Keiko）
，真言宗光明寺住職，平成 25 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，大学院学生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 25 年度保健医療学部倫理委員会は，平成 26 年 3 月までに 11 回開催した．
第 1 回：平成 25 年 4 月 11 日
第 2 回：平成 25 年 5 月 9 日
第 3 回：平成 25 年 6 月 13 日
第 4 回：平成 25 年 7 月 11 日
第 5 回：平成 25 年 9 月 12 日
第 6 回：平成 25 年 10 月 10 日
第 7 回：平成 25 年 11 月 14 日
第 8 回：平成 25 年 12 月 12 日
第 9 回：平成 26 年 1 月 16 日
第 10 回：平成 26 年 2 月 13 日
第 11 回：平成 26 年 3 月 13 日
2）申請課題平成 25 度実施報告書の提出
・対象件数 34 件（内大学院学生の申請 23 件）
・報告件数 25 件（研究終了：19 件，研究継続：6 件）
3）主な審議事項
（1）申請課題の審査：審査件数 43 件
新規申請 39 件（内大学院学生の申請 15 件）
，変更申請 4 件
1．申請番号 89：埼玉県川越市における介護予防事業の効果の検証に関する研究
申請者：新井智之（理学療法学科）
審議結果：条件付き承認（4 月 9 日）
，承認（5 月 11 日）
2．申請番号 90：教育担当看護管理者が考える今後の新卒看護師に求められる看護技術の習得に必要な教育
申請者：大堀

昇（看護学科）

審議結果：承認（5 月 9 日）
3．申請番号 91：新人指導者からみた就職時の新卒看護師における習得看護技術の評価
申請者：大堀

昇（看護学科）

審査結果：保留（5 月 9 日）
，承認（6 月 13 日）
4．申請番号 92：地域在住高齢者に対するロコモーショントレーニングの効果
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申請者：丸谷康平（理学療法学科）
審査結果：承認（5 月 9 日）
5．申請番号 93：地域在住高齢者の健康行動目標に関する調査
申請者：細井俊希（理学療法学科）
審査結果：承認（5 月 9 日）
6．申請番号 94：Star Excursion Balance Test 時の体幹・下肢筋活動様式
−性差に着目して−
申請者：大久保雄（理学療法学科）
審査結果：承認（5 月 9 日）
7．申請番号 95：女性の性周期とストレス応答−Ｆ波を指標として−
申請者：内田康子（健康医療科学）
審査結果：条件付承認（6 月 13 日）
，承認（7 月 11 日）
8．申請番号 96：膝関節周囲筋における神経筋機構（γループ）機能に関する研究
申請者：澤田

豊（理学療法学科）

審査結果：承認（7 月 11 日）
9．申請番号 97：理学療法士養成校における関節モビライゼーション教授に関する全国調査
申請者：赤坂清和（理学療法学科）
審査結果：承認（9 月 12 日）
10．申請番号 98：複数の生体指標を用いたストレス計測法の検討
申請者：小林直樹（医用生体工学科）
審査結果：承認（9 月 12 日）
11．申請番号 99：広視野インタラクティブ映像における生態影響の研究
申請者：小林直樹（医用生体工学科）
審査結果：承認（9 月 12 日）
12．申請番号 100：生殖補助医療後に双子の母親となった女性の体験− 1 〜 2 歳の双子を育児する女性に焦点をあ
てて−
申請者：藤井美穂子（看護学科）
審査結果：承認（10 月 10 日）
13．申請番号 101：追従式 3 次元形状解析法による肩甲上腕リズムから投球疲労度を推定できるか？
申請者：乙戸崇寛（理学療法学科）
審査結果：承認（10 月 10 日）
14．申請番号 102：投球課題前後の肩甲上腕関節回旋角度と上腕骨頭前後偏位量の変化
申請者：乙戸崇寛（理学療法学科）
審査結果：承認（10 月 10 日）
15．申請番号 103：反復投球後の疲労に対するステップ長短縮方略は球速およびパフォーマンスを維持できるか？
申請者：乙戸崇寛（理学療法学科）
審査結果：承認（10 月 10 日）
16．申請番号 104：股関節回旋筋群のストレッチにより球速は回復するか？−投球課題中のストレッチ介入効果の
検討−
申請者：乙戸崇寛（理学療法学科）
審査結果：承認（10 月 10 日）
17．申請番号 105：看護系大学生の共依存傾向の実態とその関連因子に関する研究
申請者：大澤優子（看護学科）
審査結果：承認（12 月 12 日）
18．申請番号 106: 不安定な者へのステップ課題が立脚側下肢の運動戦略に及ぼす影響について
申請者：藤田博暁（理学療法学科）
審査結果：承認（1 月 16 日）
19．申請番号 107：予防接種を受ける子どもと家族への看護職のかかわりに関する研究
申請者：藤沼小智子（看護学科）
審査結果：承認（1 月 16 日）
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20．申請番号 108：森林環境が精神科デイケア利用者の心身に与える影響
申請者：大賀淳子（看護学科）
審査結果：承認（3 月 13 日）
21．申請番号 109：地域包括支援センターにおける包括的・継続的ケアマネジメント支援に関する調査
申請者：淺川典子（看護学科）
審査結果：承認（3 月 13 日）
22．申請番号 110：看護系大学学生の日常生活援助技術習得への達成動機とその関連要因
申請者：小林由起子（看護学科）
審査結果：承認（3 月 13 日）
23．申請番号 111: ＭＲ拡散強調画像を用いた大腰筋の活動評価
申請者：大久保雄（理学療法学科）
審査結果：保留（3 月 13 日）
24．申請番号 112: 荷重および非荷重ストレッチングが筋硬度に及ぼす影響
申請者：大久保雄（理学療法学科）
審査結果：保留（3 月 13 日）
25．申請番号 M-38：地域在住高齢者と施設利用高齢者における転倒リスクに対する要因の検討
申請者：丸谷康平（医学研究科修士課程）
審査結果：承認（5 月 9 日）
26．申請番号 M-39：卒後 2 〜 3 年目看護師のロールモデルのとらえ方と仕事に対する意欲との関連
申請者：五十嵐麻美（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（5 月 9 日）
27．申請番号 M-40：医療観察法病棟看護師の自己効力感と入院対象者の内省への介入に関する意識との関連
申請者：神保

忍（看護学研究科修士課程）

審査結果：承認（6 月 13 日）
28．申請番号 M-41：障害者支援施設利用者における服薬に対するアドヒアランス
申請者：横塚正和（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（6 月 13 日）
29．申請番号 M-42：体幹伸展筋力の測定方法の有用性について
申請者：旭

竜馬（医学研究科修士課程）

審査結果：承認（9 月 12 日）
30．申請番号 M-43：乳房再建術を受ける乳がん患者への看護支援
申請者：小野智恵美（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（11 月 14 日）
31．申請番号 M-44：大腸がん術後患者の化学療法における服薬行動の検討
申請者：渡邊裕美子（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（11 月 14 日）
32．申請番号 M-45：中堅小児看護師の職務継続意思の形成
申請者：鈴木優子（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（1 月 16 日）
33．申請番号 M-46：特定状況あるいは日常的生活の中で患者が経験する危機的状況とその特性
申請者：丸山恵子（看護学研究科修士課程）
審査結果：条件付承認（1 月 16 日）
，承認（2 月 13 日）
34．申請番号 M-47：アルコール依存症者が断酒を継続する過程
申請者：大石ゆかり（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（3 月 13 日）
35．申請番号 M-48：中途視覚障害者の身体活動量とその関連要因
申請者：矢田部あつ子（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（3 月 13 日）
36．申請番号 M-49：認知症高齢者の家族介護者の介護に伴う感情とその関連要因
申請者：平沼千恵美（看護学研究科修士課程）
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審査結果：承認（3 月 13 日）
37．申請番号 M-50：看護学臨地実習指導者の自己教育力とその関連要因
申請者：千葉今日子（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（3 月 13 日）
38．申請番号 M-51：乳幼児を持つ看護系大学女性教員の多重役割による葛藤の関連要因
申請者：今井淳子（看護学研究科修士課程）
審査結果：承認（3 月 13 日）
39．申請番号 M-52：終末期患者を支える家族が看護師に求める看護へのニーズ−患者の最後の過ごし方における
自己決定場面からの分析−
申請者：山﨑

美智子（看護学研究科修士課程）

審査結果：承認（3 月 13 日）
40．変更申請番号 95-2：女性の性周期とストレス応答−Ｆ波を指標として−
申請者：内田康子（健康医療科学）
変更内容：被験者募集期間の延長
審査結果：承認（11 月 14 日）
41．変更申請番号 95-3：女性の性周期とストレス応答−Ｆ波を指標として−
申請者：内田康子（健康医療科学）
変更内容：被験者募集期間の延長
審査結果：承認（1 月 16 日）
42．変更申請番号 95-3：女性の性周期とストレス応答−Ｆ波を指標として−
申請者：内田康子（健康医療科学）
変更内容：被験者募集期間の延長
審査結果：承認（3 月 13 日）
43．変更申請番号 60-3：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）
変更内容：研究期間の延長
審査結果：承認（3 月 13 日）

4．評価と次年度目標
25 年度の審査件数 43 件うち，新規申請 39 件（内大学院学生の申請 15 件）については，承認 37 件（内大学院
学生 15 件）
，保留 2 件であった．この保留の 2 件については，その後取り下げられた．また，変更申請 4 件も承認
され，審査は問題なく行われた．
なお，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．

217

委員会・会議報告（保健医療学部）

4．9）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）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：医用生体工学科 教授・学科長（任期：H27.3,31）
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 25 年度の活動目標：
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

3．活動報告
（1）平成 25 年度第 1 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 25 年 4 月 17 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 77 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教育研究費（平成 25 年 2 月末現在）執行状況の確認
（2）平成 25 年度第 2 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 25 年 5 月 15 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 78 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教育研究費（平成 25 年 3 月末現在）執行状況の確認
（3）平成 25 年度第 3 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 25 年 6 月 19 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 79 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教育研究費（平成 25 年 4 月末現在）執行状況の確認
（4）平成 25 年度第 4 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 25 年 7 月 18 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 80 回教授会議事内容の確認と意見交換
・テレサホールへの弁当持込の禁止（混雑緩和のため）
・携帯電話の教室内充電への対応
・課外学習プログラムの実験系プログラムへの助成金
②教員人事
・今年度末での退職教員の補充について（和合学科長）
③平成 25 年度教育研究費予算の説明
（5）平成 25 年度第 5 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 25 年 9 月 18 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 81 回教授会議事内容の確認と意見交換
・大学機関別認証評価への対応
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・次年度以降の自然科学系科目への支援（医学教育センター）
②教育研究費（平成 25 年 7 月末現在）執行状況の確認
③事務報告
・屋内消火栓の配管漏水の改修工事
・受電設備定期点検に伴う停電
（6）平成 25 年度第 6 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 25 年 10 月 16 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 82 回教授会議事内容の確認と意見交換
・加藤木副学部長の着任報告（国際医療センター病院長代理兼担）
・学生の布教活動への対応
・大学機関別認証評価の報告
・大雨暴風警報などへの対応の見直し
②教員人事：看護学科と健康医療科学科の退職予定者の補充のための公募開始
③教育研究費（平成 25 年 8 月末現在）の執行状況報告
（7）平成 25 年度第 7 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 25 年 11 月 20 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
加藤木副学部長の紹介（オブザーバー参加）
①第 83 回教授会議事内容の確認と意見交換
・シラバス作成の電子化
②教員人事：
講師候補者（昇任）の審査
・高橋俊（健康医療科学科）

承認

・小糸寿美（健康医療科学科） 承認
・周東真代（健康医療科学科） 承認
③教育研究費（平成 25 年 9 月末現在）の執行状況報告
④事務報告
・日高キャンパス中庭への避難場所標識設置
・路線バスの時刻表改訂（高麗川〜保健医療学部）
（8）平成 25 年度第 8 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 25 年 12 月 11 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 84 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事
・理学療法学科の黒川特任教授，看護学科の江連教授の退任に伴う教員採用予定
（9）平成 25 年度第 9 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 26 年 1 月 15 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 85 回教授会議事内容の確認と意見交換
②教員人事：
准教授選考委員の専任（役職指定者 3 名以外の者）
・来住野修（健康医療科学科，配転） 村田教授，有田教授，鈴木教授
・村本良三（健康医療科学科，採用） 奥崎教授，長谷川准教授，池淵教授
・国澤洋介（理学療法学科，配転） 高倉教授，赤坂教授，藤田教授
講師候補者（昇任）の審査
・金子優子（看護学科・配転） 承認
③教育研究費（平成 25 年 12 月末現在）執行状況の確認
（10）平成 25 年度第 10 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 26 年 2 月 12 日，於：2F 会議室，出席 5 名，欠席なし，議事録あり）
①第 86 回教授会議事内容の確認と意見交換
②事務報告
・第 66 回保健文化賞候補者の推薦について
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（11）平成 25 年度第 11 回保健医療学部教員組織運営会議
（平成 26 年 2 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：
客員教授候補者の審査
・佐鹿孝子（看護学科現学科長） 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 26 年度および平成 27 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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5．1）ゲノム医学研究センター運営委員会
1．構成員（任期：平成 24 年 4 月 1 日〜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

員

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

聡（INOUE, Satoshi）
：ゲノム医学研究センター・客員教授

片桐岳信（KATAGIRI, Takenobu）
：ゲノム医学研究センター・教授
三谷幸之介（MITANI, Kohnosuke）
：ゲノム医学研究センター・教授
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
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 67 回（平成 25 年 5 月 14 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利用責任者交代について
・
「平成 20 年度の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に係る事後評価の結果について
・RCGM フロンティアシンポジウム担当部門（年度別）日程表について
・廃棄物安全小委員会報告
・大型機器使用申請書の機器変更について
・防災訓練輪番表の変更について
第 68 回（平成 25 年 7 月 9 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：

・大型機器使用申請について
・ゲノム医学研究センターの教員の任期に関する規則の改定について
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・平成 25 年度の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業採択について
・平成 20 年度の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業成果報告書提出につて
・ゲノム医学研究センター 10 周年記念誌発刊について
・埼玉医科大学のミッションにかかわる標語ポスターについて
・日高市立小学校校長会の見学について
・ゲノム医学研究センターの入退館カードの変更について
・プロジェクト研究部門利用者協議会開催予定について
・風紀委員の任命について
第 69 回（平成 25 年 9 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：

・大型機器使用申請について
・プロジェクト研究部門利用内規改正について
・卓上超遠心機の管理者変更について
・プロジェクト研究部門利用者協議会報告
・日高市立小学校校長会の見学会の終了報告
・第 11 回 RCGM フロンティアシンポジウムの進捗状況について
・第 12 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムの日程について
・セキュリティシステム切替え時の通行制限について
第 70 回（平成 24 年 11 月 12 日（火）
）
於：メール会議 出席 15 人，欠席 0 人
議

事:

・実験動物の搬入等に関わる注意喚起について
・コピー機の機種変更について
第 71 回（平成 26 年 1 月 15 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研究中断終了報告
・第 11 回 RCGM フロンティアシンポジウムの終了報告について
・第 2 回クリニカル サイエンス フォーラム発表予定者について
・共同テレビジョンによるテレビ撮影予定報告
・菅義偉内閣官房長官の日高キャンパス（ゲノム医学研究センター）視察について
・ゲノム医学研究センター教員再任審査日について
第 72 回（平成 26 年 3 月 11 日（火）
）
於：ゲノム医学研究センター 6 階
議

会議室 出席 13 人，欠席 2 人

事:

・プロジェクト研究部門について
終了報告審査 1 件，中間報告審査 1 件，成果報告・延長申請審査 1 件，新規申請審査 1 件
・RCGM フロンティアシンポジウム運営委員会会則について
・第 12 回 RCGM フロンティア国際シンポジウムの大学院講義単位について
・旧 512 号室の計算機室変更について
・ゲノム医学研究センター来期の教育主任について
②

ゲノム医学研究センター承認学術集会開催
以下の 23 件の学術集会につき審査の上，承認し開催した．
第 166 回
講

日

時：平成 25 年

5 月 24 日（金）17：00 〜 18：00

教授

師：東北大学加齢医学研究所
松居

靖久

先生

テーマ：多能性幹細胞と生殖細胞をスイッチする分子機構
主

催：発生・分化・再生部門

第 167 回
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講

師：JT 生命誌研究館

常勤顧問

NPO 法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン代表
西川

伸一

先生

テーマ：21 世紀へのコミットメント
主

催：所長室

第 168 回
講

日

時：平成 25 年 6 月 24 日（月）17：00 〜 18：00

師：北海道大学医学研究科連携研究センター未来創薬・医療イノベーション拠点形成

特任准教授

増渕

悟

先生

テーマ：哺乳類の行動リズムと時計遺伝子
主

催：プロジェクト研究部門（池田チーム）

第 169 回
講

日

時：平成 25 年 7 月 11 日（木）17：00 〜 18：00

師：Department of Molecular and Medical Genetics, Oregon Health & Science University

ポスドク

足立

圭

先生

テーマ：Understanding of AAV capsid amino acid-function relationships by virus barcoding/Illumina sequencing
based approach
主

催：遺伝子治療部門

第 170 回
講

日

時：平成 25 年 7 月 25 日（木）16：00 〜 17：30

教授

師：秋田大学大学院医学系研究科 病態制御医学系 微生物学講座
佐々木 雄彦

先生

テーマ：ホスホイノシタイド代謝の破綻と生体機能異常
主

催：ゲノム科学部門

第 171 回
講

日

時：平成 25 年 8 月 2 日（金）17：00 〜 18：00

師：金沢大学医薬保健研究域医学系再生分子医学研究分野
研究員

上田

篤

先生

テーマ：マウス ES 細胞における未分化状態維持機構の解析
主

催：発生・分化・再生部門

第 172 回
講

日

時：平成 25 年 8 月 30 日（金）17：00 〜 18：00

師：自治医科大学
助教

藤城

医学部分子病態治療研究センター再生医学研究部
修平

先生

テーマ：ナイーブ型サル・ブタ多能性幹細胞の樹立に向けて
主

催：発生・分化・再生部門

第 173 回
講

日

時：平成 25 年 9 月 13 日（金）16：00

〜 17：00

師：Northwestern University, Feinberg School of Medicine
Professor

Debabrata Chakravarti

先生

テーマ：Novel Zn-ﬁnger proteins in transcriptional regulation and cancer cell function
主

催：遺伝子情報制御部門

第 174 回
講

日

時：平成 25 年 9 月 24 日（火）16：00 〜 17：30

師：国立感染症研究所エイズ研究センター
センター長

俣野

哲朗

先生

テーマ：エイズワクチン開発へのサイエンス
主

催：ゲノム科学部門

第 175 回
講

日

時：平成 25 年 11 月 23 日（土）13：30 〜 14：20

師：東京大学分子細胞生物学研究所
教授

白髭

克彦

先生

テーマ：転写の基本装置と疾患
主

催：遺伝子治療部門

第 176 回
講

日

時：平成 25 年 11 月 23 日（土）14：20 〜 15：10

師：理化学研究所免疫・アレルギー科学研究センター免疫器官形成研究グループ
グループディレクター

古関

明彦

先生

テーマ：幹細胞の維持と分化におけるポリコム群の役割
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主

催：遺伝子治療部門

第 177 回
講

日

時：平成 25 年 11 月 23 日（土）15：30 〜 16：20

師：慶應義塾大学医学部生理学教室
教授

岡野

栄之

先生

テーマ：iPS 細胞を用いた神経系の再生・創薬研究
主

催：遺伝子治療部門

第 178 回
講

日

時：平成 25 年 11 月 23 日（土）16：20 〜 17：10

師：自治医科大学内科学講座血液学部門
教授

小澤

敬也

先生

テーマ：遺伝子治療／細胞治療の臨床開発
主

催：遺伝子治療部門

第 179 回
講

日

時：平成 25 年 11 月 8 日（金）16：00 〜 17：30

師：徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部生体栄養学分野
教授

二川

健

先生

テーマ：筋萎縮のメカニズムとその治療法の開発
主

催：病態生理部門

第 180 回
講

日

時：平成 25 年 12 月 13 日（金）16：00 〜 17：00

師：Cincinnati Children's Hospital Medical Center
Assistant Professor

小川

裕也

先生

テーマ：X 染色体不活性化をモデルシステムとした哺乳類長鎖非コード RNA による遺伝子発現制御機構
主

催：遺伝子構造機能部門

第 181 回
講

時：平成 25 年 11 月 13 日（水）16：00 〜 17：00

師：Faculty of Chemistry, Darmstadt University of Technology, Darmstadt/Germany

教授
テ

日

Norbert A. Dencher
ー

先生

マ：Structure, function and activity of the evolutionarily conserved supramolecular organisation of

respiratory chain complexes.
主

催：遺伝子情報制御部門

第 182 回
講

日

時：平成 25 年 11 月 13 日（水）17：00 〜 17：40

師：Charite - Universitatsmedizin Berlin, Technische Universitat Darmstadt
教授

Michiru D. Sugawa

先生

テーマ：Unique Contribution of Mitochondrial Supercomplexes in Hippocampal Ageing
主

催：遺伝子情報制御部門

第 183 回
講

日

時：平成 25 年 12 月 25 日（水）16：00 〜 17：00

師：東京薬科大学生命科学部生命医科学科免疫制御学研究室
教授

田中 正人

先生

テーマ：死細胞貪食と免疫制御
主

催：遺伝子情報制御部門

第 184 回
講

日

時：平成 25 年 12 月 18 日（水）16：00 〜 17：30

師：Department of Pharmacology, University of California, Davis, CA
Associate Professor

Elva D. Diaz

先生

テーマ：From microarrays to mechanisms of brain development and function
主

催：ゲノム科学部門

第 185 回
講

日

時：平成 26 年 2 月 21 日（金）16：00 〜 17：00

師：株式会社カン研究所
主幹研究員

赤城

剛

先生

テーマ：ヒト正常肺上皮細胞からの「がん幹細胞」の性質を持った細胞の作製
主

催：遺伝子治療部門

第 186 回
講

日

師：埼玉医科大学病院リウマチ膠原病科
助教
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テーマ：ヒストンメチル化と STAT3 は協調して関節リウマチ滑膜線維芽細胞の IL-6 誘導性 MMP 遺伝子転写活
性化を制御する
主

催：プロジェクト研究部門（三村チーム）

第 187 回
講

日

時：平成 26 年 2 月 25 日（火）10：30 〜 11：00

師：埼玉医科大学生理学
教授

池田

正明

先生

テーマ：末梢の概日リズム発現機構に作用して振幅を調節する因子に関する研究
主

催：プロジェクト研究部門（池田チーム）

第 188 回
講

日

時：平成 26 年 3 月 3 日（月）16：00 〜 17：00

師：東京大学大学院医学系研究科・国際保健学専攻・生物医化学教室
教授

北

潔

先生

テーマ：薬剤標的としてのフマル酸呼吸 : 寄生虫からがん細胞ミトコンドリアまで
主
③

催：遺伝子治療部門

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 25 年 4 月 16 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：遺伝子治療部門
助教

吉田

哲

テーマ：iPS 細胞を用いた網膜色素変性症における視細胞の変性機構の解析
第2回

日

時：平成 25 年 5 月 21 日（火）10：00 〜 11：00

演

者：プロジェクト研究部門（藤原チーム）

助教

和田

智

テーマ：TRA2B の癌細胞における機能解析
演
助教

者：プロジェクト研究部門（三村チーム）
荒木

靖人

テーマ：関節リウマチ滑膜線維芽細胞の IL-6 依存性 MMP 遺伝子転写活性化におけるヒストンメチル化
の役割
第3回

日

時：平成 25 年 6 月 18 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：遺伝子情報制御部門
ポストドクター

柴 祥子

テーマ：ビタミンＫ依存性（? グルタミルカルボキシラーゼの精巣における役割
第4回

日

時：平成 25 年 7 月 16 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：遺伝子構造機能部門
助教

藤本

健太

テーマ：長鎖非コード RNA 結合タンパク質 TLS のアルギニンメチル化制御破綻による神経変性機構の解明
第5回

日

時：平成 25 年 9 月 17 日（火）10：00 〜 10：30

演

者：病態生理部門
特別研究学生

藤本

舞

テーマ：進行性骨化性線維異形成症（FOP）における ALK2 変異体の活性化メカニズムの解析
第6回

日

時：平成 25 年 10 月 15 日（火）10：00 〜 11：00

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：Tet-stabilized human iPS 細胞から心筋細胞誘導法の確立
演
講師

者：プロジェクト研究部門（池田チーム）
岡部

尚志

テーマ：腎癌細胞における HIF1 αと Per2 概日リズムの関連
第7回

日

時：平成 25 年 12 月 17 日（火）10：00 〜 10：40

演

者：RI 実験施設
講師

西本

正純

テーマ：ゲノム進化から見た UTF1 遺伝子の in vivo での機能
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第8回

日

時：平成 26 年

演

者：発生・分化・再生部門

2 月 18 日（火）10：00 〜 10：30

ポストドクター

鈴木

歩

テーマ：Max ノックアウト ES 細胞では代謝異常と共に減数分裂が誘導される
第9回

日

時：平成 25 年 3 月 18 日（火）10：00 〜 11：00

演

者：ゲノム科学部門
講師

松本

征仁

テーマ：Regulation of RANKL-induced osteoclast diﬀerentiation by transcription factor Pax6
演

者：トランスレーショナルリサーチ部門
助教

神田

将和

テーマ：A comprehensive genomic analysis for mitochondrial respiratory chain disorder
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：
・三村チーム（埼玉医科大学病院リウマチ膠原病科）
2）中

間：

・千本松チーム（国際医療センター循環器内科）
3）延

長：

・池田チーム（埼玉医科大学医学部生理学）
4）終

了：

・三村チーム（埼玉医科大学病院リウマチ膠原病科）
・畝川チーム（国際医療センター臨床腫瘍内科）
⑤

プロジェクト研究部門
1）池田

参加チーム：6 チーム（順不同）

正明チーム（埼玉医科大学医学部生理学）

研究課題：末梢時計遺伝子の機能と疾患
2）畝川

芳彦チーム（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 の機能制御による腎不全進行阻止を目指した抗腎線維化療法の開
4）三村

発

俊英チーム（埼玉医科大学病院リウマチ膠原病科）

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）藤原

恵一チーム（国際医療センター産婦人科腫瘍科）

研究課題：婦人科がんに対する新規標的治療の開発およびバイオマーカーの探索
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次年度のプロジェクト研究部門は 5 チームの参加となる．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 23 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

※重複構成員

◇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）
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：研究主任部門（任期：H26.3.31）
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）
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

啓（ONO, Hiraku）
：安全管理部門（RI 分野）（任期：H24.6.1 〜 H26.3.31）

森

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）
計 22 名
◇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（SUGHARA, Tetsuo）
：医学研究センター 助教
小池秀雄（KOIKE, Hideo）
：産学官連携コーディネーター（第 83 回まで）
笠間

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

渡邊春香（WATANABE, Haruka）
：大学事務部 医学部事務室 庶務課員（第 91 回より）
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2．目的
医学研究センター運営会議は，平成 17 年 11 月に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．本学の研究活動を支援する医学研究センターは，研究費，研究場所，研究体制，研究評価，研究
倫理，広報活動，知的財産管理，安全管理等に関する仕組みを整備し，企画，運用，管理している．
医学研究センター運営会議は，これらの実効性等ついて審議し，医学部教員代表者会議，保健医療学部教授会へ
上程する責務を担っている．平成 25 年度は，センター長を議長として部門長及び副部門長さらにブランチ長と総数
22 名で構成されている．

3．活動報告
◇定期開催
第 83 回：4 月 9 日（火）出席者 21 名（委任状 7 名）
第 84 回：5 月 14 日（火）出席者 22 名（委任状 8 名）
第 85 回：6 月 18 日（火）〜 24 日（月）メール会議

出席者 18 名（未返信 4 名）

第 86 回：7 月 9 日（火）出席者 22 名（委任状 3 名）
第 87 回：9 月 10 日（火）出席者 21 名（委任状 12 名）
第 88 回：10 月 11 日（金）〜 18 日（金）メール会議

出席者 22 名（未返信 0 名）

第 89 回：11 月 13 日（水）〜 19 日（火）メール会議

出席者 22 名（未返信 0 名）

第 90 回：12 月 10 日（火）出席者 19 名（委任状 6 名）
第 91 回：1 月 14 日（火）出席者 20 名（委任状 5 名）
第 92 回：2 月 4 日（火）出席者 22 名（委任状 8 名）
第 93 回：3 月 11 日（火）出席者 22 名（委任状 10 名）
◇開催回数
定期開催：11 回

平均

約 21 名（委任状平均 7 名）

※但し，第 85 回・第 88 回・第 89 回は，電子メールによる会議なので，平均値は実際に集合した 8 開催にて
算出した．
◇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 93 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，学内ホームページの医学研
究センターサイト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．
本会議が適切に機能するために，審議や開催形態，研究領域が適性である構成員の選出方策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）
：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部：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）：国際医療センター心臓内科：准教授（任期：H26.3.31）
千本松孝明 （SENBONMATSU, Takaaki）：薬理学：准教授（任期：H26.3.31）
茅野秀一 （KAYANO, Hidekazu）：病理学：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）

笹島

茂 （SASAJIMA, Shigeru）：教養教育：教授（任期：H26.3.31）

飯田慎一郎（IIDA, Shinichiro）：総合診療内科 : 講師（任期：H26.3.31）
ゴッドフリーチャド（GODFREY, Chad）：教養教育：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）

内田和利（UCHIDA, Kazutoshi）：大学事務部教務課：次長（任期：H26.3.31）
劉
オブザーバー

文甫 （LIU, Wenfu）
：顧問（任期：H26.3.31）

野村正彦（NOMURA, Masahiko）：顧問（任期：H26.3.31）
小山

勇（KOYAMA, Isamu）
：国際医療センター消化器外科：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 25 年 4 月 12 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 8 人
②第 2 回（平成 25 年 5 月 16 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 6 人
③第 3 回（平成 25 年 6 月 19 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 10 人
④第 4 回（平成 25 年 7 月 16 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 8 人
⑤第 5 回（平成 25 年 9 月 13 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 8 人
⑥第 6 回（平成 25 年 10 月 15 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 10 人
⑦第 7 回（平成 25 年 11 月 15 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 9 人
⑧第 8 回（平成 25 年 12 月 13 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 8 人
⑨第 9 回（平成 26 年 1 月 17 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 9 人
⑩第 10 回（平成 26 年 2 月 14 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 6 人
⑪第 11 回（平成 26 年 3 月 18 日）於：医学部 7 号館 1 階会議室 出席者 10 人
※田中淳司大学病院放射線科教授（次期センター長）出席あり
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」
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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）

加藤木利行（KATOUGI, Toshiyuki）
：保健医療学部副学部長 , 保健医療学部副ブランチ長
（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）

上原政治（UEHARA, Seiji）
：入試問題統括副部門長 , 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）
：入試問題統括副部門長，教養教育教授

（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
川島

祝（KAWASHIMA, Hajime）
：短期大学副学長，短期大学入試委員長

所ミヨ子（TOKORO, Miyoko）
：短期大学教授学科長

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）
（任期 : 平成 25 年 3 月 31 日）
（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

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
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

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）
（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

瓊子（TATE, Kuniko）
：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）

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）

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）

戸井田昌宏（TOIDA,Masahiro）
：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

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

伸（MAYAMA,Shin）
：保健医療学部科目出題責任者・英語

鈴木正彦（SUZUKI,Masahiko）
：保健医療学部

（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）

村田正樹（MURATA,Masaki）
：総合医療センター看護専門学校事務担当

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

横田政行（YOKOTA,Masayuki）
：短期大学事務担当

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

井上しず江（INOUE,Shizue）
：短期大学事務担当

（任期 : 平成 26 年 3 月 31 日）

山口哲郎（YAMAGUTHI,Tetsurou）
：毛呂病院看護専門学校事務担当

（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
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杉山

崇（SUGIYAMA, Takashi）
：特任講師・物理

【事務局】
村嶌隆義（MURASHIMA, Takayoshi）
：大学事務部次長

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 25 年 5 月 7 日（火）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 25 年度入試報告（受験者数，入学者数等）ならびに平成 26 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 26 年度入試の一つとして，今年度もセンター試験利用入学試験
を実施する．
平成 25 年度大学入試センター試験では，女子栄養大学（坂戸市）に試験監督者（教員）を多数派遣した旨の報告
があった．

4．自己点検・評価と次年度目標
科目ごとに配置された特任講師による各関連学校への支援が図られ，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（入試日程，学生確保の取り組み等）
を行なったことにより，相互理解が図られた．
医学部のセンター試験利用入学試験は，1 次試験（センター試験利用・合格者 123 名発表）・2 次試験（本学で筆
記試験及び面接試験実施・合格者 10 名発表）を実施した．初めての試みであったが，大きな問題もなく終了するこ
とができた．また，本年度も試験監督者として 1 次試験会場である女子栄養大学に派遣した．
以上の点から，平成 25 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，引き続き関連学校の相互連携を強化し，情報交換等を図り，各学校の入試業務が円滑的に実施で
きるよう当委員会の役割を担っていきたい．
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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

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

オブザーバ

敬 （MARAUYAMA, Kei）
：基礎医学部門薬理学：教授（任期：H26.3.31）

彰 （ARITA, Akira）
：保健医療学部健康医療科学科：教授（任期：H26.3.31）

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：准教授（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

委

員

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

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 25 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．私立大学等改革総合支援事業タイプ
2 についての取り組みについて検討した．
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
で地域診療所実習の充実を行った．卒後臨床研修の地域医療プログラムにおいては，引き続き研修医が将来を見
据えた研修施設の選択ができるような支援を継続する．
3）疫学統計解析支援は大規模な研修支援が増えていることから，今後物的人的な充実が必要であることを確認し，
可能な範囲で，対象者のニーズにあわせた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 26 年度は，文部科学省の補助金を連携大学の 1 つとして継続して取り組み，埼玉県の連携づくりを強化した．
また，学内でも医学教育センターシミュレーション教育部門と連携し，卒前・卒後の連携教育を実施した．さらに，
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

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：准教授（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

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

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

孝 （MIYAZAKI, Takashi）
：地域医学･医療センター：助教（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 25 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 43 名を参加させるのと同時に，そのほか 49 名を地域医療･
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
23 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 20 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継続
して展開した．4 年生の実習は選択必修であるため，他の実習を課外学習として履修できるよう機会を設けた．
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．また，
1 年生には町内小中学校での教育体験実習を実施し，1 年生から教育的視点や医学生としての自覚を持つことを
促すための実習を行った．
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，IPW 実習や様々な研修会を企画した．
6）文部科学省私立大学等改革総合支援事業タイプ 2 に採択され，高機能人型シミュレーターを用いた IPE を卒前
卒後に実施した．GIS を用いた感染症情報収集システムを導入し，地域の教育機関の感染症対策に貢献した．

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，さらに関係部署と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：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：准教授（任期：同上）

委

員：荒木隆一郎（ARAKI, Ryuichiro）
：地域医学・医療センター：助教（任期：同上）

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
1 件行った．文部科学省私立大学等改革総合支援事業タイプ 2 の補助を受けて，GIS を用いたシステムを導入した．
4）学内他部局で生物統計・臨床統計・疫学統計による解析を必要とする医学研究を支援するための「臨床統計・
生物統計コンサルティング」を運用し，平成 25 年度は支援件数 98 件（再依頼を含む），論文 13 件（共著 11 件，
謝辞 2 件）
，学会発表 3 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：准教授（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 26 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：准教授（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 39 回

定例会議（平成 25 年 4 月 12 日）於：本館 12 階会議室

出席 12 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 40 回

定例会議（平成 25 年 6 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
③第 41 回

定例会議（平成 25 年 7 月 12 日）於：本部棟 3 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
④第 42 回

定例会議（平成 25 年 9 月 6 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 43 回

定例会議（平成 25 年 10 月 11 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
⑥第 44 回

定例会議（平成 25 年 11 月 7 日）於：本部棟 4 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
⑦第 45 回

定例会議（平成 26 年 1 月 10 日）於：本部棟 3 階会議室

出席 13 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 46 回

定例会議（平成 26 年 2 月 7 日）於：本部棟 4 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 47 回

定例会議（平成 26 年 3 月 7 日）於：本部棟 4 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．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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1．大学院

医学研究科

本学大学院は，昭和 47 年に医学部が創立された後，昭和 53 年 4 月に医学研究科博士課程として開設された．高
度で最先端の基礎的・臨床的医学研究に従事し，豊かな学識をもつ優れた医学・医療の指導者を養成することを目標
に掲げ，
平成 26 年 3 月末現在 1266 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 26 年 3 月末現在 36 件の学位 ( 修士 ) を授与した．
平成 25 年度は，博士課程，修士課程の 2 つの課程について，多様な教育形態に対応しつつ魅力ある大学院づくり
を目指し，
「新しい教員組織」に基づいた運営を行った．
具体的な活動内容については，大学院委員会，大学院医学研究科委員会，博士課程運営委員会，修士課程運営委員
会の各項に記すので，参照されたい．
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2．大学院

看護学研究科

1．構成員
古地順子（KOCHI, Junko）
：教授：代表指導教員：成人看護学：博士
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：指導教員：基礎看護学・看護管理学：博士
冨田幸江（TOMITA, Satie）
：教授：代表指導教員：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：地域活動看護学：博士
江連和久（EZURE, Kazuhisa）
：教授：指導教員：人体統合機能論：博士
原田真里子（HARATA,Mariko）
：准教授：大学院教員：成人看護学：博士
本山仁美（MOTOYAMA, Hitomi）
：准教授：大学院教員：成人看護学：修士
坂本文子（SAKAMOTO, Fumiko）
：准教授：指導教員：成人看護学：博士
大森智美（OMORI, Tomomi）
：准教授：指導教員：ヒューマンセクシュアリティ：修士
菊池チトセ（KIKUCHI, Chitose）
：准教授：指導教員：地域活動看護学：修士
山路真佐子（YAMAJI, Masako）
：准教授：指導教員：地域活動看護学：博士
小倉邦子（OGURA, Kuniko）
：准教授：大学院教員：基礎看護学・看護管理学：修士
大堀

昇（OHORI, Noboru）
：准教授：大学院教員：基礎看護学・看護管理学：修士

大賀淳子（OGA, Junko）
：准教授：指導教員：精神保健看護学：修士（7 月から）
辻脇邦彦（TSUJIWAKI, Kunihiko）
：准教授：指導教員：精神保健看護学：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・医療に関する知
識を習得し，高度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，有用な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高度臨床実践のための具体的課題
について検討し，実際の臨床場面に還元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：特論，演習および実習を通して，精神保健医療福祉，地域精神保健，関連する諸理論および
治療法やアプローチ法に関する知識を得たうえで，高度実践看護師の役割と機能を理解し，実践できることを目指す．
課題研究では，精神保健看護に関する今日的課題を設定し，研究プロセスを学びながら，修士論文を完成させる．
基礎看護学・看護管理学領域：看護技術学特論Ⅰでは，看護技術の基本的概念・特性を理解し，看護技術の展開に
対する反応と効果を科学的に解明するために知識の習得や看護技術研究の現状分析を行い，実践の場における技術と
専門的知識・研究成果とを照合しつつ今日的な課題を探求する．看護技術学演習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：地域活動看護学特論Ⅰでは地域看護学の基本となる理論および主要概念及び健康支援のあり
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方の理解を，地域活動看護学特論Ⅱではヘルスプロモーションの理論的理解と最近の研究動向及び研究方法の理解を
深めることを目指した．地域活動看護学演習Ⅰでは文献検討から現状を分析し課題を考察し，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（佐鹿孝子，千田みゆき）
・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】
・がん看護学演習Ⅰ：2 年生，2 単位 60 時間（坂本文子・古地順子）
・がん看護学演習Ⅲ：2 年生，2 単位 60 時間（坂本文子・古地順子）
・がん看護学実習Ⅱ：2 年生，2 単位 90 時間（古地順子）
・がん看護学実習Ⅲ：2 年生，2 単位 90 時間（古地順子）
・クリティカルケア学特論Ⅰ：1 年生，3 単位 45 時間（古地順子）
・クリティカルケア学特論Ⅱ：1 年生，3 単位 45 時間（古地順子）
・クリティカルケア学演習Ⅱ：1 年生，3 単位 90 時間（古地順子）
・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（辻脇邦彦，大賀淳子）
・精神保健看護学特論Ⅱ：1 年生，3 単位 45 時間（辻脇邦彦，大賀淳子）
・精神保健看護学演習Ⅰ：2 年生，3 単位 90 時間（辻脇邦彦，大賀淳子）
・精神保健看護学演習Ⅱ：2 年生，3 単位 90 時間（辻脇邦彦，大賀淳子）
・精神保健看護学実習：2 年生，6 単位 270 時間（辻脇邦彦，大賀淳子）
・精神保健看護学課題研究：2 年生，4 単位 120 時間（千田みゆき，佐鹿孝子，湯沢八江，大賀淳子，辻脇邦彦）
・看護技術学特論Ⅰ：1 年生，3 単位 45 時間（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（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（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）
・地域活動看護学演習Ⅱ：2 年生，3 単位 90 時間（千田みゆき，菊池チトセ，山路真佐子）
・地域活動看護学特別研究：2 年生，8 単位 240 時間（千田みゆき，菊池チトセ，山路真佐子）
2-3．達成度
成人看護学領域：がん看護学は，学生は 1 名であり，演習Ⅰ，演習Ⅱ，がん看護学課題研究，がん看護学実習Ⅱ，
Ⅲを履修した．演習Ⅰ，演習Ⅲでは，がん薬物療法・がん放射線療法看護に関する専門的知識を教授した．また，学
生の実践事例を通して，がんおよび治療に伴う苦痛・苦悩を抱える患者・家族への看護援助について討議をすること
で，実習Ⅱ，Ⅲや研究的取り組みに繋がる課題を明らかにすることができた．実習ではがん専門看護師の指導のもと
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に専門看護師としての高度実践および役割実践をとおして学んだ．クリティカルケア学は，特論Ⅰではクリティカル
ケア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ではクリティ
カルケアに関する有用な理論を教授し，臨床看護における課題について検討した．演習Ⅰではクリティカルな状況に
あ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た．また今年は特別研究に先がけ研究課題
の明確化および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，自らの課題を明らかにし，看護学研究の進め方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の一部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．学生は乳幼児期のアタッチメントを研究の基盤としているた
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，小児看護学演習Ⅰの学びを活用し研究の概念を考え，小
児看護学特別研究と関連をさせて進め目標が達成できた．小児看護学特別研究は，長期履修の 2 年次の学生 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たので 3 年次の 4 月当初より研究の面接を進める予定である．
面接結果の分析方法を学ぶため研究会に参加して分析力を高めている．
精神保健看護学領域：精神保健看護学特論Ⅰ，Ⅱ及び精神保健看護学実習は，履修生がいなかったため，開講して
いない．精神保健看護学演習Ⅰ，Ⅱは，履修生 1 名であった．演習Ⅰでは学生の希望を取り入れ，認知行動療法に
関する原著購読および実践例を用いたディスカッション，精神看護専門看護師による特別講義（2 回）などを行った．
ディスカッション時間の保証，Web 情報を見ながらの講義進行など，1 対 1（学生，教員）の条件を生かし，学びを
深めるための学習方法を工夫した．講義の回が増すごとに学生の意欲は向上し，講義前の資料準備の充実や，発言回
数の増加といった変化がみられた．演習Ⅱでは，
アディクション看護を扱った．講義に加え，関連学会への参加により，
さらに理解が深まったことをレポートおよび口頭試問で確認した．精神保健看護学課題研究では，3 名の学生に研究
指導を行った．3 名のうち最終学年であった 2 名は，計画に沿って研究を進め，審査会での助言を参考に論文への加
筆修正を行って，修士論文を完成させた．1 名は研究計画の作成に取り組んでいる．また，現在の学生および過去の
修了生を対象とした CNS フォローアップ研修を 2 回実施し，2 名の精神看護専門看護師による講義とディスカッショ
ンを行った．テーマは「CNS 取得に向けて必要な実践活動」，「ケースレポートの書き方」，「ケース検討」で，延べ
14 名が参加した．いずれも活発なディスカッションが行われ，参加者からは非常に有意義であったとの感想が聞か
れた．
基礎看護学・看護管理学領域：看護技術学特論Ⅰでは，2 名の学生に看護技術の基本的概念や構成要素，種類，特
性を理解し，看護技術に対する反応と効果を科学的に解明するための専門的な知識を教授した．実践の場における技
術と専門的な知識・技術研究の成果とを照合し，看護技術の課題についてディスカッションし学びを深めた．看護技
術学特論Ⅱは，1 年生 2 名，2 年生 2 名を対象に看護技術研究の結果を批判的に考察しながら，看護技術教育に反映
するための方略や臨床看護技術応用を論理的に考えられた．看護技術学演習Ⅰ（後期）とⅡ（前期）は，1 年生 2 名，
2 年生 2 名の 4 名が合同で 1 年間を通して展開した．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
関する先行文献を読み，ディスカッションし考察を行った．学習の成果としては，技術教育における課題を見つける
等，各自の研究課題にもつなげることができ，科目目標は十分な達成できた．看護技術学特別研究では，2 名の学生
に研究指導を実施し，修了することができた．
看護管理学演習Ⅱでは，2 年生 1 名が対象となった．既履修生も参加し，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研究課題が明確となり，多様な方法論について検討が進んだ．看護管理学特別研究では，
4 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，3 名は今年度無事に修了となった．在学中の 1 名は
倫理審査委員会を通過して調査が開始されている．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，
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．2 名の学生は積極的に授業に参加して活発な討議ができ理解が深まった．
演習Ⅱは，学生の作成する演習計画が具体性に欠け完成に時間を要した．特別研究は，研究計画書作成を指導し，次
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年度終了予定の 1 名と 1 年次生 1 名の倫理審査を受審するまでを指導した．
2-4．自己評価と次年度計画
成人看護学領域：がん看護学の専任教授不在のため，引き続き教授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，本学大学院修了者と在学生および専門看護師による実践事例検討会を企画し，CNS の役割の明確
化に向けた活動を展開する．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つつ，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．
小児看護学領域：小児看護学特論Ⅰ・Ⅱは，学生は 1 名であったが研究課題の一部に乳幼児のアタッチメントを
基盤にする学生であったので，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・Ⅱ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．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，長期履修の 2 年次の学生であっ
たため，研究計画を検討し倫理申請を行い承認された．次年度は修士論文の作成が進ように適宜指導する．
精神保健看護学領域：講義，演習中の学生の姿勢や発言，レポートなどから判断して，上述した学習方法の工夫に
より，学生の学びが深まったと評価できる．
精神看護学専門看護師教育課程の審査で正式に認可を受けることができた．今後さらに，教育課程の充実を図ると
ともに，学生数やニーズに対応した教育方法を工夫する．
今年度実施したフォローアップ研修は，次年度以降も継続して実施する予定である．
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，教育・臨床現場における具体的な内容を
授業に取り上げ検討したことから学修内容が深められた．次年度は，より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．看護技術学特別研究では 2 名が修了できた．来年度は，基本的
な研究のプロセスを確実に踏み，研究の進め方が具体的に理解できることを目標に指導していきたい．看護管理学演
習では履修生の意欲が高く，看護管理学研究の方法論においてほぼ満足できる学修成果が得られた．看護管理学特別
研究においては修了予定の 3 名全員が修士論文を仕上げ，学位を取得することができた．来年度に修士論文を提出
する予定の学生も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：社会人学生のため学習と仕事の両立が難しいが，学生と細かい時間調整をしながら滞りなく
授業を進行していきたい．演習Ⅱにおいては，
演習施設との調整を図り各学生の演習目的が達成できるよう支援する．
特別研究については，今年度は修了生がいなかったが，研究計画書の立案と倫理審査申請まで進めることができた．
次年度は 1 名が論文作成予定である．全体的には関連学会への参加やさらなる文献検討等を通して，学習が深まる
よう指導したい．また，学生が主体的に取り組めるよう計画的に進めていく．次年度は 1 年次生が 1 名なので，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
7．自己点検・評価
今年度，精神看護学専門看護師教育課程の認定を受けたことにより，開学より目指していたがん看護学専門看護師
教育課程および精神看護学専門看護師教育課程の二つを開講できるようになった．教科目の教育及び研究指導は軌道
に乗り，修了予定者全てが学位を授与されており，今年度の目標は達成できたと考える．教員の異動により入学者が
減少しているので，まず，教員の確保，そして学生確保が課題である．学生による授業評価の回答数が少ないため，
教育の質の向上のためにも，学生に回答・提出を促していく．
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3．大学院

臨床腫瘍学（がんプロ）

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：畝川芳彦 （SEGAWA, Yoshihiko）：教授（国際医療センター・腫瘍内科）
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：古池順子 （KOCHI, Junko）：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）：古池順子

同上

がん指導薬剤師養成コース（インテンシブコース）：選定中
e ラーニング担当：椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）：教授（情報技術支援推進センター H25/4/1-11/30 准教授，
H2512/1-）
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：畝川芳彦

同上

実務担当者
和田

智 （WADA, Satoru）
：助教（情報技術支援推進センター兼担国際医療センター・乳腺腫瘍科）

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-）

秋山典子 （AKIYAMA, Noriko）非常勤特認研究補助員（国際医療センター・乳腺腫瘍科

H25/5/1-）

2．概要
本学では，平成 24 年度に文部科学省補助事業・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
とした平成 19 年度より 5 ヶ年の間推進された「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）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，腫瘍内科医養成コースがすでに
設置されているが，
平成 24 年度より，
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（腫瘍外科および腫瘍内科医養成コース）には所属する学生がいるため，各
コース専攻学生の学位取得完了次第，順次新コースへ移行する予定である．
本大学院コースでは，臨床実習，学位研究を進めるにあたり，がん医療を専門とする国際医療センター包括的がん
センター，埼玉医科大学病院，総合医療センター（腫瘍内科・臨床腫瘍科，放射線腫瘍科など）の 3 病院の各診療
科が協力・補完する体制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．また，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）
．本コース所属学生の大半は「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．
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3．活動報告
平成 25 年度は前期および後期入学者合わせ，
「腫瘍外科学指導者コース」選択者 3 名，「放射線・粒子線腫瘍学指
導者コース」選択者 3 名「包括的がん治療・ケア

医療者・指導者コース」選択者 1 名の計 7 名であった．これは，

本大学院コースの目標受け入れ人数を上回っており，学内，学外を含め，本コースのカリキュラム内容の公知などの
広報活動が期待以上の成果を上げているためと考えられる．引き続き，広く広報活動を進め，継続的な大学院生の入
学を推進する．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，学位研究面において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い，3 名の大学院生が医学博士の学位を取得する
に至った．また，平成 25 年度入学者に対しては，研究費補助や実験のアドバイスなど効率的な学位研究支援体制を
確立している．
平成 25 年 10 月から平成 26 年 1 月にかけ，全 8 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 31 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
と考えられる．
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1．教養教育（人文，物理，生物，化学）
1．構成員
村越隆之（MURAKOSHI, TAKAYUKI）
：教授，運営責任者：生化学：博士
＜物理学＞
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）
：准教授：研究員，教育員：場の理論，物理教育：博士
鈴木

正（SUZUKI, Sei）
：講師：研究員，教育員：物性理論，物理教育：博士

西脇洋一（NISHIWAKI, Yoichi）
：講師：研究員，教育員：物理教育，物性物理学：博士
＜化学＞
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：教授：教育副主任：医学部における化学教育 , 博士
森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）
：講師：研究副主任：無機化学，有機化学 , 博士
土田敦子（TUCHIDA, Noriko）
：講師：量子化学 , 博士
＜生物学＞
山崎芳仁（YAMAZAKI, Yoshihito）
：准教授：教育副主任・研究副主任：脊椎動物の神経解剖学：博士
大間陽子（OMA, Yoko）
：講師：教育員・研究員：分子生物学および生化学：博士
川村勇樹（KAWAMURA, Yuuki）
：助教：教育員・研究員：神経化学：博士
＜人文＞
（英語）
笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）: 教授 : 教育主任 : 研究副主任

Chad Godfrey : 講師
藤森千尋（FUJIMORI, Chihiro）:

講師

小島さつき（KOJIMA, Satsuki） : 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 O'Toole : 非常勤講師
Frances Gleeson : 非常勤講師
Riu Santos: 非常勤講師
（教育）
米岡裕美（YONEOKA, Yumi） 講師
＜兼担＞
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）
：准教授：生理学：博士
魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）
：講師：生化学：博士

2．教育
教養教育基本学科は，教養教育部門の新規設立に併せ，大学内基本学科として組織された．部門の活動が医学教育
センターの組織下にあって，機能的機動的な側面が主であるのに対して，医学部内における人事的側面，日常居住面
研究施設面，経費面での運営は基本学科が対応する．
この項では主に研究活動を報告し，教育活動に関しては「教養教育部門」の項で扱う．

3．研究
＜基本学科会議＞
基本学科としての統一的全体的活動として，毎月一回部門会議の後に学科会議を開催した．
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＜研究セミナー＞
教員間で互いの研究における専門性を尊重した上での相互理解を図る目的で，研究セミナーを年に 7 回，開催した．
第1回

日時 :5 月 22 日（水）4:00 〜 5:00

場所 :7 号館 1 階会議室

1．
「成人教育学の特徴」米岡 裕美
第2回

日時 :6 月 26 日（水）4:00 〜 5:00

場所 :7 号館 1 階会議室

1．
「イモリとはどのような生物か」山崎 芳仁
2．
「認知心理学の視点からの学校英語教育」藤森 千尋
第3回

日時 :7 月 17 日（水）4:00 〜 5:00

場所 :7 号館 1 階会議室

1．
「トリプレットリピート病について」大間 陽子
2．
「Building better bridges between students and programs」 Chad Godfrey
第4回

日時 :10 月 23 日（水）4:00 〜 5:00

場所 :7 号館 1 階会議室

1．
「An introduction to Molecular Orbital Theory」土田 敦子
2．
「A Comparative Study of Shadowing, Dictation and Reading Aloud」小島さつき
第5回

日時 :11 月 20 日（水）4:00 〜 5:00

場所 :7 号館 1 階会議室

1．
「大脳辺縁系における神経回路リズム」村越 隆之
2．
「統計力学入門」鈴木 正
第6回

日時 :1 月 22 日（水）4:00 〜 5:00

場所 :7 号館 1 階会議室

1．
「巨大タンパク質と筋肉の微細構造」川村 勇樹
2．
「乱れた系とは何か」向田 寿光
第7回

日時 :2 月 19 日（水）4:00 〜 5:00

場所 :7 号館 1 階会議室

1．
「小脳顆粒細胞の分化・成熟とチャネルの発現」中平 健祐
2．
「科学教育事始め，
「理科」はいつ創設されたのか」赤羽 明
3-1．目的，目標
＜物理学＞
1）膜宇宙の理論： Branworld（膜宇宙）上の誘導重力の定式化を整備し，表式を導く．
2）複合模型：weak boson, Higgs boson に複合場の理論，複合 gauge 理論を適用して複合模型の適合性を検証する．
3）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．
4）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
入し各種実験を実施予定である．
5）明治期における物理学受容過程：わが国における明治期における物理学受容過程を明らかにするために，主に
群馬大学図書館所蔵の資料を調査・分析により初等物理教育の実態を明らかにする．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．
6）6 角格子ランダムイジング模型の性質を解析的に明らかにする．
7）経済活動の分析に統計物理学的な手法を応用し，経済危機前後の特徴を明らかにする．
8）レプリカ対称性の破れに関する厳密な理論を作る．
9）磁気秩序を有する強誘電体の相転移に関する物性評価：強誘電相転移や磁気相転移のメカニズムを明らかにす
るために，主にハロゲン化物三角格子物質の誘電測定および磁気測定を行う．
＜化学＞
森口武史：無機物質（ヒドロキシアパタイト，シリカゲル）を利用した水処理剤の開発
土田敦子：量子化学計算による金属触媒反応追跡と分子設計
＜生物学＞
生物学では，
各教員が独自にテーマを設定しながら，共同研究も行っている．これにより生物学の広い領域をカバー
することができている．以下，教員個々について記載する．
＜人文＞
A 英語
英語教室の専任は，今年度より 4 人となり , 人的にかなり改善された．4 人の専門が異なるので , 統一した研究テー
マの設定はむずかしいが , 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 の推進に
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関してはコンセンサスを得て進めていきたいと考えている．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．
B 教育
専門職の学びを理解し，専門職を育成する教育とは，そしてその方法はどのようなものが適切なのかを明らかにす
ることを目的とし，平成 25 年度は，専門職に関する養成制度の理解を目標とした．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
＜物理学＞
1）膜宇宙の理論：赤間啓一（埼玉医大）
，服部孝（神奈川歯科大）
2）複合模型：赤間啓一（埼玉医大）
3）科学伝達の研究：赤間啓一，赤羽

明，勝浦一雄，向田寿光（埼玉医大），服部孝（神奈川歯科大）

4）超伝導体の電気抵抗測定の研究：赤羽

明（埼玉医大）

5）明治期における物理学受容過程：玉置豊美（株式会社 数理設計研究所），赤羽
俊治（群馬大名誉教授）
，所澤

浩，滝澤

潤（群馬大教育学部）

6）6 角格子ランダムイジング模型の研究：鈴木
7）経済物理学：鈴木

明（埼玉医大），高橋

正（埼玉医大），森田悟史（東京大学物性研究所）

正（埼玉医大）
，井上純一（北海道大学情報科学研究科），伊吹勇郎（NTT Docomo），日向

野隼輔（北海道警）
，Anirban Charaborti（Ecole Centrale Paris）
8）レプリカ対称性の破れ：向田寿光，鈴木

正（埼玉医大）

9）磁気秩序を有する強誘電体：西脇洋一（埼玉医大）
＜化学＞
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
土田敦子：中央大学（石井研究室）および立教大学（Horn 研究室）との共同研究
＜生物学＞
1）山崎芳仁：脊椎動物の神経解剖学．
2）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）大間陽子：分子生物学および生化学
3-3．研究内容と達成度
＜物理学＞
1）膜宇宙の理論：膜宇宙上の重力を膜宇宙の量子効果として導く．高次元時空も曲がっている場合の詳細な表式
を導き，宇宙項問題などを検討した．
2）複合模型：複合 gauge 理論における漸近自由性と複合性の相補性を適用すると gluon は非複合，弱電理論の整
合性を考慮すると，quark, lepton, weak boson, 光子 , Higgs boson が複合粒子とすることが適切であることが判
明し，模型を構築し，検討した．
3）科学伝達の研究：当グループが開発してきた電子画面の文法など，言語としての基礎理論を検討した．
4）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．
5）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．
6）層状な乱れの入った 6 角格子ランダムイジング模型を解析的に調べ，相転移温度を決定する方程式を導いた．
また，この模型で現れるグリフィス特異性に関して，局所線形，非線形帯磁率にどのような異常が現れるか明ら
かにした．
7）株式市場の動きを相関係数と多次元尺度構成法により 2 次元的に視覚化し，2011 年の東北大震災前後に相関
が急激に強まったことを明らかにした．また，イジングスピンを用いた市場の模型によって市場の動きを予測す
る手法を考案し，それを現実のデータにより検証した．
8）レプリカ対称性の破れは，激しい乱れが存在する系で起こるとされる統計力学における概念の一つである．し
かし，
その理論的根拠にはレプリカトリックと呼ばれる，ある仮説が用いられている．我々はランダムエネルギー
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模型という一つの理論模型に対して，レプリカトリックを使わないやり方でレプリカ対称性の破れが起こること
を示した．
9）TlCoCl3 の強磁場磁化過程測定を行い，その結果を 1 次元擬イジングスピン系の磁場による磁気相転移モデル
を用いて説明した．また，RbCoBr3 の熱膨張および誘電測定を行い，低温領域における構造相転移に伴う各種
物性を評価した．
＜化学＞
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%．
土田敦子：
（1）第 8 族遷移金属錯体による C-C 結合生成・解離機構の構築（中央大学・石井研究室との研究）. 達
成度 90 %,（2）CO2 を捕捉するニッケル多核錯体の自己組織化の機構解明（立教大学・Horn 研究室との共同研
究）70 %
＜生物学＞
1）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．GFAP 様遺伝子の全配列を得るために，RACE 法を用い
た実験を継続している．また，遺伝情報より推側されるアミノ酸配列の情報をもとに抗体を作成した．
2）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探索を進めている．平成 22 年から
クラゲ筋組織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，生物学科および，山
形県，鶴岡市立加茂水族館との共同研究である．
3）大間陽子：ヒトのゲノム中（翻訳領域および非翻訳領域）に存在する繰り返し配列について，研究を行っている．
具体的には，特徴的な繰り返し配列に由来する RNA およびタンパク質の生理機能の解明，および一部の繰り返
し配列の伸長による遺伝性疾患の分子機構の解明を目指している．
＜人文＞
英語
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
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．藤森は，第二言語習得研究から得られる知見を日本における外国語としての
英語教育という文脈に応用する研究を行っており，様々な学習条件下での学習者の英語 4 技能の向上とその測定方
法を追究している．また教育心理学的視点から , 思考の手段でありコミュニケーションの手段である言語能力（日本
語及び英語）の育成について関心を持っており , 言語のしくみに対する気づき（特に , 言語の統語的な側面に注目し
たメタ文法能力の育成）についての研究や，国語科と英語科連携による言語教育に関するプロジェクトなどに参画し
ている．また，自律的な学習者の育成に関して，自己の学習のモニタリングと目標設定 , 及び自らの学習方略を統制
する自己調整学習に注目し，そこに他者との協働学習がどのように関与しているかについて追究している．小島は，
shadowing などの指導技能の研究と生成文法（generative grammar）という言語学を探求し，日本人英語学習者の発
話の誤りを言語学的に分析している．
教育
様々な専門職の資格および養成制度について，網羅的に調査し，比較を行った．また，専門職教育の手法として，
Inter Professional Education（IPE）という方法論の研究と実践を行った．具体的には，医師，企業での勤務者，心
理学者等と IPE 研究会を月 1 回程度開催し，それぞれの専門職の意識の異同等についての検討を行っている．また，
英国医学教育学会が医学教育学のテキストとして初めて出版した "Understanding Medical Education" の翻訳作業に
携わった（未発行）
．
同時に，教育政策への市民参加の研究として，平成 24 年度は，教育政策一般および学校運営への市民参加の事例
の収集と分析を行った．市民参加の制度を実質的に具体化するものである話し合いについて，人的要因，環境的要因，
制度的要因に分けて分析し，市民参加がどのような段階にあるのかを検討した．これは，教育に限らず，医療や福祉
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といった，市民の生活に直結し，様々な利害関係者や専門家が関係する政策形成について，どうすれば関係者が自律
性を持ち，協同することができるのかについての参考にもなると考える．
3-4．自己評価と次年度計画
研究に関しては，あくまで個人を単位とした自由な活動が基本であるべきと考えられる．その中で専門性を活かし
た有機的な連携が生まれればそれは一層望ましいであろう．グループによっては教員間での共同研究が進行し，成果
を上げているようである．
そのためにも教養教育セミナーは互いの研究活動を理解する上で多いに役立ったと言える．
次年度も教育活動との両立を図りながら，さらに研究を維持したい．
＜物理学＞
1）膜宇宙の理論：成果を論文として発表し，日本物理学会で発表した．
2）複合模型：成果を日本物理学会で発表した．次年度は粒子に限らず，広く複合系の情報集積の問題を検討する．
3）成果を日本物理学会，CBI 研究会で発表し，討論した．
4）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．
5）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．
6）
層状な乱れのある 6 角格子ランダムイジング模型の相図については 2013 年度の研究により多くのことがわかっ
た．ただし，絶対零度における相図については厳密に求まる可能性があり，次年度の課題である．また，グリフィ
ス特異性が物理量にどのように現れるかを次年度にかけてさらに調べる必要がある．
7）我々が提案する統計力学的な手法が株式市場の分析にある程度有効であることが明らかとなった．今後は手法
の数理的な基礎を確かにすること，およびより定量性を持った手法として洗練化して経済の専門家に納得させる
ことが重要となる．
8）2013 年度の研究によりレプリカ対称性の破れの一側面が正確に明らかになった．これはランダム系の統計力
学において大きな進歩と考えられるが，まだ我々の示したことの物理的意味にはっきりしない点が残っている．
それを解決することが今後の課題である．
9）三角格子ハロゲン化物質の誘電性および磁性を明らかにした．次年度は，これらの複合現象に関する測定およ
び理論モデルとの比較を行う．
＜化学＞
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 .
土田敦子 : 研究内容は収束に向かっている . 次年度は新たな課題に挑戦したい .
＜生物学＞
山崎と川村は平成 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，継続したテーマで研究を続けている．今年度着任した大間陽子は実験環境の整備に時間が取られ，研究は当初の
計画より遅れがちであったが，次年度は，今年度整備した環境の中で，より効率的に研究を進めたいと考えている．
＜人文＞
英語
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．
藤森は , 高等教育機関における初年時教育の重要性が注目されている中 , 思考力及びコミュニケーション能力の基
盤をなしている言語能力の育成における英語担当教員の担うべき責任と役割について考え , Reading 及び Academic
writing の授業において言語教育実践に携わった．今後の課題としては , 医学専門科目と連携した英語教育カリキュ
ラムの開発であり，特に 2 年次以上の英語カリキュラムについて考えることが課題である．小島は ,CLIL や医療系学
生が必要とする医療用語などに興味を持ち , 国際交流事業にも協力し , 学生の支援をし , 熱心に取り組んだ．
教育
専門職教育についての基礎的な理解が進められた．次年度以降は，特に医学教育という医師養成の制度や方法の調
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査を進め，米岡の専門分野である教育分野における専門職，つまり教員養成との比較検討を行い，医学教育の特徴や
方法に関する研究を進めていきたい．
市民参加の研究については，市民参加に関する文献の検討および事例の収集を行い，一定の研究の基礎が形成でき
た．今後は社会教育に関する市民参加の事例を収集・分析し，3 つの事例の比較検討を行う．

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
＜物理学＞
埼玉医科大学雑誌編集委員（赤間啓一）
Progress of Theoretical and Experimental Physics の論文査読（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委員，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）
Solid State Communications（Elsevier）の論文査読（鈴木正）
Scientiﬁc Reports（Nature Publishing Group）の論文査読（鈴木正）
日本計算工学会論文集の論文査読（鈴木正）
＜化学＞
森口武史：Phosphorus Letter（日本無機リン化学会）編集委員．J. Hazardous Mater.（Elsevier）2 件 , J. Colloid
Interface Sci.（Elsevier）2 件を査読 .
土田敦子 : 化学と教育（日本化学会）編集委員 .
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
＜物理学＞
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）
日本物理学会代議員（鈴木正）
日本物理教育学会評議員（勝浦一雄）
＜化学＞
それぞれの構成員が，
学内における医学教育及び医学研究に関する各種委員会委員として出席し，またユニットディ
レクターとしてユニットの運営に携わった．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
＜物理学＞
① 原 著

Keiichi Akama and Takashi Hattori, Dynamical Foundations of the Brane Induced Gravity, Class.Quant.

Grav. 30, 査読有 （2013）,
,
205002.
②学会発表

赤間啓一 , weak boson, Higgs boson の複合模型 , 日本物理学会 2013 年秋季大会 , 2013 年 9 月 23 日 ,

高知大学 .
③学会発表

赤間啓一，赤羽明，勝浦一雄，向田寿光，服部孝 , 電子画面の文法と科学研究・教育・学習への応用 ,

日本物理学会 2013 年秋季大会 , 2013 年 9 月 25 日 , 徳島大学 .
④原著

T. Ibuki, S. Higano, S. Suzuki, J. Inoue and A. Chakraborti, Statistical inference of co-movements of stocks

during a ﬁnancial crisis, J. Phys.: Conf. Ser. 473 012008（2013）（16 ページ , 査読有り）
⑤学会発表

Sei Suzuki, Random Ising Model on the Hexagonal Lattice: an Analytic Study, ポ ス タ ー 発 表 , XXV

IUPAP International Conference on Statistical Physics, July 22-26, 2013（ 発 表 は 22 日 ）, Seoul National
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University, Seoul Korea
⑥学会発表

鈴木正，層状の乱れのある 2 次元イジング模型のグリフィス特異性，日本物理学会第 69 回年次大会，

2014 年 3 月 28 日，東海大学
⑦原著

Y. Nishiwaki, M. Tokunaga, N. Todoroki, and T. Kato, High-Field Magnetization of Quasi-One-Dimensional

Ising-Like Antiferromagnet TlCoCl3 , J. Phys. Soc. Jpn. 82（2013）104717. 査読有
⑧原著

Y. Nishiwaki, T. Yamaguchi, M. Takashige, T. Kato, T. Mitsui, and K. Iio , Thermal Expansion and Dielectric

Properties of Triangular Lattice Antiferromagnet RbCoBr3 , J. Phys. Soc. Jpn. 82（2013）074701. 査読有
⑨ 学 会 発 表

Akira Akabane, Hiroshi Takahashi1, Jun Shozawa and Toyomi Tamaki, Learn from the history:

Lessons from old Japanese physics experimental textbooks published during 1880s
ICPE-EPEC 2013,The International Conference on Physics Education,August 5-9, 2013,Prague, Czech Republic
⑩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・理解度調査の分析結果 , 第 45 回日本医学教育学会 , 2013 年 7 月 26 日 , 千葉大学 .
【総数：論文 4 件，学会発表 9 件】
＜化学＞
① Takeshi Moriguchi, Yasushi Sakamoto, Souhei Nakagawa. Heterogeneous photo-Fenton reaction of a herbicide
atrazine by using Fe（III）-treated hydroxyapatites. Phosphorus Research Bulletin, vol.28, p.10-23（2013）
②森口武史，中川草平．腐植物質で活性化した鉄処理型ヒドロキシアパタイトを触媒とした低反応性物質の光フェ
ントン反応．第 23 回無機リン化学討論会．平成 25 年 9 月 19-20 日，松江．
③森口武史，中川草平．腐植物質吸着による不均一系光フェントン反応触媒の活性化．第 29 回日本腐植物質学会
講演会 . 平成 25 年 11 月 21-22 日 , 佐賀
④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て用いたメチルオレンジの光フェントン反応．
日本化学会第 94 春季年会．平成 26 年 3 月 27-30 日，名古屋
【総数：論文 1 件 , 学会発表 3 件】
⑤ Y. Ikeda, Y. Mutoh, K. Imai, N. Tsuchida, K. Takano, Y. Ishii, Reactivities of Indenylruthenium Complex
toward Internal Alkynes: Formation of Disubstituted Vinylidene Complexes and Indenyl-Alkyne Coupling,
Organometallics, 32, 4353-4358（2013）
⑥ Y. Ikeda, K.Takano, M.Waragai, S. Kodama, N. Tsuchida, K.Takano, Y. Ishii, Reversibility of 1,4-Metal Migration in
Cp*Rh（III）and Cp*Ir（III）Complexes, Organometallics, 33, 2142-2145（2014）
⑦土田，石川，Horn，宮本，鷹野，DFT Study on Synthesis Pathway of Halide Bridged Ni Trinuclear Complexes
from Ni（tmen）X2（X = F, Cl, and Br）, 第 63 回錯体化学討論会 , 那覇 , 2013 年 11 月
【総数 : 論文 2 件 , 学会発表 1 件】
＜生物学＞
論文
① Oana K, Oma Y, Suo S, Takahashi MP, Nishino I, Takeda S, Ishiura S.
（2013）Manumycin A corrects aberrant splicing of Clcn1 in myotonic dystrophy
type1（DM1）mice. Scientiﬁc Reports, 3:2142. doi: 10.1038/srep02142.
②川村勇樹 , 辻美隆 , 高平修二 , 岸田全人 , 中村一郎 , 有田和恵 , 大西京子 , 山田泰子 , 森茂久 , 荒木信夫 .

研修医，

医学部 5 年生をインストラクターとした医学部 1 年生に対するＢＬＳ演習，医学教育 . 2013: 44 suppl. : 154
学会発表
③川村勇樹 , 山崎芳仁 . アカハライモリ脳で発現している GFAP 様遺伝子の配列，日本動物学会第 84 回大会 ,2013
年 9 月 , 岡山
④川村勇樹，
辻美隆，
山田泰子，
森茂久，
荒木信夫．埼玉医科大学医学部における BLS 演習の現状．第 1 回日本シミュ
レーション医療教育学会学術大会 , 2013 年 7 月，新潟
⑤川村勇樹 , 辻美隆 , 高平修二 , 岸田全人 , 中村一郎 , 有田和恵 , 大西京子 , 山田泰子 , 森茂久 , 荒木信夫 .

研修医，

医学部 5 年生をインストラクターとした医学部 1 年生に対するＢＬＳ演習，第 45 回日本医学教育学会大会，
2013 年 7 月，千葉
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

と構成タンパク質の比較検討．日本動物学会第 84 回大会 ,2013 年 9 月 , 岡山
⑦中村洋輔，川村勇樹，奥泉和也，半澤直人，中内祐二．日本産ミズクラゲ遊泳筋細胞の超微細構造と Ca2 ＋感受性．
日本動物学会第 84 回大会 ,2013 年 9 月 , 岡山
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⑧有田和恵 , 森茂久 , 有田彰 , 大西京子 , 川村勇樹 , 柴崎智美 , 山田泰子 , 辻美隆 , 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でのフィードバックの分析．第
45 回日本医学教育学会大会，2013 年 7 月，千葉
⑨森

茂久 , 有田和恵 , 大西京子 , 山田泰子 , 柴崎智美 , 川村勇樹 , 辻美隆 , 渡辺修一 , 間嶋満 , 武藤光代 , 斎藤栄子 ,

藤山トキ ,

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 4 報．

第 45 回日本医学教育学会大会，2013 年 7 月，千葉
【総数：論文

2 件，学会発表

7 件】

＜人文＞
①笹島茂 .「特集 CLIL（クリル）内容言語統合型学習 ?「英語で学ぶ」授業の可能性」（共著）.『英語教育』6 月号
第 62 巻

第 3 号 . 9-37. 2013.

② Godfrey, C. Readdressing EFL Approaches: CLIL Curriculum in a Japanese Medical University Context. The Asian
EFL Journal. Vol. 15, Issue 4, 365-371. 2013
③藤森千尋 . 「ディベート対話構造における英語産出の特徴」『大学英語教育学会誌

JACET Journal , 56』 2013

年（pp. 73-86）
④藤森千尋 .「英語授業の対話場面における修正発話に関する検討」
『東京大学大学院教育学研究科紀要

第 52 巻』

2013 年（pp. 455-466）
⑤藤森千尋 .「ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）を日本の英語教育に応用した研究の動向：視点別メタ考察」
『自
律した学習者を育てる英語教育の探求

小中高大を接続することばの教育として』No. 80

2013 年 （pp.7-22）

中央教育研究所
⑥ Sasajima, Shigeru. What can help change mindsets in the CLIL classroom? CLIL 2013, Ustron, Poland. 2013.
⑦ Godfrey, Chad. Cultural Awareness: CLIL in a Japanese Medical University Context. CLIL Conference on
Modernizing Educational Practice Perspectives in CLIL 2013. Ustron, Poland. 2013.
⑧小島さつき . How to do "shadowing" in your classroom? JACET 英語教育セミナーと教材展示−英語教材と指導
法の今 . 2013.
⑨米岡裕美「日本における専門職養成制度の現状と課題―専門職連携教育
.
（IPE）に着目して―」．関西教育行政学会．
2013
⑩ダイアン・ラビッチ著／本図愛実監訳 .『偉大なるアメリカ公立学校の死と生』（協同出版）．2013.（「第 10 章
億万長者の慈善活動同好会」
）
【総数 : 論文 5 件 , 学会発表 6 件 , 著書 0 件 , 翻訳 1 件】
6-2．獲得研究費
＜物理学＞
1）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）），「巨大誘電率を有する強誘電体の創製」
，課

題番号 24740208，西脇洋一（研究代表者）50 万円
2）文部科学省科学研究費補助金基盤研究 B，
「手作り実験具を基盤にした群馬県師範学校の科学教育が今日の理科
教育に示唆するもの」課題番号 25282043，赤羽明（研究代表者）170 万円
＜生物学＞
1）平成 25 〜 26 年度

文部科学省科学研究費補助金（若手研究 B）4,160 千円

研究代表者：大間陽子
研究課題：ポリアラニン伸長疾患の分子機構の解明
＜人文＞
笹島茂，文部科学省科学研究費補助金研究・挑戦的萌芽研究 「複雑性理論にもとづいた外国語（英語）教師の認
知の質と特徴に関する探索的研究」
（課題番号 25580137）（研究代表者）平成 25-26 年．80 万円 .
米岡裕美，文部科学省科学研究費補助金

研究活動スタート支援 「教育政策形成への市民参加に関する方法論的

研究」
（課題番号 25885066）
（研究代表者）平成 25-26 年．30 万円．
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
＜物理学＞
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 9 回のセミナーを開催した．
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3）物理学教室で 5 回のセミナーを開催した．
4）鈴木が世話人の 1 人となり，2013 年 9 月 28 日，29 日にホテル四季の里（徳島県）において物性理論研究会
を開催した．

7．自己点検・評価
＜物理学＞
教育に携わる業務が増える中，
研究時間を確保することが難しくなりつつある．2013 年度は，このような状況でも，
教育をおろそかにせず研究成果を着実に積みあげていけたと思われる．次年度以降も引き続き，精力的に研究を続け
ていく．
＜化学＞
森口武史：教育面では，講義中はパソコン等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 3 件 , 学術論文 1
報という形で残すことができた．
土田敦子：教育面（医学の化学 2）では , 教科書に記載されていない基礎的項目について資料を追加作成し講義した .
講義後に授業内容についてアンケートをとり , 次回講義の開始時にアンケートに基づいて復習時間をもうけることで ,
学生へのフィードバックが講義期間内にできたと考える . 研究面では , 学術論文および学会発表で研究成果を報告で
きた .
＜生物学＞
生物学は主に 1 年生を対象として，授業および様々な学習・生活支援を担当しており，学生の成長を促している
と自己評価している．また，研究環境は厳しいが研究面でも一層努力をしていきたい．
＜人文＞
英語
今年度はスタッフも増え , 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，多くの点で充実した．英語は演習であるので，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た．しかし，教室及び機器整備に関しては依然として改善されない．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．そのためには，学習環境の改善は急務である．
サブユニットによっては ,PC を活用し，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
指導法の発展に向けて努力する．
教育
今年度は人文（教育）のスタッフが設置された初年度であったため，人文（教育）としての教育は行うことができ
なかったが，臨床入門等主に施設への実習および IPE に携わり，体験を通じた学びの促進について，他の教員と協力
して行った．
今後は，人文（教育）の専門性を生かし，学生がより学びを深め，自発性や自律性を高めることのできるような教
育方法の導入や実習からの学びの定着を図るような事前事後の指導の充実に努力する．
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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：指導教員（大学院）：発生生物学：博士
栗﨑知浩（KURISAKI，Tomohiro）
：講師：教育員，研究員：指導教員（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）
大学院生：高橋知子（TAKAHASHI, Tomoko）
客員教授：松村讓兒（MATSUMURA，George）
非常勤講師：佐藤智美（SATO，Tomomi）
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・選択必
修）
，および 6 年生の講義を担当した．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．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栗崎，
藤田，
髙野が務めた．本コースの一般目標は，
「人体の構造と機能を理解する上で基幹となる概念を理解する」，「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 3 点である．特に体験学習として「演習（測定・可視化）」の 30 時間のほか，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を実施した．「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」を担当した．「良医への道 1」コース
では，医学概論，臨床推論，選択必修の各ユニットを担当した．
この年度から 2 年生の「人体の構造と機能 2」は，
「エネルギー系」，
「調節系」，
「情報系」，
「構造系実習」，
「機能系実習」
の 5 ユニットに再編された．その中で
「構造系実習」と「調節系」のユニットディレクターを永島が務めた．各教員が
「エ
ネルギー系」
，
「調節系」
，
「情報系」
，
「構造系実習」の講義・演習・実習を担当した．
1・2 年生の「臨床推論」では，
「人体の構造と機能」で複数のユニットに関わる臨床症例について，小グループ学
習（small group discussion）とチーム基盤学習（team-based learning）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「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
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用実験医学特別講義」の授業を担当した．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
新たなカリキュラムについては円滑に導入することができ，実施の上で大きなトラブルはなかった．教育成果と問
題点について担当者間で相互評価しつつ，今後ブラッシュアップを図る予定である．
教育用研究用遺体収集：平成 25 年度収集遺体数 61 体（通算収集遺体数 1,971 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 24 体．埼玉医科大学篤志献体登録者（平成 26 年 3 月末の登録者総数 2,731 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
2 年生の「人体の構造と機能 2」コースの再編に伴い，
「調節系」ユニットの講義・演習・実習の内容を企画・実施した．
「エネルギー系」と「情報系」についても，
新たな授業を担当した．「臨床推論」では発生異常のテーマの演習を作成・
担当した．
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：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
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「微分干渉Ｘ線撮影法による関節の軟
部組織の描出」について日本解剖学会の英文誌に公表することができた（永島）．発生・細胞生物学では，遺伝子改
変動物の細胞構造や機能発現の変化（駒﨑）
，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）
，
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．

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
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○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，青地）
○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
① Nagashima M, Tanaka J, Kiyohara J, Makifuchi C, Kido K, Momose A. Application of X-ray grating interferometry
for the imaging of joint structures. Anat Sci Int. 2014. 89: 95-100.
② Zhou X, Lin P, Yamazaki D, Park K-H, Komazaki S, Chen W, Takeshima H, Ma J. Trimeric Intracellular Cation
Channels and arcoplasmic/Endoplasmic Reticulum Calcium Homeostasis. Circulation Res. 2014. 114, 706-716.
③ Akita M, Tanaka K, Murai N, Matsumoto S, Fujita K, Takaki T, Nishiyama H. Detection of CD133（prominin-1）in
a human hepatoblastoma cell line（HuH-6 clone 5）. Microsc Res Tech. 2013. 76: 844-852.
④ Fujimaki-Aoba, K., Tanaka, K., Inomata, R., Jensik, PJ., Takada, M. "a-ENaC in bullfrog embryo: expression in
cement gland, gills, and skin" Cell and Tissue Res., 2014; 355: 103-109.
⑤駒﨑伸二 , 亀澤一 , 猪股玲子（分担執筆）" 連続切片を用いた胚や組織の立体構築法 "，3D で探る生命の形と機能，
NPO 法人綜合画像研究支援（編）
，朝倉書店 . 2013. 33-46
⑥永島雅文 , 藤田恵子 臨床解剖学の情報発信 ―研究論文と学位審査の動向― 臨床解剖研究会記録 2014. 14:
30-31.
⑦栗﨑知浩 , 青地英和 , 高野和敬 , 永島雅文 全内臓逆位の 1 例 臨床解剖研究会記録 2014. 14: 24-25.
⑧藤田恵子，松本幸子，藤田一正，田中嘉代子，穐田真澄，永島雅文．がん幹細胞マーカー CD133 陽性細胞から
の腫瘍血管新生の可能性．第 119 回 日本解剖学会総会・全国学術集会．2014 年 3 月．栃木県下野市．
⑨高野和敬 , 小畑秀一 , 増本美香 , 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骨格．第 119
回 日本解剖学会総会・全国学術集会．2014 年 3 月．栃木県下野市．
⑩ Matsumoto H, Nagashima M. Transition of the role of netrin-1 in cerebral cortical neurons during development.
The 2013 Annual Meeting of the American Society for Cell Biology. 2013.12. New Orleans, Louisiana, USA
【総数：論文 11 件，学会発表 15 件，著書 1 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
1．駒﨑伸二（代表）, 共同研究者：亀澤一・猪股玲子：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）
）
；
「亜鉛イオンによる神経管閉鎖障害の発症メカニズムの解析」課題番号 25461653，
273 万円
2．駒﨑伸二（代表）, 共同研究者：亀澤一・猪股玲子 ：医学教育振興財団；「経済的なバーチャルスライドシステ
ムの開発とその解剖学教育への利用」47 万 5 千円
3．Ma, J.（ 代 表 ）, 共 同 研 究 者： 駒 﨑 伸 二

他 多 数： NIH Grant No.1R01AG028856-01A2）；「TRIC, a novel

modulation of intracellular Ca homeostasis」150 万円 （分配金）
4．藤田恵子（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））；「肝芽腫
幹細胞による腫瘍血管の構築機構」課題番号 25462779，208 万円
5．髙野和敬（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, 117 万円．
6．栗﨑 知浩（分担）
，佐藤智美（代表）
：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
7．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 23590225，65
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．
教育活動では 2 年生の
「人体の構造と機能 2」
コースに大きな変更があり，構造系実習と機能系実習を除く 14 ユニッ
トの学習内容を「エネルギー系」
「調節系」
「情報系」の 3 ユニットに再編した．各ユニットで講義の時間数を圧縮し，
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組織学実習の時間数を確保しつつ，演習形式の授業（ケーススタディーを中心とする小グループ学習と総合討論）を
開始した．能動的学習の促進支援を意図したカリキュラムであり，企画の段階から学習内容の策定を通じて，解剖学，
生理学，生化学の教員の間で連携が深まった実感がある．個別の事実とその解釈にとどまらず，推論や判断に至る思
考過程を訓練することで，学生自身が知識と経験を統合することを期待している．
1 年生の「医学概論」ユニットでキャリアデザイン演習を開始した．6 名ほどの学生グループが医師にインタビュー
して，話の内容を発表討論する形式で，7 時限の授業を行った．インタビューには大学病院に勤務する医師を中心と
して 20 名の教員が応じ，発表会では率直な会話の内容が紹介され，素直な感想が述べられた．現場の医師の姿に触
れることで，多くの学生にとって自分自身のキャリアを考える契機となったことと思う．
自らの将来像を模索することは単なる選択の問題ではなく，憧れや理想に想いを馳せる余裕を必要とする．卒前教
育が過密になりつつある現状で，直近の行動目標をクリアすることに満足せず，長い目で自信と教養を培う環境を作
りたいと願う．
研究活動では，教員独自のテーマのほか，いくつかの共同研究を展開している．今後も解剖学の教育研究資源を活
用して，臨床医学との共同研究を発展させることが望まれる．卒前教育のみならず，大学院教育を含め，卒後研修医
や指導医に対しても生涯学習を支援することが重要と考える．（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：研究主任：代表指導教員（大学院）
：視覚神経生理学：
博士
池田正明（IKEDA, Masaaki）
：教授：研究主任（4 月 30 日迄）
：指導教員（大学院）
：生体リズムの分子生物学：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 （1 月よ
り教養教育准教授 , 兼担）
伊丹千晶（ITAMI, Chiaki）
：講師：教育員：研究員；指導教員（大学院）：神経生理学：博士
中尾啓子（NAKAO, Keiko）
：講師：教育員：研究員：指導教員（大学院）：神経発生生物学・再生医学：博士
田丸文信（TAMALU, Fuminobu）
：助教：教育員：研究員：博士
菅

理江（SUGE, Rie）
：助教：教育員：研究員：学位論文審査教員（大学院）：博士

金子優子（KANEKO, Yuko）
：助教：教育員：研究員：学位論文審査教員（大学院）：博士
熊谷

恵（KUMAGAI, Megumi）
：助手

藤牧 - 青葉香代（FUJIMAKI-AOBA, Kayo）
：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（12 月より情報技術支援推進センター教授 , 兼担）
山田雅弘（YAMADA, Masahiro）
：客員教授
山岡貞夫（YAMAOKA, Sadao）
：非常勤講師
吉村和法（YOSHIMURA, Kazunori）
：非常勤講師
渡辺

守（WATANABE, Mamoru）: 非常勤講師

福田公子（FUKUTA, Kimiko）: 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
岡野栄之（OKANO, Hideyuki）: 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
小川哲郎（OGAWA, Tetsuo）: 非常勤講師
高田眞理（TAKADA, Makoto）
：非常勤講師
原朱美（HARA, Akemi）: 非常勤講師
長根光男（NAGANE, Mitsuo）
：特別協力研究員
安達直樹（ADACHI, Naoki）
：特別協力研究員
小泉恵太（Keita, Koizumi）
：特別協力研究員

2．教育
2-1．目的･目標
【卒前教育】
人体の構造と機能２コースの機能系の内容をおもに担当している．機能系の内容は生理学であり，学習すべき点は，
各臓器・機能系の機能の各論のみならず，機能の「調節」の土台である「統合」が大切である．統合は，臓器相互，
内分泌系・神経系によるものが大切である．
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また，学習は，暗記のみではなく，物理学，化学，細胞生物学，生化学，分子生物学，遺伝学の基礎の上に臓器別
の多面的機能を統合的に理解することが求められる．さらに，機能・調節の異常としての「病態生理学」という統合
も大切である．このような「統合」を学生自身が築けるような講義，演習，実習を目標とした．
【大学院教育】
講義においては，研究における論理，実験の計画・手技の実際が分かり，興味が一層湧くようになることを目標と
した．
実際の研究指導においては，大学院教育の目標は『自ら問題を発掘し・解決できる能力の育成』であることから，
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．エネルギー系（渡辺，坂本，中平，青葉）,
調節系（中平，伊丹）, 情報系（渡辺，池田，中平，伊丹，青葉）．機能系実習（渡辺）は以下の６項目について，1 グルー
プ約 20 名でおこなった．1）内分泌（ラットの性周期・妊娠反応・低血糖性痙攣）（菅，青葉），2）消化器（腸管運動，
糖質の消化）
（坂本）
，3）腎・泌尿器（糸球体濾過量の測定及び体液量，血漿浸透圧，酸塩基の調節機構）（伊丹）
，4）
神経（神経の興奮伝導）
（椎橋，中平）
，5）骨格筋（骨格筋の収縮 , 筋電図）（椎橋，中平，田丸，金子）6）心電図（心
臓の電気的興奮，心電図）
（田丸，金子）
．実習終了後レポートの提出を求め，採点・添削後，返却した．
以上の他に，1 年生では，人体の科学入門１（中平，椎橋，田丸，菅，金子，青葉，熊谷），人体の科学入門２（医
学セミナー）
（渡辺，中平，伊丹，田丸，菅）
，細胞生物学 1（渡辺，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，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，服部），良医への道 2 コース・臨床推論（渡
辺，中平，伊丹）
，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，音楽と映画と最新科学を楽しむための英語：中尾）を担当した．3 年生では良医への道 3 コー
ス・臨床推論（渡辺）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（１年生１名，３年生２名，５年生１名）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 遺伝子の発現をルシフェラーゼ活性（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．さらに『体内時計のリズムを強化する因子を探す』という通年プログラ
ムを実施し医学部学生４名が参加した．学生は交替で培養細胞を維持しながら，時計遺伝子の発現をリアルタイムで
計測出来る装置を使った解析，ルシフェラーゼアッセイによるプロモーター活性測定法など，研究室で行っている研
究法を習得した．
中尾は，
｢『最新の医学研究』に参加しながら，同時に『科学英語力』も鍛える！ ｣ と言う課外プログラムを実施し，
３年生から６年生の学生に最近の科学・医学研究の発展を英語のサイエンスニュースをフォローしながら学びつつ，
学生どうして discussion や発表会を行うことで英語でのコミュニケーション能力を高めると同時に論理的な問題解
決思考の養成に務めた．また，生理学神経科学グループにおいて他教室他大学と共同研究を行っている種々の疾患モ
デルを用いた最新医学の研究プロジェクトにも加わってもらった．参加学生の 1 人は，埼玉医科大学病院に患者さ
んが来院した稀少疾患眼咽頭筋ジストロフィー（OPMD）の疾患モデルを高効率の電気穿孔法で作成し疾患の原因を
解析する研究を行い，その結果を日本分子生物学会，及び第 11 回

RCGM フロンティア国際シンポジウムでポスター

発表を行った．こうした経験を通して，医学部学生に研究マインドを養成し，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．
【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）実用実験医学特別講義（坂本），研究方法特論（坂本），大学院医学研究科大学院生指導（池田）
，
卒後教育委員会後援学術集会として内匠透チームリーダー（理化学研究所脳科学総合研究センター）の大学院講義を
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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），増渕
悟准教授（北海道大学大医学研究科連携研究センター未来創薬・医療イノベーション拠点形成）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），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），日本医療科学大学保健医療学部（生理学実習：田丸，金子）
【大学院教育】
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）
，北里大学（北里医学会招待学術講演会：池田）
2-3．達成度
【卒前教育】
目標に向かって進んだが，意欲の高い学生達の意欲・好奇心を一層刺激することと，受動的な学生の意欲を刺激す
ること，については今後の課題である．
（以下，神経科学グループ）
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．また，講義の最後の時間に新たに学生発表会を設定している．これは，発表用のスライド資料
の作成をテーマ毎にレポートとしてまとめる提出課題を実施しているが，これを補完するためである．学生は，実際
に発表を行うことによって，テーマの選定から内容の吟味，全体の構成などをグループ内での検討するプロセスを通
じて，さらに，発表会において聴講者の質疑応答を実際に受けることを通じて，テーマについて理解を深めるプロセ
スを実践すること目指している．
選択必修の ｢ 音楽と映画と最新科学を楽しむための英語 ｣ では，従来までの勉強としての英語ではなく，使うため
の英語を楽しく学んでもらうことを目標にしたが，実際，学生からの講義後アンケートでわかったことであるが，生
きた英語を学び，しかも，それ自体非常に楽しく感じられ，今後もより一層英語に接したいと英語に対する意欲をか
き立てられたと言うことであるので概ね成功したと言えるのではないか．
課外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・体験あるいは実際にプロジェクトを担当するこ
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】
講義において，学生の意欲・好奇心をもっと刺激することが今後の課題と言える．
（以下，神経科学グループ）
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．泌尿器腫瘍科の大学院生（岡部尚志）は生理学（泌尿器腫瘍科との
共同研究テーマ）で実施した研究成果により博士号を取得し，直ちにスイス・フリブール大学（Fribourg）,Prof. Urs
Albrecht の研究室に留学した．
2-4．自己評価と次年度計画
【卒前教育】
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・改編が行われた．一層の改善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．
全体として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，また，課外学習プログラムの学生受入れにおいても，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
（以下神経科学グループ）
細胞生物２では，最終日に学生発表の時間を取り入れ，課題として行っている発表を想定したレポートに関して，
１時間という制約のため一部の学生だけではあるが，実際に発表をする機会を設けることができた．発表会を設定す
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ることによって，学生はテーマに対して発表を聞く側の視点で，発表内容を吟味することの重要性を学ぶ事が出来る
ようになったと考えている．ただ，発表時間が限られており，発表会の時間を拡大できるように関係者に働きかけて
行く予定である．
科学英語は，さらに 1，2 学期の２枠へと拡大し，かつ，アメリカから医学部の教授夫妻を招き講義をしてもらう
ことで，さらに実践的な英語に接してもらう予定である．
【大学院教育】
ある程目標は達成されたが，一層の充実を図り研究の発展につなげたい．

３．研究
研究の項目については「感覚・イオンチャネルグループおよび伊丹千晶」と「神経科学グループ」に区分して記載
する．
【感覚・イオンチャネルグループ：渡辺修一，中平健佑，田丸文信，菅理江，金子優子，藤牧‐青葉香代，高田真理】
【伊丹千晶】
3-1．目的・目標
感覚（網膜）
，イオンチャネル，学習について，以下の研究グループに分かれて，基礎メカニズム解明のための研
究を行う．特に情報処理等の機能に直結するメカニズムの解明に重点を置く．また，臨床応用を念頭においた研究も
進める．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．網膜の視覚情報処理（渡辺，田丸，金子，菅，藤牧 - 青葉）
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）
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，藤牧 - 青葉）
2．上皮の形態と機能分化の機構（金子，藤牧 - 青葉，高田）
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）
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
2）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．神経 - グリアの機能連関の解明（田丸）
6．大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明（伊丹）
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網膜を用いてパッチクランプ法で確認
しようと試みている．
2）網膜杆体経路の解析
これまでに，杆体入力型双極細胞から放出されるグルタミン酸放出が温度依存的に増大することを見出した．こ
の温度依存性脱分極は，mGulR6 の agonist である L-AP4 を灌流投与した時，whole-cell patch-clamp mode では
抑制されなかったが，perforated patch-clamp mode では抑制された．このことから杆体入力型双極細胞からの
温度依存性グルタミン酸放出には細胞内リガンドが必要である可能性が高いことが示唆された．大阪大学蛋白質
研究所との共同研究（共同研究者は昨年まで大阪バイオサイエンス研究所に所属）では ,AII アマクリン細胞の機
能成熟を解明するためのデータが着実に積み重ねられている .
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
ラット網膜のドパミン作動性アマクリン細胞（DA 細胞）に発現する電位依存性 Na チャネルα -subunit（Nav α）
サブタイプの多様性を調べるため，単一細胞免疫染色と単一細胞 RT-PCR を組み合わせた方法を新たに立ち上げ
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
両生類の上皮を用い，Na 再吸収 / 浸透圧調節に関わる分子の一つ，α -ENaC（上皮 Na channel のα -subunit）
，
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の発生過程における分子局在を研究した．?-ENaC は，無尾両生類特有の器官である吸着器（Cement gland）に
発現した．吸着器は，胚が孵化した直後，水に流されないために，自らを外界の固定物につなぎ止めておく器官
であり，Na 再吸収 / 浸透圧調節とは無縁と考えられる．?-ENaC の未知の役割が予想された．
生理機能実験から，幼生両生類皮膚にはα -ENaC が発現していないが，変態の過程で発現すると考えられて
いた．しかし，α -ENaC は幼生の両生類皮膚にも発現していた．生理機能実験と分子発現の事実の矛盾を埋め
るために，α -ENaC の局在を免疫電顕で研究した．幼生皮膚でα -ENaC の機能が見られないのは頂側細胞膜に
局在しておらず，細胞質中にとどまっているためと結論した．
3．K チャネルの局在と機能の解明
1）小脳顆粒細胞における Kv4.2 チャネルの局在制御
Kv4.2 を株化細胞に強制発現させた場合，ER にスタックしてしまい細胞表面への移行がほとんどみられないが，
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る．これを解析するための系と
して，改変型 Kv4.2 チャネルと蛍光タンパクとの融合タンパクの組み合わせを EGFP から他のものにかえること
で検出感度上を向上できないか検討した．
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
昨年度末に共同研究を行っている総合医療センター腎・高血圧内科より論文がまとめられ，初期の実験結果はほ
ぼまとめられた．実験としては糖尿病モデルラットの海馬における神経新生についてのサンプル採取とプロトコ
ルの確立が終了した．
2）ヒヨコ刻印付けを用いた記憶と干渉の脳内表象の検討
今年度も引き続きケンブリッジ大学での行動実験，免疫組織化学実験を行った．記憶の固着にあたって，刻印づ
けの必須脳部位である IMM において睡眠中に神経細胞活性が部位特異的に上昇することを解明し，北米神経科
学学会において発表した．また共同研究者である千葉大学長根光男教授と大学生の自己の心身状態の評定と唾液
中ホルモンの日内変動についての論文を上梓した．
5．神経 - グリアの機能連関の解明
群馬大学大学院医学系研究科脳神経発達統御学講座との共同研究．アストロサイトの約 30% が TRPV4 を発現して
おり，それらが ATP を放出し，かつギャップ結合を介して周囲のアストロサイトを活性化させることで，より多く
のアストロサイトからグルタミン酸を放出させ，神経活動を制御していることを明らかにした．
6．大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明
発達期の神経回路形成は，遺伝的な枠組みの中で回路形成がなされた後，経験に依存して各個体に最適な回路へと
再編される，可塑的な回路形成過程が知られており，この時期は臨界期と呼ばれている．臨界期には不要な投射は，
入力に従って刈り込まれていくが，
この過程には大麻の有効成分であるカンナビノイドが重要な役割を果たしており，
この受容体が機能し始めることが，臨界期の開始と重要であることを示唆した．さらに，臨界期開始前には，カンナ
ビノイド依存性に自働的な回路形成過程があることを見出した（論文投稿中）．
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
パッチクランプ法（inside-out モード）にて単離した桿体視細胞の cGMP 依存性チャネルからの記録をとること
に成功したので，次の段階の実験として明・暗各条件における応答を確認する．
2）網膜杆体経路の解析
追加実験が必要になったため今年度中に論文としてまとめられなかった．次年度内にはまとめて発表する．
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
新たに立ち上げた単一細胞免疫染色と単一細胞 RT-PCR を組み合わせた方法を用いてラット網膜の DA 細胞に発
現する Nav α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
無尾両生類のウシガエルを用いたα -ENaC の外皮における ontogeny（個体発生）は完結した．発現局在という
意味での研究の達成度は 100% である．
しかしながら発現局在と生理機能実験の矛盾は残った．この矛盾はまた「α -ENaC の未知の機能の検索」とい
う新たな研究テーマでもある．次年度は，ウシガエル（Rana）に加え，ヒキガエル（Bufo），さらに人為的に産
卵が可能なアフリカツメガエル（Xenopus）の胚 / 幼生を用いて，行動実験から，α -ENaC の未知の役割を探索
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したい．研究メンバーに動物の行動解析の専門家である菅理江が加わる予定である
3．K チャネルの局在と機能の解明（中平）
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（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
海馬の組織的検討による細胞新生の検討と実施した実験の行動に関する統計解析をすすめる予定である．
2）ヒヨコ刻印付けを用いた記憶と干渉の脳内表象の検討
持ち帰ったサンプルの染色を進め，二重刻印づけにおける脳内の関連神経細胞の分布を検討する．また今年度得
たデータを論文にまとめたい．
5．神経 - グリアの機能連関の解明
群馬大学大学院医学系研究科脳神経発達統御学講座との共同研究であり，現在論文投稿中である．
6．大脳皮質の臨界期可塑性メカニズムの解明
カンナビノイドと神経軸索退縮の関係が明確になれば，大麻乱用の問題点が明確になることによる社会問題の解
決や，リハビリテーション効率の改善薬などの開発が期待できる．今年度は，医学の発展に貢献するとともに，社
会に寄与する研究へと展開できた．次年度は，蛍光標識した神経細胞を顕微鏡下で観察し，回路形成過程を逐次的
に観察（タイムラプス法）することにより，カンナビノイド依存性の自働的な回路形成過程を明確にし，その制御
機構を明らかにする．
【神経科学グループ：池田正明，中尾啓子，熊谷恵】
3-1．目的・目標
臨床の教室（泌尿器科，神経内科，内分泌・糖尿病内科，泌尿器腫瘍科，形成外科等）と共同でクリニカルリサー
チを展開し，医学部学生に対する課外研究プログラムを通してリサーチマインドを育成する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
Ⅰ分子時計（池田，熊谷，千葉，岡部）
1）時計遺伝子のリズム発現に影響を与える因子
2）マルチカラールシフェラーゼの概日リズム研究への応用
3）脂質代謝機構における時計遺伝子の役割
4）腫瘍増殖の概日リズム調節機構の解明と腫瘍時間治療に向けた分子基盤の確立
Ⅱ大脳皮質体性感覚野バレル形成における活動依存的 Notch シグナリングの役割の解明（中尾）
Ⅲ眼咽頭筋ジストロフィーの病態モデル作成と治療法の開発（中尾，熊谷，池田，溝井

慶應大医学部生理学教室と

の共同研究）
Ⅳ in vivo エレクトロポレーション遺伝子導入法を用いた膀胱癌治療法の開発（中尾，堀永 *，丹羽 *，平澤 *，朝倉 *,
* 泌尿器科との共同研究）
Ⅴ「細胞表面認識分子の異常により引き起こされる新規ヒトてんかんの同定とその病態進展機構の解明，および診断
法・治療法の開発」
（中尾）
Ⅵ自閉症，精神遅滞などの発達障害に関わることが期待される新規遺伝子の機能解析（中尾）
VII 糖尿病モデルにおけるβ細胞の減少のメカニズムの解明（中尾 , 原 *, 藤谷 *,

* 順天堂大医学部糖尿病内科との

共同研究）
3-3．研究内容と達成度
Ⅰ

分子時計プロジェクト（池田，熊谷，千葉，岡部）
分子時計プロジェクトとして「概日リズムの分子機構の解明と病気との関連について」の研究を，主にゲノム医学

研究センタープロジェクト研究部門のオープンラボで展開している．H23 年度より取り組んでいる主な研究課題は
「時計遺伝子のリズム発現に影響を与える因子」
である．この課題については p160 の時計遺伝子 Bmal1 プロモーター
のリズムへの影響について検討した．泌尿器腫瘍科から生理学で学位研究を行っていた大学院生（岡部）は腎癌由来
腫瘍細胞の時計遺伝子発現について検討し，これら腫瘍細胞では時計遺伝子 Per2 の発現が極めて低い事と時計遺伝
子に概日リズム性の発現が殆ど見られない事の間に関係があることを示唆する研究結果を得て，この研究で医学博士
の学位申請を行い受理された．
Ⅱ大脳皮質の活動依存的発達メカニズムの解明（中尾）
高等動物の場合，出生児の未成熟な脳が環境から影響を受け神経活動依存的に回路が成熟する『臨界期』とよばれ
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る時期を経て成人型の脳へと発達する．近年，活動依存的に活性化される様々シグナル伝達系の存在も次々と明らか
になってきているが，それらのシグナル伝達系は，胚の初期発生過程においては，神経幹細胞から神経細胞への分化
に関わっており，神経細胞に分化した後には，機能分化にも働いている可能性が考えられた．
そこで我々は，体性感覚野の発達期に見られる回路形成をモデルとして，種々のシグナル伝達系が神経細胞の活動
依存的機能分化に関わるメカニズムを明らかにすることを目的として研究を行っている．我々は，かつて RBPJ-k 依
存的な Notch シグナルの活性を in vivo で検出できるレポーターを開発したが（Kohyama et al Dev. Biol. 2005 特許
第 4599610 号
（平成 22 年 10 月 8 日）
，
Tokunaga et al J Neurochem. 2004 このレポーターを子宮内エレクトロポレー
ションによりに導入したところ，バレル形成期に第 IV 層の興奮性神経細胞において一過性に Notch シグナルの活性
が RBP-Jk 依存的に上昇していることを見いだした．こ Notch の活性化は，末梢体性感覚器ヒゲ（洞毛）を焼灼した
マウスの同じ部位の神経細胞においては低下していた．また，子宮内エレクトロポレーションによって，Notch シグ
ナルのノックダウンベクターまたは，恒常的活性化型のベクターを導入すると，バレル形成が著しく阻害されること
がわかった．これらの結果は「外部からの入力依存的に引き起こされる第 IV 層の興奮性神経細胞における一過性の
Notch 活性の上昇が，バレル形成に重要な役割を果たしている」という仮説を支持するものであった．
Ⅲ眼咽頭筋ジストロフィーの病態モデル作成と治療法の開発（中尾，熊谷，松本 *, 池田，溝井 慶應大医学部生理学
教室との共同研究 ,

* 医学部 4 年生（2013 年当時））

眼咽頭筋ジストロフィー（OMPD）は，遅発性の眼瞼下垂と嚥下障害と主症状とする優性の遺伝性疾患であるが，
日本では稀少遅発疾患である．OPMD の原因遺伝子は，14q11 上にある 306 アミノ酸からなる RNA 結合型タンパ
ク質 PABPN1（poly（A）-Bindinig Prot ein Nuclear I）をコードする主として骨格筋に多く発現する遺伝子で，正常
では６〜７回繰り返される N 末近傍のアラニン GCG の半復配列が OPMD の患者では 9 〜 13 回に伸長していること
がことがわかっている．そして，症状の重篤度にかなり幅があり，発症機序の解明と治療法の開発のためには個々の
PABPN1 の変異毎にどのような細胞レベルの異常を引き起こすのかを解析する必要がある．そこで，我々は，個々の
疾患変異型 PABPN1 遺伝子をマウス筋肉組織へと導入し，OPMD の疾患モデル動物を作出することによって，個々
の OPMD の病態を比較検討することにした．具体的には，正常型 PABPN1 遺伝子と様々な PABP1 の疾患変異型遺
伝子を in vivo エレクトロポレーション法によってそれぞれマウス筋組織へと導入し，加齢に伴い OPMD 疾患と同様
な筋力低下を含む筋病変や細胞死がみられるようになるのかを免疫組織化学染色法で解析し，核内封入体の形成にで
ついては電子顕微鏡で調べた．我々は，in vivo 電気穿孔法を改良し，高い導入効率でありながら侵襲性の極めて少
ない条件でマウス筋肉組織に遺伝子を導入する方法の開発に成功した．導入された筋肉組織では，OPMD 変異型を
発現する筋繊維と正常な筋繊維とのモザイク状になっており個々の OPMD の疾患変異型の持続性発現による細胞自
律的及び非自律的表現型を解析した．
Ⅳ in vivo エレクトロポレーション遺伝子導入法を用いた膀胱癌治療法の開発（中尾，堀永 *，丹羽 *，平澤 *，朝倉 *，
* 泌尿器科との共同研究）
膀胱癌は，泌尿器科で２番目に多い悪性腫瘍であり，いくつかの効果的な治療が開発されてはいるが，しかし未
だに根治できないものも少なく無いため，新たな治療法の開発が待たれている．近年の癌研究から，（1）インテグ
リン関連蛋白質である CD47 が全ての膀胱癌細胞で発現しマクロファージからの貪食の阻害に働いていること，
（2）
細胞表面抗原である CD44 が膀胱癌の癌幹細胞に特異的に発現し，その機能維持に関与すること，などが示唆されて
いる．今回，我々は，in vivo 電気穿孔法を改良し，高い導入効率でありながら侵襲性の極めて少ない条件でマウス
膀胱に遺伝子を導入する方法の開発に成功した．また，ノックダウンベクターの導入によって，任意の遺伝子の発現
を抑制することもできるようになった．そこで，正所性膀胱癌モデルマウスの膀胱癌組織に，被貪食作用や細胞死の
抑制に働く可能性のある細胞表面抗原のノックダウンベクターを導入し，癌の進行における効果について検討した．
被貪食作用や細胞死に及ぼす効果は慢性的な遺伝子の欠損下では捉えにくいため，急性なノックダウンを行い，その
直後の変化を時間経過を追って解析することでその分子作用機序を明らかにすることが重要であるが，この電気穿孔
法はこの研究目的のためには理想的な実験系である．本研究により癌細胞表面抗原分子が，癌進行に関与することが
示唆された．
Ⅴイハラてんかんラット（IER: Ihara epileptic rat）は，生後から発達障害様症状を，5 ヶ月からてんかん症状を呈し
約一年で死に至る原因不明の自然発症ラット突然変異体である．その原因遺伝子が Epi-IER であることが国立精神神
経センターの星野らによって同定され，その分子機能や疾患との関連が少しずつ明らかになってきた．Epi-IER は免
疫グロブリンドメインを持つ細胞膜蛋白質であるが，同様な構造を持つ Epi-IER2 と分子ファミリーを構成している．
Epi-IER2 はショウジョウバエなどにおいて，神経発生に関与することが報告されているが，脊椎動物の脳における
機能は良くわかっていない．また，Epi-IER2 の機能を解析することは，Epi-IER とどのように機能を使い分けている
のかを理解することにもつながるため重要であると考えられる．Epi-IER2 の機能欠失変異体の表現型の解析を行っ
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たところ体重が極端に低い発達障害が認められた．また，神経組織のいくつかの部位が異常に増大することなどを見
いだした．
Ⅵ Hit（FAM107b）は，癌細胞のヒートショックによって活性化されるストレス応答遺伝子としての報告がされて
いるが（Int J Oncol. 2010 37: 583-93. 2010）
，神経系での機能については未解明である．そこで，Hit の脳発生時
の分子機能解析の為，
in utero での遺伝子導入を行った．Hit 遺伝子を CAG プロモーター下に組み込み，IRES-GFP をマー
カーとする強制発現ベクターを作成し，このベクターをマウス子宮内の 12?14 日胚の脳組織に in utero 電気穿孔遺
伝子導入法により導入した．3-5 日経過後に免疫組織染色により観察し，Hit 遺伝子強制発現神経細胞の発生時の細
胞移動の異常と，大脳層構造形成の異常をもたらすことが明らかになった．同様の実験を FAM107a 遺伝子について
も試み，双方の遺伝子の機能的類似性があるかどうかを解析した．
VII 糖尿病モデルにおけるβ細胞の減少のメカニズムの解明（中尾 , 原 *, 藤谷 *,

* 順天堂大医学部糖尿病内科との

共同研究）
糖尿病のために減少してしまったβ細胞を ES 細胞や iPS 細胞から分化させて移植するという再生医療的治療法の
研究がさかんに行われているが，実は，糖尿病患者に見られるβ細胞の減少が必ずしもβ細胞の消滅を意味しない可
能性が出てきた．すなわち，少なくとも一部の糖尿病では，β細胞は，より未分化な膵内分泌（前駆）細胞に転換し
ているようである．実際，高脂肪食とストレプトゾトシン負荷を与えて作成した糖尿病モデルマウスでは，β細胞が
減少していたが同時により未分化な膵内分泌（前駆）細胞が増加していた．この転換には，pdx1 遺伝子のダウンレギュ
レーションが関与している可能性が考えられた．そこで，膵臓ではこれまで不可能とされてきた世界初の高効率電気
穿孔法を開発し，
β細胞特異的な遺伝子発現実験を行った．正常なマウスでβ細胞の pdx1 の発現をダウンレギュレー
トすることにより未分化な膵内分泌（前駆）細胞への転換を引き起こすかどうか？逆に，高脂肪食とストレプトゾト
シン負荷を与えて作成した糖尿病モデルマウスにβ細胞特異的に pdx1 遺伝子を強制発現させることでレスキューで
きるかを解析中である .
3-4．自己評価と次年度計画
Ⅰ〜Ⅶは，埼玉医大発の非常に有望なプロジェクトであり，今年度の研究により今後の方向性が見えてきたと言う
点で非常に成果があった．次年度は，これらの研究成果を論文や特許として publish するべく全力を挙げる．

4．診療：該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本医学教育学会編集委員会副委員長（椎橋），動物心理学研究編集委員（菅），
査読：International Journal of Medical Sciences；１件（菅）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本生理学会評議員（渡辺，池田，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）
，
日本生理学会生理学エデュケーター認定制度委員会委員（椎橋），日本神経化学会評議員（池田），日本時間生物学会
評議員（池田）
，日本神経化学会シンポジウム委員（池田），第 91 回日本生理学会大会シンポジウムオーガナイザー，
司会（池田）
，日本医学教育学会広報・情報基盤開発委員会委員長（椎橋），日本医学教育学会理事・評議員（椎橋）
，
全国医学部長病院長会議広報委員会副委員長（椎橋）
国立精神神経医療研究センター客員研究員（池田），Visiting Assistant Professor,

Dept. of Pediatrics, Baylor

College of Medicine（伊丹）
，Bye-fellow, Robinson College, University of Cambridge（菅）

6．業績
業績の項目については「感覚・イオンチャネルグループおよび伊丹千晶」と「神経科学グループ」に区分して記載
する．
【感覚・イオンチャネルグループ：渡辺修一，中平健佑，田丸文信，菅理江，金子優子，藤牧‐青葉香代，高田真理】
【伊丹千晶】
6-1．論文・学会発表・著書
論文
① Nagane, M., Suge, R., Watanabe, S-I. Psychosomatic disorder may related to circadian rhythms in physically
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healthy students. Biological Rhythm Research, 2014; 45:121-130.
② FUJIMAKI-AOBA, K., TANAKA, K., INOMATA, R., JENSIK, PJ., TAKADA, M. ?-ENaC in bullfrog embryo: expression
in cement gland, gills, and skin. Cell and Tissue Res., 2014; 355: 103-109.
学会発表
③ Chiaki Itami, J-Y Edna Huang, Hui-Chen Lu, Fumitaka Kimura. Cannabinoid receptor mediated spike timingdependent plasticity at thalamocortical synapses in the developing mouse barrel cortex. Society for Neuroscience
（43th Annual meeting）, San Diego, USA, 2013 Nov.
④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 45 回日本医学教育学会大会 , 千葉 , 2013, 7 月
⑤金子優子，青葉 - 藤牧香代，渡辺修一．Expression pattern of voltage-gated sodium channel subtypes in AII- and
dopaminergic amacrine cells in the rat retina. 第 36 回日本分子生物学会年会，神戸，2013，12 月
⑥田丸文信 , 渡辺修一 . TRPM1 チャネルを介した桿体入力型双極細胞 -AII アマクリン細胞間のシナプス伝達機構 .
第 91 回日本生理学会大会

鹿児島 , 2014, 3 月

著書
⑦椎橋実智男 , 中平健佑 , 渡辺修一 . 日本生理学会教育委員会監修 . 新訂生理学実習書 . 第 7 章神経系 , p128-p137,
2013 南江堂 , 東京 .
【総数：論文 4 件，学会発表 11 件，著書 1 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
伊丹千晶：公益財団法人ブレインサイエンス振興財団

第 28 回研究助成「神経活動依存的な回路形成メカニズム

の解明」
伊丹千晶：金原一郎記念医学医療振興財団

第 28 回基礎医学医療研究助成金「カンナビノイドによる軸索投射刈

り込みの可能性の検証」
伊丹千晶：武田科学振興財団 ｢ 医学系研究奨励（精神・神経・脳領域）「神経活動のタイミング制御による可塑性
の解明」
伊丹千晶：日米科学技術協力事業「脳研究」分野・共同研究者派遣グループ共同研究「発達期バレル皮質における
異なる性質のスパイクタイミング可塑性」
伊丹千晶（研究分担者）
：科学研究費補助金基盤研究（B）「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」（研究代表者
菅

沼川忠広）

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」

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
鈴木康之 , 西城卓也 , 村上啓雄 , 椎橋実智男 , 菊川誠 . 第 49 回医学教育セミナーとワークショップ , WS- ２ 卒前の
医学教育に携わる方のための楽しい医学教育ベーシック , 岐阜大学 , 2013, 8 月
【神経科学グループ：池田正明 , 中尾啓子，熊谷恵】
6-1．論文・学会発表
論文
⑧ 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. 20:267-76, 2013
⑨ Hida A, Kitamura S, Ohsawa Y, Enomoto M, Katayose Y, Motomura Y, Moriguchi Y, Nozaki K, Watanabe M,
Aritake S, Higuchi S, Kato M, Kamei Y, Yamazaki S, Goto Y, Ikeda M, Mishima K. In vitro circadian period is
associated with circadian/sleep preference.Scientiﬁc Reports, 3:2074, 2013
学会発表
⑩ Nakao K, Kumagai M, Mizoi R, Tani E, Matsumoto M, Ikeda M, Araki N. Development of oculopharyngeal
muscular dystrophy（OPMD）disease model by persistent expressionof patient-type PABPN1 mutant genes by
high-eﬃciency i n vivo electroporation to muscle tissues. 第 36 回日本分子生物学会年会，神戸，2013，12 月
【総数：論文 3 件，学会発表 9 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費
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池田正明（研究代表者）
，熊谷恵（研究分担者）：科学研究費補助金基盤研究（C）「抗がん剤による時間治療の分
子基盤確立をめざしてー細胞モデルシステムの樹立と応用ー」
池田正明（研究分担者）
：科学研究費補助金基盤研究（B）
「体内時計中枢における分子神経メカニズムの決定」
（研
究代表者

池田真行）

中尾啓子（研究代表者）
：科学研究費補助金基盤研究（C）「大脳皮質体性感覚野バレル形成における活動依存性
Notch シグナリングの役割」
中尾啓子（研究分担者）
：厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業
「細胞表面認識分子の異常により引き起こされる新規ヒトてんかんの同定とその病態進展機構の解明，および診断
法・治療法の開発」
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
増渕悟准教授（北海道大学医学研究科連携研究センター未来創薬・医療イノベーション拠点形成，現 愛知医科大
学医学部生理学教授）ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会 企画・司会（池田）
服部信孝教授（順天堂大学医学部脳神経内科）神経科学学術集会 企画・司会（池田）

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ができた一年であり，来年度もより一層努力していきたい．
（以下，神経科学グループ）
教育においては，研究マインドの育成に重点を置いて最先端の医学研究に興味を持たせ，臨床に行っても常に最新
の情報にあたり，最善の治療法を指導し，成果もかなり上がったと考える．
研究については，学内外の臨床教室との共同研究が発展した年であったが，次年度に成果を発表できるよう一層の
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）
：中枢神経の生理生化学：
博士
小谷典弘（KOTANI, Norihiro）
：准教授：指導教員（大学院）：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）
：講師：指導教員（大学院）：生化学・分子生物学：博士
瀬尾

誠（SEO, Makoto）
：助教：指導教員（大学院）：博士

橋爪

幹（HASHIZUME, Miki）
：助教：博士

篠﨑吏那（SHINOZAKI, Rina）
：助手
井田

唯（IDA, Yui）
：実験助手

2．教育
2-1．目的･目標
6 年一貫教育を柱とする本学医学部の教育において，生化学科は主として医学・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・消化器系（エネルギー系ユニット）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・エネルギー産生機構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よ
う指導に努めている．また，実習や演習を通じて観察力・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」を小谷，瀬尾，また「人体の科学入門 2（医学セミナー）
」
を村越，魚住，荒木，瀬尾が担当した．
「人体の構造と機能 1」では，村越，小谷，魚住が担当した．「細胞生物学 1」
コースでは，村越がコースディレクター及び第 2 ユニットのユニットデイレクター，小谷が第 2 ユニットのユニッ
トデイレクター補佐を務め，講義として村越が 6 コマ，小谷が 8 コマ，魚住が 2 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，6 日間の実習を村越，小谷，穂苅，魚住，荒
木，中野，瀬尾，橋爪，篠崎，井田の 10 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，村越，魚住が各 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，5 日間の実習を村越，小谷，穂苅，
魚住，
荒木，中野，瀬尾，橋爪，篠崎，井田の 10 名で受け持った．「人体の構造と機能 2」コースでは村越が「エネルギー
系」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 2 日，小谷が 3 コマ，穂苅が 6 コマ，魚住が 9 コマ
と口頭試問 2 日，中野が 3 コマの講義を担当した．村越，小谷，荒木，魚住，中野が「まとめと演習」を計 15 コマ
担当した．また，
「調節系」ユニットで村越が 4 コマ，小谷が 1 コマ，魚住が 2 コマ，荒木が 4 コマの講義を担当し
た．
「情報系」ユニットで村越が 5 コマ，穂苅が 1 コマの講義を分担し，調節系と併せ村越，魚住が口頭試問をそれ
ぞれ 2 日間担当した．
「
「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．
小谷が細胞生物学 1 実習の補講 2 名，穂苅・魚住が細胞生物学 2 実習の補講 1 名，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，小谷，穂苅，魚住，荒木が担当した．夏期・通年プログラムにおいては，中野・橋爪が 2 名，中野・村越
が 2 名指導した．瀬尾が保健医療学部の卒業研究生を 4 名指導した．また，村越および小谷が大学院医学研究科博
士課程学生への講義を行った．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
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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教員 1 名，実験助手 1 名が加わったことを加味して，約 90％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，相互に情報を交換・共有しながら教育にあたっている．
ことに実習に関しては数ヶ月前から教室会議の重要検討課題として毎回議論を行い，より教育効果の高い実習項目，
レポート等評価の改善，を目指している．また，実習内容も分子生物学の重要項目を取り入れ，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．
特にレポートの指導には力を入れており，提出後に入念なチェックと返還，一定水準に達しないものには再提出を求
めている．一方特別に優れた内容の 6 名には賞を与え，学年全体に対してより高いレベルを目指すようにとのメッセー
ジを与えている．

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．
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，橋爪，篠崎）
2．新しいタイプの抗体医薬の開発・シナプスにおける分子間相互作用の機能解析（研究員：小谷・井田）
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
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段階から，少しずつお互いの知識や技術を持ち
寄って，共通の研究テーマを模索するステージに移行しており，今後，脂質代謝や免疫系，抗がん剤の薬理と中枢神
経薬理，分子生物学を組み合わせた，本学科特有の研究が生み出される可能性が高まってきている．
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．我々は種々精神疾患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活動（オシレーション）の変化を電気生理・薬理学的に解析している．
ことに，これまで高頻度オシレーションの良い in vitro モデルがなかった帯状回スライス標本でのカイニン酸誘
発オシレーションの開発が進行中である．
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．また，
上記分子間相互作用がシナプスの活動や機能に及ぼす影響について，井田及び 1 の村越教授グループと共同し
て研究を進めている．
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
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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
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．また新たな研究テーマとして，慢性拘
束ストレス負荷による脳機能低下に対する改善効果を有する食品（成分）のスクリーニングを行っており，現在
味噌を研究対象として精査している．
3-4．自己評価と次年度計画
本年度の 1 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．当初より企画している「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点は変わらないが，培養細胞技術と分子生物学的技術の援用に
よる新規研究計画がさらに進みつつある．また，一部の学生の興味を引いて学習の課外プロなども行われた実績から，
これらの研究を教育面へ発展させることについても企画していきたい．

4．診療：該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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 Miyagawa-Yamaguchi A, Kotani N, Honke K. Expressed

glycosylphosphatidylinositol-anchored horseradish

peroxidase identifies co-clustering molecules in individual lipid raft domains. PLoS One. 26;9（3）:e93054.
2014 Mar
② Hashizume M., Miyazaki T, Sakimura K, Watanabe M, Kitamura K, Kano M. Disruption of cerebellar microzonal
organization in GluD2（GluR δ 2）knockout mouse. Frontiers in Neural Circuits. 7（130）, 2013 Aug
③ Seo M, Inoue I, Tanaka M, Matsuda N, Nakano T, Awata T, Katayama S, David H. Alpers, Komoda T. Clostridium
Butyricum MIYAIRI 588 improves high-fat diet-induced non-alcoholic fatty liver disease in rats. Dig. Dis. Sci., 58
（12）, 3534-3544, 2013.
④ Tada M, Takeuchi A, Hashizume M, Kitamura K, Kano M. A highly sensitive ﬂuorescent indicator dye for calcium
imaging of neural activity in vitro and in vivo. European Journal of Neuroscience. 39（11）:1720-1728, 2014
Jan
⑤ Takenaka Y, Inoue I, Nakano T, Shinoda Y, Ikeda M, Awata T, Katayama S. A Novel Splicing Variant of Peroxisome
Proliferator-Activated Receptor- γ（Ppar γ 1sv）Cooperatively Regulates Adipocyte Differentiation with
Ppar γ 2 PLoS One（8:e65583）2013
⑥荒木智之 , 東江昭夫 , 菊池淑子 , 野口航 , 寺島一郎 , 上園幸史：「局所麻酔薬は出芽酵母でグルコース飢餓疑似状
態を引き起こす」
（第 46 回酵母遺伝学フォーラム 2013 年 9 月
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⑦魚住尚紀，村越隆之：
「変異体を用いたマウス TLR4, 5 活性化機構の解析」（第 86 回日本生化学会大会 , 2013
年 9 月 , 横浜）
⑧本家孝一，山口亜利沙，小谷典弘：「GPI- アンカー型 HRP 融合タンパク質がつくる脂質フトドメイン , シンポジ
ウム , 構造の多様性をベースとした糖鎖機能の俯瞰的解読」（第 86 回日本生化学会大会 , 2013 年 9 月 , 横浜）
⑨瀬尾誠，村越隆之：
「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」（日本薬学会
第 134 回年会，2014 年 3 月，熊本）
⑩篠崎吏那，橋爪幹，向井秀夫，村越隆之：
「帯状回皮質のカイニン酸誘導性神経回路オシレーションに対する
ギャップジャンクションの関与」
（第 91 回日本生理学会大会 . 2014 年 3 月，鹿児島）
【総数：論文 5 件，学会発表 8 件，招待講演 0 件】
6-2．獲得研究費
1．小谷典弘：平成 25 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）直接経費
2．小谷典弘：平成 25 年度

JST

方法の事業化検討」直接経費

1,200 千円

知財活用促進ハイウエイ「生細胞膜上の分子間相互作用を簡便に解析する新規
1,530 千円

3．小谷典弘：平成 25 年度埼玉医科大学学内グラント「2 分子会合体認識抗体を用いた脳疾患モデル動物のニュー
ロン間情報伝達異常の解析」
（代表：小谷）1,000 千円
4．瀬尾誠： 平成 25-27 年度 文部科学省 科研費（若手（B））
「脂肪肝形成抑制効果を有するいんげん豆抽出物中の
生理活性成分の同定と有効性の検証」
（代表：瀬尾）総額 4,290 千円
5．瀬尾誠：平成 25-27 年度 文部科学省 科研費（基盤（C））
「生活習慣に潜む高密度リポタンパク質粒子の形態異
常を引き起こすリスク因子の解析」
（分担者）総額 5,070 千円
6．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（単年度 15,000 千円 , 3 年間）
7．瀬尾誠：平成 25 年度 研究助成（一般社団法人 中央味噌研究所）「慢性拘束ストレスによる脳機能低下を改善
する味噌中の生理活性ペプチドの探索」
（代表：瀬尾）総額 1,000 千円
8．中野貴成：平成 25 年度 文部科学省 科研費（基盤（C））「腸管コレステロール吸収制御機構の新規パラダイム
の提唱と検証」
（代表：中野）2,210 千円
9．中野貴成：平成 25 年度 文部科学省 科研費（基盤（C））「胎生期に高発現する PPAR γ 3 のマウス後期胚にお
ける局在と機能解析」
（代表：竹中康浩）1,170 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
本年は村越の赴任 4 年目にあたり，教室の体制がほぼ整ったと言える．近年益々増加の一途を辿るカリキュラム
改革等，大学全体の運営についても，教育研究との並立が難しい課題ではあるが，さらに対応・貢献に努めたい．そ
の上でも，スタッフ 10 名体制は教育力・研究力の維持に寄与している．これまで以上に教室員全員の協力と，大学
事務，基礎系関係教室の方々との連携をうまく機能させてゆきたい．
＜教育＞

講義に関しては村越以下准教授，講師を中心に分担し，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，新規に開始された「エ
ネルギー系」の授業では，実験的な部分もあり試行錯誤を余儀なくされたが，学生のコミュニケーション能力，科学
的推理力の進展などに関してかなりの向上を果たしたのではないかと思われる．
＜研究＞

3-4 参照

＜教室運営＞

不要薬品の廃棄などの教室の美化や整備を継続して行っている．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，教室員の相互理解や業務の効率的な遂行に役立てている．引き続き，今
後も生産性，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）：循環
器再生医学：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（薬理学特別協力研究員）にもご協力いただいた．
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保健医療学部 3 年生 8 名を預かり，研究・
実験指導を行った．
＜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．
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＜卒後教育＞学位審査で研究能力を適切に評価した．
＜大学院教育＞実験手技の適切な習得ができた．
2-4．自己評価と次年度計画
＜卒前教育＞講義については，教員が専門領域以外も十分な準備をして一定の成果を得ることが出来た．臨床関連型
実習の充実を引き続き模索する．
＜卒後教育＞適切な学位審査ができたが，さらなる厳正な評価を目指す．
＜大学院教育＞基本的な実験手技は習得させることができたので，独立した研究活動ができるようにする．

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．気道反射の薬理学的研究

田中

c．脂肪酸受容体の薬理学的研究

淡路

d．生理活性脂質に着目した神経変性疾患治療

吉川，岩佐，山本（院）

e．iPS 細胞によるレニンアンジオテンシン系の解析

千本松

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．
着目している成分を投与し，その際の脳内 A βの量や行動解析を実施した．タウに関しては，ある刺激を付加する
ことにより，タウのリン酸化が亢進する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，特許出願を行った．またより詳細な解析を実施し，リン酸化亢進のメカニ
ズムについて解析を実施した．
b．気道反射の薬理学的研究
除草剤のパラコート（Pq）は肺に能動的に蓄積する性質があるため，間質性肺炎や肺線維症を起こすことが知ら
れている．マウスに Pq を腹腔内投与すると，気道抵抗の増加と咳を誘発するようになった．透過電子顕微鏡を用い
て組織学的変化を観察したところ，肺の間質組織の肥厚と，気管支粘膜の肥厚が観察された．このマウスのパラコー
ト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．
c．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．
d．生理活性脂質に着目した神経変性疾患治療
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）
，多発性硬化症の脂質メディエーター生理活性制御による治療（お茶の水女子大学理学部
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．
e．ヒト iPS 細胞とレニンアンジオテンシンシステム
千本松は心臓内科兼任となり，患者体細胞より iPS 細胞を誘導し，高効率な心筋細胞誘導を試みている．更に未分
化細胞におけるプロレニン受容体を含めたレニンアンジオテンシンシステムの機能解析を研究テーマに掲げている．
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
Neurobiology of Aging

査読 3 件

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
総数：論文 3 編，学会発表 9 編，著作 3 編
① Takeuchi M, Hirasawa A, Hara T, Kimura I, Hirano T, Suzuki T, Miyata N, Awaji T, Ishiguro M, Tsujimoto G.
FFA1-selective agonistic activity based on docking simulation using FFA1 and GPR120 homology models. Br J
Pharmacol（2013）168: 1570-83
② Yoshikawa K, Kita Y, Furukawa A, Kawamura N, Hasegawa-Ishii S, Chiba Y, Takei S, Maruyama K, Shimizu T,
Shimada A. Excitotoxicity-induced immediate surge in hippocampal prostanoid production has latent eﬀects that
promote chronic progressive neuronal death Prostaglandins. Leukotrienes and Essential Fatty Acids（2013）88:
373-381
③丸山敬 , これだけは知っておきたい認知症 Q&A55, ウェッジ（2014/02）
④丸山敬 , 最新カラー図解 はじめての薬理学 , ナツメ社（2013/10/）
⑤丸山敬 , 松岡耕二医 , 薬系のための 生物学 , 裳華房（2013/9/）
⑥鈴木星也，柳下聡介，淡路健雄，鈴木正彦，丸山敬，「野生型マウスを用いた内在性タウのリン酸化亢進モデル
の作製」第 32 回日本認知症学会（ポスター），松本，2013 年 11 月，
⑦鈴木星也，柳下聡介，反町文香，森泉茉耶，淡路健雄，鈴木正彦，丸山敬，「Establishment of a new mouse
model with accelerated phosphorylation of endogenous tau」第 87 回日本薬理学会年会（口頭発表），仙台，
2014 年 3 月
⑧山本梓司，吉川圭介，川村勇樹，後藤真里，室伏きみ子，丸山敬「環状ホスファチジン酸による中枢性脱髄抑制
効果」第 129 回日本薬理学会関東部会（口頭発表），東京，2013 年 10 月
⑨山本梓司，川村勇樹，後藤真里，吉川圭介，室伏きみ子，丸山敬「環状ホスファチジン酸による中枢性脱髄抑制
効果」第 87 回日本薬理学会年会（口頭発表），仙台，2014 年 3 月
⑩岩佐健介，譚慧，緑川沙也華，根本みく，水嶋麻未，吉川圭介，清水邦義，丸山敬「Eﬀect of extract X for
working memory performance and amyloid- β protein in mice」第 87 回日本薬理学会年会（ポスター発表）
，仙
台，2014 年 3 月
6-2．獲得研究費
1）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）（継続）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

2）第 24 回落合記念賞研究助成金（埼玉医科大学医学部同窓会）新規タウオパチーモデルマウスを用いたタウの
生理機能の解明（80 万円）
：研究代表者

栁下聡介

3）第 41 回三越医学研究助成（公益財団法人三越厚生事業団）睡眠時無呼吸症候群モデルにおける神経変性疾患
関連タンパク質の動態解明（100 万円）
：研究代表者

栁下聡介

4）倉田奨励金（倉田記念日立科学技術財団）記憶・学習におけるタウの生理機能解明（100 万円）：研究代表者
栁下聡介
5）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）：プロスタグランジン類の生理活性調節による
低酸素性虚血性脳症の治療戦略（170 万円）：研究代表者
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6）科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）挑戦的萌芽研究：口腔内細菌の多発性硬化症及び脳血液関門
への影響（180 万円）
：研究代表者

田中求

7）一般財団法人東和食品研究振興会学術奨励金：魚食による多発性硬化症の克服（140 万円）：研究代表者

吉

川圭介
8）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

9）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

10）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

11）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）（継続）アルツハイマー病の根本治療薬開発を
目指した「アミロイド仮説の再検証（80 万円）：研究代表者

丸山敬

6-3．受賞
6-4．特許，実用新案
1．室伏きみ子 , 後藤真里 , 丸山敬 , 吉川圭介 , 山本梓司「脱髄疾患治療薬」特願 2013 − 012859： 2013 年 1 月
28 日
2．栁下聡介，鈴木正彦，淡路健雄，吉川圭介，丸山敬，鈴木星也「タウタンパク質のリン酸化が亢進された非ヒ
トモデル動物の製造方法」特願 2013-130358：2013 年 6 月 21 日
3．平澤明 , 淡路健雄「生体内の脂質代謝のシミュレーションシステム及びプログラム」特願 2013-114692（京都
大学，埼玉医科大学）
：2013 年 5 月 30 日
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）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．（3）遺伝子改変を伴わない
神経変性疾患のモデルマウスを作成した．
（4）
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での基幹研究としてヒト iPS 細胞からの心筋誘導系を構築中である．
本年度は論文発表や学会報告および，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 26
年度は本年度の研究成果の発表件数がさらに増加することが期待される．
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6．病理学
1．構成員
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）: 教授 : 運営責任者：代表指導教員：教育主任：研究主任 : 神経病理学 : 博士
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）: 准教授 : 教育副主任：指導教員 : 血液病理学 : 博士
市村隆也（ICHIMURA, Takaya）: 助教 : 外科病理学 : 博士
金

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
本間

琢（HOMMA, Taku）: 客員講師 : 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 5 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，バーチャ
ルスライドを導入し，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，
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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
6 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，33 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
2014 年 2 月 8 日，日本神経病理学会認定施設審査委員会にて，埼玉医科大学病理学は神経病理認定施設に承認さ
れました．
さいたま医事関係事件鑑定人：佐々木

惇

日本病理学会コンサルテーション委員：佐々木
日本臨床細胞学会細胞診ワーキンググループ

惇
中枢神経・脊髄液

小委員会委員長：佐々木

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常任理事：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

惇

惇

秀一

秀一
秀一
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（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

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Komori T,Hirose T,Shibuya M,Suzuki H,Tanaka S,Sasaki A.Controversies over the diagnosis of oligodendrogliome:
a report from the satellikte workshop at the 4th international symposium of brain tumor pathology,Nagoya
Congress Center,May 23,2012.Brain Tumor Pathol 30:253-261, 2013.
② Ohe Y,Hayashi T,Mishima K,Nishikawa R,Sasaki A,Matsuda H,Uchino A,Tanahashi N.:Central Nervous System
Lymphoma Initially Diagnosed as Tumefactive Multiple Sclerosis after Brain Biopsy.Intern Med 52:483-8,2013
③ Hirose T,Nobusawa S,Nakazato Y,Sasaki A.:A case of oligodendroglioma with prominent neuronal diﬀerentiation.
Hum Pathol.
2013 Oct44（10）2353-9.doi:10.1016/j.humpath.2013.02.013.Epub2013 May6.
④ Kimura T,Ishizawa K,Mitsufuji T,Abe T,Nakazato Y,Yoshida K,Sasaki A,Araki N. A clinicopathological and genetic
study of sporadic diffuse leukoencephalopathy with spheroids: a report of two cases. Neuropathology and
Applied Neurobiology（2013）,39,837-843
doi:10.1111/nan.12046.（Epub ahead of print）PMID:23521113
⑤ Fukuoka K,Yanagisawa T,Suzuki T,Wakiya K,Matsutani M,Sasaki A,Nishikawa R.:Successful treatment of
hemorrhagic congenital international immature teratoma with neoadjuvant chemotherapy and surgery.:Case
report.J Neurosurg:Pedioatrics 2013
⑥ 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.

2013;45 Suppl 2 UCTN:E147-8. doi: 10.1055/s-0032-1326456. Epub 2013 May 28.
⑦ Review.Education. 佐々木

惇：松果体部腫瘍の病理診断，Pathological diagnosis of the pineal region tumors.

Neuro-Oncology の進歩，2013（in press）
⑧瀬山

幸子，茅野

秀一，佐々木

惇，安田

れた髄膜腫の 1 例，日本臨床細胞学会雑誌

政実，清水

道生：頭部皮下腫瘍として穿刺吸引細胞診が施行さ

52；41-42（2013.01）

⑨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
臨床細胞学会雑誌，52；43-44（2013.01）
⑩山岡

稔，大庫

山本

秀樹，筋野

啓二，篠塚

望，金澤

智久，小林
實，中元

威仁，岡田
秀友，今枝

浩一，高木

誠，浅野

博，小宮山

謙一郎，茅野

秀一，

博之：大腸と小腸に転移を認めた肺癌の 1 例，日本大

腸検査学会雑誌 29；54-58（2013.01）
【総数：論文 22 件，学会発表 29 件，講演 7 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 25430051

「脳腫瘍組織内血管周囲微小環境における腫瘍随伴マクロファージの役割」
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
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
2013 年 5 月 25 − 26 日（土曜日，日曜日）の 2 日間にわたり「第 11 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
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「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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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：教育主任：代表指導教員（大学院）
：ウイルス学，
免疫学：博士
松井政則（MATSUI, Masanori）
：准教授：研究副主任：指導教員（大学院）：ウイルス学，免疫学：博士
守屋

修（MORIYA, Osamu）
：准教授：教育副主任：指導教員（大学院）：免疫学：博士

小林信春（KOBAYASHI, Nobuharu）
：講師：大学院教員（大学院）：細菌学：博士
堀内

大（HORIUCHI, Yutaka）
：助教：大学院教員（大学院）：博士

高木

徹（TAKAGI, Akira）
：助手

赤塚博江（AKATSUKA, Hiroe）
：特別協力研究員
内田哲也（UCHIDA, Tetsuya）
：特任教授：指導教員（大学院）：博士
種市（蒲池）麻衣子（KAMACHI, Maiko）
：客員准教授
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
昨年度まで客員教授であった内田が本年度から特任教授となり，種市（蒲池）が客員准教授として加わった．

2．教育
2-1．目的・目標
医学部 3 学年を対象に，感染症学の理解のための基礎として，個々の病原体についての分類学，感染増殖様式，
発病病理，診断・予防・治療などについて教育する．また実習において病原微生物を実際に扱うことにより，微生物
の存在と性質を実感し，院内感染対策の基礎を体得する．他に 1 学年の細胞生物学と，1，2 学年における少人数教
育の分担を行う．
2-2．教育内容（担当者）
1 学年「細胞生物学 I」コース顕微鏡観察（守屋 5 時間），第 6 章（内田）第 10 章（守屋 3 時間）「医学セミナー」
（守屋 15 時間）
，
「人体の科学入門 1」
（堀内 10 時間），選択必修「ヒトに親しい微生物」（小林 16 時間）
2 学年 選択必修「音楽，映画，最新科学を楽しむための英語学習」（赤塚 6 時間），
3 学年「感染」ユニット 35 コマ（赤塚 12，松井 5，守屋 8，小林 6，堀内 2，増田 2，藤澤 1），3 学年「感染」
実習 3 日間（赤塚，松井，守屋，小林，堀内，高木），3 学年「免疫」ユニット 1 コマ（松井），オリエンテーション（新
入生，
：守屋 24 時間）
大学院実用実験医学講座（赤塚，松井，小林），毛呂看護専門学校講義（小林 48 時間），川越医療センター看護専
門学校講義（守屋 32 時間）
，学生アドバイザー（1 学年 : 守屋，小林

3 学年：赤塚，松井），通年プロ（赤塚，松井，

堀内，高木，
）
，夏季プロ（赤塚，内田，堀内，高木）
2-3．達成度
教育の目標は全て達成できたと思われる．
2-4．自己評価と次年度計画
今年度の学生も従来より勉強が浅く，教科書より過去問に頼る印象があり，中間試験の成績・解答内容が昨年度同
様不満足な物が多かった．期末試験の直前に赤塚が希望者に補講を行ったが，ほぼ全員が出席し熱心に聞いてくれた．
その甲斐あってか期末試験の成績はほぼ例年に近い内容となった．

3．研究
3-1．目的・目標
感染症の病因・病態の解明と，その予防・治療法の研究を行う．その対象として，日本の国民病ともいわれる C
型肝炎と，感染予防が特に緊急課題となっている新型インフルエンザとエボラに焦点を当てて行う．またウイルスワ
クチンの研究成果をがんワクチン開発にも応用する．
3-2．研究プロジェクト
（1）C 型肝炎ウイルス（HCV）ワクチンの研究（赤塚，内田，守屋，小林，堀内，高木，赤塚博江）
（2）インフルエンザとエボラワクチンの研究（内田，種市，松井，須田，赤塚）
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（3）microsomal epoxide hydrolase（mEH）の研究（赤塚，小林，赤塚博江，高木，U.C. Davis Dr. B.D. Hammock，Dr. C.
Morisseau らとの共同研究）
（4）新規ナノプラットフォームを用いた細胞傷害性 T 細胞誘導剤の開発（松井，赤塚，免疫学・川野，東京工業大学・
半田との共同研究）
（5）腫瘍ワクチンの研究（赤塚，堀内，小林，高木，赤塚博江，感染研内田らとの共同研究）
（6）HLA-A2 mutant からなる Single-chain Trimer を使った，ガンワクチンの開発（松井，赤塚，免疫学・川野）
（7）新規の抗原提示関連分子シャペロンの同定（松井，赤塚，免疫学・川野）
3-3．研究内容と達成度
（1）ウイルス特異的 CD8 T 細胞によるウイルス感染防御は，CD8 T 細胞から放出される perforin や granzyme が
ウイルス感染細胞を破壊するのが主要なメカニズムであると考えられている．そのため細胞免疫誘導型ワクチン
には細胞傷害を伴うという副作用の懸念がつきまとっている．しかし我々の研究において，特定のエピトープペ
プチドを表面結合したリポソームワクチンは，細胞傷害性をほとんど発揮することなくウイルスを排除すること
が明らかとなった．そしてその排除メカニズムは，主として CD8 T 細胞による interferon-?? 産生によるもので
あることが，transwell culture による実験で証明できた．この研究は次世代ワクチンとしての細胞性免疫誘導型
ワクチンの長所，実用性を裏付けるものとして期待できる．達成度 50%
もう一方で堀内らは HCV の core タンパクに免疫抑制作用があることに注目し，core 遺伝子を発現するマウス
を用い，その肝臓中にウイルス抗原が大量発現すると免疫抑制性受容体 PD-1 と Tim-3 が CD8 T 細胞表面に発
現し，肝臓中にウイルスが長期間持続することを明らかにした．このマウスとウイルス感染の組み合わせは，慢
性肝炎モデルとして HCV 治療ワクチンの開発研究に役立つと考えられる．達成度 90%
（2）インフルエンザウイルス M1 タンパク質を発現する組換えアデノウイルスを作製し，マウスに様々なルート
で免疫して，Hock immunization が最も効率よく肺に CTL を誘導できること，また，インフルエンザウイルス
のチャレンジに対して有効であることを示すことができた．エボラワクチンの研究では，日本人で最も頻度の高
い HLA タイプである HLA-A24 に拘束性の CTL エピトープを多数同定することに成功した．達成度 70%
（3）今年度は特別実験等は行わなかった．達成度 0%
（4）SV40 のウイルス様粒子（VLP）を使って，効率の高い CTL 誘導型ワクチンのプラットフォームを作製し，論
文を執筆した．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％
（5）Telomere Reverse Transcriptase（TERT）を標的としたリポソームワクチンの免疫誘導効果を増強する目的で，
TERT 由来のエピトープ配列のうちヒト TERT とマウス TERT で共通するアミノ酸配列からなるエピトープペプ
チドの MHC 結合部分を改変し，MHC との親和性を高めた改変エピトープを作製し，HLA-A2 トランスジェニッ
クマウスを用いて免疫実験を行った．その結果，天然配列と比較して高い免疫誘導効果を示すエピトープ配列を
複数同定した．現在，これらのエピトープペプチドを利用したワクチンの抗腫瘍効果を検討している．達成度
50%
（6）
強力に抗原提示できる HLA-A2 mutant を使って，single-chain trimer を作り，ガンワクチンの研究を行っている．
達成度 50％
（7）抗原提示に関連する新しい分子シャペロンを同定しようと試みている．達成度 10％
3-4．自己評価と次年度計画
ペプチド表面結合リポソームワクチンを用いて慢性 C 型肝炎モデルマウスでの治療実験に成功し，このワクチン
を臨床応用できる可能性が大きく開けた．この成果は堀内らが取り組む癌の治療にも応用出来ると期待される．次年
度は治療実験を積み重ね，論文発表に必要なデータを集積する．
mEH という薬物代謝酵素の研究成果を 2 つの論文として発表するという目標は達成された．次年度はこれに基づ
く次の実験に必要な外部資金の獲得を目指す．

4．診療
該当なし

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
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"Vaccine" "Toxicology and Applied Pharmacology" "Journal of Viral Hepatitis" "Human Immunology" 査読：赤塚，
"Vaccine" 査読，"BMC Immunology" 査読，"Journal of Veterinary Science" 査読（2 回）
：松井，埼玉医大雑誌編集 : 赤塚，
獣医アトピー・アレルギー・免疫学会誌編集委員：堀内
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：345 検体（小林）
（3）病院・付属施設のレジオネラ検査：50 検体（小林）
（4）日本高等教育評価機構評価員（赤塚）
（5）学外活動：順天堂大学非常勤講師（赤塚）
（6）日本獣医生命科学大学大学院獣医学専攻博士課程特別講義担当講師（堀内）
（7）埼玉医科大学

医学博士課程学位審査（赤塚，松井），修士課程学位審査（赤塚）

（8）バイオセーフティ研究会

教育講演 （松井）2014 年 3 月 28 日

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Horiuchi,Y., Takagi,A.,Kobayashi,N., Moriya,O., Nagai,T., Tsutsumi,T., Moriya,K., Koike,K., and T. Akatsuka, The
eﬀect of the infectious dose and the presence of HCV core gene on mouse intrahepatic CD8 T-cells. Hepatology
Research. 2014.02. 44（10）:E240-E252
② Kawano, M., K. Morikawa, T. Suda, N. Ohno, S. Matsushita, T. Akatsuka, H. Handa, and M. Matsui. Chimeric SV40
virus-like particles induce speciﬁc cytotoxicity and protective immunity against inﬂuenza A virus without the
need of adjuvants. Virology 448：159-167, 2014.
③ Koji Kawano, K. Oumi, Y. Ashida, Yutaka Horiuchi, Takuya Mizuno. The prevalence of dogs with lymphocyte
proliferative responses to food allergens in canine allergic dermatitis. Polish Journal of Veterinary Sciences. 16
（4）: 735-739, 2013.
④ Enomoto, T., M. Kawano, H. Fukuda, W. Sawada, T. Inoue, K. C. Haw, Y. Kita, S. Sakamoto, Y. Yamaguchi, T. Imai, M.
Hatakeyama, S. Saito, A. Sandhu, M. Matsui, I. Aoki, and H. Handa. Viral protein-coating of magnetic nanoparticles
using simian virus 40 VP1.J. Biotechnol. 167（1）, 8-15, 201
⑤堀内

大

犬の口腔悪性黒色腫に対する放射線免疫療法

Small Animal Dermatology. 05, 2013.

⑥赤塚，内田，持田，小林，堀内，高木．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 . 埼玉医科大学雑誌 . 2013.05. 40（1）:1-6
⑦堀内，赤塚，小林，高木．臨床試験に向けた慢性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 . 埼玉医科大学雑誌 . 2013.05. 40（1）:24-27
⑧ Takagi,A., Horiuchi,Y., Kobayashi,N., Taneichi,M., Uchida,T., and T. Akatsuka, Coupling to the surface of liposomes
alters the immunogenicity of hepatitis C virus-derived peptides and confers non-cytolytic antiviral immunity.
20th International Symposium on Hepatitis C Virus & Related Viruses. Melbourne, Australia, October 6th-10th
2013.
⑨ Toshitaka Akatsuka, Akira Takagi, Yutaka Horiuchi, Maiko Taneichi, Tetsuya Uchida. Coupling to the surface of
liposomes alters the immunogenicity of hepatitis C virus-derived peptides and confers non-cytolytic antiviral
immunity. 第 42 回日本免疫学会 幕張，Dec. 11-13, 2013.
⑩ Kawano, M., K. Morikawa, T. Suda, N. Ohno, S. Matsushita, T. Akatsuka, H. Handa, and M. Matsui. Development
of a CTL-based vaccine carrier with self-adjuvant properties using simian virus 40 virus-like particles
日本免疫学会

第 42 回

幕張メッセ（千葉） 2013 年 12 月 11‐13 日

【総数：論文 7 件，学会発表 3 件】
6-2．獲得研究費
1．H25 度文部科学省科学研究費 基盤研究（C）｢ 抗原表面結合リポソームを用いた新しい抗腫瘍ワクチンの開発
研究 ｣（堀内）190 万円
2．H25 度文部科学省科学研究費 基盤研究（C）｢ 抗原表面結合リポソームを用いた新しい抗腫瘍ワクチンの開発
研究 ｣（堀内）190 万円
3．H25 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
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4．H25 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

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
本年度も教育，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．
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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，36 時間（曽根・仁科（中央研究
施設実験動物部門）
・町田（医学研究センター））
4 年生：ヒトの病気 2：救急・中毒，2 時間（曽根）
課外学習プログラム「アレルゲンに対するヒト免疫応答の解析」,40 時間（松下・川野・高木）
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
現活動レベルを維持したい．

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．
（達成度：70％）
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し，結果を論文にまとめる予定である．（達成度：30％）
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．成果は論文として公開した．（達成度：80％）
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 95％）
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：副医学部長

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：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：科学研究費補助金業務監査委員会副委員長

松下

祥：特許委員会副委員長

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：語学試験委員会委員

松下

祥：IR 委員会委員

松下

祥：グラント選考委員会委員長

松下

祥：日本アレルギー学会（出版物刊行委員会委員）

松下

祥：米国免疫学会（American Association of Immunologists）正会員

松下

祥：環境安全委員会委員長

松下

祥：アレルギーセンター研究部門長

松下

祥：研究医養成ワーキンググループ委員長

松下

祥：研究医枠運営委員会副委員長

松下

祥：医学研究科博士課程運営委員会委員

松下

祥：毛呂山キャンパス整備委員会委員

松下

祥：防火管理委員会委員

松下

祥：自己点検評価委員会委員

松下

祥：寄附研究部門設置委員会委員

松下

祥：COI 管理委員会委員

松下

祥：大学院委員会委員

松下

祥：大学院医学研究科委員会委員

センター長
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6．業績
6-1．論文・学会発表
代表的なもの 10 編
① Mori, Y., Kabashima, K., Fukamachi, S., Kuroda, E., J, Sakabe., Kobayashi, M., Nakajima, S., Nakano, K., Tanaka,
Y., Matsushita, S., Nakamura, M., Tokura, Y. D1-like dopamine receptors antagonist inhibits cutaneous
immunereactions mediated by Th2 and mast cells. J Dermatol Sci. 71（1）:37-44 2013.
②松下

祥：Ｔｈ 2 アジュバント活性の効率的スクリーニング方法の開発とその応用．Fragrance Journal 7:86,

2013
③永田

真，大久保公裕，岡本美孝，増山敬祐，上條

篤，海老沢元宏，勝沼俊雄，谷口正実，松下

祥，Ruby

Pawankar：スギ花粉症におけるアレルゲン免疫療法の手引き , 2013，一般社団法人日本アレルギー学会
④ Kawano M, Morikawa K, Suda T, Ohno N, Matsushita S, Akatsuka T, Handa H, Matsui M.

Chimeric SV40 virus-

like particles induce speciﬁc cytotoxicity and protective immunity against inﬂuenza A virus without the need of
adjuvants. Virology, 448:159-167, 2014.
⑤松下

祥 「Th2 アジュバント活性の効率的スクリーニング方法の開発とその応用」

第 4 回化粧品開発展 COSME Tech 2013 内 アカデミックフォーラム 東京ビッグサイト
⑥高木理英，川野雅章，中込一之，橋本久実子，東丈裕，大渕勝也，金子篤，松下祥
「オウゴニンはドーパミン D1 受容体アンタゴニストであり好中球性気道炎症を抑制する」第 63 回日本アレルギー
学会秋季学術大会
⑦ KAWANO Masaaki, MORIKAWA Katsuma, SUDA Tatsuya, OHNO Naohito, MATSUAHITA Sho, AKATSUKA
Toshitaka, HANDA Hiroshi, MATSUI Masanori.
Development of a CTL-based vaccine carrier with self-adjuvant properties using simian virus 40 virus-like
particles.
Proceedings of the Japanese Society for Immunology（JSI）Vol.42,
⑧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」新都心ビジネス交流プラザ
⑨松下

祥

第 53 回日本呼吸器学会学術集会講演会

シンポジウム「呼吸器疾患を制御する免疫肺細胞の最前線」

演題名「アレルギー性気道炎症におけるドーパミン受容体と Th17」東京国際フォーラム
⑩松下

祥

第 23 回国際喘息学会

日本・北アジア部会

招待講演「好中球性気道炎症とドーパミン」都市セン

ターホテル
【総数：論文 4 件，学会発表 3 件，講演 4 件】
6-2．獲得研究費
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 23591466
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
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
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
松下

祥：受託研究

株式会社

株式会社ツムラ

「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

「母乳および育児用ミルクの Th2 アジュバント活性」
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：特許第 5442256 号（平成 25 年 12 月 27 日登録）
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発明の名称：ドーパミン受容体を標的とする薬剤，およびそのスクリーニング方法
発明者：松下

祥，中野和久

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし

7．自己点検・自己評価
教育：医学部，免疫学にとどまらず，さまざまな教育領域を担当している．教員数が維持できる限りはこの体制を
続けていきたい．
研究：原著論文の投稿数を増やす必要がある．
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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 4 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 11 コマ，太田 1 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 10 コマ，
太田 9 コマ，渕上 2 コマ，丸木 2 コマ，大村 2 コマ），実習 15 コマ（永井・太田・高橋），6 学年「社会医学」
（太
田 6 コマ，高橋 1 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（平成 25 年度研究マインド育成のための教育プログラム実施助成金を受けて実施）」（永井・太田・
高橋 3 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 32 名再試験を行い 25 名合格，7 名不合格であった．不合格者 2 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 126 名中 9 名再試験を行い，全員合格した．
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 25 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 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））「自己免疫
疾患に関する調査研究」
3．平成 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））「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．
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厚生労働省難治性疾患克服研究事業に関する研究班（自己免疫疾患に関する調査研究班，特発性造血障害に関する
調査研究班，難病の頻度と分布および規定要因に関する調査研究班）に参加し，医療受給者デ−タベ−スの利用可能
性について検討し，皮膚筋炎・多発性筋炎，再生不良性貧血の臨床疫学特性について検討した．
3-4．自己評価と次年度計画
多くの課題をとりあげ，成果をあげた．今後もひきつづき課題にとりくむ．

4．診療：該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
厚生労働省エイズ動向委員会委員（永井）
，厚生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.Tomimitsu,and H.Kohsaka. Prevalence and Incidence of Polymyosisitis and
Dermatomyositis in Japan. Mod Rheumatol 2014.03; 24（3）:477-480
② S.Hashimoto,M.Kawado,Y.Murakami,A.Ohta,M.Shigematu,Y.Tada,K.Taniguchi,M.Nagai Number of Sentinel
Medical Institutions Needed for Estimating Prefectural Incidence in Inﬂuenza Surveillance in Japan. J Epidemiol
2014.03; 24（3）:183-192.
③ A.Ohta,M.Nagai,M.Nishina,H.Tomimitsu,H.Kohsaka. Age at onset and gender distribution of systemic lupus
erythematosus, polymyositis/dermatomyositis, and systemic sclerosis in Japan. Mod Rheumatol 2013.06;
23:759-764.
④ M.Nakamoto,K.Arisawa,H.Uemura,S.Katsuura,H.Takami,F.Sawachika,M.Yamaguchi,T. Juta,T.Sakai,E.Toda,K.
Mori,M.Hasegawa,M.Tanto,M.Shima,Y.Sumiyoshi,K.Morinaga,K.Kodama,T.Suzuki,M.Nagai,H.Satoh. Association
between blood levels of PCDDs/PCDFs/dioxin-like PCBs and history of allergic and other diseases in the Japanese
population. Int Arch Occup Environ Health 2013.04; 86:849-859.
⑤ H. Tsuboi, H. Asashima, C. Takai, S. Hagiwara, C. Hagiya, M. Yokosawa, T. Hirota, H. Umehara, A.Kawakami,H.
Nakamura,H.Sano,K.Tsubota,Y.Ogawa,E.Takamura,I.Saito,H.Inoue,S. Nakamura,M.Moriyama,T.Takeuchi,Y.
Tanaka,S.Hirata,T.Mimori,H.Yoshifuji,A.ohta,I. Matsumoto,and T.Sumida. Primary and secondary surveys on
epidemiology of Sjogren's syndrome in Japan. Mod Rheumatol 2014.03; 24（3）:464-470.
⑥ 高橋美保子 , 仁科基子 , 太田晶子 日別出生数からみた社会的要因による出生日選好傾向の現状 日本公衛誌
2014.01; 61（1）:16-29
⑦ Y.Murakami,S.Hashimoto,M.Kawado,A.Ohta,K.Taniguchi,Y.Tada,M.Shigematu,M.Nagai Trend in pandemic H1N1
and other viral influenz a tyupes in Japan From 2010 to 2012European Congress of Epidemiology 2013
2013.08;
⑧ 永井正規 , 太田晶子 , 増居志津子 , 中村正和 J-STOP を利用した医学生に対する禁煙支援教育 2012 − 13 第 23
回日本禁煙推進医師歯科医師連盟総会・学術総会 2014.02;
⑨ 太田晶子 , 仁科基子 , 島田直樹 , 永井正規 臨床調査個人票デ−タベ−スの入力率と有用性の検討 . 第 72 回日本
公衆衛生学会総会 2013.10;473
⑩ 永井正規 , 太田晶子 , 川戸美由紀 , 橋本修二 風疹・麻疹全数報告に伴う報告患者数の変化−感染症発生動向調査
− . 第 72 回日本公衆衛生学会総会 2013.10;515
【総数：論文

8 件 , 学会発表

23 件】
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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」200 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 3 名が受講し，集中的な教育により，このうち 2 名が合格レ
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．

294

医学部（基礎医学部門）

10．法医学
1．構成員
髙田

綾（TAKADA, Aya）
：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 , 創
傷の法医診断：医学博士

齋藤一之（SAITO, Kazuyuki）
：客員教授（順天堂大学教授，法医）
：指導教員（大学院）
：突然死の病理，交通外傷：
医学博士
原

正昭（HARA, Masaaki）
：講師：教育副主任，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

高橋識志（TAKAHASHI, Shirushi）
：講師：教育員，研究副主任：突然死の病理
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（順天堂大学准教授，法医）
非常勤講師：舟山眞人（東北大教授，法医）
，村井達哉（榊原記念病院，病理），宮坂祥夫（科学警察研究所）
助手・実験助手：米山克美（YONEYAMA, Katsumi），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：4 年生，UD：髙田，講義・実習担当：髙田，齋藤，原，高橋，中西
救急・中毒：4 年生，UD 補佐：齋藤，講義担当：齋藤
医学概論：2 〜 4 年生，医事法，医療事故関係の講義，担当：齋藤
小児：4 年生，小児の虐待，担当：齋藤
病理総論：2 年生，死後変化，担当：髙田
PBL（2 年生）
：高橋
臨床入門・CPC 実習（4 年生）
：髙田，齋藤
そのほか，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：髙田，齋藤，高橋，法医免疫遺伝学：原，中西，木戸
共同研究は，順天堂大学，山梨大学，北里大学，弘前大学，東京都監察医務院，警察庁科学警察研究所などと行った．
3-3．研究内容と達成度：1）〜 3）は法医病理，4）は法医免疫遺伝
1）創傷形態からの成傷器推定：鈍器や刃物，頚部圧迫の創傷形態の解析例を蓄積した．
2）非動脈硬化性冠疾患の病理学的解析：冠動脈攣縮の原因となる好酸球性冠動脈炎や冠動脈解離の症例の病理学
的解析を行った．症例数が限られているので症例の集積には時間を要する．
3）動脈解離の病理学的解析：くも膜下出血の稀な原因である脳動脈解離の臨床病理学的検索をさらに進めた．頭
蓋内内頚動脈における陳旧な解離性病変を検索した．また，脳動脈外傷の病理について検討した．
4）DNA 多型の法医学的応用：DNA 多型分析の法医試料への適用に関する研究を続行した．
3-4．自己評価と次年度計画：教室業務に占める法医鑑定（解剖）の比率が大きく，しかも少人数であり，研究のた
めの時間的，精神的余裕に乏しい．そのような環境ではあるが，着実にデータを蓄積し，発表した．今後も同様の方
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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（髙田，齋藤，高橋）
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 25 年度に当教室で行った解剖は 189 体（司法 151 例・行政 1 例・
調査 37 体）であった．従来の司法解剖，行政解剖に加えて，今年度より，新法（警察等が取り扱う死体の死因又は
身元の調査等に関する法律）に基づく解剖（通称「調査解剖」）を行うようになった．また，埼玉県警のみでなく，
山梨県警の司法・調査解剖についても嘱託されるようになった（全体の 1 割程度を占める）．
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．25 年度も，髙田，齋藤が，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，高橋識志，永井智紀，齋藤一之，黒須
ンギオパチーの 2 剖検例．法医学の実際と研究
④ 高 橋 識 志， 景 山 則 正， 呂

彩 子， 林

明，黒須勝美，森晋二郎．法医解剖でみられた脳アミロイドア
2013;56:107-112.

紀 乃， 太 斉 典 男， 髙 田

綾， 齋 藤 一 之， 原

正 昭， 福 永 龍 繁． 下

垂体機能低下症による二次性副腎不全に敗血症を合併した若年成人の一剖検例．法医学の実際と研究
2013;56:113-120.
⑤ Nakanishi H, Shojo H, Ohmori T, Hara M, Takada A, Adachi N, Saito K. Sex determination by applying detection
method of copy number variation. The 11th Indo Paciﬁc Association of Law, Medicine and Science Congress
2013. 2013.10, Kuala Lumpur.
⑥ Takada A, Saito K, Nagai T, Nakanishi H, Takahashi S, Harada K, Mori S, Hara M. Anomalous origin of the right
coronary artery from the pulmonary artery: An autopsied sudden death case with severe atherosclerotic disease
of the left coronary artery. The 11th Indo Paciﬁc Association of Law, Medicine and Science Congress. 2013.10,
Kuala Lumpur.
⑦ Takahashi S, Takada A, Saito K, Hamamatsu A, Nagai T, Mori S, Hara M, Nakanishi H. Blood smear examination is
fundamental to autopsy diagnosis of fulminant infection: report of three cases. The 11th Indo Paciﬁc Association
of Law, Medicine and Science Congress 2013.10, Kuala Lumpur.【ベストポスター賞】
⑧ Hara M, Nakanishi H, Takahashi S, Kido A, Saito K, Takada A. STR and Y-STR genotyping of 30-50-year-old
semen stains. 25th Congress of the International Society for Forensic Genetics. 2013.9, Melbourne.
⑨高田綾，齋藤一之，高橋識志，新井正明，冨山紀子，中西宏明，原正昭：連続組織切片により血管の損傷部位を
証明しえた腹腔鏡手術後の乳児死亡例 .

第 97 次日本法医学会学術全国集会．2013.6，札幌．

⑩原正昭，中西宏明，高田綾，木戸啓，新井正明，冨山紀子，齋藤一之 . 陳旧精液斑からの個人識別に関する検討
―物体検査，DNA 抽出，STR 解析― .
【総数：論文 7 件，学会発表 12 件】
6-2．獲得研究費
296

第 97 次日本法医学会学術全国集会．2013.6，札幌．

法医学

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．
米山克美（代表）
：文部科学省・科学研究助成金，基盤研究（C）；「転写因子 Smad を介した TGF-s ファミリーに
よる骨格・筋組織の調節機構の解明」課題番号 24592278．208 万円．
6-3．受賞
中西宏明：第 11 回 INPALMS 国際学会ベストポスター賞
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
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 4 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：教育員：研究員：医員：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

濱岡和宏（HAMAOKA, Kazuhiro）

助教：教育員：研究員：医員：指導教員（大学院）：博士

菅原通子（SUGAWARA, Michiko）

助教：病棟医長：教育員：研究員：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

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

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

助教：教育員：研究員：医員

稔（YAMAOKA, Minoru）

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

浅見麻衣子（ASAMI, Maiko）

助教：教育員：研究員：医員

齊藤陽一（SAITOU, Youichi）

助教：教育員：研究員：医員

鷹野雅史（TAKANO, Masashi）

助教：教育員：研究員：医員

渕上

助教：教育員：研究員：医員

彰 （FUCHIGAMI, Akira）

内田義人（UCHIDA, Yoshihito）

社会人大学院生：医員

中尾将光（NAKAO, Masamitu）

助教（国際医療センター兼担）：消化器病学

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

松井

淳（MATUI, Atushi）

非常勤講師

石川恵子（ISHIKAWA, Keiko）

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

吉野廉子（YOSHINO, Kiyoko）

非常勤医師

水野芳枝（MIZUNO, Yoshie）

非常勤医師

渡邊一弘（WATANABE, Kazuhiro）

非常勤医師

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
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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
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（岡

政志）

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
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の各種手技を獲得するとともに，肝炎ウイルス，生活習慣病，難治性消化器疾患，肝移植などに関する広範な専門的
知識を習得し，消化器・肝臓疾患はもとより，幅広い内科疾患を診断・治療に対応できるように教育している．信州
大学，群馬大学とも連携しており，肝移植やその他当院にて習得することの不可能な病態や治療に関しても，学習出
来る環境を整えている．また，生涯教育に関しては，埼玉県から委託されて，肝疾患の診療に関する医療研修会を開
催し，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 25 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，稲生

実枝，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 25 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 8 名，日本消化器内視鏡学会 6 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 25 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 777 名の埼玉県認定肝疾
患診療医が誕生した．5 年ごとの更新を行う教育事業も行っており，更新者は 226 名であった．
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）
301

消化器内科・肝臓内科

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．C 型肝炎ウイルスに関しては，direct-acting antiviral agent（DAA）による IFN を用いない治療が 2014 年以降は
主流となるが，これを見据えて NS5A 阻害薬に対する耐性変異である Y93H アミノ酸変異を有する HCV 株を定量す
る簡易迅速測定法を開発し（埼医 25-012，特願 2013-255748），これを利用した臨床研究を開始した．また，B 型
肝炎ウイルスでは新規 genotype を発見したが，その後はウイルス増殖能を規定するポリメラーゼ領域の変異を同定
し，その意義を組替え実験も含む in vitro 実験で検証している．これら独自の系を基に，ウイルス性肝疾患における
個別化医療の体系確立を目指している．
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
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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，薬剤投与期間が長期に行われると陰性化率も高くなることが確認された．また，
DAA である NS5A 阻害薬に対する耐性変異である Y93H アミノ酸変異を有する HCV 株を定量する簡易迅速測定法の
開発（埼医 25-012，特願 2013-255748）
，B 型肝炎ウイルスでは新規 genotype を発見，ウイルス増殖能を規定す
るポリメラーゼ領域の変異を同定など独創的な研究を展開中である．
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，新規 genotype の同定とターミナルド
メインにウイルス増殖能を有することを証明した．
消化管疾患に関しては，食道胃静脈瘤など門脈亢進症に起因する消化管出血の治療法確立を目指した臨床研究を進
めている．これら疾患には内視鏡治療のみならず，IVR 手技を利用した治療も実施しており，病態に応じた個別化治
療に結びつけることを目指している．また，消化管出血に関しては，カプセル内視鏡検査とダブルバルーン内視鏡検
査と併用することで，従来は診断が不可能であった症例の病態を解析することも試みている．さらに，胃食道逆流症，
NSAIDs 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）HCV の遺伝子変異を DAAs の耐性に関する研究
（12）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
（13）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
（14）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
（15）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
（16）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
（17）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
（18）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
（19）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
（20）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
（21）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
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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，薬剤投与期間を長期に行っ
た症例で陰性化率が高くなることが確認された．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．今後は，IFN-Free の次世代 Direct Acting Antivirals（DAAs）が登場し，
経口剤での治療が可能となるが，NS5A 阻害薬の耐性変異である Y93H が治療前から認められる場合があり，これら
薬剤耐性変異を評価し，治療効果を判定していく必要がある．しかしその検出には定量及び定性ともに臨床検査とし
て行うには限界あり，それを簡便かつ安定した方法で測定する簡易迅速定量法を開発した．今後は症例を重ね，耐性
変異の状態と治療効果を検証していく．
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，ターミナルドメインにウイルス増殖能を有する事
が確認された．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
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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
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 26 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
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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（SNPs）など宿主要因も考慮した
個別化医療を実施している．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，DAA 治療における HCV の薬物耐性変異を評価する簡易迅速定量法を開発し，これを用いた治療体系の確
立し，これを基づいた診療と臨床研究を展開している．一方，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．肝硬変症患者の門脈圧亢進症状は側副血行路の発達とそれによる門脈血流減少が原因と
なっており，胃静脈瘤に対して施行されるバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）後に，血流改善による肝
予備能改善例を認め，それに伴い腹水や肝性脳症が改善する症例を経験し，今後より有効な治療になっていくものと
思われる．自己免疫性肝疾患などの難病にも新規治療を積極的に導入している．
胆道系疾患に関しては，消化器外科との密接な連携の基に，胆嚢結石および総胆管結石による閉塞性黄疸に対する
内視鏡的治療を実施している．膵疾患では重症急性膵炎の治療に定評があり，血液濾過透析なども併用した集学的治
療を実施し，良好な成績を得ている．
消化管疾患では消化管出血と炎症性腸疾患の治療に力を入れている．食道胃静脈瘤では硬化療法，結紮療法など
の内視鏡を用いた治療のみならず，バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）も積極的に行っており，microballoon カテーテルを用いることで通常は治療が困難な症例ないしは十二指腸，直腸などの異所性の静脈瘤に関して
も良好な治療成績が得られている．また，緊急止血時には医療用アロンアルファの注入による硬化療法も IRB の認可
を得て実施可能な体制になっている．出血性潰瘍，vascular ectasia に対しては，高濃度塩化ナトリウムやエタノー
ル注入，アルゴンプラズマ凝固（APC）
，クリップによる止血術などを駆使して，高率に止血に成功している．治療
困難な胃静脈瘤に対してはバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）を行い，緊急止血時には医療用アロンア
ルファの注入による硬化療法を併用し，良好な成績を得ている．経口摂取不能症例に対する内視鏡的胃瘻造設術など
の対症療法も行っている．潰瘍性大腸炎，クローン病などの炎症性腸疾患に対しては，血球成分吸着除去療法，イン
フリキシマブおよびアダリムマブ（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）
岡

政志：埼玉県胃がん集検委員会（委員）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
持田

智： 雑誌「肝臓」
（日本肝臓学会：編集委員）
Hepatology Research 誌（日本肝臓学会：Editorial board）
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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）
岡

政志： 日本消化器がん検診学会誌（日本消化器がん検診学会：編集委員）

5-3．その他：社会あるいは医学的貢献に関わる業務
1．持田

智 . IFN- とビタミン D の併用療法 . 学術講演会「プロテアーゼ阻害薬不適応症例におけるビタミン D の

可能性を考える」
，2013 年 4 月 11 日，東京 .
2．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 . 第 5 回向丘肝炎治療セミナー，2013 年 4

月 18 日，東京 .
3．持田

智 . B 型，C 型肝炎の治療 . 平成 25 年度市民公開講座 in 志木「放っておくと怖い！ B 型肝炎，C 型肝炎：

肝がんにならないために」
，2013 年 5 月 19 日，志木 .
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 . B 型肝炎学術講演会，2013 年 5 月 30 日，津 .

5．持田

智 . 藤原研司先生メモリアル講演「肝不全と肝移植の研究」，第 39 回日本急性肝不全研究会，2013 年

6 月 5 日，東京 .
6．持田

智 . ランチョンセミナー 2「Ｃ型慢性肝炎の 3 剤併用療法：治療成績の向上を目指した工夫」，第 49 回

日本肝臓学会総会，2013 年 6 月 6 日，東京 .
7．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 . 戸田地区 HBV 再活性化セミナー，2013

年 6 月 17 日，戸田 .
8．持田

智 . 全例調査の中間報告 . 埼玉肝臓病研究会，2013 年 6 月 18 日，大宮 .

9．持田

智 . 国民病である B 型，C 型肝炎：わが国における対策の現状 . ローソン店舗オーナー講演会，2013 年

6 月 19 日，東松山 .
10．持田

智 . Ｃ型慢性肝炎の治療：DAAs 時代の病診連携 . 第 12 回 Y-PERS 学術講演会，2013 年 6 月 21 日，
甲府 .

11．持田

智 . 肝疾患と漢方療法：どうような病態で使えばよいのか . 彩の国 Kampo 消化器病講演会，2013 年 6

月 22 日，浦和 .
12．持田

智 . 急性肝不全の診断と治療 . 日本消化器病学会関東支部

第 22 回教育講演会，2012 年 6 月 23 日，

つくば .
13．持田

智 . Ｃ型慢性肝炎の治療：DAAs 時代の病診連携 . 長崎 C 型肝炎学術講演会，2013 年 6 月 28 日，長崎 .

14．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 . 群馬リウマチアカデミー，2013 年 7 月 5 日，

高崎 .
15．持田

智 . 3 剤併用療法の治療成績：難治性症例への延長投与 . TELAVIC Expert Seminar，2013 年 7 月 6 日，
東京 .

16．持田

智 . Ｃ型慢性肝炎の治療：DAAs 時代の病診連携 . 第 8 回播磨肝疾患治療研究会，2013 年 7 月 20 日，
姫路 .

17．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 . 周南 B 型肝炎セミナー，2013 年 7 月 25 日，

徳山 .
18．持田

智 . B 型慢性肝炎の治療：最近の話題 . 川越市医師会学術講演会，2013 年 7 月 30 日，川越 .

19．
持田 智 . B 型慢性肝炎の治療：最近の話題 . 埼玉県南部エリア B 型肝炎学術セミナー，
2013 年 8 月 20 日，
川口 .
20．持田

智 . C 型慢性肝炎の治療 . ヤンセンファーマ講演会，2013 年 8 月 23 日，浦和 .

21．持田

智 . 急性肝不全と DIC. 消化器疾患における DIC 治療を考える会，2013 年 9 月 7 日，大宮 .

22．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 . 秋田 B 型肝炎セミナー，2013 年 9 月 19 日，

秋田 .
23．持田

智 . 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（延長投与の有用性）. Hepatitis

C Japan Summit 2013，2013 年 9 月 21 日，高輪 .
24．Mochida S. Acute Liver Failure in Japan: Definition, Classification and Prediction of the Outcome. Lunchon
Seminor, 17th International Symposium on Cells of the Hepatic Sinusoids. 2013 年 9 月 24 日，大阪 .
25．持田

智 . B 型，C 型肝炎の治療 . 平成 25 年度市民公開講座 in さいたま「放っておくと怖い！ B 型肝炎，C 型

肝炎：肝がんにならないために」
，2013 年 10 月 6 日，大宮 .
26．持田

智 . C 型慢性肝炎の治療 : 埼玉県における新たな臨床研究 . 埼玉肝臓病研究会，2013 年 10 月 15 日，
浦和 .

27．持田

智 . C 型慢性肝炎の治療：DAAs 時代の病診連携 . 第 4 回川口リバーフォーラム，2013 年 10 月 17 日，
川口 .

28．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」
，2013 年 10 月 20 日，浦和 .
29．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」
，2013 年 10 月 20 日，浦和 .
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30． 持 田

智 . 高 齢 者 C 型 慢 性 肝 炎 の 治 療 戦 略： 次 世 代 DAAs の 登 場 で 何 が 変 わ る か Hepatitis Roundtable

Discussion in KANAGAWA East，2013 年 10 月 22 日，横浜 .
31．持田

智 .. B 型肝炎の再活性化と重症化 . 国立病院機構災害医療センター平成 25 年度第 2 回院内感染対策講習

会，2013 年 10 月 24 日，立川 .
32．持田

智 . C 型慢性肝炎の治療：DAAs 時代の病診連携 . 埼玉県西部地区 C 型肝炎学術講演会，2013 年 11 月 12 日，

川越 .
33．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 . つくば消化器セミナー，2013 年 11 月 13

日，つくば .
34．持田

智 . B 型，C 型肝炎の治療：最新の話題 . 第 27 回群馬肝疾患治療研究会，2013 年 11 月 14 日，高崎 .

35．持田

智 . B 型肝炎の再活性化：最近の話題 . 第 6 回上本町 B 型肝炎セミナー，2013 年 11 月 15 日，大阪 .

36．持田

智 . C 型慢性肝炎の治療：DAAs 時代の病診連携 . 第 14 回信州リバーフォーラム，2013 年 11 月 16 日，

松本 .
37．持田

智 . 国民病である B 型，C 型肝炎：わが国における対策の現状 . ローソン店舗オーナー講演会，2013 年

11 月 21 日，三芳 .
38．持田

智 . C 型慢性肝炎の最新治療と今度の展望 . 第 4 回

肝とビタミン D 研究会，2013 年 11 月 26 日，川越 .

39．持田

智 . C 型慢性肝炎の治療：DAAs 時代の病診連携 . 佐賀肝炎セミナー，2013 年 11 月 27 日，佐賀 .

40．持田

智 . C 型肝炎：最新情報 . 平成 25 年度

肝炎・免疫研究センター

肝炎情報センター主催看護師向け研

修会，2013 年 12 月 6 日，国府台 .
41．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 . 化学療法研修会，2013 年 12 月 6 日，下関 .

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 . 地域連携学術集会：第 12 回東邦化学療法会，
2013 年 12 月 13 日，大森 .
43．持田

智 . C 型肝炎の最新治療：全例の治癒を目指して . 埼玉県南西部地域医療セミナー，2013 年 12 月 17 日，

志木 .
44．持田

智 . 肝機能障害 . 身体障害者福祉法

第 15 条指定医師研修会（平成 25 年度），2014 年 1 月 19 日，
大宮 .

45．持田

智 . IFN- βとビタミン D 併用療法 . フェロン学術講演会，2014 年 1 月 21 日，浦和 .

46．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 . 埼玉県内科医会新年講演会，2014 年 1 月

18 日，浦和 .
47．持田

智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：IFN 併用療法の意義 . 札幌肝疾患フォーラム，2014 年

1 月 30 日，札幌 .
48．持田

智 . 急性肝不全と DIC. 昭和臓器不全フォーラム，2014 年 1 月 31 日，六本木 .

49．持田

智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：IFN 併用療法の意義 . 浜松肝炎学術講演会，2014 年 2

月 1 日，浜松 .
50．持田

智 . 医師国家試験に向けて医学生はいかに勉強すべきか：全国医学部長病院長会議 WG の集計結果を基に .

平成 25 年度医学科教育 FD 部会企画講演会，2014 年 2 月 6 日，宇部 .
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 . 山口 B 型肝炎セミナー，2014 年 2 月 6 日，

宇部 .
52．持田

智 . 肝炎ウイルス検診：受検者増加を目指した産・学・行政の連携事業 . 埼玉県肝がんセミナー，

2014 年 2 月 8 日，浦和 .
53．持田

智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：IFN 併用療法の意義 . 埼玉肝臓病研究会，2014 年 2

月 17 日，さいたま新都心 .
54．持田

智 . 急性肝不全と DIC. 第 132 回消化器内科セミナー，2014 年 2 月 19 日，湯島 .

55．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 . B 型肝炎ウイルス再活性化対策セミナー，

2014 年 2 月 21 日，新潟 .
56．持田

智 . C 型肝炎の治療：パラダイムシフトの中での Vitamin D 併用療法の意義 . 宮城肝腎研究会，2014

年 2 月 27 日，仙台 .
57．持田

智 . 劇症肝炎 . 平成 25 年度厚生労働科学研究費肝炎等克服緊急対策研究事業：公開報告会，2014 年 3

月 1 日，東京 .
58. 持田

智 . 肝がんは予防できる病気：何をすればよいのか知っていますか . 県民がん予防フォーラム「肝がん

にならないように，でも，なった時のために」，2014 年 3 月 22 日，浦和 .
59．持田
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25 日，浦和 .
60．持田

智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：病診連携の在り方 . 糖尿病と肝疾患

病診連携学術講

演会，2014 年 3 月 26 日，坂戸 .
61．持田

智 . パラダイムシフトを迎えた C 型肝炎の治療：IFN 併用療法の意義 . Hepatitis Web Conference，

2014 年 3 月 27 日，東京 .

6．業

績

6-1．論文・学会発表（10 編）
① 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 2013; 7: 683-692.
② Handa T, Imai Y, Sigawara K, Chikayama T, Nakazawa M, Ando S, Hamaorka K, Inao M, Nakayama N, Mochida
S : Transcatheter Arterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma:Comparison of the Therapeutic
Eﬃcacies Between Miriplatin and Epirubicin. Hepatol Res 2013 Aug 19. Doi: 10.1111/hepr.12225.（Epub ahead
of print）
③ Yoshino K, Imai Y, Nakazawa M, Chikayama T, Ando S, Sugawara K, Inao M, Oka M, Mochida S : Therapeutic
Strategy for Patients with Bleeding Rectal Varices Complicating Liver Cirrhosis. Hepatol Res 2013 Sep 3. Doi:
10.1111/hepr.12232.（Epub ahead of print）
④ Uchida Y, Kouyama J, Naiki K, Sugawara K, Inao M, Nakayama N, Mochida S : A Possible Novel Genotype HBV
Strain Developing Due to Recombination between Genotypes H and B Strains Isolated from a Japanese Patient.
Hepatol Res 2013 Sep 10. Doi: 10.1111/hepr.12238.（Epub ahead of print）
⑤ 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 2014; 29: 365-371.
⑥ 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 different types of gastric vascular
ectasia according to the type of lesions. World J Gastroenterol 2014; 19: 2799-2805.
⑦ Sugawara K, Inao M, Nakayama N, Mochida S：Telaprevir-Induced, but not Pegylated Interferon-Associated,
Retinopathy as a Noteworthy Adverse Eﬀect during Triple Antiviral Therapy in Patients with Chronic Hepatitis C.
J Gastroenterol 2014; 49: 363-368.
⑧ Ge X, Leung TM, Arriazu E, Lu Y, Urtasun R, Christensen B, Fiel MI, Mochida S, Sorensen ES and Nieto N.
Osteopontin binding to lipopolysaccharide lower tumor necrosis factor-a and prevents early alcohol-induced liver
injury in mice. Hepatology 2013 Nov 9; doi: 10.1002/hep.26931. [Epub ahead of pront].
⑨ Mochida S, Takikawa Y, Nakayama N, Oketani M, Naiki T, Yamagishi Y, Fujiwara K, Ichida T, Tsubouchi H :
Classiﬁcation of the etiologies of acute liver failure in Japan: A report by the Intractable Hepato-Biliary Diseases
Study Group of Japan. Hepatol Res 2014; 44: 365-367.
⑩ Suzuki F, Toyota J, Ikeda K, Chayama K, Mochida S, Hayashi N, Ishikawa H, Miyagoshi H, Hu W, McPhee F,
Hughes EA, Kumada H. A randomized trial of daclatasvir with peginterferon alfa-2b and ribavirin for HCV
genotype 1 infection. Antivir Ther 2014 Jan 22. Doi: 10.3851/IMP2730.（Epub ahead of print）
【総数：論文 65 件，学会発表 42 件（国外 7 件，国内 35 件），講演 61 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，￥2,000,000-）
（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，￥1,000,000-）
（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，￥18,000,000-）
（4）厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）
「経口感染によるウイルス性肝炎（A 型及び E 型）
の感染防止，病態解明，遺伝的多様性及び治療に関する研究」班（平成 24 年度から，￥1,000,000-）
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（5）学研究費助成事業（科学研究費補助金）
「基盤研究（C）」
「B 型肝炎ウイルス増殖能を規定する要因：ポリメラー
ゼ蛋白アミノ酸変異の意義」班：研究代表者（平成 25 年から，￥1,560,000-）
6-3．受

賞

特記すべき事項なし
6-4．特許，実用新案
Y93H 変異株に対するサイクリンプローブ法を用いた簡易迅速定量法

特許取得

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）
では循環器疾患・胸部診察，3 年診療の基本（山本 1 単位：心機能評価，飯田 1 単位：呼吸困難・息切れ，菅野 1 単位：
胸痛）
，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），5 年特別演習（山本 1 単位：胸痛），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，少しできるよ
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，十分努力はしたが，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．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．
発作性心房細動に対する薬剤の影響を検討する．
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，今後も検討する余地がある．
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．
次年度は，心不全，肺高血圧，発作性心房細動に関する研究を続ける．

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
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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 1490
例，入院患者数は 124 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，
静脈血栓塞栓症などで，Holter 心電図 792 件，経胸壁心エコー 6067 件，経食道心エコー 32 件を施行・判読した．
冠動脈 CT 検査は 107 件，薬物負荷心筋シンチ検査は 34 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
10 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
来たが，冠動脈 CT 検査の増加に伴い負荷心筋シンチ検査は減少した．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，日本循環器学会関東甲信越
地方会評議員，日本心臓病学会特別正会員．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Aoki H, Nakata M, Dezaki K, Lu M, Gantulga D, Yamamoto K, Shimada K, Kario K, Yada T. Ghrelin counteracts
salt-induced hypertension via promoting diuresis and renal nitric oxide production in Dahl rats. Endocr J.
60:571-581, 2013.
② 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:
E147-148, 2013.
③山本啓二．肥大型心筋症．循環器疾患の最新の治療 2014-2015．180-183, 2014.
④芦谷啓吾，大庫秀樹，山岡

稔，筋野智久，菅野

龍，野口

哲，吉田佳弘，小林威仁，有馬

博，木下俊介，

飯田慎一郎，井上清彰，岡田浩一，茅野秀一，山本啓二，中元秀友，今枝博之．NSAIDs 起因性と思われる胃大
腸潰瘍の 1 例．82:116-117, 2013.
⑤天野博明，今枝博之，大庫秀樹，草野

武，中村

井上清彰，木下俊介，岡田浩一，山本啓二，篠塚

玲，守麻里子，大原泰宏，筋野智久，山岡

稔，菅野

龍，

望，中元秀友．右側結腸に発症した狭窄型虚血性大腸炎の一

例．Prog Dig Endosc. 82:190-191, 2013.
総数：論文

5 件，学会発表

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
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，循環器系検査数も概ね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病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（Minoru, Kanazawa）
：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（Koichi, Hagiwara）
：教授：研究主任，副診療科長：代表指導教員（大学院）
：肺癌，遺伝子，先進医療：
博士
永田

真（Makoto, Nagata）
：教授：副診療科長，教育主任，研究副主任：指導教員（大学院）：気管支喘息，アレ
ルギー学，臨床免疫学：博士

臼井

裕（Yutaka, Usui）
：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（Hidetoshi, Nakamura）
：准教授：病棟医長：慢性閉塞性肺疾患，呼吸リハビリテーション：博士
杣

知行（Tomoyuki, Soma）
：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

中込一之（Kazuyuki, Nakagome）
：講師：指導教員（大学院）
：喘息，アレルギー・免疫学：博士（2014 年 1 月留
学先 Wisconsin 大学から帰局）
太田洋充（Hiromitsu, Oota）
：講師：肺癌，びまん性肺疾患：博士
山口剛史（Takefumi, Yamaguchi）
：助教：博士（毛呂病院 出向中）
宮下起幸（Tatsuyuki, Miyashita）
：助教：博士
長井良昭 （Yoshiaki, Nagai）
：助教：博士
小宮山謙一郎（Kenichiro, Komiyama）
：助教：医局長，博士
平間

崇（Takashi, Hirama）
：助教：博士（2012 年 8 月より The Hospital for sick children 555 University へ留学中）

内田義孝（Yoshitaka, Uchida）
：助教
嶺崎祥平（Shohei, Minezaki）
：助教
山崎

進（Susumu, Yamazaki）
：助教

塩野文子（Ayako, Shiono）
：助教
宮内幸子（Sachiko, Miyauchi）
：助教
宮澤仁志（Miyazawa, Hitoshi）
：実験助手

2．教育
2-1．目的･目標
医学部教育においては学生が呼吸器領域を系統的に，深く理解できることを目的とした．とくに国家試験合格率の
向上に寄与することを念頭に置き，かつ臨床実習学生の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 年生では，呼吸器ユニット講義の効果的かつ包括的なアプローチとして，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ことの理解を深めてもらい，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 およびクリニカルクラークシップでは，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 年生では主として国家試験突破を主眼にした総合教育を行った．過去の国家試験問題は詳細に分析して積極的に
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，臨床実習クルズスを実施した．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るよう心掛けた．助教は臨床実習の実
際的な手ほどきで中心的な役割を担うとともに，臨床入門，OSCE などを担当し，また短期大学，毛呂病院看護専門
学校での講義を担当した．
卒後教育：
病棟業務ではチーム構成による診療方式を整備し，濃密で安全な卒後臨床医学教育を進めた．
当院および近隣の医療圏を主体に開催される講演会に全国から高名な講師を招き，積極的に参加を促した．各テー
マについて専門医のみならず，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
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的知識についての講演がなされた．今年度実施された講演会としては呼吸器セミナー，埼玉喘息アレルギー研究会，
埼玉呼吸療法研究会，アレルギーフォーラム，埼玉膠原病肺研究会，などである．
科内での卒後教育プログラムとして，2 週に 1 回のペースでアレルギー専門医取得のためのクルズスを定期的に
行った．
大学院：
国際医療センターと連携することで，幅広い研究指導を行った．内容は，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，学生からは高い評価を受け，好評であったものと認識している．
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，各方面から一定の評価を受けている．
次年度も卒前，卒後，大学院の医学教育のさらなる充実を図りたい．
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，特に医師国家試験の動向を反映させて，必要な部分を強化し，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
傾向にさらに即した，より実践的な問題を出題するよう心掛けたい．

3．研究
3-1．目的・目標
気管支喘息の基礎・臨床研究，感染症診断法開発と臨床応用，肺癌の臨床・基礎研究，特定の疾患の疾患原因遺伝
子を同定，などを主要なテーマとしてそれぞれの研究グループが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，中込ら）
アレルギー疾患の代表的炎症細胞である好酸球の組織浸潤と活性化機序の in vitro システムでの研究，呼気凝縮液
および誘発喀痰などをもちいた難治性喘息における炎症病態の解析，実験アレルギー喘息動物モデルをもちいた気道
炎症の寄与分子の解析，またアレルゲン免疫療法の改良アプローチなどの基礎的・臨床的研究を行った．また耳鼻咽
喉科との共同研究で気管支喘息患者の嗅覚障害についての臨床研究，総合診療内科との共同研究で気管支喘息患者で
の食道カンジダ症ならびに好酸球性食道炎の臨床的検討を行った．
なおこの領域に関しては，アレルギー疾患の唯一の根本治療であるアレルゲン免疫療法のなかでとくにスギ花粉症
の舌下免疫療法が日本でも施行可能となることを踏まえ，日本アレルギー学会が作成・発刊したガイドラインのひと
つである「スギ花粉症におけるアレルゲン免疫療法の手引き」の作成責任者を担当した（永田）．これは公的な貢献
であったものと考えている．また国際的学術集会として，第 23 回国際喘息学会日本北アジア部会を東京において開
催し（会長：永田）
，円滑にかつ盛会として運営を完遂することができ，本学の学術への貢献のひとつとなったもの
と考える．
2．感染症（金澤，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を行った．
3．肺癌（萩原，小宮山，宮澤ら）
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
解析などを行った．
（実施された臨床試験）
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（NEJ016），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）
，既治療例進行非小細胞癌に対する DTX/TS-1 併用療法と DTX 単剤療法の第Ⅲ相比較試験（KRSG1301）
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4．遺伝子解析（萩原，太田，宮澤ら）
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，また原発性肺高血圧症，肺気腫の原因遺伝子の同定
などを行った．
（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，全体の目標達成度は 80％程度と判断する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
大学病院呼吸器内科は，国際医療センターの呼吸器内科・外科と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．外来診療部門「アレルギー・喘息セ
ンター」では呼吸器内科・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．具体的には各種の気管支喘息を始め，食物アレルギー・
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）など幅広いアレルギー疾患を診
療している．肺癌の診療の中心は国際医療センター呼吸器内科で行われているが，助教には埼玉医科大学病院呼吸器
内科と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．大学病院呼吸器内科でも肺癌の化学
療法外来を開設し，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
も目標を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
なし
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
喘息：永田
査読委員
Cancer Science：萩原
Journal of Cellular and Molecular Medicine：萩原
Lung Cancer：萩原
Respiratory Investigation：金沢
Allergology International：永田
Internal Medicine：萩原，永田
喘息：永田
日本呼吸器学会誌：金沢
PLoS ONE：萩原
Respiratory Case Report：萩原
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
市民向け講演会，医師向け講演会 演者を各種担当

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
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原著論文：
① A cohort study of mortality predictors in patients with acute exacerbation of chronic fibrosing interstitial
pneumonia. Yutaka Usui, Akiko Kaga, Fumikazu Sakai, Ayako Shiono, Kenichiro Komiyama, Koichi Hagiwara,
Minoru Kanazawa BMJ Open 2013;3:e002971 doi:10.1136/bmjopen-2013-002971
② HIRA-TAN: A real-time PCR-based system for the rapid identiﬁcation of causative agents in pneumonia. Takashi
Hirama, Shohei Minezaki, Takefumi Yamaguchi, et al. Respiratory Medicine 108: 395-404; 2014.
③ 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.
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アレルギー性疾患患者における迅速特異的 IgE 抗体測定キット（ImmunoCAP Rapid）とプリックテストの比
較検討 小宮山謙一郎 , 増本愛 , 西原冬実 , 小林威仁 , 杣知行 , 萩原弘一 , 金澤實 , 永田真．アレルギー 62（12）
1631-1641 2013
⑥ Eﬀectiveness of Geﬁtinib against Non-Small-Cell Lung Cancer with the Uncommon EGFR Mutations G719X and
L861Q.. Watanabe S, Minegishi Y, Yoshizawa H, Maemondo M, Inoue A, Sugawara S, Isobe H, Harada M, Ishii Y,
Gemma A, Hagiwara K, Kobayashi K

J Thorac Oncol. 2014.02. 9（2）:189-94

⑦ Impact of the Tohoku earthquake and tsunami on pneumonia hospitalisations and mortality among adults in
northern Miyagi, Japan: a multicentre observational study.. Daito H, Suzuki M, Shiihara J, Kilgore PE, Ohtomo
H, Morimoto K, Ishida M, Kamigaki T, Oshitani H, Hashizume M, Endo W,（Hagiwara K）, Ariyoshi K, Okinaga S.
Thorax. 2013.06. 68:544-50
⑧ BMPR2 mutations, clinical phenotypes and outcomes of Japanese patients with sporadic or familial pulmonary
hypertension.. Kabata H, Satoh T, Kataoka M, Tamura Y, Ono T, Yamamoto M, Huqun,（Hagiwara K）, Fukuda K,
Betsuyaku T, Asano K Respirology. 2013.05.
論文発表数：
英文（原著）

7件

英文（症例報告） 0 件
邦文（原著）

1件

邦文（症例報告） 2 件
総説

25 件

著書

10 件

学会発表：
国内地方会

計2件

国内総会

計 29 件

国際学会

計 10 件

6-2．獲得研究費
文部科学省科学研究費補助金 3 件（萩原）
厚生労働省科学研究費補助金 2 件（萩原，永田）
科学研究費補助金

若手研究（B）1 件（太田）

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 23 回 国際喘息学会日本・北アジア部会 会長（永田
平成 25 年 6 月 28・29 日

真）

於．東京（都市センターホテル）

7．自己点検・評価
教育面では医学部，短期大学，毛呂病院看護専門学校での講義，臨床推論，臨床入門，OSCE の実施などを行った．
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医学部講義では 3 年生の内容再検討を行い，必要な部分を強化し不必要な部分を整理した．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判断している．
研究面ではアレルギー・臨床免疫，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み，学会・論文発表も一
定の効果を得ることができた．アレルギー領域に関しては日本アレルギー学会発刊の「スギ花粉症におけるアレルゲ
ン免疫療法の手引き」ガイドラインの作成責任者を担当し（永田），公的な貢献をしたと考えている．また国際的学
術集会として，第 23 回国際喘息学会日本北アジア部会を東京において開催し（会長：永田），円滑にかつ盛会とし
て運営を完遂することができた．
診療面では県内の重症呼吸不全患者を積極的に受け入れ，地域医療への貢献は大であったものと判断している．リ
ハビリテーション科などと医療チームを結成による包括的呼吸リハビリテーションを含む集学的治療を行い，この面
での診療の質も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体制を
維持しつつ，当院としての入院・外来診療を構築することができていた．全体として 100％に近いベッド稼動率を
維持し，診療実績は前年度以上であった．外来のなかでアレルギーセンター部門への紹介患者は東京をふくめ広く県
外からきており，当科の特色のひとつとして機能していた．次年度はさらに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，医療の質を高めていくよう努力を行っていくとしたい．
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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（平成 25 年 10 月 1 日に国際医療センター内分泌・糖尿病内科に配置転換，
当科兼担；平成 25 年 12 月 1 日に准教授に昇格）
：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（HOASAKA, Toshio）
：講師（平成 23 年 6 月 1 日就任）：指導教員（大学院）：代謝学（特に糖尿病）
，栄
養学：博士，平成 26 年 3 月 31 日に退職
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）：博士
井上清彰（INOUE, Kiyoaki）
：講師（総合診療内科，当科兼担）：博士
飯田慎一郎（IIDA, Snin-ichiro）
：講師（総合診療内科，当科兼担）：博士
皆川晃伸（MINAGAWA, Akinobu）
：助教（平成 26 年 3 月 1 日に講師に昇格）：外来医長，平成 26 年 3 月 31 日
に退職
安田重光（YASUDA, Shigemitsu）
：助教：病棟医長
保川信行（YSUKAWA, Nobuyuki）
：助教（平成 25 年 10 月 1 日に国際医療センター内分泌・糖尿病内科に配置転換，
当科兼担）
池上裕一（IKEGAMI, Yuichi）
：助教
今井健太（IMAI, Kenta）
：助教（平成 25 年 10 月 1 日に国際医療センター内分泌・糖尿病内科に配置転換，当科兼担）
大堀哲也（OHORI, Tetsuya）
：助教，平成 26 年 3 月 31 日に退職
伊藤大輔（ITO, Daisuke）
：助教，平成 25 年 8 月 1 日に退職（小川赤十字病院に出向）
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
井内卓次郎（IUCHI, Takujiro）
：助教（シニアレジデント），社会人大学院生（博士課程）
酒井豪太（SAKAI, Gota）
：大学院生（博士課程）
井上和之（INOUE, Kazuyuki）
：助教（シニアレジデント）
五十嵐友里（IGARASHI, Yuri）
：助教（総合医療センター神経精神科，当科兼担）
波多野雅子（HATANO, Masako）
：非常勤医師 1 類
横田健介（YOKOTA, Kensuke）
：非常勤講師

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，医学における統計学の必要性を理解させた．3 年生の「病気
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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」の循環器ユニットのうち，心血管系における
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 29 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，高血圧の計 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 分けにて実施した．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（高血圧）1 時間，
内科総論（輸液）1 時間，医療総論（加齢，老化）1 時間，必須の症侯と疾患として，高脂血症，肥満，高血圧を 1
時間，臨床実習の再チェックとして，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・高血圧・骨粗鬆症・
下垂体・甲状腺・副甲状腺を，今年度は月 1 回実施した．加えて，隔週 1 回，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，10 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」
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．また，ログブックを用いることで，教員が学生の臨床実習の習得を確認
することができた．平成 26 年度からはログブックの電子化がなされ一層充実されることが期待できる．加えて，平
成 26 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．
「卒後教育」
教授回診は例年同様，毎週水曜日朝 8 時から開始し，1 年を通じて，休みなく実施する予定としている．また，研
修医のクルズスは内科研修医を対象に，主に内分泌代謝疾患全般すべてを，実施予定である．加えて，隔週 1 回の
症例検討会および抄読会は，最新の臨床・研究面での topics を含めた知識を深めさせたい．特に，活発な意見が飛
び交うような会議となるよう努力したい．
「大学院教育」
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．
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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
1．糖尿病グループ：糖尿病の発症機序，糖尿病および糖尿病合併症関連遺伝子の解析，糖尿病・肥満症の分子病
態解明，糖尿病治療の臨床的研究．
2．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．
3．脂質異常症グループ：脂質代謝および関連分子の基礎的・臨床的研究．
4．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一流英文誌での当科からのオリジナルな論文発
表がなされた．
3-4．自己評価と次年度計画
本年度は一流英文誌を含めた論文発表がやや増加した．オリジナルで一流の実績を来年度以降も増やしていきたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科は，埼玉県西北部の基幹施設として，多くの生活習慣病および内分泌疾患患者に質の高い医療を提供すること
を目的としており，そのため，糖尿病教育や専門的治療の実績を積み重ねている．外来および入院診療は安定した実
績を継続しているが，専門性や合併症を含めた全身的な診療を必要としない症例の逆紹介を積極的に行っていること
もあり，外来患者数はやや減少傾向である．しかし，1400 例以上の糖尿病患者が注射薬を使用している（10 年前
の約 1.5 倍）など，当科の専門性は向上しつつある．今後とも，近隣の医療機関との連携を維持しつつ，お互いの棲
み分けをしながら，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，埼
玉県糖尿病対策推進協議会副会長
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
①編集委員など：
・ 粟 田 卓 也：BioMed Research International（Editorial Board），The Scientiﬁc World Journal（Editorial Board）
，
World Journal of Diabetes（Editorial Board）
，World Journal of Medical Genetics（Editorial Board）
・井上郁夫：日本肥満症治療学会，フォーミュラ食部会委員長，治療ガイドライン委員会執筆委員等，Recent
Patents on Cardiovascular Drug Discovery（Editorial Advisory Board），Open Journal of Molecular and
Integrative Physiology（Editorial Board）
，PPAR Research（Guest Editors）
②査読：
・粟田卓也（J Clin Endocrinol Metab など 6 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：膵臓移植中央調整委員会委員，
膵臓移植地域適応検討委員会関東甲信越代表委員，日本糖尿病学会（学
術評議員，1 型糖尿病調査研究委員会委員，膵・膵島移植に関する常置委員会委員），日本糖尿病・肥満動物学
会（理事）
，日本糖尿病眼学会（理事）
，日本糖尿病・妊娠学会（理事）など
・井上郁夫：
症例から学ぶ脂質異常症治療ガイド 2013 年版の活用法，脂質異常症治療ガイド 2013 年版

普及啓発セミナー，

大宮ソニックシティ市民ホール，大宮，2013
心血管イベント発症抑制を見据えた治療〜 Durability を考慮した糖尿病治療戦略〜第 36 回日本高血圧学会総会，
アフタヌーンセミナー 7，大阪国際会議場，2013，10
脂質異常症治療ガイド

2013 年版普及啓発セミナー，日本動脈硬化学会，函館会場，2013，11

フォーミュラ食ワークショップ，基調講演
学術総合センター，千代田，2013，6
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6．業績
6-1．論文・学会発表
① Tanaka S, Tanaka S, Iimuro S, Yamashita H, Katayama S, Akanuma Y, Yamada N, Araki A, Ito H, Sone H, Ohashi
Y; Japan Diabetes Complications Study Group; 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（5）:1193-1199, 2013.
② 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（4）:
e97-e101, 2013.
③ Takenaka Y, Inoue I, Nakano T, Shinoda Y, Ikeda M, Awata T, Katayama S. A Novel Splicing Variant of Peroxisome
Proliferator-Activated Receptor- γ（Ppar γ 1sv）Cooperatively Regulates Adipocyte Differentiation with
Ppar γ 2. PLoS One 8（6）:e65583, 2013.
④ Noguchi Y, Asayama K, Staessen JA, Inaba M, Ohkubo T, Hosaka M, Satoh M, Kamide K, Awata T, Katayama
S, Imai Y; the HOMED-BP study group. Predictive power of home blood pressure and clinic blood pressure in
hypertensive patients with impaired glucose metabolism and diabetes. J Hypertens 31（8）:1593-1602, 2013.
⑤ Awata T, Yamashita H, Kurihara S, Morita-Ohkubo T, Miyashita Y, Katayama S, Kawasaki E, Tanaka S, Ikegami H,
Maruyama T, Shimada A, Takahashi K, Kawabata Y, Kobayashi T, Nishida N, Mawatari Y. A low-frequency GLIS3
variant associated with resistance to Japanese type 1 diabetes. Biochem Biophys Res Commun 437（4）:521-525,
2013.
⑥ Moriya T, Tanaka S, Kawasaki R, Ohashi Y, Akanuma Y, Yamada N, Sone H, Yamashita H, Katayama S; Japan
Diabetes Complications Study Group. Diabetic retinopathy and microalbuminuria can predict macroalbuminuria
and renal function decline in Japanese type 2 diabetic patients: Japan Diabetes Complications Study. Diabetes
Care 36（9）:2803-2809, 2013.
⑦粟田卓也：インスリン製剤の変遷をたどる．メディカル・ジャーナル社，東京，2013 年 12 月．
⑧ Seo M, Inoue I, Tanaka M, Matsuda N, Nakano T, Awata T, Katayama S, Alpers DH, Komoda T. Clostridium
Butyricum MIYAIRI 588 Improves High-Fat Diet-Induced Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Rats. Dig Dis Sci
58（12）:3534-3544, 2013.
⑨ Kawasaki E, Maruyama T, Imagawa A, Awata T, Ikegami H, Uchigata Y, Osawa H, Kawabata Y, Kobayashi T,
Shimada A, Shimizu I, Takahashi K, Nagata M, Makino H, Hanafusa T. Diagnostic criteria for acute-onset type 1
diabetes mellitus（2012）: Report of the Committee of Japan Diabetes Society on the Research of Fulminant and
Acute-onset Type 1 Diabetes Mellitus. J Diabetes Investig 5（1）:115-118, 2014.
⑩ 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. Validation
of homogeneous assays for HDL-cholesterol using fresh samples from healthy and diseased subjects.
Atherosclerosis 233（1）:253-259, 2014.
総数：論文

22 件，学会発表

60 件

6-2．獲得研究費
・粟田卓也：平成 25 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，50 万円
・粟田卓也：平成 25 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，20 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，「次世代医療を指向するゲノム医学総合研究拠点
の創生と展開」
，研究参加者，100 万円
・片山茂裕：平成 25 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 25 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，

190 万円
・井上郁夫 : 平成 25 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C），「生活習慣に潜む高密度リポタンパク質粒
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子の形態異常を引き起こすリスク因子の解析」，研究協力者，26 万円
・井上郁夫 : 平成 25 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C）「胎生期に発現する PPAR γ 3 のマウス後期
胚における局在と機能解析」
，研究協力者，5 万円
・井上郁夫 : 平成 25 年度学内グラント（一般），「発生段階での PPAR ガンマノックアウトマウスの選択的スブラ
イシングバリアント制御」
，研究代表者，60 万円
・小野啓：平成 25 年度学内グラント（一般）
，「肝 LKB1 の糖尿病における役割」，研究代表者，100 万円
・竹中康浩 : 平成 25 年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C），「胎生期に発現する PPAR γ 3 のマウス後
期胚における局在と機能解析」
，研究代表者，140 万円
6-3．受賞
片山茂裕：日本高血圧学会学会賞（第 36 回日本高血圧学会）
6-4．特許，実用新案
・発明者 : 井上郁夫，高橋誠一郎，金澤敏行，松田武英，特許名 : 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，特許出願人 : 学校法人埼玉医科大学，株式会社明日香特殊検査研究所，出願番号 : 特
願 2012-116943
・発明者 : 井上郁夫，高橋誠一郎，金澤敏行，松田武英，特許名 : 新リポ蛋白質の粒子径の決定法及びリポ蛋
白質の粒子マーカ，特許出願人 : 学校法人埼玉医科大学，株式会社明日香特殊検査研究所，出願番号 : 特願
2012-91395
・発明者 : 池田正明，井上郁夫，高橋誠一郎，中島芳浩，特許名 : 新規ＰＰＡＲγプロモーター配列，及びその応用，
特許出願人 : 学校法人埼玉医科大学，独立行政法人産業技術総合研究所，出願番号 : 特願 2009-116845
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 25 年 4 月 1 日付けで，井上和之君が後期研修終了後，助教（シニアレジデント）で入局した．平成 25 年
4 月 1 日付けで，井内卓次郎君が当科大学院生から社会人大学院生として，助教（シニアレジデント）に就任した．
平成 25 年 8 月 1 日付けで，伊藤大輔君が退職し小川赤十字病院へ出向した．平成 25 年 10 月 1 日付けで，栗原進
君，保川信行君，今井健太君の 3 名が国際医療センター内分泌・糖尿病内科へ配置転換となり，兼担で主に当科の
診療をすることとなった．平成 25 年 12 月 1 日付けで，栗原進君が国際医療センター内分泌・糖尿病内科准教授へ
昇格した．平成 26 年 3 月 1 日付けで，安田重光君が講師へ昇格した．平成 26 年 3 月 31 日付けで，保坂利男講師，
皆川晃伸助教，大堀哲也助教の 3 名が退職した．
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．診療に関
しては，前年度と比べて，外来患者数はやや減少し入院患者数はほぼ横ばいである．外来患者数の減少は，当科が逆
紹介を積極的に行っていることと，生活習慣病を診療する近隣の医療機関の増加により軽症の患者さんの紹介が少な
くなっていることなどのためと思われるが，
1400 例以上の糖尿病患者が注射薬を使用している（10 年前の約 1.5 倍）
など，当科の専門性は向上しつつある．今後も，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の
質の高い診療を継続したい．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
引き続き多く英文論文発表は前年度より増加した．昨年度と同様に，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，引き続き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：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−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．
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：移植適応症例については「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，
「未治療多発性骨髄腫に対する CBD 療法＋自家末梢血幹細胞移植の有効性の検
討」に 3 例，
「多発性骨髄腫患者に対する自家末梢血幹細胞移植後にレナリドミドを用いた維持療法の安全性の
検討」に 2 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，前年度に新規治療薬
を組み入れた治療プロトコールに登録した 2 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 Hiraoka N, Kikuchi J, Koyama D, Wada T, Mori S, Nakamura Y, Furukawa Y. Alkylating agents induce histone
H3K18 hyperacetylation and potentiate HDAC inhibitor-mediated global histone acetylation and cytotoxicity in
mantle cell lymphoma. Blood Cancer Journal 3: e189, 2013
② Hiraoka N, Kikuchi J, Yamauchi T, Koyama D, Wada T, Uesawa M, Akutsu M, Mori S, Nakamura Y, Ueda T, Kano
Y, Furukawa Y. Purine analog-like properties of bendamustine underlie rapid activation of DNA damage response
and synergistic eﬀects with pyrimidine analogues in lymphoid malignancies. PLOS ONE 9; e90675, 2014
学会
③ Tokuhira M, Takezako N, Nakazato T, Sasaki M, Handa T, Ikuta K, Takezoe T, Matsumoto M, Aotsuka N, Taguchi
J, Shimomura S, Chin K, Ichikawa K, Usuki K, Ohyasiki K, Nara M, Kishi K, Kuroda Y, Nakamura Y, Yokoyama A,
Kamata H, Ichikawa Y, Hattori Y, Akazawa K, Murakami H, Uchimaru K, Tomoyasu S, Suzuki K, Kizaki M. Interim
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analysisi of clinical trial of MPB followed by bortezomib matintenance therapy for elderly patients with ND-MM.
14th International Myeloma Workshop, 京都市，2013.
④ Nakamura Y, Wakimoto N, Ito Y, Kakegawa E, Uchida Y, Mori S, Doi M, Kayano H, Bessho M. Analysis of point
mutations within CCND1 in multiple myeloma. 14th International Myeloma Workshop, 京都市，2013.
⑤ Handa H, Murakami H, Kosugi H, Igarashi T, Taniwaki M, Matsumoto M, Suzuki K, Sunami K, (Nakamura Y),
Shimazaki C, Ohno T, abe M, Nagura E, Shimizu K. Melphalan/Predonisolone/Zoledronic acid therapy in newly
diagnosed Japanese patients with multiple myeloma. 14th International Myeloma Workshop, 京都市，2013.
⑥中村裕一，伊藤善啓，脇本直樹，掛川絵美，内田優美子，森茂久，別所正美，茅野秀一，松嶋惇病勢の進展とと
もに biclonal gammopathy を呈した Lennert's lymphoma. 第 170 回日本血液学会例会，東京都，2013.
⑦ Nakamura Y, Kayano H, Kakegawa E, Miyazaki H, Uchida Y, Ito Y, Wakimoto N, Mori S, Bessho MPVT1-SUPT3H
fusion gene in blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasma with t(6;8)(p21;q24). 第 75 回日本血液学会学術集会，
札幌市，2013.
⑧ Wakimoto N, Shimada T, Ito Y, (Nakamura Y), Mori S, Bessho M. Discrimination of IgG4-related disease from
Casleman's disease using serum protein electrophoresis. 第 75 回日本血液学会学術集会，札幌市，2013.
⑨ Shimada T, Nakamura Y, Uchida Y, Ito Y, Wakimoto N, InoH, Mori S, Bessho M, Souri M, Ichinose A. An acquired
hemorrhaphilia XIII/13 with anutoantibody presenting severe intramuscukar bleeding. 第 75 回日本血液学会学
術集会，札幌市，2013.
⑩工藤大輔，大橋一輝，米野琢哉，中村裕一，品川篤司，垣花和彦，小林武，吉田近思，桂行孝，太田育代，新井
文子，加藤淳，山本晃，豊田茂雄，熊谷隆志，川井信孝，三木徹，大和田啓，小島寛，坂巻壽 . 未治療多発性骨
髄腫に対する VAD 療法先行 BD 療法＋自家末梢血幹細胞移植の多施設共同第 2 相臨床試験 . 第 36 回日本造血細
胞移植学会総会，沖縄県，2014.
【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，発汗障害：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）：臨床神経学，核医学：博士
二宮充喜子（NINOMIYA, Mikiko）講師：指導教員（大学院）：頭痛，自律神経学：博士
伊藤康男（ITOU,Yasuo）講師：指導教員（大学院）：脳循環代謝，頭痛：博士
田中

愛（TANAKA, Ai）助教：助教

光藤

尚（MITSUHUJI, Takashi）助教

三宅晃史（MIYAKE, Akifumi）助教

2．教育
2-1．目的･目標
当教室の目標は大学の理念でもある “ 良き臨床医師の育成 ” であり，そのため，我々は当教室の伝統を引き継ぎ，
臨床，教育，研究活動をバランスよくおこなってきた．昨今の医療情勢や本学の特徴から，臨床と教育に多くの時間
が費やされるようになり，研究活動を維持するには一層の努力が必要になってきています．しかしこのような厳しい
状況下にあっても研究を続けて行くことで，
医局員には研究マインド（科学者の目）を身につけて欲しいと考えている．
研究マインドは単に研究だけのためにあるのではない．日常臨床で患者の訴えや症状に耳を傾け，病態を考え，それ
らの解決法を探る中で研究マインドが活き，新しい学術的発見に繋がるものと考える．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：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，
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
現在，研究面では基礎と臨床の両方を行っているが，いずれもその成果が患者に還元できるような研究課題を掲げ
て，日々活動をおこなっている．医局員の活動意欲を上げるべく，定期的にリサーチカンファを実施している．若手
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医局員に新規研究課題について報告させ，スタッフ全員から助言をもらう．医局員には海外留学を経験してもらい，
各研究分野の最前線にいる世界の研究者と親交を持ち，帰局後もこの経験を活かして世界的に通用する研究者になっ
てくれることを期待している．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）各種神経疾患における自律神経機能の検討
2）錐体外路系疾患における臨床的検討
3）頭痛研究
4）発汗障害に関する研究
5）アルツハイマー病（AD）に関する研究
6）虚血性脳障害における脳保護療法に関する研究
3-3．研究内容と達成度
1）各種神経疾患における自律神経機能の検討（山元）：非観血的心拍・血圧連続測定装置，心拍変動のスペクト
ル解析，血漿カテコール測定，定量的軸索反射性発汗検査を用いて総合的に自律神経機能を検討している．過去
には , ギランバレー症候群，筋委縮性側索硬化症，パーキンソン病（PD）などにおける自律神経障害の内容を詳
細に検討し報告してきた．また各種血漿カテコール値や血圧・心拍変動のスペクトル解析の意義についても明ら
かにしてきた．現在，各種変性疾患における体温や発汗機能についての検討を行っている．
2）錐体外路系疾患における臨床的検討（山元）：錐体外路系疾患の様々な臨床的特徴について注目し症例報告を
中心に発表してきた．明海大学口腔外科との共同研究による PD の咀嚼運動の解析，順天堂大学神経内科など
との多施設共同研究による PD と疲労などの研究を実施している．今後は，PD の四肢随意運動に及ぼす double
tusk の影響，PD 脳萎縮の経時的変化などを報告していく予定である．
3）頭痛研究（荒木）
：2013 年，日本神経学会と日本頭痛学会の監修で「慢性頭痛の診療ガイドライン 2013」
（医
学書院）が出版された．この委員長として荒木が，委員として島津，伊藤，加藤が参加した．また，頭痛の中で
も難治性である「薬物乱用頭痛」の治療に漢方薬の「抑肝散」が有効であることを光藤が見出し，論文も学会賞
を受賞した．このエビデンスを確立すべく，厚労科研補助金により 26 年度から全国 5 施設で研究会班が立ち上
がる．
4）発汗障害に関する研究（中里）
：発汗障害，とくに特発性後天性全身性無汗症（AIGA）に関して厚労省研究班
の一員として研究を行ってきた．浜松医大との共同研究で IPSF では汗腺のムスカリン受容体の発現が低下して
いることを報告し，病態解明を進めている．
5）アルツハイマー病（AD）に関する研究（佐々木）：脳循環代謝を基礎として虚血性脳血管障害ならびに認知
症の画像と基礎の研究を行っている．負荷定量脳血流 SPECT を用いた脳梗塞再発や血管性認知症進行におけ
る脳循環予備能低下の影響の検討や，アミロイド PET と糖代謝 PET を用い AD 治療薬の検討を行っている．
Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative（ADNI）に国内約 40 施設の一つとして参加している．我々は AD
危険遺伝子の一つである Nedd9 について，その生理的・病理的機能の解析や AD 診断法への応用について研究
している．
6）虚血性脳障害における脳保護療法に関する研究（伊藤）：マウスにおける脳虚血・再灌流負荷時の脳内一酸化
窒素（NO）とヒドロキシラジカル代謝の検討をしている．脳保護作用が期待される薬剤投与で脳虚血・再灌流
負荷時の NO とヒドロキシラジカル代謝を比較検討し，その薬剤の脳保護作用のメカニズムを解明している．
3-4．自己評価と次年度計画
各研究グループとも積極的に学会発表を行ってきた．今後は更に多数の論文にまとめるように努力を行う．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
神経内科では，一般内科診療に加え神経内科領域の全ての疾患を対象としている．頭痛，しびれ，めまい，痴呆症，
脳卒中およびその後遺症，脱髄疾患，変性疾患（パーキンソン病，アルツハイマー病など）など多岐にわたる．対象
患者は高齢者が多いため，地域医療機関との密接な連携は不可欠で，通院の都合や家庭の状況に応じて，最も適した
近隣の医療機関へ随時紹介している．入院患者総数 492 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
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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荒木信夫．頭痛 . 脳神経外科 周術期管理の すべて 第 4 版･ ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社 . 2014.03. 623-641
②荒木信夫．
【片頭痛を考える】片頭痛と自律神経 . ペインクリニック . 2013.07. 34（7）:913-918
③ 山 元 敏 正， 荒 木 信 夫．
【 神 経 疾 患 治 療 の 進 歩 2012 年 】自 律 神 経 疾 患 の 治 療 と 進 歩 . 神 経 治 療 学 .
30:431-435,2013
④ 山 元 敏 正．
【 神 経 領 域 の 生 理 機 能 検 査 の 現 状 と 新 た な 展 開 】自 律 神 経 機 能 検 査 . 臨 床 検 査 57 巻 10 号
p1105-1112,2013
⑤ Nakazato Y, Tanaka A, Ninomiya M, Tamura N, Araki N. Bilateral thalamic glioma．Neurology Crinical practice 4;
91-92,2013
⑥中里良彦，二宮充喜子，田村直俊，荒木信夫．後天性振子様眼振．神経内科 78：595-600,2013
⑦佐々木貴浩 , 荒木 信夫 . 多発脳梗塞に伴う認知症（multi-infarct dementia）. 神経内科 80:49-56,2013
⑧伊藤康男，荒木信夫．特集
と改訂ポイント

臨床家のための頭痛診療ガイドライン 2013 〜新しいクリニカルクエスチョン

群発頭痛およびその他の三叉神経・自律神経性頭痛

鑑別のポイント . Modern Physician.

2013.10. 33（10）:1259-61,2013
⑨ Kimura T, Ishizawa K, Mitsufuji T, Abe T, Nakazato Y, Yoshida K, Sasaki A, Araki N. A clinicopathological and
genetic study of sporadic diﬀuse leukoencephalopathy with spheroids: A report of two cases. Neuropathol Appl
Neurobiol 39:837-843,2013
⑩光藤

尚 , 山元 敏正 , 林 泰樹 , 溝井 令一 , 田村 直俊 , 荒木 信夫．薬物乱用頭痛に対する抑肝散の使用経験．日

本東洋心身医学研究 28,47-49,2013
6-2．獲得研究費
厚生労働科学研究費補助金

難治性疾患克服事業

特発性発汗異常症・色素異常症の病態解析と新規治療薬開発に

向けた戦略的研究．
6-3．受賞
東洋心身医学会賞（光藤）
6-4．特許，実用新案
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．
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1．7）リウマチ膠原病科
1．構成員
三村俊英（MIMURA, Toshihide）
：教授：運営責任者：診療科長：教育副主任：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（医長）
：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）
：准教授：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）: 大学院生
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）
：大学院生
高松真裕子（TAKAMATSU, 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）
．また，試験問題は出来る限り記述式問題を増やし，学生に広まっている 1 対 1 対応式の丸暗
記学習で良いと考える思考を変えさせるように努力した．
5 年生 BSL：各自が患者 1 人の模擬主治医になって，POMR に従ったレポートを作成した．クルズスやディスカッ
ションの時間を十分に確保した．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（秋山，舟久保，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
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研究グループの情報交換のリサーチミーティングを開催した（佐藤）．
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．一般大学院生として 2 年目の研究を進めることが出来た．3 名の大学院生が学位を取得した．
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＞
一般大学院生として，病棟業務はなしとして当直のみの臨床義務を継続している．そのために，その他の病棟医た
ちが頑張っている．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い，実際に 3 名が学位を取得した．
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．今後も大学院生に応じてよりきめの細かい対応を
継続する．

3．研究
3-1．目的・目標
当科の研究における大きな目標は，リウマチ膠原病，アレルギー，臨床免疫，基礎免疫の領域において，臨床での
問題意識を研究面に展開し，基礎と臨床の融合を目指すことである．この大きな目標を達成する為に，具体的には以
下のプロジェクトが進んでいる．
1. ループス患者の新規バイオマーカー同定について検討
2. T 細胞，特に Th17 細胞に関した基礎的検討
3. 生物製剤を用いた RA 治療に関して臨床的検討
4. 関節リウマチにおける炎症と動脈硬化についての臨床的検討
5. 関節リウマチ患者由来滑膜細胞におけるエピジェネティクス異常の解析
6. 腎障害患者におけるポドサイト傷害の関与に関する研究
7．末梢血Ｔ細胞サイトカイン産生能と関節リウマチの病態に関する検討
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
舟久保：関節リウマチにおける炎症と動脈硬化．
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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．大学院生の論文も BBRC に受理された．

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
横田和浩：
「当科における結核感染症」 第 22 回埼玉膠原病肺研究会

2013.4.3

舟久保ゆう：
「関節リウマチの最新治療について」 Medical Women's Conference On RA In Hiroshima
三村俊英：
「関節リウマチ治療とＢ型肝炎再活性化対策」 京整会ＲＡ懇話会

2013.6.8

2013.6.8

秋山雄次：
「病診連携の重要性と関節リウマチの合併症について」第 6 回毛呂山リウマチ性疾患病診連携の会
2013.6.26
舟久保ゆう：
「トシリズマブ投与時の関節リウマチ（RA）患者における Routine Assessment of Patient Index Data
3（RAPID3）を用いた疾患活動性と身体機能の評価」第 5 回埼玉医大膠原病研究会
秋山雄次：
「リウマチ疾患の治療・病診連携について」リウマチ性疾患病診連携セミナー

2013.6.30

2013.6.27

横田和浩：
「スタチンの関節リウマチに対する作用機序」ＭＲ対象勉強会 2013.7.3
秋山雄次：
「関節リウマチの最新治療」Kawagoe Scientiﬁc Seminar 2013 Summer

2013.7.4

舟久保ゆう：
「関節リウマチにおける T2T とゴリムマブによる T2T の実践」若手リウマチ医の為のリウマチセミナー
〜 T2T を知ろう〜

2013.7.26

三村俊英：
「リウマチ治療とＢ型肝炎再活性化」第 4 回副都心リウマチ研究会 2013.7.11
秋山雄次：
「リウマチに対する診断と治療知識習得」社内研修会「膠原病領域」2013.7.26
吉田佳弘：
「埼玉県の関節リウマチチーム医療を総合的に考える」第 2 回埼玉県の関節リウマチチーム医療につい
て考える会 2013.8.29
秋山雄次：
「関節リウマチの診断・治療と漢方」2013 年春日部市医師会学術講演会 9 月度 2013.9.18
秋山雄次：
「最新の関節リウマチ治療」埼玉県北部リウマチ懇談会 2013.9.28
三村俊英：
「Ｂ型肝炎ウイルス再活性化と注意点」第 23 回日本小児リウマチ学会総会・学術集会 2013.10.12
丸山崇：
「Tocilizumab の関節リウマチにおける臨床的検討」トシリズマブ学術講演会 2013.10.16
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三村俊英：
「関節リウマチ治療の進歩」第 12 回北関東抗 TNF 療法研究会 2013.10.19
三村俊英：
「リウマチ治療におけるＢ型肝炎ウイルス再活性化対策」第 21 回南総リウマチ研究会 2013.11.7
三村俊英：
「関節リウマチの最新治療−概念と実践−」オレンシア皮下注新発売記念講演会 2013.11.14
秋山雄次：
「関節リウマチ治療の最新の見地」第 4 回地域医療連携リウマチセミナ−

−第 1 版− 2013.11.14

三村俊英：
「最近のリウマチ診療について」アッヴィー合同会社埼玉エリア MR 研修会 2013.11.25
三村俊英：
「リウマチ診療における HBV 再活性化対策」第 24 回日本リウマチ学会関東支部学術集会 スウィーツセ
ミナー

2013.12.7

秋山雄次：
「抗リウマチ薬の使い分け」エーザイ株式会社「MR 研修会」2014.12.9
秋山雄次：
「関節リウマチ最近の話題と病診連携症例の紹介」行田地区リウマチ連携会

2014.12.18

吉田佳弘：
「セルトリズマブペゴルにおける適正使用と使用経験」女性患者のライフステージと関節リウマチ治療
2013.12.20
丸山崇：
「肺高血圧症を合併した SLE の 1 例」 膠原病 PAH カンファレンス

2014.1.17

梶山浩：
「尿中ポドサイトの解析を中心として」アステラス製薬株式会社社内学術講演会

2014.1.27

三村俊英：
「関節リウマチの最新の治療」第 2 回骨・リウマチ性疾患の診療連携を考える会

2014.2.5

秋山雄次：
「血管炎（ANCA 関連血管炎等）の診断と治療について」帝人ファーマ株式会社・社内講演会 2014.2.6
秋山雄次：
「RA のバイオタイトコントロールと最近の話題」リウマチ性疾患医療連携の会 2014.2.21
梶山浩：
「RA 患者の痛みの治療と腎機能を考える」Tramcet Advisory Meeting for RA 2014.2.23
三村俊英：
「関節リウマチの最新治療と留意点」第 10 回神奈川リウマチ治療ネットワーク 2014.2.26
秋山雄次：
「関節リウマチの最近の話題と病診連携症例」MR 勉強会「ステロイド性骨粗鬆症治療の実際」2014.2.27
柳澤麻依子：
「当院における関節リウマチ（RA）に対する新規生物学的製剤使用例の解析」第 5 回埼玉医大膠原病
研究会 2013.6.30

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Yokota K, Inoue T, Akiyama Y, Kajiyama H, Asanuma FY, Arai E, Suzuki H, Mimura T.
Acute kidney injury in polyarteritis nodosa and multiple myeloma. Intern Med.
（in press）
② Zhou H, Kajiyama H, Tsuji T, Hu X, Leelahavanichkul A, Vento S, Frank R, Kopp J B., Trachtman H, Star R A.,
Yuen P S.T.
Urinary exosomal Wilms tumor-1 as a potential biomarker for podocyte injury. Am J Physiol Renal Physiol（June
12, 2013 in press）
③ Akiyama Y, Sakurai Y, Kato Y, Furuta E, Mimura T.
Retrospective study of salazosulfapyridine in eight patients with rheumatoid arthritis on hemodialysis. Mod
Rheumatol, Oct.31, 2013; 24（2）:285-290
④ Wada TT, Araki Y, Sato K, Aizaki Y, Yokota K, Kim YT, Oda H, Kurosawa R, Mimura T. Aberrant histone
acetylation contributes to elevated interleukin-6 production in rheumatoid arthritis synovial ﬁbroblasts. Biochem
Biophys Res Commun, Feb. 21, 2014; 444（4）:682-6
⑤ Yokota K, Sato K, Miyazaki T, Kitaura H, Kayama H, Miyoshi F, Araki Y, Akiyama Y, Takeda K, Mimura T.
Combination of tumor necrosis factor α and interleukin-6 induces mouse osteoclast-like cells with bone
resorption activity both in vitro and in vivo. Arthritis & Rheumatology, Jan 2014; Vol.66, No.1:121-129
⑥ Ota M, Yanagisawa M, Tachibana H, Yokota K, Araki Y, Sato K, Mimura T. A signiﬁcant induction of neutrophilic
chemoattractants but not RANKL in syonoviocytes stimulated with interleukin 17. Journal of Bone and Mineral
Metabolism. 21 Feb. 2014
学会発表
① Yu F.Funakubo, Kazuhiro Yokota, Yoshihiro Yoshida, Hiroshi Kajiyama, Kojiro Sato, Yuji Akiyama, Toshihide
Mimura, Takashi Maruyama and Maiko Yanagisawa "Evaluation Of Disease Activity By The Routine Assessment
Of Patient Index Data 3 In Patients With Rheumatoid Arthritis Receiving Tocilizumab" 2013 ACR/ARHP Annual
Scientiﬁc Meeting October 27th, 2013 Poster（San Diego, U.S.A.）
② Hiroshi Kajiyama, Keiju Hiromura, Daisuke Ikuma, Hidekazu Ikeuchi, Hiroyuki Kurosawa, Yoshiaki Hirayama,
Fumio Gondaira, Masanori Hara, Yoshihisa Nojima and Toshide Mimura "Role of Urinary Podocyte Number and
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Urinary Podocalyxin Level As Biomarkers Of Glomerulonephritis In Systemic Lupus Erythematosus and ANCAAssociated Vasculitis 2013 ACR/ARHP Annual Scientiﬁc Meeting October 27th, 2013 Oral-presentation（San
Diego, U.S.A.）
③ Kazuhiro Yokota, Kojiro Sato and Toshihide Mimura: Combination Of TNF and IL-6 Induces Osteoclast-Like Cells
With Bone-Resorption Activity Both In Vitro and In Vivo. ACR/ARHP2013 2013.10.29 Poster（San Diego, U.S.A.）
④ Yasuto Araki, Kazuhiro Yokota, Fumihiko Miyoshi, Kojiro Sato and Toshihide Mimura "Histone Modiﬁcations In
The Interluekin-6 Gene Promoter Region Of Rheumatoid

Arthritis Synovial Fibroblasts" A2013 ACR/ARHP

Annual Scientiﬁc Meeting October 28th, 2013 Poster（San Diego, U.S.A.）
【総数：論文 7 件，学会発表 30 件，講演 35 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
1．三村俊英：科学研究費補助金

基盤研究
（C）：Behcet 病に関与するエピゲノム制御の解析．直接経費 2,000,000

円（間接経費 600,000 円）
2．荒木靖人：科学研究費補助金

基盤研究（C）：関節炎疾患特異的な MMP 分子による軟骨破壊機序の解明．直

接経費 1,500,000 円（間接経費 450,000 円）
3．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 800,000 円（間接経費 240,000 円）
4．和田琢：落合記念賞研究助成金：関節リウマチ滑膜線維芽細胞のサイトカイン遺伝子転写におけるヒストンア
セチル化の役割の解明．
（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 7 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 61 回 埼玉リウマチ研究会（三村俊英：代表世話人）
3．第 62 回 埼玉リウマチ研究会（三村俊英：世話人）
4．第 21 回 埼玉骨・関節疾患研究会（三村俊英：世話人）
5．第 22 回 埼玉膠原病肺研究会（秋山雄次：当番世話人）
6．卒後教育委員会後援学術集会 :「運動器慢性疼痛の治療（整形外科・リウマチ類縁疾患と疼痛コントロール）
」
2013.5.17（梶山浩：主催）

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 , 診療科長：腎臓病学，高血圧，内分泌，透析療法：博士
岡田浩一（OKADA, Hirokazu，総合診療内科兼担）：教授：腎臓病学，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
井上

勉（INOUE, Inoue）
：准教授： 副診療科長：指導教員（大学院）：腎臓病学，透析療法：博士

高根裕史（TAKANE, Hiroshi）
：講師：腎臓病学，透析療法：博士
渡辺裕輔（WATANABE, Yusuke, 国際医療センター血液浄化部兼担）: 講師：指導教員（大学院）
：腎臓病学，透析療法：
博士
菊田知宏（KIKUTA, Tomohiro）: 講師 , 外来医長 : 指導教員（大学院）：腎臓病学，透析療法：博士
末吉慶多（SUEYOSHI, Keita, 国際医療センター血液浄化部兼担）: 助教
内田幸助（UCHIDA, Kosuke）: 助教
新井鐘大（ARAI, Jonde）: 助教
岡山美香（OKAYAMA, Mika）: 助教
天野博明（AMANO, Hiroaki）: 助教
伊藤悠人（Ito, Yuto）: 助教
大野洋一（OHNO, Yoichi, 地域医学医療センター兼担）：講師：腎臓病学，高血圧：博士
高平修二（TAKAHIRA, Shuji, 国際医療センター救命救急部兼担）：講師：腎臓病学，透析療法：博士
＜出向中＞
池田直史，三村卓，山内康弘，有馬博，津田昌宏 , 元志宏 , 野平由香 , 加藤彩子
＜休職中＞
小島恵理子
＜客員教授＞
菅原壮一
＜非常勤講師＞
青木宏明，根本博徳 , 友利浩司

2．教育
2-1．目的･目標
卒前教育の目標：学生の到達目標としては , カンファレンス時に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①正確で必要十分な病歴の聴取ができること②網羅的かつ目的をもった身体診察が行えること③
十分な医学知識を背景にした理論的な推論ができることが必要であるとの考えから，講義およびベッドサイドでの教
育を行っている．
卒後教育の目標：Total Nephrology を実践できる医師を育てること．常にテーマとしてきた Total Nephrology とは，
尿所見異常などのごく初期の腎疾患から腎代替療法導入以後まで，罹病期間の長い腎疾患をすべてのフェーズで管理
するという横軸での意味と，
合併症の多い腎疾患患者を時には専門を超えて全身管理するという縦軸での意味である．
その為に Generalist であることが必要であり，かつ Specialist となる必要がある．
入局した若手医局員全員に①総合内科専門医②腎臓内科専門医③透析学会専門医の資格を取得させている．また腎
臓学・透析学に関しては，情報発信源としての大学病院・医局を常に意識する事を求めている．
2-2．教育内容（担当者）
腎臓内科学講座で行っている卒前教育は，医師が腎臓学を学ぶ意義について，鈴木教授の総論的な講義から開始さ
れる．3，4 年生では腎臓学全般の講義を行う．
「生体で腎臓の果たしている役割を理解する」事を目標としている．
高学年での講義が国家試験を念頭に置いた知識偏重の内容になってしまう傾向があり，最高学府としての大学らしい
「腎臓学」の講義が鈴木教授を中心として行われる．
5 年生では BSL（Bed Side Learning）として，患者にじかに接した病棟実習を 3 〜 4 人ずつのグループで腎臓内科
では通常 1 週間行っている．病棟では指導医とともに患者の診療を行い症例のレポートを作成する．内科認定医用
サマリーの形式を踏襲し指導している．また各重要分野に対して 1 時間程度のクルズスを行っている．
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6 年生では再度腎臓疾患全般についての系統講義を行う．3, 4 年生の講義と一変し，助教から教授まで数多くのス
タッフが，自分の研究分野を生かして 6 年生の講義を行う．各スタッフは医師国家試験の既出問題を十分に分析し，
最近の動向を踏まえて今後の問題を予測した上で，国家試験対策としての講義および実臨床で必要な知識を効率よく
指導している．
卒後臨床研修の方針と体制であるが，当科での卒後研修では総合内科・救急医療を含んだ広い領域を学ぶことにな
るほか，維持透析患者をはじめとした病診連携も当科の診療には欠かせないため，地域医療機関や在宅医療スタッフ，
公的支援システムなどとの連携やコメディカルとの共同作業も重要な項目となる．
当科では週 4 回午前 7 時 30 分より教授以下全教室員で入院患者カンファレンスまたは回診を行っている．さらに
週 1 回，透析患者カンファレンスとして他科入院中の透析患者および当院維持透析中の患者に対しコメディカルを
加え症例を検討している．加えて，クリニカルカンファレンス，腎生検カンファレンス，腎臓・膠原病合同カンファ
レンスなどが定期的に行われている．当科では臨床診療能力を身につけるのと同時に，臨床研究能力を身につける事
も重要と考えており，研修医に対して最低一例の症例報告を義務づけ，積極的に学会へ参加するよう指導している．
2-3．達成度
卒前，卒後教育ともに 90％程度は達成できていると考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：学生のアンケート調査結果を常に意識して，クルズスの内容，時間割，系統講義の内容，講義資料を毎
年見直して改善している．臨床実習は改変によりベッドサイド，クルズス時間等がバランス良く配置され本年は学生
から好評が得られた．
卒後教育：本年度も目標としている日本内科学会認定内科医資格，同総合内科専門医資格，日本腎臓学会認定専門
医資格，日本透析学会認定専門医資格に受験し医局員より合格者を出した．臨床研究指導については症例報告の他，
研究室のテーマにのっとり各人に対して長期的な課題が与えられ，各自が取り組んでいる．研究内容の中間報各も兼
ね，本年度も日本腎臓学会，日本透析医学会などで多数の発表を行った．最終的には英語論文を作成し，これをもと
に博士号を取得するよう現在指導が行われている．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床医学教室が社会に果たすべき役割は大きく変化しており，より臨床に直結する研究を目指す方針となっている．
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）
以前は大きく 2 グループ（高血圧グループ，腎間質病変グループ）に分けて研究を行ってきたが，大学院生を中
心にした研究グループは形成しにくくなっている．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
学と共同研究を行うことにより専門的かつ世間の評価に耐えうる成果を挙げることを目指している．
3-3．研究内容と達成度
臨床研究：高血圧症に関する臨床研究は，教室発足時からの最重要課題であり，且つ，世間から最も評価を得てき
た研究テーマとなっている．学会の教育講演の他，国内外の雑誌に多数の原著・総説を発表している．
①中心血圧に関する研究を引き続き行った．降圧薬による中心血圧への影響を慢性腎臓病患者で検討した．腹膜透
析を含めた家庭透析の解析も行った．
②在宅血液透析や高齢者での腹膜透析の利点や欠点を検討した．
③放射線科との共同研究で，尿細管間質病変の非侵襲的評価手段として MRI を用いた慢性腎臓病の機能評価を引
き続き研究している．腎の機能的 MRI の方法論，慢性腎臓病での有用性，および糖尿病腎症と非糖尿病腎症と
の差違に関して第一報をまとめ，アメリカ腎臓学会誌に投稿・受理された．同様のテーマで総説，教育講演，シ
ンポジウムに複数招聘され，多くの腎臓内科，放射線科の先生方に研究内容を聞いて頂く機会を持てた．
④予防医学領域におけるシミュレーション研究
高血圧をはじめとした予防医学領域では大規模臨床試験に基づく Evidence-Based Medicine の成果が積み上げら
れている．しかし，大規模臨床試験にても十分な Evidence がない予防医学領域も依然として多い．特定保健指
導と降圧薬療法のどちらが有効かについて心血管合併症発症リスクを指標に仮想日本人集団においてシミュレー
ション研究を行った．ライフスタイル改善から降圧薬療法へ切換え至適血圧についても検討した．
⑤高血圧の代謝性因子に関する遺伝要因研究
慶應義塾大学内科（腎内分泌代謝科）との共同研究で，従来より引き続き高血圧に合併する代謝要因の遺伝的な
関与についての研究を継続している．
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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．
糖尿病性腎症のモデルにおける糸球体過濾過の機序としてコネキシンの解析をおこない，傍糸球体装置でコネキシ
ン 37 の発現低下を証明した．慢性腎臓病の治療薬としてクロト遺伝子の研究を行っている．クロト蛋白を用いて腎
障害の抑制効果の検討を行い，アメリカ腎臓学会で報告した．
線維芽細胞特異蛋白 FSP1（ﬁbroblast speciﬁc protein 1）プロモーターと腎尿細管上皮細胞特異的プロモーター，
および Cre-loxP システムを用いて，線維芽細胞，尿細管上皮細胞，各々に特異的にバキュロウイルス p35 を強
制発現させる実験系を利用し，マウス腎炎モデルにおいて尿細管上皮細胞に発現する caspase が NLRP3 と共に
inﬂammasome を形成する事で間質病変の形成が助長されることを明らかにした．
3-4．自己評価と次年度計画
小規模の研究体制ながら各自が興味を持って熱心に研究に取り組んでいる．地域医学医療センターとは研究室を共
有しており，互いに綿密な協力体制をとっている．高血圧に関する研究は基礎研究，大規模臨床研究を経て，地域医
学・公衆衛生学的思想を取り込み，疫学的な視点にまで発展してきた．妊娠高血圧症に関する調査は，今後該当患者
さんを数十年に渡って経過観察する予定になっている．腎尿細管間質病変に関する研究分野では，我々は間違いなく
一学説を担っている．遺伝子改変マウスを用いた一連の研究は世界的にも大きな評価を得ており，今後，腎疾患の治
療につなげるべく鋭意取り組んでいる．MRI に関する共同研究が一定の成果を上げているのは放射線科の御理解の
賜である．今後も一層各研究室との協力体制を深め，得られた成果は無駄なく英文原著として世に問うていく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
埼玉県での腎疾患・透析診療，特に腎臓領域における救急医療に関わる医師・医療機関数の減少から，以前の医療
圏よりも広範囲な地域から入院・転院を受ける様になった．研修医制度の変更から当科にローテートする研修医数減
少，医局員数の減少にもかかわらず各スタッフが診療の質と安全の確保のために最大限の努力を惜しまず日々診療に
あたった．今後も地域のニーズに応えられるよう精進したい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Editorial board: American Journal of Nephrology, Kidney &Blood pressure Research, Hypertension Research,
Clinical and Experimental Nephrology, Clinical and Experimental Physiology & Pharmacology, Therapeutic Dialysis,
Internal Medicine, Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員，薬事食品衛生審議会専門委員

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Takenaka T, Ohno Y, Suzuki H.：Clinical science of calcium channel blocker to inhibit hypertensive vascular
injury.Curr Hypertens Rev. 2013 Aug;9（3）:193-201.
② Takenaka T, Takane H, Kikuta T, Watanabe Y, Suzuki H.：Statin improves ﬂow-mediated vasodilation in chronic
kidney diseases.Int J Hypertens. 2013; 2013 Dec 11.
③ Suzuki H, Watanabe Y, Kumagai H, Shuto H.：Comparative efficacy and adverse effects of the addition of
ezetimibe to statin versus statin titration in chronic kidney disease patients.

Ther Adv Cardiovasc Dis. 2013

Dec;7（6）:306-15.
④ Suzuki H.：The 14th Japanese Annual Conference on Chrono-cardiology and Hypertension. Preface.

Clin Exp

Hypertens. 2013;35（4）:243.
⑤ Suzuki H, Dogi M, Takenaka T.：Various approaches for vascular health in elderly women.

Clin Exp Hypertens.

2013;35（4）:295-9. 2013 Mar 29.
⑥ Takenaka T, Okayama M, Kojima E, Nodaira Y, Arai J, Uchida K, Kikuta T, Sueyoshi K, Hoshi H, Watanabe
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Y, Takane H, Suzuki H.:Aliskiren reduces morning blood pressure in hypertensive patients with diabetic
nephropathy on hemodialysis. Clin Exp Hypertens. 2013;35（4）:244-9.
総数：論文

6 件，学会発表

約 100 件

6-2．獲得研究費
井上勉：研究題名：慢性腎臓病を対象とした機能的 MRI 法の開発 文部科学省 科学研究費助成事業，
6-3．受賞
なし
6-4．特許，実用新案
なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
なし

7．自己点検・評価
卒前教育に関しては，学生のアンケート調査結果から病棟実習，クルズスの内容，時間割，系統講義の内容，講義
資料を毎年見直して改善している．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，医局員となって
からも具体的目標として各種資格試験の受験を掲げることで卒後 10 年目，あるいはそれ以上に渡る生涯教育にも積
極的に取り組んでいる．研究面では大学院の充実を図り，積極的に大学院生の教室への所属に力を入れていき基礎研
究も継続していく必要がある．診療面においては引き続き，近隣の医療機関と連携をはかり地域医療に貢献していく
所存である．
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1．9）感染症科・感染制御科
1．構成員
前崎繁文（MAESAKI, Shigefumi）
：教授

運営責任者

診療科長

代表指導教員（大学院）感染症学，感染制御，

呼吸器病学
山口敏行（YAMAGUCHI, Toshiyuki）
：講師：教育主任

指導教員（大学院） 耐性菌感染症，HIV 感染症，感染制

御学

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）
論文総数

18 篇

学会発表総数 15 篇
① Oguri T, Abe M, Ikeda R, Uno J, Shibuya K, Nishiyama Y, Maesaki S, Mohri S, Abe S. Manual of laboratory
procedures for medically important fungi（2013）]. Med Mycol J. 2013;54（4）:345-60
②前﨑

繁文．肺クリプトコックス症とその他の肺真菌症．呼吸器疾患最新の治療 2013-2015．p250-253, 2013

③樽本

憲人，前﨑

繁文．βラクタム系モノバクタム系抗菌薬．抗菌薬の選び方・使い方ハンドブック

p125-129, 2013
④前﨑

繁文．適切かつ有効な抗菌薬治療の進め方．Medical Practice

30:2014-2020, 2103.

⑤前﨑

繁文．真菌感染症―その診断と治療の進歩．日本医事新報

⑥前﨑

繁文．真菌感染症

⑦前﨑

繁文．適切かつ有効な抗菌薬治療の進め方―理論とその展開―．Medical Practice

4660: 23-30, 2013.

アスペルギルス症．感染症症候群（第 2 版） 24:561-566, 2013.
30:2014 − 2020，

2013．
⑧前﨑

繁文．

薬剤耐性菌の隔離基準 / 解除基準を考える．第 171 回 ICD 講習会．2013 年 11 月，東京．

⑨山口

敏行．必要十分なアスペルギルス対策．第 57 回医真菌学会総会・学術集会 . 2013 年 9 月，東京

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
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（Hidetomo, Nakamoto）診療科長，代表指導教員（大学院），教授，腎臓・透析，博士
山本啓二（Keiji, Yamamoto）心臓内科診療科長，指導教員（大学院），教授，循環器，博士
今枝博之（Hiroyuki, Imaeda）副診療科長，指導教員（大学院），教授，消化器，博士
岡田浩一（Hirokazu, Okada）病棟医長，指導教員（大学院），准教授，腎臓・透析，博士
大庫秀樹（Hideki, Ooko）講師，大学院教員，消化器，博士
飯田慎一郎（Shinichiro, Iida）講師，循環器，博士
井上清彰（Kiyoaki, Inoue）外来医長，講師，内分泌・糖尿病，博士
有馬

博（Hiroshi, Arima）病棟医長，大学院教員，腎臓・透析，博士

米田和明（Kazuaki, Yoneda）助教，大学院教員，消化器，博士
木下俊介（Syunsuke, Kinoshita）医局長，大学院教員，助教，神経
小林威仁（Takehito, Kobayashi）助教，呼吸器，博士
野口

哲（Toru, Noguchi）助教，大学院生，呼吸器

菅野

龍（Ryu, Kanno）助教，循環器

山岡

稔（Minoru, Yamaoka）助教，消化器

芦谷啓吾（Keigo, Ashitani）助教
草野

武（Takeru, Kusano）助教，大学院生

日々紀文（Norifumi, Hibi）客員教授，消化器，博士
中嶋美智子（Michiko, Nakajima）非常勤講師，超音波，博士
竜崎崇和（Tunekazu, Ryuuzaki）非常勤講師，腎臓・透析，博士
内藤真礼生（Mareo, Naitoh）非常勤講師，腎臓・透析，博士
天谷礼子（Reiko, Amaya）非常勤講師，超音波

2．教育
2-1．目的
2017 年より中立的な立場の第三者機構である「（社）日本専門医制度評価・認定機構」が認定する新しい専門医
制度がスタートする．新制度の最も大きな変化は 19 番目の新しい基本診療科として「総合診療医」が認められる事
である．これまでも「総合診療医」の重要性については誰もが認識していたが，そのあるべき姿については多くの意
見があり，決して統一されたものではなかった．また幾つかの大学病院では「総合診療科」が立ち上がったものの，
病院側の協力もなく消滅したものもあると聞いている．その理由として「総合診療科」の立ち位置が不明瞭である事，
さらに受け入れたくない患者の押しつけや，
「総合診療科」を臓器別専門医よりも低いレベルと勘違いしている医療
者の存在等の問題があった．
「
（社）日本専門医制度評価・認定機構」により「総合診療科」の立ち位置が明確化され
る事は，
「総合診療科」を目指す若い医師達にとって大きな福音となるものと思われる．
埼玉医科大学も，国のそのような動きに先駆けて，平成 18 年度正式に「総合診療内科」をオープンした．「総合
診療内科」の目指すものは，
「専門性にとらわれず，広く内科全般を診療できる総合内科医（総合内科専門医）」の育
成，さらにもっと広い観点から「地域医療を十分に担いうる診療能力を有する総合診療医（総合診療専門医）」の育
成を目指す診療科である．これらの二つの専門医は広く重なり合う医師像であるが，専門医の目指す方向性は若干異
なっている．したがって，我々の「埼玉医科大学総合診療内科」では，いずれの専門医を目指すかによって「総合内
科専門医コース」と「総合診療専門医コース」の二つの後期研修プログラムを設定している．
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．以前より掲げている「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
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新たな目標として科の運営を行った．さらに具体的な目標として 2017 年より始まる新たな専門医制度を見据えて，
「総合内科医」の専門医，さらに「総合診療医」の専門医，いずれにも対応できる総合的な判断のできる医師の育成
を目標として掲げた．そのために「内科学会専門医」，さらに「プライマリケア専門医」を取得する事を医局員の直
近の目標とした．
また卒前教育の目的として，医師としての基本的な心構え，態度，さらに礼儀から始まる基本的診療能力の習得を
目指す．さらに医療面接，バイタルサインを含めた身体診察能力の習得，そしてそれをカルテとしてきちんと記載し，
皆の前でプレゼンテーションできる事，ここまでの基本的診療能力の習得を第一目標として掲げた．当然これらの能
力は，その後の鑑別診断，検査計画に繋がる重要な過程であり，総合医として最も重要な基本的能力のポイント考え
ているからである．
2-2．教育主任：中元秀友
卒後教育：
総合診療内科発足 7 年目の本年度は，前年度より継続して大学卒業後 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．
患者への初期対応，鑑別診断，トリアージを勉強する場として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．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．さらに鑑別診断から全身管理，治療を中心に学
ぶ場として中央棟 2 階の入院患者を中心に入院診療研修を行った．本年度は特に入院患者の充実に力を注いだ．こ
れは「総合診療内科」が全身管理は内科診療の基本と考え，全身管理がしっかりできる医師の育成を目指しているこ
とによるものである．
総合診療内科が初期研修医に強く求めることは，医師としてきちんとした初期対応ができることであり，これも極
めて重要なポイントとした．この点に関しては以前より強調していたが具体的には 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．さらに可能であれば 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）鑑別診断：個々の検査から鑑別診断を列記できること，4）検査計画：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）情報の提供と共有（ホ
ウレンソウ）
；以上の結果を適切に患者，ならびに家族，さらに我々上級医に説明できること（プレゼンテーション）
，
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）治療計画：適切な治療計画を立案でき
ること，以上の項目が出来る事を目標課題とした．これらの内容に関してはカルテの定期的なチェック，さらにカン
ファレンスで確認した．重要事例，症例検討界では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．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）医療面接：きちんと問診がとれること，2）身体診察：確実な診察技術を身につけること，
3）カルテ記載：診察所見をカルテとして記載できること，そして 4）プレゼンテーション：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，各自クルズスを行うようにし，
さらに外来実習でも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 7 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）に積極的に参加した．ま
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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．クリニカルクラークシップでの評判は良好であり，かなりの人気を得ているものと確信して
いる．
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を行うよう努力してきた．
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．総合診療内科に平成 22 年より循環器を専門とする山本教授，平成 23
年から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．
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：総合診療内科開設 7 年目であり，本年度は 2 名の大学院生（野口
な研究体制の確立を目指した．野口

哲，草野

武）の入学もあり新た

哲は呼吸器内科・アレルギーセンターの永田教授と共同で，小林威仁助教の指

導の基アレルギーの発症機序に関する研究を開始した．一方草野

武は岡田浩一准教授の指導の基，間質性腎炎の発

症機序の検討を開始している．これらは，各種専門診療科との共同研究の形で行われており，総合診療内科の新たな
研究体制として注目すべき体制と言える．
その他に総合診療内科の研究課題として，前年度よ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
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：以前より行っている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
究を継続して行った．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継続して行った．また腹膜透析感染症に関する疫学調査を臨床研究とともに行った．
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いその経過を学会等で発表した．
在宅診療研究グループ
腹膜透析ネットワークの運営（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．
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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．この腹膜透析ネットワークを利用した，病診連携による在宅透析患者の管理システム
の構築，さらに展開を行った．
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，岡田浩一）
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
開全国規模で展開している．
本年度は腹膜透析患者を対症として，各種長時間作用型エリスロポエチンの投与方法による治療効果の比較研究を
埼玉県内の多施設で行い，その成果報告を日本透析医学会，日本腹膜透析医学会ならびに各種学会で行った．
また大学院生の草野

武助教は，岡田浩一准教授の指導の基，間質性腎炎の発症機序と進展予防に関する基礎的研

究を腎臓内科と共に共同研究を行っており，その成果を腎臓学会等で報告している．
消化器内科プロジェクト（今枝博之）
これまで，早期消化管癌の内視鏡診断・治療の開発をテーマとした研究を行ってきた．内視鏡診断に関しては，特
に自家蛍光観察を用いた早期胃癌の検討や早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）後の異所性再発病変の
サーベイランスに関して報告してきた．また，治療に関しては ESD をより簡便に施行が可能となるべく，把持鉗子
による counter traction を併用した ESD の手技を開発し，早期胃癌および早期大腸癌に対して報告してきた．また，
内視鏡的止血術の工夫やカプセル内視鏡やバルーン内視鏡を用いた小腸内視鏡診断・治療，経皮内視鏡的胃瘻造設術
後に極細径内視鏡を用いた経胃瘻的な内視鏡観察の有用性に関しても報告してきた．さらに内視鏡機器の開発や内視
鏡手技の開発にも携わっている．
一方，総合診療内科では高齢者での感染症が多く，抗菌薬の投与により Clostridium diﬃcile（CD）関連下痢症を
時に認めている．加療により一旦改善しても再発することも多いため，これまでの症例を単発例と再発例に分けてそ
の背景因子を比較検討して報告してきた．そして，このような抗菌薬投与後の CD 関連下痢症に対する probiotics の
予防効果はまだ十分には確立されていないため，前向き無作為化比較試験を行っているところである．また，多施設
共同研究として，機能性ディスペプシア（FD）に対する六君子湯の有効性の検討や低用量アスピリン内服患者にお
けるカプセル内視鏡を用いた小腸病変のサーベイランスなども行っている．さらには FD や過敏性腸症候群といった
機能性胃腸障害の症例も多いことから，形態学的な面や自律神経系などの面からのアプローチを検討しているところ
である．
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）
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している．現在大学院生の
野口

哲助教，指導医として小林威仁助教を中心として基礎研究ならびに臨床研究を活発に行いその成果を各種学会

で報告している．
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．基礎研究に関しては，呼
吸器内科，腎臓内科との共同研究を中心にスタートしている．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
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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
ている．本年度は大学院生の入学もあり，新たな研究プロジェクトもスタートしている．反省点として成果としての
十分な英文論文を発表する事はできなかった．来年度は最低でも 10 編以上の英文論文の発表を目標とする．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 25 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，さらに中央 2F 病棟
を中心に病棟運営を積極的展開した．さらに急患センター（ER）における時間外診療体制も 7 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総合診療内科の医師が中心とな
り，問題なく外来診療を運営することができた．
この数年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
る．このように総合診療内科自体の体制が刻一刻大きく変化している．このような激動の中，さらなる診療部門の拡
張と充実にむけ，努力をして行きたい．
最後に今後の課題を考える．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と拡充，
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編集委員長
中元秀友：Ther. Apher. Dial. Editor
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
総合診療内科平成 25 年度（2013 年）業績記録
① Nakai S, Watanabe Y, Masakane I, Wada A, Shoji T, Hasegawa T, Nakamoto H, Yamagata K, Kazama JJ, Fujii N,
Itami N, Shinoda T, Shigematsu T, Marubayashi S, Morita O, Hashimoto S, Suzuki K, Kimata N, Hanafusa N, Wakai
K, Hamano T, Ogata S, Tsuchida K, Taniguchi M, Nishi H, Iseki K, Tsubakihara Y: Overview of Regular Dialysis
Treatment in Japan (as of 31 December 2011). Ther. Apher. Dial. 17(6): 567-611, 2013.
② Ghrelin counteracts salt-induced hypertension via promoting diuresis and renal nitric oxide production in
Dahl rats. Aoki H, Nakata M, Dezaki K, Lu M, Gantulga D, Yamamoto K, Shimada K, Kario K, Yada T. Endocr J.
60:571-581, 2013. May 31
③ 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 2013
May;45 Suppl 2:E147-8
④ Hosoe N, Matsuoka K, Naganuma M, Ishibashi Y, Kimura K, Yoneno K, Usui S, Kashiwagi K, Hisamatsu T, Inoue
N, Kanai T, Imaeda H, Ogata H, Hibi T. Feasibility of Evaluating the Severity of Mucosal Inﬂammation in Patients
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with Ulcerative Colitis Using a Second Generation Colon Capsule Endoscope. J Gastroenterol Hepatol 2013
Jul;28(7):1174-9
⑤ Hirata K, Suzuki H, Imaeda H, Matsuzaki J, Tsugawa H, Hosoe N, Saito Y, Saya H, Hibi T. CD44 variant expression
in the primary early gastric cancer could be a predictive marker for the recurrence after endoscopic submucosal
dissection. Br J Cancer. 2013 Jul 23;109(2):379-86
⑥中元秀友，西山

強，佐藤

日本透析医会雑誌

忍，遠藤政博：腹膜透析（PD）の医療経済性 -PD 療法は収益性の低い治療法なのか？

28: 408-422，2013.

⑦中元秀友：Systemic capillary leak syndrome（全身性毛細管漏出症候群） In: 血液症候群（第 2 版）- その他の
血液疾患を含めてー

別冊日本臨床

新領域別症候群シリーズ

No.23：

pp721-728，2013.

⑧中元秀友：
【高血圧診療の New Technology】高血圧のテレメディスン (Tellemedicine) の現状と今後の展望 ( 解
説 / 特集 )

血圧

20(6): 584-596, 2013

⑨中元秀友：5 腹膜透析の原理・技術・適応

In: 臨床腎臓内科学

編集：安藤隆，平和伸仁，小山雄太

南山堂，

編集：安藤隆，平和伸仁，小山雄太

南山堂，

pp110-120，2013.
⑩中元秀友：6 腹膜透析の現状と合併症

In: 臨床腎臓内科学

pp121-136，2013
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

血圧治療を考えるー JSH ガイドライン改訂を受けてー

Pharma Medica 28: 77-81， 2010.

③中元秀友，樋口千恵子：第 54 回透析医学会ワークショップ「CAPD エキスパートの教育に向けて」 透析会誌
43: 407-408，2010.
④中元秀友，石

雄介，中村

玲：生活習慣病の管理とテレメデイシン

⑤中元秀友：多臓器不全，肝不全におけるアフェレシス療法
⑥中元秀友：腹膜透析導入法とその処方
東京

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

診断と治療社，

pp58pp70，2010.

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ー
腹膜透析 2010 東京医学社，東京

In: 内藤秀宗監修

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．
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：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
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た．そのような状況下で可能な限りの実績は作れたものと考えている．
来年度は診療の充実を最大の目標とし，
「総合診療内科」専任の医師の確保と，診療内容診療体制，研究体制の充
実に努めて行きたい．
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1．11）消化器・一般外科
1．構成員
篠塚

望（SHINOZUKA, Nozomi）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：消化器一般外科：博士：代表指導教
員（大学院）

淺野

博（ASANO, Hiroshi）講師：病棟医長：消化器一般外科：博士：大学院教員（大学院）

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
25 年度の年間の新規入院患者数は 1361 人，年間手術件数は 938 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 1300 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）
消化器外科領域における重症感染症患者の血清 IgG 値と予後との関連．また免疫グロブリン製剤投与による予後改
善効果．
3-3．研究内容と達成度
当科で施行している大腸穿孔症例の術前 IgG 値および術後 ICU 滞在日数などを比較し重症度との関連を検討して
いる．大腸穿孔症例の術前 IgG 値は重症度との関連性が示唆された．
3-4．自己評価と次年度計画
研究の成果は，外科学会をはじめいくつか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 25 年度の新規入院患者総数は 1361 人，外来患者数は 10644 人，新
患数 690 人，手術総数 938 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．また甲状腺・副甲状腺疾患手術症例は年々増加しており昨年 16 例
であったが今年度は 24 例であった．鼠径ヘルニアは 239 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淺野

博

深野敬之

大原泰宏

る検討 . 日本腹部救急医学会誌
②淺野

博

荻野直己

る検討 . 手術
③篠塚
30 巻

望

Medical

第 12 号

深野敬之

第 67 巻

第 33 巻
大原泰宏

第5号

第4号
多賀誠

2013
篠塚望：下部消化管穿孔に対する一期的切除吻合術に関す

2013

Practice
（内科総合誌）
：腹膜炎・腹腔内感染症（抗菌薬の実践的で有効な最新の使いかた . 第

2013

④平成 25 年 4 月 13 日
淺野

篠塚望：高齢者（80 歳以上）下部消化管穿孔の臨床的特徴と予後因子に関す

第 113 回日本外科学会定期学術集会

開催地：福岡国際会議場

博，高山哲嘉，森岡真吾，矢島沙織，山寺彩，菅野優貴，守麻理子，小島和人，伏島雄輔，荻野直己，和

田将栄，深野敬之，大原泰宏，多賀誠，篠塚望
下部消化管穿孔における血清Ｉ g Ｇ値と予後因子の関連性に関する検討
⑤平成 25 年 6 月 6 日
大原

第 38 回日本外科系連合会学術集会

開催地：ハイアットリージェンシー東京

泰宏，荻野直己，深野敬之，多賀誠，淺野博，篠塚望
351

消化器・一般外科

Kugel 法術後の再発鼠径ヘルニア症例の検討
⑥平成 25 年 6 月 7 日

第 38 回日本外科系連合会学術集会

開催地：ハイアットリージェンシー東京高山

哲嘉，

淺野博，矢島沙織，山寺彩，森岡真吾，菅野優貴，守麻理子，小島和人，荻野直己，深野敬之，大原泰宏，多賀
誠，篠塚望
胃平滑筋肉腫合併妊娠の 1 切除例
⑦平成 25 年 6 月 6 日

第 38 回日本外科系連合会学術集会

開催地：ハイアットリージェンシー東京菅野

優貴，

坂口浩三，
二反田博之，山崎庸弘，石田博徳，金子公一結腸・直腸癌術後肺転移切除例の切除術式の検討
⑧平成 25 年 7 月 17 日

第 68 回日本消化器外科学会総会

宮崎シーガイアコンベンションセンター深野

敬之，

森岡真吾，守麻理子，伏島雄輔，大原泰宏，廣岡映治，多賀誠，淺野博，篠塚望，茅野秀一
上腸間膜動脈分岐に多発した動脈瘤破裂による後腹膜血腫の 1 手術例
⑨平成 25 年 7 月 19 日

第 68 回日本消化器外科学会総会

宮崎シーガイアコンベンションセンター森岡

真吾，

深野敬之，高山哲嘉，守麻理子，伏島雄輔，大原泰宏，廣岡映治，多賀誠，淺野博，篠塚望
小腸穿孔で発見され，急激な転帰をとった CD56 陽性 enteropathy⑩平成 25 年 9 月 20 日
多賀

第 49 回日本胆道学会学術集会

開催地

ヒルトン東京ベイ

誠，大原泰宏，淺野博，篠塚望

DIC を合併した胆管炎に対するトロンボモジュリン製剤の使用経験
【総数：論文 3 件，学会発表 24 件，講演 ○ 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（H25 年 4 月〜 8 月）
：教育主任：研究主任：代表指導教員：乳癌：
博士
竹内英樹（TAKEUCHI, Hideki）
：講師：診療科長（H25 年 10 月〜 H26 年 3 月）
：教育主任：研究主任：代表指導教員：
乳癌：博士
佐野

弘（SANO, Hiroshi）
：助教：乳癌：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：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，吸引式針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，
存在診断と質的診断の違いを理解し，乳癌診療の基本となるマンモグライフィ，エコーの読影技能を身につけさせる．
そのうえで 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
る技術も習得させる．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
療アルゴリズムの理解を目指す．
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．
353

乳腺腫瘍科

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
① Diﬀuse optical spectroscopy imaging（DOSI）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効果予測遺伝子マーカー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⑥ 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⑦乳癌診療ガイドライン作成のためのデータベース構築⑧乳癌における non-codingRNA の臨床的意義に関する
研究⑨治療効果の画像診断および病理診断⑩ CTC の同定と臨床的意義⑪高齢者乳癌の生物学的特徴と予後に関する
研究⑫併存疾患の有する乳癌の生物学的特徴に関する研究⑬乳癌間質の組織形態像および生物学的性状に基づく癌悪
性度に関する研究
3-3．研究内容と達成度
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（BMC Cancer. 2013 Oct 31;13:514, J Breast Cancer. 2013 Sep;16（3）:342-4）．ホル
モン抵抗性乳癌に対する遺伝子学的解析をゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門との共同で行い，その成果を
論文や全国学会で発表できた（Clin Breast Cancer. 2013 Dec;13（6）:465-70, 第 21 回日本乳癌学会学術総会，浜松）
．
3-4．自己評価と次年度計画
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，症例を蓄積している．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，中間報告を論文化した（Global J Breast Cancer Res 2014 in press）．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．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．次年度は，癌登録や NCD 登録にリンク可能な患者の予後調査も含めた充実し
たデーターベースの構築を推し進めたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
乳腺腫瘍科は外来診療を中心とした科であり，新患患者数，手術症例数ともに右肩上がりに増えている．手術はほ
とんどが国際医療センターで行っているが，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貢献している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
竹内英樹：がん研究助成金平田班，日本癌治療学会

制吐薬適正使用ガイドライン WG 委員

大崎昭彦：日本乳癌検診学会理事
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
大崎昭彦：Breast Cancer，日本乳癌検診学会誌

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
自治体マンモグラフィ検診の読影も行っており，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．毎年 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 Ueda S, Nakamiya N, Matsuura K, Shigekawa T, Sano H, Hirokawa E, Shimada H, Suzuki H, Oda M, Yamashita Y,
Kishino O, Kuji I, Osaki A, Saeki T. Optical imaging of tumor vascularity associated with proliferation and glucose
metabolism in early breast cancer: clinical application of total hemoglobin measurements in the breast. BMC
Cancer. 2013 Oct 31;13:514.
② Sagara Y, Sato K, Fukuma E, Higaki K, Mizutani M, Osaki A, Takano T, Tokuda Y, Ohno S, Masuda N, Suzuki
M, Saeki T. The eﬃcacy and safety of FSK0808, ﬁlgrastim biosimilar: a multicenter, non-randomized study in
Japanese patients with breast cancer. Jpn J Clin Oncol. 2013 Sep;43（9）:865-73.
③ Ueda S, Saeki T, Takeuchi H, Shigekawa T, Matsuura K, Nakamiya N, Sano H, Shimada H, Hirokawa E, Osaki A.
Genomic proﬁling shows increased glucose metabolism in luminal B breast cancer. J Breast Cancer. 2013 Sep;16
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（3）:342-4.
④ Ijichi N, Shigekawa T, Ikeda K, Miyazaki T, Horie-Inoue K, Shimizu C, Saji S, Aogi K, Tsuda H, Osaki A, Saeki T,
Inoue S. Association of positive EBAG9 immunoreactivity with unfavorable prognosis in breast cancer patients
treated with tamoxifen. Clin Breast Cancer. 2013 Dec;13（6）:465-70.
⑤ Takeuchi H, Takei H, Futsuhara K, Yoshida T, Kojima M, Kai T, Tabei T. A multicenter prospective study to
evaluate bone fracture related to adjuvant anastrozole in Japanese postmenopausal women with breat cancer:
two-year interim analysis of Saitama Breast Cancer Clinical Study Group（SBCCSG-06）. Int J Clin Oncol. 2014
Feb;19（1）:68-73.
⑥杉谷郁子，重川

崇，松浦一生，島田浩子，廣川詠子，上田重人，高橋孝郎，佐伯俊昭，永田耕治：センチネル

リンパ節生検陽性例における腋窩リンパ節郭清後の転移リンパ節の検討．第 51 回日本癌治療学会学術集会，
京都，
2013．
⑦重川

崇，大崎昭彦，杉谷郁子，島田浩子，佐野

弘，廣川詠子，上田重人，松浦一生，佐伯俊：HER2 陰性原

発性乳癌に対する術前化学療法 FEC100 followed by Docetaxel100 の検討．第 51 回日本癌治療学会学術集会，
京都，2013．
⑧薬物療法の効果予測における生体代謝・低酸素イメージングの臨床応用．第 21 回日本乳癌学会学術総会，浜松，
2013．
⑨杉山迪子，大崎昭彦，島田浩子，廣川詠子，佐野弘，中宮紀子，上田重人，重川崇，松浦一生，佐伯俊昭高齢者
乳癌の治療選択に関する検討．第 21 回日本乳癌学会学術総会，浜松，2013．
⑩乳癌における non-codinf RNA および coding gene によるクラスタリングの比較．第 21 回日本乳癌学会学術総会，
浜松，2013．
総数：論文

7

件，学会発表

9

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吸引式針生検術（バコラ）に加え，ステレオガイド下乳腫吸引式針生検術も施
行でき，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

小高哲郎（KODAKA, Tetsuro）
：講師：研究員：小児外科：博士（国際医療センター兼担）
佐竹亮介（SATAKE,Ryousuke）
：講師：研究員：小児外科：修士
鈴木啓介（SUZUKI, Keisuke）
：助教：研究員：小児外科：修士
高橋茂樹（TAKAHASHI, Sigeki）
：客員教授：博士
小室広昭（KOMURO,Hiroaki）
：客員教授：博士
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

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 にて受け持ち患者の病態・治療方針の理解で
きるようにする．また，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カンファレンスで行い，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．さらに，基本的な外科手技を一人で行
えるようにする．小児外科を専攻する後期研修では，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
術者・助手として経験を重ね，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．BSL にて学生は，担当する患者を受け持ち，病態・治療方針を理解し，カンファレンスにて
プレゼンテーションを行った．また，受け持と患者の手術には手洗いして手術に参加した．病態・治療方針について
は，患者の受け持ち医が，学生を直接指導した．また，手術の際の指導は，古村

眞と術者となった医師によって行

われた．
卒後教育：初期研修医の指導は，古村

眞，寺脇

幹，小高哲郎，佐竹亮介，鈴木啓介が担当した．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，当科で作成されたテキストブックに従い授業が行われ，医師国家試験を正答できるレベ
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，移動性精巣，臍ヘルニア，急性虫垂炎の手術を術者とした担
当させた．小児外科で研修を行った研修医は，基本手技の習得がなされたものと考えている．また，カンファレンス
では，プレゼンを担当し，討議に積極的に参加できるような体制をとった．患者管理の為の最初の指示出しを担当し
ており，その都度上級医によって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．学生が十分な知識が得られたか，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，授業のプリント内容を吟味し，知識の
習得が効率的に行えるようにする．
356

小児外科

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
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．
臨床研究として，急性虫垂炎の術前輸液療法について検討する準備を行っている
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．また，チューブ型の気道再生の為のプロジェクトが開
始され，特許出願が共同研究者よりなされた．
術前輸液療法について，臨床研究プロトコールを作成した．
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する．チューブ型気道の再生と移植長期の実験を継続する．また，
臨床研究を開始する．

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．昨年度は 362 件の手術を施行し，症例数を以前の
レベルまで増加させた．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

annals of biomedical engineering

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
学会（古村

眞）

日本小児外科学会評議員
日本小児外科学会

日本小児外科学会専門医認定委員会庶務

日本小児外科学会

データベース委員会委員

日本小児がん学会評議員
日本再生医療学会評議委員
講演（古村

眞）

1．第 14 回帝京東京医会
2013 年 6 月 8 日

東京（京王プラザホテル）

演題：小児外科医としての 25 年間とこれからの夢
2．第 14 回ゆずの木周産期病診連携セミナー
2013 年 7 月 8 日

埼玉（坂戸グランドホテル

WIN）

演題：新生児の外科疾患
3．地域小児医療勉強会
2013 年 10 月 23 日

特別講演
埼玉（深谷赤十字病院 1 階多目的ホール）

演題：埼玉西北部の小児外科施設として
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4．松戸市医師会学術講演
2013 年 11 月 20 日

千葉（松戸市医師会）

演題：外来で診ることの多い小児外科疾患のプライマリーケアと Up to date
5．川口市医師会外科部会講演会
2014 年 1 月 17 日

埼玉（川口総合文化センターリリア）

演題：埼玉西北部の小児外科施設として

- 整容性を重視した小児外科手術 -

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Komura M, Komura H, Otani Y, Kanamori Y, Iwanaka T, Hoshi K, Tsuyoshi T, Tabata Y. The junction between
hyaline cartilage and engineered cartilage in rabbits. Laryngoscope. 2013 Jun;123（6）:1547-51. doi: 10.1002/
lary.23269. Epub

2013 Apr 2. PubMed PMID: 23553122.

② 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. PubMed PMID: 23414853.
③ 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. Epub 2011 Sep 13. PubMed PMID: 21916014.
④ Komura M, Komura H, Konishi K, Ishimaru T, Hoshi K, Takato T, Tabata Y,

Iwanaka T. Promotion of tracheal

cartilage growth by intra-tracheal injection of basic ﬁbroblast growth factor（b-FGF）．J Pediatr Surg. 2014
Feb;49（2）:296-300.doi:10.1016/j.jpedsurg.2013.11.040. Epub 2013 Nov 16. PubMed PMID: 24528971.
⑤寺脇 幹 , 古村 眞 , 金森 豊 , 杉山 正彦 , 鈴木 完 , 小西 健一郎 , 上岡 克彦 , 長谷川 雄一 , 山崎 雄一郎 , 岩中 督．
前部尿道弁・憩室に起因する下部尿路通過障害の 3 例 .

日本小児外科学会雑誌（0288-609X）49 巻 5 号

Page1027-1031（2013.08）
⑥古村

眞，田畑泰彦

気管領域の再生医療

専門医通信

47: 8-13，2013

⑦ Makoto Komura, Hiroko Komura, Kenichirou Konishi , Tetsuya Ishimaru, Tadashi Iwanaka Promotion of tracheal
cartilage by intra-tracheal injection of basic ﬁbroblast growth factor（B-FGF）BAPS 60th Anniversary Annual
Congress （BAPS2013）2013 年 7 月 15 日〜 19 日

イギリス（ロンドン）（ボーンマス国際センター）

⑧寺脇幹，古村眞，佐竹亮介，埼玉医科大学病理学：本間琢，佐々木惇
巣上体の 1 例

第 50 回日本小児外科学会学術集会

⑨佐竹亮介，古村眞，寺脇幹，内田広夫
科学会学術集会
⑩小髙

哲郎

精巣固定術にて診断された重複精管・精

2013 年 5 月 30 日〜 6 月 1 日

東京（京王プラザホテル）

臍帯ヘルニアと出生前診断された多発奇形の 1 例

2013 年 5 月 30 日〜 6 月 1 日

自転車転倒時の腹部打撲から回腸穿孔を来たした 1 小児例第 27 回日本小児救急医学会学術集会

2013 年 6 月 14 日〜 15 日

沖縄（沖縄コンベンションセンター）

【総数：論文 6 件，学会発表 4 件】
6-2．獲得研究費
平成 25 年度新規
主任研究者として
川野小児医学奨学財団助成金研究

平成 25 年度

『複合的な気道組織再生を伴う Biotube Airway の開発研究』
文部科学省科学研究補助金

平成 25 年〜平成 27 年

基盤研究 C

主任研究者

『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』
平成 25 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
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東京（京王プラザホテル）

寺脇

幹

平成 23 年〜平成 25 年

基盤研究 C

古村

眞

小児外科

『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
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 平成 23 年〜 26 年

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
古村

眞

第 6 回埼玉県小児外科研究会開催
2013 年 7 月 12 日

埼玉（大日本住友製薬㈱埼玉支店 7 階会議室）

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

後藤

建（GOTO，Tatsuru）
：客員准教授：スポーツ整形外科，膝関節外科

鳥尾哲矢（TORIO，Tetsuya）
：講師：脊椎外科，外傷
吉岡浩之（YOSHIOKA，Hiroyuki）
：講師：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
釘宮典孝（KUGIMIYA，Humitaka）
：講師：脊椎外科：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
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
田中啓仁（TANAKA，Hirohito）
：非常勤講師：股関節外科
助教：坂口勝信（SAKAGUCHI，Katsunobu）
，野原広明（NOHARA，Hiroaki），
河野義彦（KONO，Yoshihiko）
，織田徹也（ODA，Tetsuya），
吉川

淳（KIKKAWA，Jun）
，岡野良知（OKANO，Yoshitomo），

川村耕平（KAWAMURA，Kohhei）
，渡會恵介（WATARAI，Keisuke），
関口浩五郎（SEKIGUCHI，Kougorou）
，木村文彦（KIMURA, Fumihiko），
杉田直樹（SUGITA, Naoki）
，永倉大輔（NAGAKURA, Daisuke），
大村泰人（OOMURA，Yasuto）
，藤澤裕幸（HUJISAWA，Hiroyuki），
鈴木景子（SUZUKI，Keiko）
，岡部まゆみ（OKABE，Mayumi）
菅野温子（KANNO, Atsuko）
，魚岸誠司（UOGISHI，Seiji），
岡田信彦（OKADA，Nobuhiko）
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，臨床実習に参加して整形外科診療の基本を習得す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することを
目標とした．5 年生においては BSL 実習を行い，症例を通して診察，診断，治療の過程を学ぶことを目標とした．6
年生の講義では，知識の再確認を行うとともに，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．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での実体験を
通して，整形外科分野の専門知識と技術を習得し，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．
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卒後教育
初期研修医に対しては，運動器の診察法を習得し，外傷に対するプライマリ・ケア，整形外科で扱う種々の疾患に
対する治療法を身につけることを目標とした．
専修医に対しては，整形外科すべての分野の症例を幅広く担当し，適切な診断と治療法を身につけ，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：
〔運動器総論〕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）上肢（河野慎次郎），外傷（3）下肢（立花陽明），
外傷（4）末梢神経（織田弘美）
，スポーツ整形外科（立花陽明），手の外科（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，釘宮典孝，坂口勝信，野原広明，河野義彦，
岡野良知，川村耕平，渡曾恵介，関口浩五郎，木村文彦，杉田直樹，永倉大輔，大村泰人，藤澤裕幸）
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
上肢の運動器疾患
（立花陽明）
，
下肢の運動器疾患（立花陽明），変形性関節症（織田弘美），末梢神経障害（河野慎次郎）
，
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）
，骨系統・代謝疾患，特発性骨壊死（織田弘美），
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）
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
個々に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）．
月曜日夕方の抄読会，火曜日朝のカンファランスに参加し（全スタッフ），木曜日午前はかわごえクリニックの骨
粗鬆症外来に参加し，午後は運動器リハビリの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，入院患者の診察，検査，処置，手術，包帯交換などの日常診療に参加させた（病棟担当医）
．
カンファランスでは受け持ち医としてプレゼンゼンテーションを行い（全スタッフ），手術では糸結びなどの基本的
外科手術手技を学んだ（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，外来からの入院予約患者，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）
．
一年目の専攻医に対し，年間を通じて抄読会終了後にクルズスを行った（全スタッフ）．内容は，関節疾患の診断
と治療，腰痛の診かた，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
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法，術後肺塞栓症，骨軟部腫瘍，側彎症，足の外科，骨関節画像，整形外科診断書，など診断，治療から実務に関わ
ることまで多岐にわたる．
専門医試験受験者に対して，過去問を元にした解説，口頭試験対策，病理組織の見方について 6 回のクルズスを行っ
た（織田弘美，河野慎次郎）
2-3．達成度
卒前教育
4 年生の講義はかなり広範な知識を理解する必要がある．定期試験で不合格の学生が 3 割ほどあったが，大部分は
再試験で合格した．授業評価は平均よりやや良かった．
BSL に対するの学生の評価は良好であった．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，目標以上の成果が上がったと考えている．
卒後教育
初期研修医は，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．
専攻医は，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ようになっ
た．専門医受験者は，全員合格した．
従って，ほぼ目標を達成できたと考えている．
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た講義を行った．学習内容の分量が多いという学生の意見もあるが，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 は好評で，臨床推論・クリニカル・クラークシップも定着してきて，一定の成果を得ている．
次年度も同様の形式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，研修医からは外科系の基本手技
を身につけられるという点で評価が高い．
専攻医に対する新人クルズスは内容を増やして継続したが，評判が良かった．専門医試験受験者に対するクルズス
は好評であり，数年間不合格者は出ていない．
今後も同じ形で継続していく予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
臨床に貢献する研究を行うことを目的とし，成果が直接臨床に役立つ基礎研究，治療のエビデンスを確立できる臨
床研究を目標とした．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
リウマチ・股関節グループ：人工関節耐久性の改善，股関節疾患の病態解明，新しい X 線撮影法（PCR，タルボ・ロー
撮影）の臨床応用，周術期における問題点の解決
脊椎グループ：脊柱管狭窄症の病態解明と QOL 改善を目指した治療法の開発
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開発
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開発
骨代謝グループ：骨強度判定法，治療介入のためのスクリーニング法の開発
3-3．研究内容と達成度
リウマチ・股関節グループ
・MPC 処理した人工股関節ライナーの臨床成績について報告した．
・有限要素解析を用いて大腿骨頚部骨折の発生機序について検討し，報告した．
・有限要素解析を用いて寛骨臼の傾きと応力分布について解析し，発表した．
・術後感染予防薬と手術部位感染の危険因子について検討し，報告した．
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脊椎グループ
・腰部脊柱管狭窄症患者の腰下肢痛に対するセレコキシブの効果について報告した．
・腰部脊柱管狭窄症手患者の髄液所見と臨床症状・画像所見の関連について発表した．
スポーツ整形外科グループ
・前十字靭帯再建術における移植腱の固定法について検討し，報告した．
・FasT-Fix を用いた半月縫合術の治療成績について発表した．
・Jugger-Knot を用いた鏡視下バンカート手術の術後経過について発表した．
外傷グループ
・胸腰椎破裂骨折に対する脊椎後方固定術の有用性について報告した．
・足関節粉砕骨折（Pilon 骨折）に対する治療戦略について発表した．
・大腿骨頚部・転子部骨折に対する緊急手術の成果について発表した．
骨代謝グループ
・Phase contrast radiography（PCR）を用いた骨強度評価法について報告した．
・骨粗鬆症骨折発生時の適切な抗骨粗鬆症薬について報告した．
・骨粗鬆症スクリーニングのための質問票の有用性について発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
5 つの研究グループが，臨床の問題点を解決し，治療に役立つことを目標として研究を行い，一定の成果が得られた．
次年度は，それぞれのグループが，さらに研究を推進し，治療成績の向上に反映させたい．

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．今年度も，急患センター（ER）に助教一名を兼務担当として配置し，
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 963 件から 1,070 件と大幅に増加し，延入院患者数
が 853 人，新入院患者数も 118 人増加した．外来においても，新患数はやや減少したが，科別患者数は 2,868 人増
加した．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
医薬品機構専門委員（織田弘美）
大学評価・学位授与機構学位審査会専門委員（織田弘美）
大学設置・学校法人審議会大学設置分科会員（織田弘美）
埼玉地方裁判所専門委員（高橋啓介）
埼玉県健康スポーツ医会理事（立花陽明）
埼玉県体育協会スポーツ科学委員会スポーツ医学専門部会会員（立花陽明）
関東ラグビーフットボール協会メディカル委員（立花陽明）
埼玉県ラグビーフットボール協会メディカルソサエティ委員（立花陽明）
埼玉アスレチック・リハビリテーション研究会理事（立花陽明）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
論文レフェリー
Journal of Orthopaedic Science（織田弘美，高橋啓介）
Modern Rheumatology（織田弘美）
Spine（高橋啓介）
東日本整形災害外科学会雑誌（織田弘美，高橋啓介）
関東整形災害外科学会雑誌（織田弘美，高橋啓介）
日本整形外科スポーツ医学会雑誌（立花陽明）
プログラム査読委員
日本リウマチ学会（織田弘美）
日本整形外科学会学術総会（織田弘美，高橋啓介，）
日本脊椎脊髄病学会（高橋啓介）
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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：理事，代議員（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：評議員（織田弘美）
日本脊椎脊髄病学会：評議員（高橋啓介）
日本整形外科スポーツ医学会：評議員（立花陽明）
日本臨床スポーツ医学会：評議員（立花陽明）
日本関節鏡学会：評議員（立花陽明）

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文発表：欧文 3 編，和文原著 9 編・著書 1 編・症例報告 4 編：17 編
代表的論文
① Higano, M, Tachibana Y, Sakaguchi K, Goto T, Oda H: Effects of tunnel dilations and interference screw
position on the biomechanical properties of tendon graft ﬁxation for anterior cruciate ligament reconstruction.
Arthroscopy 29:1804 − 1810, 2013.
② Takatori Y, Moro T, Kamogawa M, Oda H, Morimoto S, Umeyama T, et al.: Poly（2-methacryloyloxyethyl
phosphorylcholine）-grafted highly cross-linked polyethylene liner in primary total hip replacement : one-year
results of a prospective cohort study. J Artiﬁc Org 16: 170-175, 2013.
③ Demura S, Takahashi K, Murakami H, Fujimaki Y, Kato S, Tsuchiya H: The inﬂuence of steroid administration on
systemic response in laminoplasty for cervical myelopathy. Arch Orthop Trauma Surg 133:1041-1045, 2013.
④宮島

剛，河野慎次郎，田中伸哉，金

潤澤，田中淳司，小澤栄人，和田幸人，河崎浩明，遠藤真里，織田弘

美 : Phase Contrast Radiography の骨強度評価への応用− cut oﬀ point の設定−．Osteoporosis Japan 21：109
− 113，2013.
⑤吉岡浩之，織田弘美，野原広明，田中啓仁，田中伸哉，金

潤澤 : 整形外科手術における術後感染予防抗菌薬な

らびに手術部位感染の危険因子についての検討．整形外科 65：215-218, 2014．
学会発表：国外 2 件，国内 103 件（うち講演 46 件）：計 105 件
代表的な発表
⑥ Tanaka S，Moriwaki S，Tanaka K，Niida S: Modiﬁed "Osteoporosis Questionnaire" of FRAX is suﬃcient tool
for screening of osteoporosis patients. American Society for Bone and Mineral Research 2014 Annual Meeting,
Baltimore, USA, 2013.10.
⑦田中啓仁，織田弘美，金
東

潤澤，宮島

剛，田中伸哉，吉岡浩之，野原広明，河野義彦，渡邊伯夫，木村文彦，

博彦：有限要素解析を用いた寛骨臼の version と応力分布の関係に関する研究．第 86 回日本整形外科学会

学術総会，広島，2013,5.
⑧宮島

剛，田中伸哉，金

潤澤，田中啓仁，織田弘美：大腿骨頚部骨折と転子部骨折の発生機転の差についての

検討−有限要素解析を用いて−．第 86 回日本整形外科学会学術総会，広島，2013,5.
⑨宮島

剛，河野慎次郎，田中伸哉，金

潤澤，田中淳司，小澤栄人，和田幸人，河崎浩明，遠藤真里，織田弘美：

骨強度評価における phase contrast radiography の有用性−横断調査による検討−．第 86 回日本整形外科学会
学術総会，広島，2013,5.
⑩川村耕平，髙橋啓介，鳥尾哲矢，岡野良知，永倉大輔：腰部脊柱管狭窄症の髄液蛋白所見−臨床症状・画像所見
との関連．第 42 回日本脊椎脊髄病学会，沖縄，2013,4．
6-2．獲得研究費
1）田中伸哉：平成 25 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 6 回（平成 25 年度）旭化成研究助成プログラム「副甲状腺ホルモン誘導物質であるテリパラチ
ドの連日投与製剤および週 1 回製剤は椎体骨折治癒期の疼痛抑制および QOL の改善効果が明らかにあるか否か
明らかにすること」
3）織田弘美：平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金
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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）大村泰人

平成 25 年度関東整形災害外科学会年間最優秀演題賞，2014,3.

6-4．特許，実用新案
1）織田弘美

発明等の名称「エアシーネ（空気チューブの簡易四肢固定装具）

（エアロン株式会社との共同開発）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1）第 31 回埼玉医科大学整形外科同門会教育研修講演会
2）第 6 埼玉骨折治療研究会

2013.06.20

3）第 10 回埼玉オルソペディクスセミナー
4）第 10 回 Ortho Seminar in Saitama
5）第 11 回埼玉股関節を語る会
7）第 6 回彩の国骨フォーラム

2013.08.03

2013.09.26

2013.11.15

6）第 28 回日本臨床リウマチ学会

幕張メッセ

2013.11.30 〜 12.01

2014.01.31

8）第 2 回骨・リウマチ性疾患の診療連携を考える会
9）第 1 回埼玉運動器勉強会

2013.06.02

2014.02.05

2014.02.19

10）第 11 回 Ortho Seminar in Saitama
11）第 8 回毛呂山リウマチセミナー

2014.02.27

2012.03.13

7．自己点検・評価
教育：講義は，わかりやすい講義を行うことを目標として行い，ほぼ目標どおりの成果が得られた，と考えている．
BSL およびクリニカル・クラークシップは，スタッフ全員で学生を教育することをモットーに取り組んだ．BSL では
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：論文発表は例年より少なく，学会発表も例年より少なかった．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 853 人，新入院患者数が 118 人増加した．中央手術部における手術件
数は 1,070 件と昨年度（936 件）より 134 件増加した．外来においても，科別外来患者数が昨年度より 2,868，一
日平均患者数 121.6 人増加した．手術内容は昨年度よりさらに多彩になり，外傷の手術も大幅に増加した．病棟，
外来一体となったスタッフの努力の賜物と高く評価している．今後も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，第二学科の講義も講師以上の教員が担当した．
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
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．
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ま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．これらの結果は欧文雑や第 72 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
が行われ，新たな脳腫瘍の治療法の開発を目指した研究が遂行されている．
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，医師 5 名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
増加して学会より認定施設として認められた．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 Shibui S, Narita Y, Fujimaki T et al, Randomized trial of chemoradiotherapy and adjuvant chemotherapy
with nimustine（ACNU）versus nimustine plus procarbazine for newly diagnosed anapestic astrocytoma and
glioblastoma（JCOG0305） Cancer Chemother Pharmacol 71 : 511-521, 2913
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②鈴木智成，藤巻高光
垂体・傍鞍部
③藤巻高光

間脳・下垂体部胚細胞腫瘍に対する治療法の選択

in ビジュアル脳神経外科 6

間脳・下

片山容一，斉藤延人（編） メジカルビュー社 2013 pp198-207

神経系の腫瘍

in 臨床病態学

1 脳・神経系疾患

第2版

北村聖総編集，楠進（編），ヌーベル

ヒロカワ 2013 pp 58 -69
④藤巻高光

中枢性神経細胞種

in 今日の神経疾患治療指針

神田隆，齊藤延人 （編） 医学書院
⑤藤巻高光，藤巻わかえ
学会雑誌

第2版

水澤英洋，鈴木則宏，梶龍兒，吉良潤一，

2013 pp338-339

医師にとって男女共同参画とは

ー家庭，職場，社会の立場からー

日本未熟児新生児

25 : 396, 2013

⑥藤巻高光

零細企業の生き残り

脳神経外科

41: 381-382, 2013

⑦高見澤幸子，小林正人，藤巻高光
慢性炎症性脱髄性多発神経炎に伴う両上肢の振戦・不随意運動に対して両側視床刺激術が有効であった 1 例
機能的脳神経外科
⑧藤巻高光

52： 140-144̲ , 2013

プレガバリンを用いた治療

⑨藤巻高光，松谷雅生

脳神経外科速報

悪性胚細胞腫瘍（高度悪性群）

23 :1366-1370, 2013
脳 21

17: 86-89, 2014

⑩ Ohta M, Kobayashi M, Wakiya K, Takamizawa S, Niitsu M, Fujimaki T. Preoperative assessment of hemifacial
spasm by the coronal heavily T2-weighted MR cisternography. Acta Neurochir（Wien）. 156 :565-9, 2014
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 -） 50 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．
前年度途中の宮内医師の毛呂病院への移動のあと，脇谷講師が加わったが，5 名体制が維持できたことで，4 名が手
術中でも日中の急患対応がスムーズに行え，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，
佐藤智也（SATO, Tomoya）
：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
栗原

健（KURIHARA,Takeshi）：助教：修士

白石春野（SIRAISI, Haruno）
：助教：修士
吉武幸太郎（YOSHITAKE, Kotaro）：助教：修士
橋本直美（HASIMORTO, Naomi）
：助手
土屋沙緒（TSUCHIYA,Sunao）：非常勤講師：博士
桑原

靖（KUWAHARA,Yasusi）：非常勤医師：修士

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 ｣

初期および後期研修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，微小循環・創傷治癒・再生医療・アンチエイジングなどの形成外科関連の研

究を幅広く指導する．同時に形成外科領域の臨床研究も推進する．
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，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り，今後学位の取得を目指して，論文作成の指導を行う．

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．さらに国家試験に関連する部分は強調
して学生の興味を引くように配慮している．

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．来年度も講義，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
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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．

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 1187 人，入院患者数 432 人，手術数 1375 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
日本学術会議連携会員

中塚貴志

外科系学会社会保険委員連合（外保連）委員

市岡滋

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
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本形成外科学会常務理事

中塚貴志

日本マイクロサージャリー学会理事長

中塚貴志

日本頭頸部癌学会理事

中塚貴志

日本形成外科手術手技学会理事

中塚貴志

日本創傷外科学会評議員

中塚貴志

日本癌治療学会代議員

中塚貴志
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日本頭蓋顎顔面外科学会評議員

中塚貴志

日本創傷治癒学会評議員

中塚貴志

日本乳房オンコプラスティックサージャリー評議員

中塚貴志

日本美容外科学会評議員

中塚貴志

日本外科系連合学会評議員

中塚貴志

Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, Co-Editor

中塚貴志

International Journal of Clinical Oncology, Associate Editor 中塚貴志
Japanese Journal of Clinical Oncology, Review Board

中塚貴志

雑誌「形成外科」編集委員

中塚貴志

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

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 市岡滋

6．業績
6-1
①中塚貴志，形成外科の基本手技
②市岡

マイクロサージャリ―，手術，2014.03，68（3）:325-330

滋 【微小循環の新展開】微小循環可視化技術の基本と新しい in vivo 実験モデルの開発 . 形成外科 .

2013.08. 56（8）:819-827
③時岡一幸

藤田研也

共著，
【
『口蓋裂の診断と治療』ガイドライン作成にあたっての私の提言】口蓋裂の診断に

関するクリニカル・クエッションを作成して . 形成外科 . 2014.01. 57（1）:5-11
④簗

由一郎 【爪 - おさえておきたい治療のコツ -】陥入爪の治療

保存的治療

PEPARS （pp.9-20） 2014 年

2月
⑤佐藤 智也 , 市岡 滋 【静脈鬱滞性皮膚腫瘍に対する各種，器材の使い分け】局所陰圧閉鎖療法を用いた静脈うっ
滞性潰瘍の治療戦略 . 静脈学 24 巻 3 号 Page269-274. 2013.08. 24（3）:269-274
⑥寺部雄太，局所陰圧閉鎖療法と人工真皮を組み合わせた下肢慢性創傷治療の検討，日本下肢救済・足病学会誌 =
The journal of Japanese Society of Limb Salvage and Podiatric Medicine 5（3）, 201-205, 2013.05
⑦河内沙織，可塑性趾間スペーサー（シリコペット）を用いた趾切断の再発予防，第 43 回日本創傷治癒学会，
2013/01，大分
⑧白石春野，V-LocTM180 を使用した新しい真皮連続縫合法の開発， 第 56 回日本形成外科学会総会・学術集会，
平成 25 年 4 月，長崎
⑨ Sekiya N, Ichioka S, Terada D, Tsuchiya S, Kobayashi H. Efficacy of a poly glycolic acid（PGA）/collagen
composite nanofibre scaffold on cell migration and neovascularisation in vivo skin defect model.J Plast Surg
Hand Surg. 2013.12. 47（6）:498-502
⑩ Tsuchiya S,（Ichioka S）
，Tajima S. Rhinophyma-like hypertrophy of the nose caused by chronic facial pyoderma
in a patient with Crohn's disease. J Plast Surg Hand Surg. 2013.07.
【総数：論文・著書

42 件

学会発表・講演 68 件】

6-2．獲得研究費
市岡滋，科研費基盤研究（C）「糖尿病性・虚血性潰瘍における治癒能力診断デバイスの開発」研究代表者
2011-2013 年度
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6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

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（新生児・未熟児科を含む）
1．構成員
雨宮

伸（AMEMIYA, Shin）
：教授 : 運営責任者：小児科診療科長：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，分子生物学：
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：新生児・未熟児科診療科長：指導教員（大学院）
：小児科学，新生児・未熟児学：
博士

國方徹也（KUNIKATA, Tetsuya）
：教授：小児科学，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・未熟児）：研究員：小児科学：博士
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

古賀健史 （KOGA, Takeshi）
：助教：小児科学
荒尾正人 （ARAO, Masato）
：助教：小児科学
武者育麻 （MUSHA, Ikuma）
：助教：小児科学
颯佐かおり（SASSA, Kaori）
：助教：小児科学
櫻井隼人 （SAKURAI, Hayato）：助教：小児科学
岡野

翼 （OKANO, Tsubasa）
：助教：小児科学

小川俊一（OGAWA, Shunichi）
：助教：小児科学
高柳

純 （TAKAYANAGI, Jun）
：助教：小児科学

戸田紘一（TODA, Koichi）
：助教：小児科学
森田佳代（MORITA, Kayo）
：助教：小児科学
鈴木さや香（SUZUKI, Sayaka）
：助教：小児科学
太田充彦（OHTA, Atsuhiko）
：助教：小児科学
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（SATO, Hirokazu）
椎貝典子（SHIIGAI，Noriko） 山崎 勉（YAMAZAKI, Tsutomu） 新井克巳（ARAI, Katsumi）
大鹿栄樹（OHSHIKA，Eiki） 山口 博明（YAMAGUCHI, Hiroaki） 橋本和美（HASHIMOTO, Kazumi）
小林啓二（KOBAYASHI, Keiji） 小林 浩司（KOBAYASHI, Ko ｕ ji） 佐藤吉壮（SATO, Yoshitake）
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望月美恵（MOCHIZUKI, Mie） 中野 裕史（NAKANO, Hiroshi） 岡田 邦之（OKADA, Kuniyuki） 小林 基章
（KOBAYASHI, Kisyo） 星野 正也（HOSHINO, Masaya）
【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） 保母 鑑三（HOBO, Kanzo）
日笠山絢香（HIGASAYAMA, Ayaka）酒井 哲郎 （SAKAI, Tetsuro） 板野 篤志（ITANO, Atsushi）
【専攻生】
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い．学生が忙しく体を動かす中で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
を指導している他，講義集録システムに協力する講師も年々増えて来ている．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ことも指導している他，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】
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Ｍ
ＲＩ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．また出血の部位，広がり，出血の数の関連を分析し，さらに

運動発達についての関連を調査したところ興味深

い結果が得られた（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
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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）
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した．種々のサイトカイン刺激下での樹状細胞の培養法を習熟中である
（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 1 ヶ月ないし 2 ヶ月ローテーションする初期研修医に対して，定められた研修目標を達成することがで
きるように指導医がマンツーマンで指導を行う．具体的には下記に示すデイリースケジュール，ウイークリースケ
ジュールに従い，入院患者に対する問診，診察の基本，鑑別診断の仕方と最終診断や治療方針の決定とその実行につ
いて，きめの細かな指導が行なう．シニアレジデントに対しては，大学病院では小児科，未熟児新生児科での研修を
行い，国際医療センター小児腫瘍科，小児心臓科において血液・腫瘍疾患，心臓疾患領域について原則 3 か月間の
研修を行う．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．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．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】
筧助教・・新生児脳 MRI についての解析は済んでおり，その結果を基にして論文作成を行う．
（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・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法を習熟中である（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】
上記の目標と内容をほぼ実行することができた．結果として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 80％）
【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 80％）
（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）で発表した．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 50％）
（指導 ; 雨宮）
板野助教・・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した．種々のサイトカイン
刺激下での 樹状細胞の培養法を習熟中である．達成度は 20％．（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）でも発表した．達成度は 100％． （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．
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【卒後教育】
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．さらに朝夕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おり，安全で充実した研修ができている．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こともさらなる研修の充実につながっていると考えられ，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であると認識している．
【大学院教育】
筧助教・・次年度早々に新生児脳 MRI 画像とその臨床所見をまとめ学位論文として発表する．（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・・種々のサイトカイン刺激下での樹状細胞 の培養法を免疫学教室に通い習熟中である．達成度は
20％．
（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，投稿原稿作成中である． （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．ミトコンドリア病に対する 5- アミノレブリン酸塩酸塩およびクエン酸第一鉄ナトリウムの有効性及び安全性
に関する研究
H．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．
I．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．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
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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
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．高インスリン血症の児での持続血糖測定（CGM）
E．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
G．先天奇形児に対する在宅管理導入の検討
H．新生児仮死における aEEG の検討
I．出生直後の正期産新生児の SpO2 の検討
J．新生児仮死における脳の NIRS を使った脳酸素化状態の検討
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．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%）
C．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%）
D．高用量メトホルミン等の小児適応への検討（達成度 80％）
E．CGM の臨床適応と解析法の拡大（達成度 80％）
F．新たな血糖管理指標の確立（達成度 40％）
G．今年までに日本全国およびアジアの一部の国から合計 1200 例余りの検体を受け付け，350 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 154 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 42 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 30%）．
H．5- アミノレブリン酸塩酸塩およびクエン酸第一鉄ナトリウムを患者培養細胞，およびモデル動物に投与し，活
性酸素の減少と ATP 合成量の増加を確認した（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 12 例を診断しうち 9 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，12 人の来院患者と他に 31 人の
患者検体を得て解析した．今後，治療法の開発にも取り組む（30％）．
●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 30％）．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所見と VUR 検査必要で判断（40％）．長期管理の妥当
性は超音波とシンチによる経時変化を評価（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（30％）．
* 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 100％）．
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％）
378

小児科

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．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％）
* 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（70％）
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（70％）
C．ハイリスク新生児の発達行動学的研究；解析中であるが結果の一部は学会で発表した．また結果の一部につい
て論文発表準備中（50％）
D．ハイリスク新生児脳の栄養学的研究；新生児血中のある物質についての測定を行いデータを集積中（20％）
E．サルを用いた環境に関わる発達行動学的研究：一部の結果は学会で発表し，また来年度には他大学との合同シ
ンポジウムを開催する予定．結果の一部について論文準備中（50％）
* 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 50％）
B．新生児呼吸器障害に関する成因と予後（達成度 30％）
C．新生児血糖測定方法の検討（達成度 30％）
D．高インスリン血症の児での持続血糖測定（CGM）（達成度 10％）
E．シナジス投与後の下気道感染症の検討（達成度 30％）
F．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
G．先天奇形児に対する在宅管理導入の検討（達成度
H．新生児仮死における aEEG の検討（達成度

60％）

70％）

60％）

I．出生直後の正期産新生児の SpO2 の検討（達成度

100％）

J．新生児仮死における脳の NIRS を使った脳酸素化状態の検討（達成度

10％）

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・國方）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
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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
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

雨宮

伸：日本糖尿病財団評議員

雨宮

伸：国立成育医療研究センター研究成果評価委員

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
山内秀雄：かわごえクリニック脳波てんかん研究会世話人
山内秀雄：埼玉ニューロサイエンスフォーラム世話人代表（臨床）
山内秀雄：埼玉医科大学初心者のための脳波勉強会世話人
大竹

明：日本先天代謝異常学会理事・患者登録委員会委員長

大竹

明：日本マス・スクリーニング学会理事・財務委員長

大竹

明：日本ミトコンドリア学会理事

大竹

明：全国遺伝子医療部門連絡会議監事

大竹

明：日本小児科学会埼玉地方会学術委員長

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代表世話人・事務局

大竹

明：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 Morino M, Hoshino M, Musha I: Obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis with intestinal malrotation:
a case report. Pediatr Int. 2013：55;e90-2.
②國方徹也，齊藤綾，川崎秀徳，他：24 週未満に対する治療戦略 在胎 24 週未満の治療戦略に関する全国アンケー
380

小児科

ト調査報告，日本周産期新生児医学雑誌，49 巻 1 号，88-9，2013
③國方徹也，目で見る妊娠と出産，文光堂

3，新生児，異常な症状，92-3，2013

④國方徹也，呼吸ケアナビガイド，6 床，対象疾患別呼吸ケアのポイント 4，新生児，中山書店，179-82，2013
⑤雨宮

伸：科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2013，日本糖尿病学会編，南江堂，2013（6 月）

⑥武井泉 , 桑克彦 , 梅本雅夫 , 岡橋美貴子 , 石橋みどり , 宮下徹夫 , 佐藤麻子 , 戸塚実 , , 雨宮伸 , 渥美義仁 , 永峰康
孝 , 三家登喜夫，星野忠夫，目黒

周，大久保滋夫：実用基準測定施設における KO500 法の運用ガイドライン

（Ver.21.9：2012-10-22）臨床化学 42：
（1）：62-67,2013,
⑦雨宮

伸：HbA1c の国際標準化の課題と日本における対応

臨床病理

61:7:594-60, 2013

⑧ Mori T, Okamoto K, Tanaka Y, Teye K, Umata T, Ohneda K, Tokuyama K, Okabe M,
Tsuneoka M. Ablation of Mina53 in mice reduces allergic response in the airways.
Cell Struct Funct. 2013;38（2）:155-6
⑨徳山研一．巻頭言：小児気管支喘息のアウトグローを考える．アレルギー・免疫 20 巻 12 号

p7（通巻頁

1759）
⑩ Shinohara M, Saitoh M, Nishizawa D, Ikeda K, Hirose S, Takanashi J, Takita J, Kikuchi K, Kubota M, Yamanaka
G, Shiihara T, Kumakura A, Kikuchi M, Toyoshima M, Goto T, Yamanouchi H, Mizuguchi M. ADORA2A
polymorphism predisposes children to encephalopathy with febrile status epilepticus. Neurology. 2013 ;80
（17）:1571-6.
⑪ Koshiba M, Senoo A, Mimura K, Shirakawa Y, Karino G, Obara S, Ozawa S, Sekihara H, Fukushima Y, Ueda T,
Kishino H, Tanaka T, Ishibashi H, Yamanouchi H, Yui K, Nakamura S. A cross-species socio-emotional behaviour
development revealed by a multivariate analysis. Sci Rep 2013;3:2630.
⑫ Koshiba M, Karino G, Senoo A, Mimura K, Shirakawa Y, Fukushima Y, Obara S, Sekihara H, Ozawa S, Ikegami K,
Ueda T, Yamanouchi H, Nakamura S. Peer attachment formation by systemic redox regulation with social training
after a sensitive period. Sci Rep 2013;3:2503.
⑬ Ohtake A, Murayama, K, Mori M, Harashima H, Yamazaki T, Tamaru S, Yamashita Y, Kishita Y, Nakachi Y, Kohda
M, Tokuzawa Y, Mizuno Y, Moriyama Y, Kato H, Okazaki Y: Diagnosis and molecular basis of mitochondrial
respiratory chain disorders: exome sequencing for disease gene identification. Biochim Biophys Acta 1840
（4）:1355-1359, 2014 doi: 10.1016/j.bbagen.2014.01.025. Epub 2014 Jan 24.
⑭ Yamazaki T, Murayama K, Compton AG, Sugiana C, Harashima H, Amemiya S, Ajima M, Tsuruoka T, Fujinami
A, Kawachi E, Kurashige Y, Matsushita K, Wakiguchi H, Mori M, Iwasa H, Okazaki Y, Thorburn DR, Ohtake A:
Molecular diagnosis of mitochondrial respiratory chain disorders in Japan: Focusing on mitochondrial DNA
depletion syndrome. Pediatr Int. 56（2）:180-187, 2014. doi: 10.1111/ped.12249. Epub 2014 Mar 6.
⑮ Uehara N, Mori M, Tokuzawa Y, Mizuno Y, Tamaru S, Kohda M, Moriyama Y, Nakachi Y, Matoba N, Sakai T,
Yamazaki T, Harashima H, Murayama K, Hattori K, Hayashi J, Yamagata T, Fujita Y, Ito M, Tanaka M, Nibu K,
Ohtake A, Okazaki Y: New MT-ND6 and NDUFA1 mutations in mitochondrial respiratory chain disorders. Ann
Clin Transl Neurol, in press, 2014.
【総数：論文 英文 19，和文 40 件，学会発表海外 21，国内 63 件，講演 28 件】
6-2．獲得研究費
1．平成 25 年度文部科学省科学研究費助成事業新学術領域研究（公募班）「胎児期からの不随意性・随意性運動の
発達論的解析」研究代表者

山内秀雄

4,000 千円

2．平成 25 年度文部科学省科学研究費助成事業基盤研究Ｂ「健やかな発達を促す新生児エクセルギー・リズム環境」
研究代表者

小柴満美子，分担研究者

山内秀雄

900 千円

3．平成 25 年度厚生労働省研究補助金難治性疾患克服研究事業「炎症を介した発作重積状態を伴う急性脳症の病
態にもとづく治療法開発」研究代表者

水口

雅，分担研究者

山内秀雄

540 千円

4．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

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
×4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：
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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
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

繁夫，下瀬川

明，青木正志，有馬隆博，遠藤文夫，緒方

徹，福島義光，山口清次，富田博秋，布施昇男，長嶋剛史，新堀哲也，舟山

勤，小原

収，

亮．研究課題：

次世代シークエンサーを駆使した希少遺伝性難病の原因解明と治療法開発の研究（H23- 実用化（難病）- 一般
-001）
．分担研究費 5000 千円 x 3 年
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，古賀靖 ?，小牧宏文，作田亮一，末岡 浩，須藤 章，田中雅嗣，中

川正法，中田和人，萩野谷和裕，山岨達也．
H23 −難治−一般− 016

9．平成 24-26 年度厚生労働科学研究費補助金
古賀靖敏，研究分担者：大竹
但馬

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（

）
．分担研究費 2000 千円 x 3 年
明，村山

難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服研究事業）究代表者：

圭，森

雅人，戸川雅美，石崎義人，内藤悦雄，斎藤伸治，藤井克則，

剛，藤井達哉，田中雅嗣，佐伯武頼，角間辰之，山口清次，新田敦美．

研究課題：ミトコンドリア病に

合併する高乳酸血症に対するピルビン酸ナトリウム治療法の開発研究−試薬からの希少疾病治療薬開発の試み−
（H24- 難治等（難）- 一般 -005）
．分担研究費 H24, 2000 千円，H25, 1500 千円 , H26, 500 千円
10．平成 25-26 年度治験推進研究事業（治験計画） 研究代表者：大竹
北

明，研究分担者：岡崎康司，村山

圭，

潔．研究課題名：ミトコンドリア病に対する 5- アミノレブリン酸塩酸塩およびクエン酸第一鉄ナトリウム

の有効性及び安全性に関する研究（課題番号：CCT-A-2503）（4940 千円 × 2 年）
6-3．受賞
・筧紘子：第 55 回日本小児神経学会

イングリッシュセッション優秀演題賞

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 38 回東日本小児科学会学会

2013 年 11 月 23 日

大宮ソニックシティー

雨宮

伸

・提案と対話型・市民公開シンポジウム「こどもとおとなのこころを育む環境を考える」（文部科学省科学研究費
助成事業基盤研究 B 助成事業）2013 年 3 月 22 日
・埼玉西北部小児科症例検討会 （会長：雨宮
第 19 回 2013 年 7 月 24 日（当番幹事：雨宮

埼玉医科大学かわごえクリニック

伸，代表世話人：大竹

山内秀雄

明）

伸）

第 20 回 2013 年 11 月 20 日（当番幹事：徳山研一），
第 21 回 2014 年 3 月 19 日（当番幹事：大竹

明）

・厚生労働科学研究費難治性疾患等克服研究事業（H23- 難治 - 一般 -016）「ミトコンドリア病の診断と治療に関
する調査研究」班

市民公開講座

交流プラザ（福井市）
，大竹

ミトコンドリア

健康長寿から病気まで

2013 年 9 月 16 日

福井市地域

明

7．自己点検・評価
教育，診療，研究の業務の中にあって，安全で良い医療を提供につとめた．教育により多く関わり，学生の教育効
果を高めていく必要がある．研究については研究指向の強い医師が十分な研究ができるような職場の環境整備をして
いきたい．
埼玉医科大学小児科学教室

40 周年記念誌
（平成 25 年 4 月吉日発行）小児科学教室開設 40 周年を迎えたのを機に，

理事長をはじめ大学・病院関係各位からの祝辞，佐々木望名誉教授が教室に残された足跡，現教室員・研究班の活動・
抱負，同窓会会員からの回顧・現況を，業績集とともに記念誌としてまとめた．
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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．
鈴木

正（SUZUKI, Tadashi）, 清原祥夫（KIYOHARA, Yoshio）, 大林寛人（OHBAYASHI, Hiroto），田口理史（TAGUCHI,

Masahito）, 濱中すみ子（HAMANAKA, Sumiko）, 中山佳代子（NAKAYAMA, Kayoko），長島陽子（NAGASHIMA,
Yoko）, 非常勤講師
緒方

大（OGATA, Dai）
，新井康介（ARAI, Kousuke），横田（廣藤）亜樹子（YOKOTA, Akiko）, 福田（石川）翔子

（FUKUDA（ISHIKAWA）, Shoko）, 宮野恭平（MIYANO, Kyohei）, 星野美奈子（HOSHINO, Minako）, 里村（成井）
英恵（NARII, Hanae）, 外間ゆひ（HOKAMA, Yuhi）, 村上拓生（MURAKAMI, Takuo）, 助教．
根内厚子（NEUCHI, Atsuko）
，実験助手
藤野典子（FUJINO, Noriko）
，島崎京子（SHIMAZAKI, Kyouko）, 秘書，

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．
≪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．
2-2．教育内容（担当者）
平成 25 年度授業は，3 年生の講義として「病気の基礎 2 コース」の「免疫ユニット」1 時限，4 年生の講義とし
て，
「ヒトの病気 2 コース」の「免疫ユニット」2 時限，「皮膚・運動器ユニット」20 14 時限を担当した．5 年生の
BSL は各グル−プ 1 週間行った．6 年生の講義数は皮膚科学 7 時限，外科総論 1 時限であった．4 年生の教育全体に
関するオリエンテーションも 2 時限担当した．また，保健医療学部の講義も，看護学科，健康医療科学科，理学療
法学科において各 2 時限を担当した．
≪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−土田哲也
3．全身と皮膚―大林寛人
4．物理化学的皮膚障害（熱傷，凍傷）―田口理史
5．光線性皮膚疾患（含レーザー療法）―田口理史
6．皮膚真菌症―中山佳代子
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
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10．紅斑症・紫斑病―人見勝博
11．皮膚腫瘍（上皮系腫瘍）―清原祥夫
12．性感染症，動物性皮膚疾患―鈴木正
13．薬疹―中村晃一郎
14．皮膚腫瘍（間葉系，メラノサイト系）−山本明史
15．母斑・母斑症―倉持
16．角化症―倉持

朗

朗

17．色素異常症―倉持

朗

18．水疱症・膿疱症―伊崎誠一
19．皮膚付属器疾患・肉芽腫症―土田哲也
20．細菌性皮膚疾患（含抗酸菌感染症）―土田哲也
4 年生＜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．皮膚感染症（ウイルス性発疹を除く）―倉持
2．皮膚腫瘍―倉持

朗

朗

3．湿疹，皮膚炎群，蕁麻疹―土田哲也
4．角化症，母斑・母斑症―倉持

朗

5．紅斑症・紫斑病，水疱症，付属器疾患，肉芽腫症―中村晃一郎
6．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
6 年生＜外科総論＞
7．外科総論 7

熱傷―田口理史

＜必須の症候と疾患＞
8．薬疹―土田哲也
9．皮疹―土田哲也
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．
研修医・シニアレジデントは，外来診療，病棟診療を通じて，全身的ケアはもとより，皮膚科診療に不可欠な各種
検査手技，外用療法・光線療法・外科手術を含めた治療手技の修得に努めた．
≪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た．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
手技を獲得した．
2-3．達成度
≪卒前教育≫
教育評価：4 年生はユニット別試験を行いユニットとして学習成果の総括的評価をおこなった．BSL の評価は，
出欠，
観察記録，レポ−トおよび口頭試問を総合して判定し，不合格者はいなかった．6 年生は総合試験，および 2 回の卒
業試験が行なわれ，卒業の合否は卒業試験の成績において全科的に総合して判定された．
≪卒後教育≫
研修医・シニアレジデントの評価は，外来・病棟研修における診療，手術，病理実習，カンファランス発表，論文
などに関して総括的な評価で行い判定された．
≪大学院教育≫
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大学院授業で，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．大学院生の評価は
大学院授業への出欠，勉強会への出席状況，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サポートしたい．

3．研究
3-1．目的・目標
≪卒前教育≫
当科では，様々な膠原病に於ける皮疹と全身症状の関連性についての臨床的・病理組織学的検討，ならびにアレル
ギー性皮膚疾患の病態と治療，および母斑・母斑症に対する診断と治療に関する研究を中心に行なっている．基礎研
究として免疫組織化学および超微形態学などの皮膚病理組織学的研究の他，糖脂質を中心とした生化学的研究，腫瘍
免疫学的研究を行い臨床応用を目指している．臨床的研究としては，色素性皮膚腫瘍・皮膚病変に対するダーモスコ
ピ−を用いた診断，腫瘍性病変に対する超音波・CT・MRI 等を用いた総合的画像診断，皮膚悪性腫瘍におけるセン
チネルリンパ節生検の成績を含めた外科的治療成績，および悪性腫瘍に対する化学・免疫療法の治療成果などについ
て詳細に検討している．また，母斑症患者の詳細な臨床症状の解析，再検討と，種々の症状に対する治療法の確立を
めざしている．アレルギー性皮膚疾患の病態，治療に対する研究を行っている．
≪卒後教育≫
実地診療において皮膚科診断，
治療を中心に指導を行っている．外来診療では膠原病，母斑症，細菌・ウイルス感染症，
薬疹，アレルギー性疾患，真菌感染症など幅広い疾患について診断，治療に携わる．入院診療では，感染症，下肢の
虚血性疾患，皮膚悪性腫瘍，膠原病などを中心に治療に参加する．外来では良性腫瘍を中心とした外来手術を経験す
る．病理組織検討会，症例検討会を定期的に開催し，専門知識の習得にむけて勉強する．
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：成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究：皮膚悪性腫瘍に対する標
準治療確立のための多施設共同研究
（2）厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業：神経皮膚症候群に関する調査研究班
（3）厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患予防・治療事業：アトピー性皮膚炎の症状の制御および治療の
普及にかかわる調査研究班
（4）厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業：ベーチェット病に関する調査研究班
（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
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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
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，日
本研究皮膚科学会評議員，日本小児皮膚科学会世話人

6．業績
6-1．33 論文発表・48 学会発表
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（おもな原著・雑誌）
① Ogata D, Uematsu T, Yoshikawa S, Kiyohara Y. Accuracy of real-time ultrasound elastography in the diﬀerential
diagnosis of Iymph nodes in cutaneous malignant melanoma （CMM）: a pilot study. Society of Clinical
Oncology. 2013. July 31
② Ogata D, Kiyohara Y, Yoshikawa S, Kasami M. cutaneous apocrine carcinoma.Int J Clin Oncol. July 13, 2013,
③土田哲也．ダーモスコピーの基本．Visual Dermatology 13（4）, 388-293, 2014（3）
④緒方大，土田哲也．悪性黒色腫の検査・診断

概論．日本臨床．71 増刊 4, 222-225, 2013（8）.

⑤新井康介，土田哲也．治療，疾患陥入爪，陥入爪処置の工夫．55（12）, 1740-1747, 2013（11）
⑥緒方大，吉川周佐，清原祥夫，土田哲也．皮膚有棘細胞癌に対するセンチネルリンパ節生検の意義について．日
本皮膚科学会雑誌 123（14）, 3101-3107, 2013（12）.
⑦緒方大，難波純英，星野美奈子，宮野恭平，石川翔子，倉持朗，新井栄一，土田哲也．多発リンパ節転移をきた
した上腕の悪性末梢神経鞘腫瘍．日本レックリングハウゼン病学会雑誌．4（1）, 43-47, 2013（10）
⑧倉持朗．扉をあける．日本レックリングハウゼン病学会雑誌．4（1）, 1-14, 2013（10）.
⑨伊藤彰紀，柴崎修，水野正浩，倉持朗，土田哲也．NF1 における神経耳科的検討．4（1）, 67-71, 2013（10）
⑩中村晃一郎．薬物アレルギー負荷テスト．小児内科．45（5）, 987-988, 2013（5）
6-2．獲得研究費
（1）厚生労働省がん研究開発費：成人固形がんに対する標準治療確立のための基盤研究：皮膚悪性腫瘍に対する
標準治療確立のための多施設共同研究：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

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：研究主任：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：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

坂本博史（Sakamoto, Hirofumi）

助教：泌尿器科全般

花島文成（Hanashima, Fuminari）

助教：泌尿器科全般

香久山
松田

裕史（Kaguyama, Hirofumi）助教：泌尿器科全般
香（Matsuda, Kaoru）

非常勤医師

青沼佳代（Aonuma, Kayo）

非常勤医師

飯田正弘（Iida, Mashiro）

実験助手

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教える．
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 週間で手術見学が中心である．良性症例が多く，内容に偏りがあるのは致し方ないが，内容の充実
に努めている．
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，学生教育の現場で臨床の魅力を伝
えることが重要である．

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）
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．
3-4．自己評価・次年度計画
将来われわれの研究が臨床応用され，ひいては患者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（排尿機能障害，前立腺）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り，西埼玉地区の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．2012 年 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．
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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
著書：欧文 0 編，和文 0 編，計 0 編
論文数：欧文 0 編，和文 0 編，計 0 編
学会発表数：国際 2，国内 13，計 15 回
学会発表
海外
① Hitoshi Yanaihara
Normotensive laparoscopic zero ischemia partial nephrectomy without hilar preparation: initial experience of
one single surgeon in low volume facility.
33rd SIU Congress
② Hitoshi Yanaihara
Normotensive laparoscopic zero ischemia partial nephrectomy without hilar preparation: initial experience of
one single surgeon in low volume facility.
31st World Congress of Endourology
国内
①第 101 回 日本泌尿器科学会総会（2013.4/27），北海道札幌市
クッシング症候群と原発性アルドステロン症に対する腹腔鏡下副腎摘除術の比較：単一術者，一施設における同
条件の周術期管理下において
矢内原仁，芦谷啓吾，花島文成，坂本博史，松田香，青沼佳代，堀永実，中平洋子，朝倉博孝
②第 101 回 日本泌尿器科学会総会（2013.4/27），北海道札幌市
過活動膀胱患者の薬物の使用状況
芦谷啓吾，花島文成，坂本博史，堀永実，中平洋子，矢内原仁，朝倉博孝
③第 101 回 日本泌尿器科学会総会（2013.4/27），北海道札幌市
過活動膀胱治療薬（OD 錠）に関する検討（高齢者との比較）
中平洋子，芦谷啓吾，花島文成，堀永実，矢内原仁，朝倉博孝
④第 101 回 日本泌尿器科学会総会（2013.4/27），北海道札幌市
前立腺生検前に施行した MRI の検討
堀永実，井上快児，花島文成，芦谷啓吾，坂本博史，中平洋子，矢内原仁，朝倉博孝
⑤第 101 回 日本泌尿器科学会総会（2013.4/27），北海道札幌市
当院における Dual energy CT（DECT）の尿路結石に対する使用経験
花島文成，芦谷啓吾，坂本博史，青沼佳代，堀永実，中平洋子，矢内原仁，田中淳司，朝倉博孝
⑥第 64 回日本泌尿器科学会埼玉地方会（2013.6），さいたま市
うっ血性心不全治療中に発見された AIMAH（ACTH 非依存性弟結節性副腎皮質家計性症候群）の一例
林泰樹，矢内原仁，堀越隆二，荻原広一郎，香久山裕史，坂本博史，中平洋子，朝倉博孝
⑦第 65 回日本泌尿器科学会埼玉地方会（2013.11），さいたま市
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左陰嚢内にケラチン片で満たされた嚢胞性病変を認めた一例
荻原広一郎，香久山裕史，坂本博史，青沼佳代，松田香，中平洋子，矢内原仁，朝倉博孝
⑧第 66 回日本泌尿器科学会埼玉地方会（2014.3），さいたま市
結節性硬化症の腎血管筋脂肪腫に対するエベロリムスの使用経験
坂本博史，香久山裕史，荻原広一郎，青沼佳代，松田香，中平洋子，矢内原仁，朝倉博孝，井上快児，田中淳司
⑨第 20 回日本排尿機能学会（2013.9/19）
，静岡市
本院の TVT 手術の成績について
坂本博史，香久山裕史，荻原広一郎，青沼佳代，松田香，中平洋子，矢内原仁，朝倉博孝，岡垣竜吾，永田一郎
⑩第 78 回日本泌尿器科学会東部総会（2013.10/18），新潟市
結節性硬化症の腎血管筋脂肪腫に対するエベロリムスの使用経験
坂本博史，林泰樹，香久山裕史，荻原広一郎，青沼佳代，中平洋子，矢内原仁，朝倉博孝
⑪第 27 回日本泌尿器内視鏡学会総会（2013.11/7），名古屋市
感染既往のある萎縮腎に対する腹腔鏡下腎摘除術：周術期における指導への反論
矢内原仁
⑫第 27 回日本泌尿器内視鏡学会総会（2013.11/7），名古屋市
当院での単一術者による無阻結腎部分切除術の経験
花島文成，荻原広一郎，坂本博史，中平洋子，矢内原仁，朝倉博孝
⑬第 27 回日本泌尿器内視鏡学会総会（2013.11/8），名古屋市
回腸導管造設後の上部尿路結石に対する治療経験
中平洋子，坂本博史，矢内原仁，朝倉博孝
6-2．獲得研究費
特になし
6-3．受賞
特になし
6-4．特許・実用新案
特になし
6-5．学会，研究会，セミナーなどの開催実績
特になし

7．自己点検・評価
教育においては目標レベルに達していると思われる．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必要がある．より多くの医学生が泌尿器科への興
味を高めるよう，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
地域医療への貢献を今後も継続する．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：診療部長：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

板谷正紀（HANGAI,Masanori）
：教授：副診療部長：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）
：網膜硝子体疾患，
緑内障，眼底イメージング：博士
森

圭介（MORI,Keisuke）
：教授：教育副主任：研究副主任：指導教員（大学院）：網膜硝子体疾患：網膜硝子体手
術：遺伝子治療（基礎研究）：博士

堀江公仁子（HORIE,Kuniko）
：准教授：ゲノム医学研究センター：博士
樺澤

昌（KABASAWA,Sho）
：講師：網膜疾患：外来医長

土橋尊志（TSUCHIHASHI,Takashi）
：講師：網膜疾患，遺伝子治療（基礎研究）：博士
庄司拓平（SHOUJI,Takuhei）
：講師：緑内障：博士
今井大介（IMAI,Daisuke）
：助教：病棟医長：網膜硝子体疾患：博士
渋谷雅之（SHIBUYA,Masayuki）
：助教
勝本武志（KAMOTO,Takasi）
：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

横佐古加奈子（YOKOSAKO,Kanako）
：助教

シニアレジデント

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：白内障
濱中輝彦（HAMANAKA,Teruhiko）
：非常勤講師：緑内障
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．
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（6）主要な疾患の治療方針を概説できる．
（7）主要な手術について概説できる．
（8）眼科疾患で使用する主たる薬剤について，作用，副作用について説明できる．
2-2．教育内容（担当者）
眼科学（感覚器・視覚）は 4 年生，6 年生に講義形式の授業．5 年生には BSL および共通プログラムとしての講義
を担当した．4 年生に対しては基礎的必要知識や治療についてだけではなく，最新の治療，検査を講義に取り入れ，
眼科学の魅力をわかりやすく講義を行い，幅広い知識を習得で来るように努めた．6 年生講義では，国家試験対策と
して画像をより有効に利用し，眼底写真や蛍光眼底造影，手術ビデオを利用して判りやすく講義を行った．
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 年生講義内容）
米谷

オリエンテーション感覚器概論 -1

視覚，眼の解剖と機能，網膜疾患（1）・（2），

眼科医療の変遷（レーザー治療）
板谷

全身疾患と眼

村山

視機能の異常（斜視と弱視）
，視神経障害，眼瞼および眼窩腫瘍，神経眼科，眼科薬理学

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
眼の発生とその異常・外眼部疾患

濱中

房水流出路と緑内障（1）
，房水流出路と緑内障（2）

大木（孝） 水晶体と白内障（1）
，水晶体と白内障（2）
（5 年生）
眼科臨床実習
午前
Orientation
手術患振り分け，Report 説明
月
細隙灯検査，眼底検査
9:30 〜本館 9F カンファレンスルーム・樺澤

午後
蛍光眼底造影（クルズス）
眼底疾患一般（クルズス）
13:30 〜本部棟 6F 医局・野寄

火

角結膜疾患，緑内障（クルズス）
9:30 〜 本部棟 6F 医局・奥田

水

手術症例 検討会
安齋，魵澤ら

木

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

金

総回診見学
9:30 〜本館 9F 病棟・米谷

病棟，手術室実習
白内障手術の見学，手術助手実習

Ope 患・Case の説明
9：30 〜本館 9F 病棟・大木

屈折・視野検査説明
16:00 〜本館 2F 外来・新藤

試問・総括
13：00 〜本部棟 6F 医局・板谷

（6 年生）
米谷 眼の構造と機能・生理，眼底疾患
板谷 全身疾患と眼病変，眼疾患【臨床実習の再チェック（診察法・検査・画像など）】
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
魵澤 白内障，眼外傷，ぶどう膜疾患，眼外傷，結膜炎
2-3．達成度
4 年生，5 年生，6 年生に対する講義は全て予定どおり実施された．
5 年生では，BSL で予定された内容のほぼ習熟ができたと考える．
2-4．自己評価と次年度計画
講義内容は毎年新しい内容を加え，多くの画像や具体的な症例を提示することで，学生に理解しやすく興味を持て
るように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．指導を受けたレジデント医師による，実際の臨床，救急外来の場面でもその結果が反
映できていると実感できる機会があった．
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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．実際には豚眼を用いた
白内障手術実習を再開する予定している．

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）
，

井上聡，岡崎康司，村松正實（以上；ゲノム医学研究センター）
（2）マウスを用いたアデノウイルスベクター眼内遺伝子導入について
構成員：森圭介，上山数弘，米谷

新

（3）日本学術振興会 : 科学研究費助成事業

若手 B

「白色レーザー光源を用いた次世代光干渉断層計の開発と新しい緑内障病態概念の確立
構成員 : 庄司
（4）公益信託

拓平，米谷

新，黒田

寛人（先端レーザー医学センター）

須田記念緑内障治療研究奨励基金

「広帯域レーザー光源を用いた次世代光干渉断層計の緑内障診断への応用と生体篩状板観察による新たな緑内障
病態概念の確立」
構成員 : 庄司

拓平，米谷

新，黒田

寛人（先端レーザー医学センター）

3-3．研究内容と達成度
（1）加齢黄斑変性における遺伝子多型解析
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

現在データ最終解析中である．達成度：95%

（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．
現在，現在すでにデータ結果を解析し終え原著投稿中である．達成度 100%
（3）
（4）当院

寄附口座である先端レーザー医学センターの黒田

寛人先生ら，当科から庄司，米谷を中心に，

新しい診断治療，および施術の効果定量的把握可能な次世代 OCT（Optical

Coherent

Tomography）の研究を

進めている．実際に生体篩状板観察から視神経障害である緑内障評価の可能とし，学会報告もできた．今後さら
なる解析を進める予定である．達成度：80％
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．
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このような状況の中で，充分なインフォームドコンセントとしっかりとした理論に基づいた診療を行なうことによっ
て，
最終的には患者様に満足度の高い医療を提供することを診療の目標とした．今後は個々の診療内容の充実に加え，
地域の医療従事者との適切な医療連携をはかり，より体系的な地域医療社会を確立することが必要であると考えてい
る．

5．その他
5-1．自治体・政府関連委員の有無
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）
（庄司

拓平）

Review Panel of Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging（森
Japanese journal of Ophthalmology（村山

圭介）

耕一郎）

Editorial Board Member, Journal of Ocular Biology, Diseases and Informatics（森
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
Jpn J Ophthalmol 査読（米谷

耕一郎）

新）

Invest Ophthalmol Vis Sci 査読（米谷
日本眼科学会雑誌（村山

耕一郎）

日本眼科手術学会（板谷

政紀）

Ophtalmology（庄司

圭介）

新）

拓平）

Acta ophtalmologica scandinavica（庄司
Ophthalmologica（庄司

拓平）

拓平）

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 Tsuchihashi T, Mori K, Ueyama K, Yoneya S：Five-year results of photodynamic therapy with verteporﬁn for
Japanese patients with neovascular age-related macular degeneration. Clinical Ophthalmology. 2013.04. 2013
（7）:615-620
②土橋尊志 , 森圭介 : 加齢黄斑変性と遺伝子：黄斑疾患診断のための最新の検査法 . Pharma Medica（メディカル
レビュー社）31 巻 7 号 :29-32,2013
③土橋尊志 , 森圭介 : ゲノムと網膜関連疾患の関与を探る：糖尿病網膜症 . RETINA

Medicine（先端医学社）vol.3

no.1 春号 ,16-20,2014
④ Shoji T, Sato H, Mizukawa A, Hirota N, Enoki T, Kojima T, Kanda T, Takeuchi M.
latanoprost/timolol versus travoprost/timolol ﬁxed

Hypotensive effect of

combinations in NTG patients: a randomized, multicenter,

crossover clinical trial.
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 Sep 17;54（9）:6242-7.
⑤ Shoji T, Sato H, Chihara E, Sakurai Y. Are Middle-Age Blood Pressure Levels Related to Color Vision Impairment?
The Okubo Color Study.

Am J Hypertens. 2014Jun 4. pii: hpu097.

⑥ Hangai M, Ikeda HO, Akagi T, Yoshimura N.Paracentral scotoma in glaucoma detected by 10-2 but not by 24-2
perimetry. Jpn J Ophthalmol. 2014.03. 58（2）:188-96
⑦米谷 新 , 庄司 拓平 , 土橋 尊志 , 鈴木 将之 , 馬場 基芳 , 黒田 寛人
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高速・高解像度光干渉計による Bruch 膜病変

眼

描出の可能性

第 117 回日本眼科学会総会 （東京）

⑧庄司拓平，米谷新，馬場基芳，鈴木将之，新家眞，黒田寛人
神経乳頭の解剖と病理検索の試み
⑨板谷

科

高速・高解像度光干渉計による光干渉計による視

第 117 回日本眼科学会総会 （東京）

正紀【OCT 画像の新知見】緑内障における神経節細胞層と網膜神経線維層の OCT 像新知見（解説 / 特集）.

眼科（金原出版）. 2013.04. 55（4）:331-339
⑩板谷

正紀

何が見える ? 何がわかる ?

OCT（第 12 回）緑内障も見える

マップの有用性（解説）. 臨床眼科（医

学書院）. 2014.01. 68（1）:74-79
その他
【論文総数：35 件，学会発表数：35 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

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，菅野洋，澤村豊，西川亮，若林俊彦，倉津純一，米谷新，福島敦樹，西森功，
伊藤鉄英
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
研究代表者：吉村長久，研究分担者：山城健児，根木，昭，米谷新，岩田岳
6-3．受賞
AAO Achievement Award（American Academy of Ophthalmology） 板谷

正紀

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 70 回埼玉眼科講習会開催 2013 年 6 月

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．
これまでは網膜疾患の専門性が色濃かったが，緑内障専門の板谷教授就任に伴い，インプラントを用いた緑内障手術
を開始し，非常に良好な手術成績が得られることができた．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．
教育面では，講義，BSL 実習において眼科の基礎から最新医療を含めて親身に学生と接することに務めたが，学生と
の共有する時間が十分には取れなかった．眼科学の魅力を伝えるためには，より綿密に各学年の学生との接点をもつ
機会の充実が必要と考えられる．グループ学習の担当制の利用や，BSL でクルズスや，担当患者の手術実習に加えて
次年度より，豚眼実習（白内障手術）を予定としている．また定期的に眼科医局説明会を実施し，眼科に興味を持っ
てもらうことを次年度の最重要課題とした．
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臨床医学部門（毛呂山キャンパス）

1．21）
（1）耳鼻咽喉科（耳鼻咽喉科）
1．構成員
加瀬康弘（KASE, Yasuhiro）
：教授：運営責任者：教育主任：診療科長：研究員：指導教員（大学院）
：頭頸部外科学，
鼻腔生理学，鼻副鼻腔手術，中耳手術：博士
池園哲郎（IKEZONO, Tetsuo）
：教授：教育員：副診療科長：副研究主任：指導教員（大学院）
：中耳炎，人工内耳，
外リンパ漏，遺伝カウンセリング：博士
上條

篤（KAMIJYO, Atsushi）
：准教授：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

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
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

帆（MATSUDA, Han）: 助教：教育員：専門医員：研究員

井上

準（INOUE, Hitoshi）: 助教：教育員：専門医員：研究員

井上智恵（INOUE, Tomoe）
：助教：教育員：専門医員：研究員
客員教授：善浪弘善（YOSHINAMI, Hiroyoshi）: 耳鼻咽喉科手術：博士
非常勤講師：滋賀秀壮（SHIGA, Hidetake）
：一般耳鼻咽喉科 , 依田勝（YODA, Masaru）：一般耳鼻咽喉科：博士，
乃美和夫（NOMI, Kazuo）
：一般耳鼻咽喉科：博士，藤岡むつみ（FUJIOKA, Mutsumi）：一般耳鼻咽喉科：博士，
吉野尚（YOSHINO, Takashi）
：一般耳鼻咽喉科：博士，里和一仁（SATOWA, Kazuhito）：一般耳鼻咽喉科，久保田
修（KUBOTA, Osamu）
：一般耳鼻咽喉科：博士，畑邦彦（HATA, Kunihiko ），飛田正（HIDA, Tadashi）一般耳鼻咽
喉科：博士，仲田拡人（NAKADA, Hiroto）
：一般耳鼻咽喉科：博士
非 常 勤 医 員： 田 島 正 紀（TAJIMA, Masaki）
： 博 士， 岡 坂 吉 記（OKASAKA, Yoshiki）， 高 橋 壽 彦（TAKAHASHI,
Toshihiko）
， 本 間 利 生（HONMA,Toshio）
： 博 士 , 畑 仁 美（HATA, Hitomi），中 川 渉（NAKAGAWA,Wataeru）, 金
子研吾（KANEKO, Kengo）
：博士，岡本孝（OKAMOTO, Takashi），飯田孝（IIDA, Takashi），福田哲（HUKUDA,
Satoshi）

2．教育
2-1．目的･目標
耳鼻咽喉科，頭頸部外科の専門教育を行い，将来の医師としての十分な臨床的基礎知識ならびに深い洞察力を身に
つけることを達成目標とする．
2-2．教育内容（加瀬康弘）
埼玉医科大学耳鼻咽喉科学教室，埼玉医科大学国際医療センターおよび埼玉医科大学総合医療センターの教授，准
教授，講師陣が，各自の専門分野を分担して，教育にあたる．2 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外リンパ漏の新しい診断法の確立と普及に向けた研究，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
5 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，密着した指導を行い，学生に
臨床実習への意欲的な取り組みを引き出せた．一名は外リンパ漏の研究にて国際学会にて表彰された．
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．また近年はめまい，難聴をテーマとした研究にも重点が置かれている．
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．その結果本検査は SRL の受託検
査となり全国の病院で検査が可能となった．
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
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い．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科の置かれた環境から地域医療への貢献が主眼であり，その目的は達成されている．
当科の診療の主たる特徴は，一般慢性疾患に加え，救急措置を必要とする症例，殊に異物症，鼻出血，深頸部膿瘍
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
健康セミナー「花粉症を乗り切る」川越市
（以上，加瀬康弘）
聴覚障害者向けに積極的に説明会を行った．
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『きこえの改善

補聴器と人工内耳について』 千葉県中途失聴者・難聴者協会

『きこえの改善

補聴器と人工内耳 ?』 千葉県中途失聴者・難聴者協会

（以上，池園哲郎）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Kamijo A, Hatsushika K, Kanemaru S, MoriyamaM, Kase Y, Masuyama K：Five adult laryngeal venous
malformation cases treated eﬀectively with sclerothrapy. The Laryngoscope 123: 2766-2769,2014.04
②新藤

晋，杉崎一樹，伊藤彰紀，柴崎

修，水野正浩，松田

帆，井上智恵，加瀬康弘，池園哲郎：新しい半規

管機能検査法 . Equilibrium Research 73（1）: 22-31, 2014.
③池園哲郎：外傷性外リンパ漏 . ENTONI 155: 17-22, 2013
④加瀬康弘：副鼻腔嚢胞 . JOHNS 29: 1803-1806, 2013.
⑤中島正己，原

睦子，加瀬康弘：閉塞性睡眠時無呼吸症に対する expansion sphincter pharyngoplasty. 口腔・咽

頭科 26: 211-216, 2013.
⑥中嶋正人：新しい鼓膜形成術（結合組織塊鼓室内留置法）の手技とその展開について . 第 23 回日本耳科学会
2013.11
⑦ Mastuda H, Sakamoto K, Sugizaki K, Kase Y, Ikezono T: Cochlear implantation in a case of otitis media with
ANCA associated vasculitis. The 29th POLIZER SOCIETY MEETING（Turkey）2013.11
⑧杉崎一樹，松田

帆，新藤

晋，池園哲郎，加瀬康弘：滲出性中耳炎治療中に発症した外リンパ漏確実症例 . 第

114 回日本耳鼻咽喉科学会 2013 5
⑨井上智恵，上條

篤，中島正己，松田

帆，井上

準，盛田

恵，中嶋正人，松田

帆，加瀬康弘：最近経験し

たアレルギー性真菌性副鼻腔炎の 2 症例 . 第 52 回日本鼻学会 2013 9
【総数：論文 23 件，学会発表 30 件，講演 17 件】
6-2．獲得研究費
1．遺伝子難聴および外耳，中耳，内耳奇形に関する調査研究
2．前庭機能異常に関する調査研究

厚生労働省

2013 年度

厚生労働省

2013 年度

分担研究者

分担研究者

（以上，池園哲郎）
6-3．受賞
Mastuda H: The 1st Global Otologic Research Forum First Place Vestibular Research. 2013 11
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
特許権者：学校法人埼玉医科大学
発明者：池園哲郎，八木聰明，大森彬
特許番号：特許第 4172777 号（2008 年 8 月 22 日）
公開番号：特開 2004-85552（2004 年 3 月 18 日）
出願番号：特願 2003-182860（2003 年 6 月 26 日）
2．
【外国 中国】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学
発明者：池園哲郎，八木聰明，大森彬
特許番号：ZL03815172.3 （2007 年 9 月 5 日）
公告番号：CN100335502-C（2007 年 9 月 5 日）
出願番号：03815172.3 （2003 年 6 月 26 日）
3．
【外国 オーストラリア】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学

Saitama Medical University

発明者：池園哲郎，八木聰明，大森彬
出願番号：2003243985（2003 年 6 月 26 日）
特許番号：2003243985（2009 年 7 月 3 日）
4．
【外国

米国】発明の名称：外リンパ瘻の検出方法

特許権者：学校法人埼玉医科大学

Saitama Medical University
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発明者：池園哲郎，八木聰明，大森彬
特許番号

：

US 7,863,005 B2 （2011 年 1 月 4 日）

公開番号

：

US 2006/246516 A1（2006 年 11 月 2 日）

出願番号

：

10/517,778 （2003 年 6 月 26 日）

5．
【外国

欧州

EP/IT（イタリア）
，EP/GB（イギリス）】

発明の名称：外リンパ瘻の検出方法
特許権者：学校法人埼玉医科大学

Saitama Medical University

発明者：池園哲郎，八木聰明，大森彬
特許番号

：

EP 1533319

B1 （2011 年 1 月 12 日）

公開番号

：

EP 1533319

A1 （2005 年 5 月 25 日）

出願番号

：

03736265.4 （2003 年 6 月 26 日）

（特許申請中）
【PCT】発明の名称：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
出願人：学校法人埼玉医科大学
発明者：池園哲郎，志風沙登美
特許番号：無し
公開番号：WO/2012/133898（2012 年 10 月 4 日）
出願番号：PCT/JP2012/058988（2012 年 4 月 2 日：優先日：2011 年 3 月 31 日）
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，2013.6.28，熊谷市
第 34 回東上耳鼻咽喉科臨床研究会，2013.10.11，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：診療部長：教育主任：神経耳科学：博士
柴崎

修（SHIBAZAKI, Osamu）
：講師：診療副部長：耳鼻咽喉科学，神経耳科学：博士

水野正浩（MIZUNO, Masahiro）
：客員教授：神経耳鼻咽喉科学：博士
新藤

晋（SHINDOH, Susumu）
：講師（耳鼻咽喉科兼任）：耳鼻咽喉科学，神経耳科学：博士

杉﨑一樹（SUGIZAKI, Kazuki）
：助教（耳鼻咽喉科兼任）
和田伊佐雄（WADA, Isao）
：助教（耳鼻咽喉科兼任）：博士
三島陽人（MISHIMA, Haruto）
：非常勤講師：博士
吉岡克己（YOSHIOKA, Katsumi）
： 非常勤講師
加藤晴弘（KATO, Haruhiro）：非常勤講師
仲田拡人（NAKADA, Hiroto）
：非常勤講師
金

永順（KIM, Young Soon）
：非常勤講師：博士

三浦

眞（MIURA, Makoto）
：非常勤医員：博士

平岩

文（HIRAIWA, Fumi）
：非常勤医員：博士

島貫朋子（SHIMANUKI, Tomoko）
：非常勤医員

2．教育
2-1．目的･目標 :
卒前教育：耳鼻咽喉科学のうち神経耳科に関する医学部学生教育を行う．最終的には医師国家試験及び将来の医師
として必要な神経耳科学についての知識を十分に理解させる．
卒後教育：後期研修医については，症状としての，めまい・平衡障害，耳鳴・難聴，顔面神経麻痺，についての基
本的な診療が出来るように研修させることを目的とする．めまいに関しては，めまいの救急患者に対する対応も習得
する．
大学院教育：現在該当者はいないが，前庭代償に関する研究をテーマとし，前庭眼反射と，速度蓄積機構の検討を
介して，眼振および眼球運動の解析を行う．さらに，その応用として，頭位性めまい，ひいては機能的な頭位眼振の
解発メカニズムにも迫る．
2-2．教育内容（担当者）:
卒前教育：
今年度の授業については以下の通りであり．今後も授業内容の充実を図る．
日時

担当学年

講義名

担当者

5 月 20 日

4 学年

臨床推論

新藤

晋

9 月 16 日

4 学年

臨床推論

新藤

晋

5 月 22 日

4 学年

平衡機能（1）機能検査

伊藤彰紀

5 月 22 日

4 学年

平衡機能（1）めまいの診断

伊藤彰紀

6 月 07 日

4 学年

聴覚検査法（1）中耳・内耳・聴覚伝導路

柴崎

修

6 月 12 日

4 学年

聴覚検査法（2）難聴の診断

柴﨑

修

9 月 18 日

4 学年

臨床推論

水野正浩

11 月 11 日

4 学年

救急

水野正浩

8 月 26 日

6 学年

耳鳴・難聴

伊藤彰紀

9 月 20 日

6 学年

神経耳科学

水野正浩

11 月 12 日

6 学年

めまい

柴﨑

修

BSL について：
曜日

担当学年

講義名

担当者

月曜日午後

5 学年

めまいの検査・診断法実習

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．
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大学院教育：現在該当なし
2-3．達成度
卒前教育：講義および BSL においては十分な資料（プリント）も与えるとともに実地を観察させて学生の理解を
深めるよう努力し，十分な成果を得たと考えている．
卒後教育：後期研修医に対する，めまいの研修について，救急対応，良性発作性頭位めまい症の病態の理解，理学
療法の理解など，十分達成できたものと考えている．
大学院教育：現在該当なし
2-4．自己評価と次年度計画
当科のスタッフ数を考慮すると教育には十分な努力をし，教育目標を十分に達成したと自己評価している．
卒前教育：4 年生の授業を 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 25 年度
の診療実績は以下の通りである．外来新来患者数 2,700 名，再来患者数 5,308 名，入院患者数 81 名．外来新来患者
のうち，めまい疾患 1,280 名，聴覚疾患 1,858 名，顔面神経疾患 154 名，その他 100 名であった（重複あり）
．入
院患者の内訳はめまい疾患 13 名，
聴覚疾患 38 名，顔面神経疾患 29 名であった．入院治療を行った高度の突発性難聴，
重度の顔面神経麻痺などでは，他の報告や全国統計に比べていずれも良好な成績であった．また，難治性めまいに対
する鼓室 GM 注入療法や，頭位性めまいに対する理学療法においても良好な治療成績であった．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉県公安委員会指定医師（耳鼻咽喉科）
（伊藤彰紀）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本耳鼻咽喉科学会

編集委員（水野正浩）

医学の歩み誌

編集協力者（水野正浩）

日本めまい・平衡医学会 ER 誌編集委員（伊藤彰紀）
日本耳鼻咽喉科学会

査読委員（伊藤彰紀）

Acta Otolaryngol 査読委員（伊藤彰紀）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本耳鼻咽喉科学会代議員（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 原著論文，総説，学会発表
①新藤

晋，杉崎一樹，伊藤彰紀，柴崎

修，水野正浩，松田

帆，井上智恵，加瀨康弘，池園哲郎：新しい半規

管機能検査法 ? video Head Impulse Test?Equilibrium Res 73: 1; 22-31, 2014
②伊藤彰紀，柴崎

修：小児の急性小脳炎・小脳腫瘍によるめまい．MB ENT 158: 33-40, 2013

③伊藤彰紀，柴崎

修：OKN・ETT 所見から何がわかるか ?

④伊藤彰紀，柴崎

修：めまい発作時の点滴と注射の使い方．ENTONI 162: 61-65, 2014

⑤柴崎

修，杉崎一樹，新藤

JOHNS 29（11）: 1869-1873, 2013

晋，水野正浩，伊藤彰紀：当科における心因性難聴症例の検討．第 114 回日本耳

鼻咽喉科学会，2023,5,17, 2013
⑥新藤

晋，杉崎一樹，池園哲郎，松田

帆，柴崎

修，伊藤彰紀，水野正浩，加瀨康弘：ドライブレコーダーを

利用した形態型眼振記録装置の試作．第 114 回日本耳鼻咽喉科学会，2023,5,18, 2013
⑦柴崎

修，仲田拡人，加藤晴弘，三島陽人，杉崎一樹，新藤

晋，水野正浩，伊藤彰紀：めまいを伴う両側急性

感音難聴で発症した椎骨脳底動脈閉塞症の 1 例．第 114 回日耳鼻埼玉県地方部会学術講演会，2013, 6, 16，さ
いたま市
⑧ Shibasaki O, Sugisaki K, Sindo S, Ikezono T, Mizuno M, Ito A: When to consider second therapeutic approach
to idiopathic sudden sensorineural hearing loss. 20th International Federation of Oto-Rhino-Laryngological
Societies（IFOS）World Congress. June 1-5, Seoul, Korea
⑨伊藤彰紀：特別講演；めまいの検査・診断・治療 - Up date - 第 13 回
⑩杉崎一樹，新藤

晋，池園哲郎，伊藤彰紀，柴崎

北陸めまい研究会，2013,9,1，金沢市

修，水野正浩，井上智恵，加瀨康弘：CT から予想された所

見と異なる MRI，前庭機能所見を呈した内耳奇形症例．第 72 回日本めまい平衡医学会，2013,11,13，大阪
【総数：論文（原著 , 著書 , 総説）4 件，学会発表 10 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 31 回東京 - 埼玉神経耳科研究会，2014,3,1，東京都（担当世話人：伊藤彰紀）
第 13 回埼玉県めまい・難聴研究会，2014,2,13，さいたま市（代表世話人：伊藤彰紀）
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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．診療実績は毎年増加している．その一方，研究業績が不
足している点を猛省している．
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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

亀井良政（KAMEI，Yoshimasa）: 教授：診療科長：研究主任：指導教員（大学院）
：周産期医学：遺伝医学：超音波医学：
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
板倉敦夫（ITAKURA，Atsuo）
：客員教授：指導教員（大学院）：周産期医学：合併症妊娠：胎児異常：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：指導教員（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：指導教員（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：大学院教員（大学院）：周産期医学：不妊症治療学：博士
木村真智子（KIMURA，Machiko）
：講師：研究員：指導教員（大学院）：女性医学：遺伝医学：博士
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・専門医員・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・専門医員・研究員
瀬戸さち恵（SETO，Sachie）
：助教：教育員・医員・研究員
筋野多希（SUJINO，Taki）
：助教：教育員・医員・研究員
鷹野夏子（TAKANO，Natsuko）: 助教：教育員・医員・研究員
林るつ子（HAYASHI，Rutsuko）: 客員講師：博士
相馬廣明（SOMA，Hiroaki）
：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
山下真理子（YAMASHITA，Mariko）
：非常勤講師
柴﨑淳夫（SHIBAZAKI，Atsuo）
：非常勤医員
伊藤百合子（ITO，Yuriko）
：非常勤医員：博士
田谷順子（TAYA，Junko）
：助教：修士
近藤弘康（KONDO，Hiroyasu）
：実験助手
シャミマスルタナ（SHAMIMA，S）
：大学院 1 年生
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2．教育
2-1．目的･目標
「卒前教育」生殖医学 , 周産期医学 , 婦人科腫瘍学 , 女性骨盤底医学から構成される産科婦人科学は , 生物学・生理
学としての「生殖のしくみの解明」から癌 , 不妊症など高度な集学的治療を要する「疾患治療医学」に至る幅広い守
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）
（亀
井ら）
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
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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）

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）
l）新生児低酸素性虚血性脳症の予防に向けた胎児治療戦略に関する基礎的研究（亀井 , 日本学術振興会科研費基盤
研究（C）
）
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 .
l）ラット PVL モデルにおいて，低酸素虚血負荷中に低温にすることにより，オリゴデンドロサイトの細胞死を抑
制し，MBP（myelin basic protein）の発現が維持されることが確認され，特に MBP exon2 を含む isoform が低
酸素虚血負荷により減少し，低温により維持されることが新たに解明された．また，オリゴデンドロサイトと
DRG（dorsal root ganglion）neuron の共培養系を用いて，in vitro で両者が接触を開始する際に，MBP exon2 を
含む 21.5kDa リン酸化 isoform が最初に発現することが示唆され，この isoform は低酸素無糖負荷により減少し，
低温により維持されることが明らかとなった．さらに，ERK1/2 は，低温によるオリゴデンドロサイト保護効果
に関与していることを明らかとした．
3-4．自己評価と次年度計画
各プロジェクトに関して , ほぼ予定通りの遂行が行われた .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
産婦人科各分野における高度医療と救急疾患のプライマリーケアを含む治療を提供し , 良好な成績を上げるととも
に地域医療に貢献した .

5．その他
5-1．自治体 , 政府関連委員の有無
文部科学省科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会委員（生殖補助医療研究専門委員会主査および特定胚及び
ヒト ES 細胞等研究専門委員会委員）
，厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会専門委員（ヒト胚研究に関する審査
専門委員会委員）最高裁判所専門委員（さいたま地方裁判所所属），埼玉県母子保健運営協議会委員，埼玉県特定不
妊治療費助成事業実施医療機関指定調査会副会長，Board Member,

International Committee for Monitoring ART,

WHO,Member, the Reproductive Medicine Working Group, TAG on GURM to the ICD11. DRHR, WHO：以上石原
5-2．学術誌 , 編集委員 , 査読委員の有無
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編集委員
埼玉産科婦人科学会雑誌編集委員長：以上亀井
埼玉産科婦人科学会雑誌編集委員：以上梶原
査読委員
Human Reproduction, Journal of European Pharmacology, Endocrine Journal, Journal of Obstetrics, Gynecology &
Research, Am J Obstet Gynecol：以上石原
Journal of Obstetrics, Gynecology & Research, Journal of Medical Ultrasonics：以上亀井
Associate Editor Journal of Obstetrics & Gynecology Research：以上梶原
5-3．その他 , 社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本産科婦人科学会代議員，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：埼玉県母性衛生学会理事：以
上石原
日本周産期・新生児医学会評議員，幹事および周産期認定医検討ワーキンググループ委員，日本胎児心臓病学会幹
事，日本分娩監視研究会幹事，埼玉県母性衛生学会理事，埼玉県産婦人科医会幹事，埼玉産科婦人科学会雑誌編集長，
日本医療機能評価機構産科医療補償制度原因分析委員会委員，埼玉県医師会子育て相談窓口運営委員会委員：以上
亀井
日本生殖医学会幹事，日本生殖医学会倫理委員，同生殖医療従事者資格制度委員会委員，日本受精着床学会評議員，
日本臨床分子形態学会評議員：以上梶原
日本産科婦人科学会生殖・内分泌委員会「本邦の一般不妊治療における排卵誘発による多胎発生の実態調査に関す
る小委員会」委員，日本骨盤底医学会幹事，TVM 研究会幹事：以上岡垣
埼玉県母性衛生学会幹事：以上三木
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 Ishihara O
Single Blastocyst Transfer.
In Transforming Reproductive Medicine Worldwide（Ed. By Tarlatzis BC & Bulun SE）
p193-5

American Society for Reproductive Medicine 2013

② Kajihara T, Tanaka K, Oguro T, Tochigi H, Prechapanich J, Uchino S, Itakura A, Sucurovic S, Murakami K, Brosens
JJ, Ishihara O.
Androgens Modulate the Morphological Characteristics of Human Endometrial Stromal Cells Decidualized In Vitro.
Reprod Sci. 2013 Jul 24. [Epub ahead of print]
③ Nakagami H, Miki A, Kikuchi M, Namba A, Nishibayashi M, Okagaki R, Itakura A, Kamei Y, Ishihara O
The Factors to Consider Subcutaneous Suction Drainage in Cesarean Section
The 23rd Asian & Oceanic Congress of Obstetrics & Gynaecology（BANGKOK）2013.10.20-23
④亀井良政
多胎妊娠の妊娠・分娩管理

三胎の妊娠・分娩管理

臨床婦人科産科 67（12）: 1242-6, 2013
⑤永田一郎 , 岡垣竜吾 , 石原
Non-Mesh 手術を学ぼう

理 , 佐久間洋
2. 腟閉鎖術

―その有用性と実施上の要点―

日本女性骨盤底医学会誌 10（1）: 16-24, 2013
⑥新澤

麗 , 三木明徳 , 難波

聡 , 板倉敦夫 , 石原

理

精神疾患患者の周産期管理−産科医より−
精神科治療学 28（5）: 625-30, 2013
⑦栃木秀乃 , 田丸俊輔 , 難波

聡,金

玲 , 目黒史織 , 西林

多発肺転移と血管内進展を認めた子宮筋腫の 1 例
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埼玉産科婦人科学会雑誌 43（1）:55-8, 2013
⑧神垣多希 , 菊地真理子 , 高橋幸子 , 鈴木元晴 , 難波

聡 , 三木明徳 , 石原

理 , 板倉敦夫

子宮温存しえた急性妊娠脂肪肝の 1 例
埼玉産科婦人科学会雑誌 43（2）:158-62, 2013
⑨田丸俊輔 , 水野洋介 , 梶原

健 , 岡崎康司 , 亀井良政 , 石原

理 , 板倉敦夫

妊娠初期 EVT 細胞の脱落膜浸潤に関わるマイクロ RNA と標的遺伝子の網羅的解析
第 21 回日本胎盤学会学術集会（名古屋） 2013.10.25-26
⑩佐藤加寿子 , 三木明徳 , 仲神宏子 , 木村真智子 , 新澤

麗 , 鈴木元晴 , 難波

聡 , 亀井良政 , 板倉敦夫 , 石原

理

破水後に痙攣発作にて発症した臨床的羊水塞栓症の一例
第 49 回日本周産期・新生児医学会（横浜） 2013.7.14-16
（平成 25 年 1 月〜 12 月の件数）
【総数：論文・著書 72 件 , 学会発表 64 件 , 講演 68 件】
6-2．獲得研究費
平成 25 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C））
新生児低酸素性虚血性脳症の予防に向けた胎児治療戦略に関する基礎的研究（平成 25-27 年度）
研究代表者

埼玉医科大学教授

亀井良政

平成 25 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 25 年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（C））
免疫抑制状態を解除する抗腫瘍エフェクター細胞の構築と卵巣癌免疫療法への応用（平成 25-27 年度）
研究者

埼玉医科大学講師

鈴木元晴

6-3．受賞
岡垣竜吾

第 8 回骨盤臓器脱手術手技研究会学術集会

瀬戸さち恵

優秀演題賞

第 23 回日本産婦人科・新生児血液学会学術集会

2013.12.8

真木賞

2013.6.7

6-4．特許 , 実用新案
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

2013.6.27

二葉楼

第 14 回ゆずの木周産期病診連携セミナー

2013.7.8

グランドホテル WIN

テーマ「胎児・新生児の先天異常を考える」
代表世話人

亀井良政

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

野島淳也（NOJIMA, Junya）
：助教
福島洋介（FUKUSHIMA , Yosuke）
：助教
古株彰一郎（KOKABU, Syoichiro）
：助教
［非常勤講師］小林明男（KOBAYASHI , Akio）
，大河原勉（OGAWARA, Tsutomu）
，原田清（HRADA, Kiyoshi）
，葛西ひ
とみ（KASAI, Hitomi）
，坂本一郎（SAKAMOTO, Ichiro）
，藤田幸弘（FUJITA, Yukihiro）
，伊藤大輔（ITO, Daisuke）
，今
井謙一郎（IMAI , Kenichiro）
，茂木世紀（MOGI, Seiki）
，千田大（CHIDA, Dai）
，古敷谷昇（KOSHIKIYA, Noboru）
［非常勤医員］栗橋建夫（KURIHASHI, Tateo）
，田口茂和（TAGUCHI, Shigekazu），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 25 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 25 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 25 年 6 月

・依田哲也

顎骨の外傷

・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

・古株彰一郎

埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義

平成 25 年 6 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

人体と構造と機能

平成 25 年 6 月

平成 25 年 6 月

平成 25 年 6 月

埼玉医科大学医学部 4 年生学生講義

平成 25 年 6 月

横浜市病院協会看護専門学校 1 年生講義

平成 25 年 6 月

・依田哲也

顎関節の特徴と顎関節症

・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

広島大学歯学部 4 年生

特別講義

平成 25 年 10 月
平成 25 年 11 月

・福島洋介

病態と治療Ⅳ（口腔外科） 毛呂看護学校第 2 学科 1 年生学生講義

平成 25 年 11 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

・歯科医師臨床研修指導（依田，坂田，佐藤，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微増であったが，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，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．
・古株彰一郎

骨芽細胞系細胞における BMP3 の発現と役割 . 第 22 回九州歯科大学分子生物学セミナー 2013. 年

5月
・古株彰一郎

骨芽細胞における BMP3 の発現と役割 . 埼玉医科大学ゲノム医学研究センター病態生理部門特別セ

ミナー 2013 年 5 月
・佐藤毅

医療現場における手指消毒について

・依田哲也

歯科治療に必須の全身リスク診断と対応

・佐藤毅

日本歯科医科連携医療研究会
伊勢崎歯科医師会講演会

生体ネットワークによる調和を目指した再生医療

2013 年 6 月
2013 年 8 月

第 55 回歯科基礎医学会サテライトシンポジウム

2013 年 9 月
・佐藤毅

歯周病を合併した糖尿病患者への療養指導について 第 17 回 埼糖協医療スタッフ研修会

2013 年 11

月
・依田哲也

歯科医院でできる顎関節症の病態診断と治療法

・依田哲也

埼玉ビジネスウォッチ「口腔乾燥症」 テレビ埼玉

・依田哲也

訪問診療時における全身疾患有病者への留意点

・依田哲也

すぐに役立つ顎関節症の診断と治療法

科大学歯科同窓会学術部

岩手医科大学口腔外科同門会講演会 2014 年 1 月
2014 年 2 月

立靖会訪問診療研修会 2014 年 2 月

IKASHIKA C.D.E. 第 51 期

Part1

実習コース

東京医科歯

2014 年 2 月

・古株彰一郎 BMP3 suppresses osteoblast diﬀerentiation via interaction with Acvr2b. HSDM/NCVC/Saitama Med
U/TMDU joint BMP meeting. 2014 年 2 月
・依田哲也

歯科治療に必須の全身リスク診断と対応

北埼玉歯科医師会講演会

2014 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 Nakamoto A, Sato T, Hirosawa N, Nakamoto N, Enoki Y, Chida D, Usui M, Takeda S, Nagai T, Sasaki A, Sakamoto
Y, Yoda T. Proteomics-based identiﬁcation of novel proteins in temporal tendons of patients with masticatory
muscle tendon-aponeurosis hyperplasia. Int J Oral Maxillofac Surg 2013; 43（1）:113-9.
② Kokabu S, Nguyen T, Ohte S, Sato T, Katagiri T, Yoda T, Rosen V. TLE3, transducing-like enhancer of split 3,
suppresses osteoblast diﬀerentiation of bone marrow stromal cells. Biochem Biophys Res Commun 2013; 438
（1）
:
205-210.
③ Fukuda T, Takeda S, Xu R, Ochi H, Sunamura S, Sato T, Shibata S, Yoshida Y, Gu Z, Kimura A, Ma C, Xu C, Bando
W, Fujita K, Shinomiya K, Hirai T, Asou Y, Enomoto M, Okano H, Okawa A, Itoh H. Sema3A regulates bone-mass
accrual through sensory innervations. Nature 2013; 497（7450）: 490-493.
④ Kogawa M, Hisatake K, Atkins GJ, Findlay DM, Enoki Y, Sato T, Gray P, Wada S, Kato N, Fukuda A, Katayama S,
Tsujimoto M, Yoda T, Suda T, Okazaki Y, Matsumoto M. The paired-box domain transcription factor Pax6 binds
to the upstream region of the TRAP gene promoter and suppresses RANKL-induced osteoclast diﬀerentiation. J
Biol Chem 2013; 288（43）: 31299-31312.
⑤ Sakata Y, Nakamoto N, Kokabu S, Fukushima Y, Enoki Y, Sato T, Yoda T. The possibility to form new bone by
using osteogenesis devices placed between bone and periosteum in dogs. Hosp Dent（Tokyo）2013; 25（1）:
3-6.
⑥ Fukushima Y, Yoda T, Kokabu S, Araki R, Murata T, Kitagawa Y, Omura K, Toya S, Ito K, Funayama S, Iwabuchi
H, Asano K, Imai Y, Negishi A, Yokoo S, Matsumoto G, Kubota E, Watanabe H, Kusama M, Onizawa K, Goto T,
Nakamura S, Nakazawa R, Harada K, Fujibayashi T. Evaluation of an oral moisture-checking device for screening
dry mouth. Open J Stomatol 2013; 3（8）: 440-446.
⑦ Sato T, Hori N, Nakamoto N, Akita M, Yoda T. Masticatory muscle tendon-aponeurosis hyperplasia exhibits
heterotopic calciﬁcation in temporal tendon. Oral Dis 2013; 20（4）: 404-408.
⑧ Kokabu S, Sato T, Ohte S, Enoki Y, Okubo M, Hayashi N, Nojima J, Tsukamoto S, Fukushima Y, Sakata Y, Katagiri T,
Rosen V, Yoda T. Expression of TLE3 by bone marrow stromal cells is regulated by canonical Wnt signaling. FEBS
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Lett 2014 ; 588（4）: 614-619.
⑨佐藤毅，依田哲也，中本文，中本紀道，藤田幸弘，坂本一郎 . 日本顎関節学会掲載論文にみる顎関節症治療成績
判定基準の調査．日本顎関節学会雑誌

2013 年 25 巻 1 号 3-9.

⑩宮崎弘道，小林明男，鈴木郁子，丸木和子．
日本重症心身障害者学会誌

38 巻 3 号

重症心身障害児施設入所者の歯科疾患調査および喪失歯の原因．

447-453.

【総数：論文 12 件，学会発表 25 件】
6-2．獲得研究費
2011 〜 2014 年度
○佐藤毅：学術研究助成基金助成金

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：学術研究助成基金助成金

基盤研究（C）：慢性再発性アフタの遺伝要因を決定する HLA アリルの連

鎖解析
○中本紀道：学術研究助成基金助成金

若手研究（B）：T 細胞介在性口腔慢性炎症性疾患における Th17 細胞およ

びコリン性抗炎症機構の関与の検討
2012 〜 2013 年度
○ 古 株 彰 一 郎：Harvard School of Dental Medicine, Harvard School of Dental Medicine Dean's Scholar Award
2012-2013, "The role of BMP3 in regulating bone mass"
2012 〜 2015 年度
○依田哲也：学術研究助成基金助成金

基盤研究（C）：咀嚼筋腱・腱膜過形成症のプロテオミクスと元素分析

2013 年度
○佐藤毅：埼玉医科大学学内研究推進グラント

丸木記念特別賞：生体ネットワークの調和を目指す再生医療に向

けた神経および骨再生を担う分子の探索
2013 〜 2015 年度
○佐藤毅：武田科学振興財団

医学系研究奨励：生体ネットワークの調和を目指した顎顔面領域における骨再生

6-3．受賞
・古株彰一郎：Travel Award
Expression of BMP3 by osteoblasts is regulated by canonical Wnt signaling

IBMS-JSBMS New Investigator

2013 May 2013, Kobe
・古株彰一郎：President's Poster Competition Award
BMP3 expression by osteoblasts is regulated by canonical Wnt signaling. American Society for Bone and Mineral
Reserch Annual Meeting 2013, October 2013, Baltimore
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
今年度は現在の体制となって 5 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：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：動脈硬化，血栓症，温泉医学：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
知念亜紀子（CHINEN, Akiko）非常勤医師：脳卒中，嚥下リハビリテーション：博士
鈴木英二（SUZUKI, Eiji）非常勤講師：嚥下リハビリテーション：博士
鈴木郁子（SUZUKI, Ikuko）非常勤医師：小児リハビリテーション：修士
理学療法士 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・倉林，牧田（国
際）山本（総合）
）
．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・高橋・内田（国際医療センター））．
2-2-2．卒後教育
初期研修医 2 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
該当なし
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．body mass index（BMI）から見た，脳卒中患者のインスリン抵抗性に関する研究（間嶋）
3-2-3．動脈硬化における血管内皮，血小板活性化，炎症性サイトカイン，アポトーシスの関与に関する研究（倉林）
3-2-4．温泉医学研究（倉林）
3-2-5．脳卒中，神経変性疾患における摂食・嚥下障害の評価とリハビリテーション（知念 , 前田 , 鈴木英）
3-2-6．廃用症候群に対する包括的リハビリテーションの効果に関する検討（前田，間嶋）
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）
104 例を対象とした結果は，第 50 回日本リハビリテーション医学会総会で報告した．この研究は，平成 23?25 年
度の文科省科研費で実施されたもので，達成度は 70％
3-3-2．body mass index（BMI）から見た，脳卒中患者のインスリン抵抗性に関する研究（間嶋）
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この研究は，脳卒中患者のインスリン抵抗性に関する検討の一部である．BMI で正常体重であった 111 例でも，
インスリン抵抗性が 53.2% にみられた．この結果は第 50 回日本リハビリテーション医学会総会で発表した . 達成度
は 50％である．
3-3-3．動脈硬化における血管内皮，血小板活性化，炎症性サイトカイン，アポトーシス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，炎症性サイトカイン，
アポトーシスの解析を行い，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，平成 26-28 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，国際水治療医学会等で報告した．研究達成度は 80％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 年度までの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継続した．平成 25 年度は，
科学的証拠に基づいた温泉療法の解析，高温浴の健康被害，安全入浴法について報告した．研究達成度は 70％であっ
た．
3-3-5．脳卒中，神経変性疾患における摂食・嚥下障害の評価とリハビリテーション（知念，前田，鈴木英）
今年度は，脳卒中患者に加えて，嚥下障害の評価，治療の対象として神経変性疾患も加え，その結果は第 19 回日本
摂食・嚥下リハビリテーション学会学術集会において報告した．達成度は 50％である．
3-3-6．廃用症候群に対する包括的リハビリテーションの効果に関する検討（前田，間嶋）
廃用症候群は，リハビリテーションの円滑な進行を妨げる原因となることから，その発生予防が重要であり，その
ための包括的リハビリテーションによる効果を検討する前提として，廃用症候群患者の ADL 回復過程と転帰を検討
した．この結果は，第 50 回日本リハビリテーション医学会総会で発表した . 達成度は 30％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 . これらの成果は，日本摂食・嚥下リ
ハビリテーション学会で発表予定である．
前田：3-2-6 については，今後に症例を重ね，さらなる検討を加えていく．成果は，日本リハビリテーション医学
会で発表予定である．

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）急性期一亜急性期に特化した集中的・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，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〜亜急性期に特化し，在宅復帰を目標とした脳卒中に対する包
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）先端治療や高度医療を
受けた患者の包括的リハ，4）2025 年問題に対応できる本院でのリハビリテーションの構築を目指していく．

5．その他．
5-1．自治体，政府関連委員
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副理事長（倉林），日本医学雑誌編集会議
委員（倉林）
，Dysphagia 査読員（倉林）
，Neurocase 査読員（倉林）．
5-3．その他
該当なし

6．業績目録
6-1．論文・学会発表
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① 間 嶋 満： 糖 尿 病 を 有 す る 脳 卒 中 患 者 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン .JOURNAL OF CLINICAL REHABILITATION
23:229,2014
②倉林均：熱すぎるお湯への入浴は脳梗塞や心筋梗塞のリスクがひそむ .
宝島

41:134,2013

③倉林均：血圧にいい入浴，悪い入浴「自宅で高血圧を下げる方法」pp52-55，辰巳出版，東京，2013 年
④菱沼亜紀子他：自己末梢血幹細胞移植を伴う大量化学療法によって治療された Crow-Fukase 症候群の長期的リ
ハビリテーションの経過．
Jpn J Rehabil

Med 50:922,2013

⑤間嶋満他：脳梗塞発症後に検出された耐糖能異常の臨床的意義に関する検討 .. 第 50 回
日本リハビリテーション医学会学術集会，東京，2013 年 6 月
⑥倉林均：回復期リハビリテーションにおける入浴法．葛飾区医師会主催

区民公開講座

葛飾区医師会館，

2013 年 10 月
⑦倉林均：呼吸器疾患の温泉療法．群馬温泉療法医会

特別講演，高崎市日高病院，2013 年 9 月

⑧前田恭子他：肺がんの脳転移による小脳出血，脳幹梗塞による重度の左片麻痺を有するも，抗がん剤を再開し在
宅復帰した 1 例．50 回日本リハビリテーション
医学会学術集会，東京，2013 年 6 月
⑨前田恭子他：当科に入院した廃用症候群の ADL 回復過程と転帰に関する検討．50 回日本
リハビリテーション医学会学術集会，東京，2013 年 6 月
⑩菱沼亜紀子他：筋萎縮性側索硬化症の摂食・嚥下機能に対する包括的支援の試み．第 19 回日本摂食・嚥下リハ
ビリテーション学会学術集会，岡山，2013 年
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）
6-5．学会開催
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，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，更には 2025 年を控え，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：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：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）
：教授：診療科長：博士

中山英人（NAKAYAMA,Hideto）
：教授：教育副主任：診療副科長：博士
水上

智（MIZUKAMI, Satoshi）
：准教授：研究副主任：指導教員（大学院）：臨床麻酔，麻酔と循環，術前評価：
博士

前山昭彦（MAEYAMA,Akihiko）
：准教授：研修医長：博士
竹内梨紗（TAKEUCHI, Risa）
：講師：外来病棟医長：歯学博士
小川さおり（OGAWA,Saori）
：助教：歯学博士
山西優一郎（YAMANISHI,Yuichiro）
：助教
西澤秀哉（NISHIZAWA,Syuya）
：講師：歯学博士
堀越雄太（HORIKOSHI,Yuta）
：シニアレジデント
中村智奈（NAKAMURA,China）
：シニアレジデント
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 2 名，非常勤講師 15 名，非常勤医員 22 名，計 59 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）吸入

麻酔法 , 気管挿管 , 麻酔器 , モニタ−・・・岩瀬良範 ,（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）

全身麻酔と吸入麻酔薬・・・松本延幸 ,（8）循環生理と循環作動薬，心疾患の麻酔・・・北村
みの生理と薬理，ペインクリニック・・・有山

淳（国セ）,（10）呼吸生理と呼吸器疾患の麻酔・・・磨田

（11）産科麻酔・・・照井克史（総セ）,（12）小児麻酔・・・水上
川崎

晶（国セ）（9）痛
裕（国セ）,

智 ,（13）術後疼痛管理とタ - ミナルケア・・・

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 , 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（松本）
，レポート作成・実習総括（松本，土井）．
6 年生
（1）全身麻酔 / 局所麻酔 / 外来麻酔・・・松本延幸 ,（2）麻酔と周術期管理・・・磨田
論 / 局所麻酔・・・有山

淳（国セ）,（4）心肺蘇生術・・・小山

裕（国セ）,（3）麻酔各

薫（総セ）

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）：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．

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 25 年度，4,420 例であった．外来部門で
は通院の疼痛患者を中心に他科入院患者も含めて持続硬膜外ブロック，星状神経節ブロック，透視下ブロックなどを
主体とした神経ブロック法やレーザーなどの光線治療，鍼灸･漢方などの東洋医学的方法を用いて治療している．年
間外来患者総数は 3,176 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−ジ指圧師 , はり師及びきゅう師国家試験委員
（財団法人
5-2．学術誌 ,

東洋療法研修試験財団）
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 ,
日本麻酔科学会機関誌「Journal of Anesthesia」査読委員
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5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
（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手関節背屈による橈骨動脈径と深度の変化；天日聖 , 中山英人 , 砂川将直 , 中澤圭介 , 三宅奈苗；日本麻酔科学会
第 60 回学術集会（札幌）
；2013.5.23~5.25
②亜酸化窒素セボフルラン全身麻酔下 BIS 値に及ぼすフェンタニル静脈内投与の
影響について；中村智奈 , 堀越雄太 , 山西優一郎 , 長坂

浩 , 中山英人 , 松本延幸；第 10 回麻酔科学サマ−セミ

ナ−（沖縄）2013.6.29~6.30
③ Caudal Regression Syndrome の麻酔経験；前山昭彦 , 土屋

香 , 北村

晶 , 長坂

浩 , 松本延幸；日本麻酔科学

会関東甲信越・東京支部第 53 回合同学術集会（東京）2013.9.7
④ Remifentanil increased incidence of postoperative shiveringcompared with other opioids；R.TAKEUCHI；Annual
Meeting of the IADR Continental European Division（CED）；2013.9.4~9.7
⑤ Airtraq/Airway scope とマッキントシュ型喉頭鏡の気管挿管状態に対する比較〜システマティクレビュ−および
メタアナリシス〜；星島
第 41 回

宏 , 竹内梨紗 , 長坂

浩 , 正木英二

日本歯科麻酔学会総会・学術集会（横浜）；2013.10.2~10.4

⑥ THE EFFECTS OF PENTAZOCINE ON BISPECTRAL INDEX VALUES DURING NITROUS OXIDE ISOFLURANE
ANESTHESIA ；Y.Yamanishi, H.NagasaKa,T.Nakamura,Y.Horikoshi,K.Onuki,N.Matsu moto；8th Congress of the
EUROPEAN FEDERATION OF IASP?CHAPTER〔EFIC?〕；2013.10.9~10.12
⑦イソフルラン全身麻酔下ペンタゾシン静脈内投与の BIS 値に及ぼす影響について；山西優一郎 , 小貫和之 , 前山
昭彦 , 長坂

浩 , 中山英人；日本臨床麻酔学会第 33 回大会（金沢）；2013.11.1~11.3

⑧亜酸化窒素セボフルラン全身麻酔下フェンタニルの血圧と心拍数 ,BIS 値 , および脳波に及ぼす影響；中村智奈 ,
小貫和之 , 山西優一郎 , 長坂
⑨星島

宏,

竹内梨紗 ,

浩 , 中山英人日本臨床麻酔学会第 33 回大会（金沢）；2013.11.1~11.3

塚本真規 ,

小川さおり ,

岩瀬良範 ,

松本延幸

水 頭 症 に よ る 巨 大 頭 部 を 合 併 し た 小 児 の ク リ ッ ペ ル・ ト レ ノ ネ − 症 候 群 の 麻 酔 経 験； 麻 酔 2013, 61
（12）,1356-1358
⑩中山

英人

麻酔科医という職業

臨床麻酔

Vol.37/No.12（2013-12）

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，4.2 mg，8.4mg，12.6 mg，16.8mg

長期使用に関する特

定使用成績調査（慢性疼痛）
」ヤンセンファ−マ株式会社
調査期間：平成 22 年 4 月 27 日（契約締結日） 〜平成 25 年 3 月 31 日
6-3．受賞・・・該当なし
6-4．特許，実用新案・・・該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績・・・該当なし

7．自己点検・評価
常勤麻酔科医師が少なく，しかも病院での臨床が多忙な中で，教育，研究，学会発表など可能な限りの努力をした．
今後とも教室の研究主題を積極的に追究して行きたい．
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1．26）急患センター（ER）
1．構成員
芳賀佳之（HAGA, Yoshiyuki）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：救急医学：博士
松木盛行（MATSUKI, Moriyuki）
：准教授：：腫瘍外科：博士
兒玉圭司（KODAMA, Keiji）
：講師：副診療科長，研究副主任：教育副主任：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，初期治療を行い専門科医師へ診療を引き継
ぐ能力の育成に力を入れる．
2-2．教育内容（芳賀，松木，兒玉，中谷）
① ER にける救急患者の鑑別診断，様々な病態に対する初期治療の修練
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
患者数が多く，初期臨床研修には適した環境であるため，研修医教育についてはほぼ満足できる水準にある．
2-4．自己評価と次年度計画
On-the-job training に関しては総ての研修医に一定の修練を積ませることができたと考える．医局内のセミナー，
講義など oﬀ-the-job training はスタッフ医師が多忙で十分に行えているとは言えない．
次年度はスタッフの増員を図り，よりきめの細かい教育，指導を行い，医療技術の伝達を第一に考えてゆきたい．
さらに中毒，環境異常（熱中症など）
，災害医療など救急に関連した知識を研修医のみならず医療スタッフ全体に与
えてゆくことに努力する．

3．研究
3-1．目的・目標
①死亡症例に対するオートプシーイメージング（新規）
②神経芽細胞腫におけるがん幹細胞の同定と分離（継続）
③特定看護師の育成による診療機能改善の試み（継続）
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①芳賀佳之：オートプシーイメージングの実施と結果の解析
②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
③松木盛行：特定看護師の育成
3-3．研究内容と達成度
①死因の特定が困難な ER での外来死亡症例を中心に，オートプシーイメージングとして頭部・体幹の CT を撮影
して死因を特定する．生体とは異なった屍体の画像読影の知見を集積し，剖検が行われない場合の死因検索の代
替策としてゆく．本年度は放射線科，
病理学教室など院内の関係部署のコンセンサスを得て，院内でオートプシー
イメージングを施行し得る環境を整えることに成功した．
② 10％ FBS を含む培養液で神経芽細胞腫を培養して，細胞がコンフルエントになった状態でがん細胞分化マーカー
による免疫染色行う．
③現在大学病院には特定看護師 1 名が勤務しており，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．既定方針通り，実際の業務の中での問題点と発展性について検証中である．
3-4．自己評価と次年度計画
①オートプシーイメージング施行が可能な環境を整え，今後逐次症例を増やして得られた知見をまとめてゆく．計
画は既定方針の通りに実行され，経過は満足すべき状況である．
②実験は計画段階で，引き続き実施プランを検討中である．現状は評価困難で今後の進行状況を見てから行うべき
である．
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③ ER を中心とした病院業務において特定看護師が独自のスキルを生かしてゆけるか検討が行われている．この結
果をもとに次年度以降の活動につなげてゆく方針であるが，現況ではゆっくり着実に実を挙げていると判断する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
急患センター（ER）は ER 型救急医療体制で診療を行っている．ER 型救急医療の特徴は以下の諸点である．
①救急医は診断・トリアージ，初期治療に特化し，入院治療は原則として当該の臨床科が行う．
②救命救急センターに比べ専任医師数が少数でも運営可能である．
③重症度によらず救急患者に対応する．
④多発外傷，広範囲熱傷などは救命救急センターに診療を連携する．
本年度の診療患者総数は 1869 人，うち救急車による搬送は 519 人，科別新患数は 792 人で前年に比べいずれも
40％以上の増加がみられた．急患センター（ER）では原則として外来で手術を行うことはないが，本年度は軽症例
に対し皮膚切開，骨折・脱臼整復を含めて 101 件の観血的治療を行い，前年に比べて大幅な伸びを示している．
平成 27 年度の東館への移転に向けて ER 型救急医療体制の一層の充実をめざし，人員確保と効率的運営に努めて
ゆく方針である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
さいたま市医療ビジョン研究会委員（有識者）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
本年度該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉県医師会救急医療体制整備委員会委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
①芳賀佳之，柳沢 薫，村上哲史，沖山 愛，角田 修．来院時精神疾患が疑われたくも膜下出血の 2 例．埼玉県医学
会雑誌．48（1）: 61-64, 2013
②吉田裕 , 松木盛行 , 大木宇希 , 長岡弘 , 中神克尚 , 金准之 , 杉谷一宏 , 高橋泰．肝膿瘍形成をみたブタ丹毒菌
（Erysipelothrix rhusiopathiae）性敗血症の一症例 . 日本外科感染症学会雑誌．10（4）: 431-436, 2013
③吉田 裕 , 大木宇希 , 長岡 弘 , 中神克尚 , 金准之 , 杉谷一宏 , 高橋 泰 , 松木盛行．腹痛で発症した悪性腹膜中皮腫
の 1 例．消化器外科．36（8）: 1257-61, 2013
学会発表
①島村吉衛，芳賀佳之，大熊一成，柴山重信，飯島裕也，窪地 淳，辻 忠男，村山 晃．シンクライアントシステム
を用いた院内インターネット閲覧システムの構築．第 50 回埼玉県医学会総会（さいたま市）
②芳賀佳之，柳沢 薫，村上哲史，沖山 愛，角田 修．来院時精神疾患が疑われたくも膜下出血の 2 例．第 50 回埼
玉県医学会総会（さいたま市）
③松木盛行，兒玉圭司，芳賀佳之，荻野康崇．特定看護師（仮称）の現在と今後の展望．第 41 回日本救急医学会
総会（東京）
著書
なし
【総数：論文 1 件，学会発表 3 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
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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日本救急医学会認定

埼玉医科大学 ICLS コース （2014 年 3 月 5 日）

7．自己点検・評価
診療面については設備，人員，院内支援体制を徐々に整備しつつあり，与えられた環境下で十分にその責務を全う
しているものと考える．しかしスタッフ不足から研究，治験，先端医療などの分野では十分な実績をあげ得ていない
状況である．本年度は診療体制改善の第一歩として ER 運営規定の全面改訂を行い得たことは評価に値すると考える．
臨床研修医の救急医療教育においては，診断・治療の知識・技術ばかりでなく，患者と向き合う医師としての心構
えについても指導を行っている．EPOC 等に見られる研修医からの急患センター（ER）に対する評価は概ね良好である．
地域の医療水準を高めることを目的とした教育に関しては，救急医学会認定 ICLS コースの定期的開催が軌道に乗
り，一定の評価を得ている．
研究に関しては，テーマを絞り込んで着実に研究成果をあげて行くことに努める．オートプシーイメージングに関
する研究は社会的ニーズに合致するもので，埼玉医科大学病院においても施行可能となったことは大きな前進である
と考える．今後とも放射線科，法医学教室などと連携し症例を重ね知見を増やす努力を続ける．
全体として，急患センター（ER）に与えられた使命を自覚し十分職責を果たしていると自己評価する．今後とも
診療業務，臨床教育，研究業績の各点について改善，向上を目指してゆく．
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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（TERASAWAI, 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．
埼玉医科大学では，幾つかの医学部の講義の中で，漢方医学や漢方薬の講義が含まれているが，当科では，漢方医
学全般に対する講義を行い，漢方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標とする．同時に鍼灸治
療に関しても講義を行っているが，漢方と鍼灸は東洋医学の「車の両輪」と言われており，両者を併用することの重
要性についても理解してもらう．
平成 25 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．
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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行い，
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）を開始しているが，それに関する規程及び申請書，契約書等がほぼ完成した．
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．
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，現状では，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
臨床における漢方治療や鍼治療の有効性や有用性を検証することを目的とする．漢方や鍼灸を現代医学的な尺度か
ら検討，評価するため，他科との共同研究を積極的に推進し，現代医療における漢方や鍼灸の位置づけ，その役割を
明確にする．
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
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関連施設（透析センター）を受診する維持透析患者さんの有する苦痛や自律神経機能に対する鍼治療効果の検討
③整形外科・脊椎外科受診の腰痛患者さんに対する鍼治療効果の検討
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．診療スペースの拡大充実によって，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：
（公社）日本鍼灸師会 代議員
（公社）埼玉県鍼灸師会 理事・副会長
小俣：
（公社）埼玉県鍼灸師会 理事・学術委員長
菊池：
（公社）埼玉県鍼灸師会

学術委員会

副委員長

津崎：
（公社）埼玉県鍼灸師会

学術委員会委員

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

（社）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）日本東洋医学会

関東甲信越支部

埼玉県部会

編集委員

（公社）全日本鍼灸学会
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5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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

埼玉鍼灸学会

副支部長
関東甲信越支部

地区委員長

埼玉県部会

幹事（副会長）

埼玉県部会

幹事

埼玉県部会

幹事

副会長

現代医療鍼灸臨床研究会

監事

東京藝術大学非常勤講師
大野：
（社）国際東洋医学会

理事

（社）日本東洋医学会

代議員

（社）日本東洋医学会

関東甲信越支部

（社）日本リウマチ学会
明治薬科大学

評議員

客員教授

山口：
（社）日本東洋医学会

代議員

（社）日本東洋医学会

関東甲信越支部

（公社）全日本鍼灸学会

理事

（公社）全日本鍼灸学会

関東甲信越支部 幹事（学術局長）

埼玉鍼灸学会

会長

日本自律神経学会

評議員

日本温泉気候物理医学会
日本頭痛学会

評議員

評議員

日本サーモロジー学会

東洋医学専門委員

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 世話人
維持透析患者の補完・代替医療研究会
日本統合医療学会

関東支部 世話人副代表

代議員

小俣：
（社）日本東洋医学会

関東甲信越支部埼玉県部会

幹事（事務局長）

（公社）全日本鍼灸学会 諮問委員
（公社）全日本鍼灸学会 関東甲信越支部（学術委員）
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）

代議員

現代医療鍼灸臨床研究会 世話人
維持透析患者の補完・代替医療研究会 世話人
維持透析患者のための補完・代替医療研究会
菊池：
（社）日本東洋医学会

関東甲信越支部

現代医療鍼灸臨床研究会
埼玉鍼灸学会

幹事

津崎：埼玉鍼灸学会

幹事

関東支部

世話人 事務局

埼玉県部会 事務局

評議員（広報委員）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①磯部秀之，磯部八郎，小俣

浩，山口

智，大野修嗣：癌の化学療法の副作用である吃逆（嘔気，嘔吐）に半夏

瀉心湯が奏効した 1 例 第 70 回（社）日本東洋医学会関東甲信越支部総会（群馬） 2013 年 10 月
②山口 智 , 菊池友和 , 小俣 浩 , 鈴木真理 , 磯部 秀之：片頭痛発作予防に対する鍼治療効果

頭痛日数の減少と頭

頸部等筋群の圧痛改善との関連について（原著）日本温泉気候物理医学会雑誌 76（3）：P200-206

2013 年 5

月
③小俣

浩：第 1 部皮膚状態の測定・評価編・第 8 章疾患を有する皮膚の状態を評価したい・第 2 節皮膚の痛み
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を評価したい 皮膚の測定評価法バイブル：P294-299

技術情報協会 2013 年 5 月

④菊池友和 : 頭痛に対する鍼灸治療の効果と現状 臨床研究の立場から .
⑤小内 愛 , 山口
治療効果

智 , 小俣

浩 , 菊池友和 , 鈴木真理 , 磯部秀之 , 三村俊英：緩和ケアにおけるがん患者に対する鍼

SF-8 を用いた検討 第 62 回（公社）全日本鍼灸学会学術大会（福岡）2013 年 6 月

⑥津﨑正法 , 小俣
症例

.

全日本鍼灸学会雑誌 64（1）25-35.2014.

浩 , 山口

智 , 磯部秀之 , 平林多津司：鍼治療により愁訴の改善と減薬を認め妊娠に至った 1

第 64 回日本東洋医学会学術総会（鹿児島）2013 年 5 月

⑦大野修嗣：脈の診察 治療 95（10）
： P1721-1724 2013 年 10 月
⑧滝沢健司：漢方エキス製剤の中医学的運用〜合方のコツ〜 各論 / 合方の実際―私の使用経験
（通号 134）
：P27-33
⑨寺澤宏美，小俣

中医臨床 34（3）

2013 年 9 月

浩，菊池友和，山口

Type1 に対する鍼治療の 1 症例

智，磯部秀之，大野修嗣，三村俊英：複合性局所疼痛症候群（CRPS）

第 62 回（公社）全日本鍼灸学会学術大会（福岡） 2013 年 6 月

⑩鈴木真理 , 山口 智 , 菊池友和 , 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 41 回
日本頭痛学会総会（岩手）2013 年 11 月
総数：論文 30 件，学会発表 26 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 1 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催：平成 25 年 6 月 23 日（日）川越・埼玉医科大学かわごえクリニック
6F 大会議室
2）第 1 回（公社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催 . 平成 25 年 7 月 7 日（日）大宮ソニック
3）第 2 回（公社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催 . 平成 25 年 9 月 15 日（日）浦和・さいたま共催会館
4）
（財）東洋医学技術教育振興財団 東洋医学技術研修センター同窓会（研友会）研修会開催 . 平成 25 年 10 月 20
日（日）茗荷谷・筑波大学校舎
5）第 3 回（公社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催 . 平成 25 年 11 月 17 日（日）浦和・さいたま共済会館
6）第 10 回維持透析患者の補完・代替医療研究会開催 . 平成 25 年 11 月 24 日（日）
：名古屋ルーセントタワー 16
Ｆ
7）第 2 回埼玉鍼灸学会認定研修 C 講座開催：平成 26 年 1 月 26 日（日）川越・埼玉医科大学かわごえクリニッ
ク 6 階大会議室
8）第 4 回（公社）埼玉県鍼灸師会・学術講習会開催 . 平成 26 年 2 月 16 日（日）さいたま市・With

you

Saitama.
9）
第 22 回
（社）
日本東洋医学会関東甲信越支部
（埼玉県部会）開催 . 平成 26 年 2 月 23 日（日）大宮・ソニックシティ
産業文化会館 9F.

7．自己点検・評価
教育に関しては，
平成 24 年度と同様であり，
必修講義のコマ数の増加，実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て多くの学会発表を行った．公費による研究も継続しており，今後も研究費の獲得を推進
して行きたい．診療は，外来診療スペースが拡充され，鍼灸治療の診療スペースの不足は解消された．診療スペース
の拡大充実によって，今後さらに受診患者数の増加を期待する．
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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）
中澤

賢（NAKAZAWA, Ken）
：講師

高橋正洋（TAKAHASHI, Masahiro）
：助教
岡野奈々美（OKANO,Nanami）
：助教

2．教育
2-1．目的・目標：
医学教育における放射線医学の基本方針はつねに変わらず，放射線医学の考え方を理解し，臨床医学において正し
く応用できるようにすることである．そのため，少人数の講義と実習体制ならびに自主的な学習プログラムを作成し
て運用している．
2-2．教育内容：
講義は原則として講師以上の教員が担当する．5 年生 BSL ではプログラムに従って助教も参画する．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．また昨年度より 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計 2 回（計 4 名）行った．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，耳鼻咽喉科などとの連携を密に取り，feed back を加えることで診断精度の向上を図りつつ新知見
の掘り下げを行っている．
3-3．研究内容と達成度：
各教室員はそれぞれの専門分野に応じたプロジェクトを持ち，個々のプロジェクトが教室全体に周知されることに
より教室全体としての取り組みとなる．既存の診断モダリティごとのプロジェクトの他に，新津教授の担当する，関
節軟骨の高分解能，高コントラスト詳細 MR 画像の研究，および田中教授の主催する「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
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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．関
節 MR 画像の特殊コントラスト法と位相コントラスト 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）
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）
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 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.
② Mitsuda M, Yamaguchi M, Nakagami R, Furuta T, Sekine N, Niitsu M, Moriyama N,

Fujii H: Intensity correction

method customized for multi-animal abdominal MR imaging with 3T clinical scanner and multi-arraycoil. Magn
Reson Med Sci.12（2）: 95-103.2013.
③ Yamaguchi M, Mitsuda M, Ezawa K, Nakagami R, Furuta T, Sekine N, Niitsu M, Moriyama N, Fujii H: ArtifactReduced Simultaneous MRI of Multiple Rats With Liver Cancer Using PROPELLER. Journal of Magnetic
Resonance Imaging.38:225-230.2013.
④ Tasaki A, Nimura A, Nozaki T, Niitsu M, Morita W, Yamakawa A, Hoshikawa Y, Akita K: Quantitative and
qualitative analyses of subacromial impingement by kinematic open MRI. Knee Surgery, Sports Traumatology,
Arthroscopy．2014 Feb 9. [Epub ahead of print]
⑤田中淳司，五味敏昭，岸清

編集，木村明彦，他（共著）: 解剖学 --- コメディカルのための専門分野基礎テキス

ト 第 2 版中外医学社，東京 p310-328；映像解剖 . 2013
⑥田中淳司，新津守，牛見尚史，井上快児，大澤威一郎，織田弘美，三村俊英，永島雅文，星野嘉秀，木戸一
博 : Ｘ線 Talbot-Lau 干渉計撮影装置による関節リウマチ患者の撮影 . 第 72 回日本医学放射線学会学術総会
2013.4.11-14. パシフィコ横浜 o
⑦ Tawara, N., Ohnishi, T., Maruyama, K., Jellus, V., Tamura, N., Takahashi, H., Niitsu M., Hoshikawa, A., Nakajima,
K., Okuwaki, T., and Kawahara, T.. Detectability of exercise-induced muscle activities of abdominal oblique muscle
using muscle functional MRI. the 21th Annual meeting and Exhibition of International Society for ISMRM, 2013
April Solt Lake City, Utah, USA
⑧ Tanaka J, Nagashima M, Kido K, Hoshino Y, Kiyohara J, Makifuchi C, Nishino S, Nagatsuka S, and Momose
A: Cadaveric and in vivo human joint imaging based on differential phase contrast by X-ray Talbot-Lau
interferometry. CARS（Computer Assisted Radiology and Surgery）2013, the 27th International Congress and
Exhibition. June 26-29, 2013, Heidelberg, Germany
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⑨ Tanaka J, Niitsu M, Ushimi T, Inoue K, Osawa I, Oda H, Mimura T, Nagatsuka S, Kido K,Hoshino Y, and Momose
A: Development of a New Device with an X-ray Phase Contrast Imaging Technology. Preliminary Study on Knee
Joints. RSNA 99th Scientiﬁc Assembly and Annual Meeting. December 2013.Chicago
⑩ Nakagami R, Yamaguchi M, Hamamichi S, Ezawa K, Furukawa A, Niitsu M, Fujii H
Identiﬁcation of new markers for diagnosing 5-ﬂuoroura chemotherapy-induced brain damage using ultra-high
ﬁeld 1H-MR spectroscopy
26th European Congress of Radiology（ECR）, March 2014, Vienna, Austria
【総数 論文 4 件 学会発表 6 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，新聞やテレビ等のメディアにも取り上げられた．
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1．28）
（2）放射線科（放射線腫瘍科）
1．構成員
鈴木健之（SUZUKI, Kenji）: 准教授：教育主任：診療科科長代行：指導教員（大学院）：放射線治療：博士

2．教育 基本学科・放射線科として一括記載
2-1．目的･目標
2-2．教育内容（担当者）
2-3．達成度
2-4．自己評価と次年度計画

3．研究
3-1．目的・目標
【背景・目的】肝細胞癌（HCC）における下大静脈（IVC）浸潤は，広範な循環障害をきたすため，全身への影響が大きい．
局所治療としては，放射線治療がある．当院における HCC，IVC 腫瘍塞栓に対し施行した放射線治療の腫瘍縮小効
果を検討する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
該当なし
3-3．研究内容と達成度
【対象・方法】対象は 2011 年より 2013 年 3 月までに HCC，IVC 腫瘍塞栓にて放射線治療を行った 6 名（男 5，
女 1）
である．IVC 腫瘍塞栓部位に限局して外部照射 40-50Gy/20-25Fr を行った．【結果】放射線治療開始からの経過観察
期間は，2013 年 5 月の段階で，57 日〜 353 日（中間値 246 日）である．腫瘍縮小率が概ね PR であったもの 4 名，
NC2 名であった．NC のうち 1 名は，
放射線治療終了後約 5 ヶ月間，腫瘍は安定していた．
【考察】基礎に肝硬変もあり，
予後は不良であるが，IVC 腫瘍塞栓の制御を行うことは，生存期間中の QOL を確保する上で重要である．局所治療
方法は，放射線治療が一般的と考えられ，今回も一定の初期効果が得られる場合が多かったが，期待どおりの腫瘍縮
小効果が，得られない場合もある．今回は 1 回線量 2Gy にて，総線量 40 ― 50Gy としたが，予後が短いと予想され
る場合には，1 回線量を増やし，短期治療を考慮する必要があると考える．
達成度：第 25 回日本放射線腫瘍学会にて発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
自己評価：HCC,IVC 腫瘍塞栓 6 名に対する放射線治療効果を Retrospective に検討し，学会発表することができた．
次年度計画：放射線皮膚炎のこれまでの 4 段階視覚的評価から，デジタルカメラを用いた RGB 数値評価に利用で
きないか検討する．
利用できれば，
より微細な炎症変化を評価でき，より詳細な経時的推移を評価できる可能性がある．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
老朽化したリニアックの更新の為，放射線治療期間は短かったが，前年を上回る件数の放射線治療を行った．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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
論文：該当なし
学会発表
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① 2013/10/19

肝細胞癌における下大静脈腫瘍塞栓に対する放射線治療

第 26 回日本放射線腫瘍学会

著書：該当なし
【総数：論文 0 件，学会発表 1 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
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．
OSCE 評価や臨床推論のチュータ等を担当した．教育主任としては，6 年生の試験問題の割り振りや登録をおこなっ
た．保険医療学部では，看護科における放射線医学概論 8 コマを総括し，シラバス作成，講義の割り振りおよび講
師を担当した．また試験問題の割り振りおよび成績評価を行った．
研究：細胞癌における下大静脈腫瘍塞栓に対する放射線治療の効果について，Retrospective に検討し，学会発表
した．
診療：老朽化したリニアックによる放射線治療であったが，更新に伴う 2 月 21 日以降の一時停止まで，無事に業
務を遂行することができた．
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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）
：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）
：客院教授：指導教員（大学院）：脳核医学，画像解析学：博士
今林悦子（IMABAYSHI, Etsuko）
：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）: 助教から非常勤講師：一般核医学
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（瀬戸

陽）

・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（瀬戸

陽，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，70%
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：BSL では，現場を見て体験することにより核医学に興味をもってもらい，ティーチングファイルの画像
を実際に見て考えてもらうことから学習につなげている．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．1 名が核医学専門医を取得できた．専門医取得のためのプログラ
ムを具体的なものにしていくことが求められている．興味のあるものには，ドイツ・ヴルツベルグ大学核医学に留学
できるルートを得た．
大学院教育：大学院生の学位論文についてまとめている．大学院講義を 1 コマ担当した．
全ての活動は，大学病院核医学診療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．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
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・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
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 の臨床応用を大学病院との
共同研究で進めている．達成度 90%.
・SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
SPECT/CT 装置の定量的利用法について検討中．新しい定量的 SPECT/CT 装置の導入を検討中．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 の悪性腫瘍への集積指標である Standardized Uptake Value（SUV）を用いて治療効果判定を
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．低酸素イメージン
グ用剤である 18F-FMISO は現在対象を乳癌に絞って治療効果の判定や予測について乳腺腫瘍科と共同研究して
おり，成果が生まれている．達成度 90%.
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．脳アミロイドイメージングの多施設研究である J-ADNI2 が開始される予定であったが，問題
が生じて不確定要素がある．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
研究を継続している．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を進めている．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おり，成果が出てきている．しかし，昨年度はスタッフの退職
があり，研究の進捗は少なかった．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，2,451 件の検査，治療が行われたが，新しい SPECT/CT の導入を早急に検討して活性
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
なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
久慈一英
日本核医学会評議員，金沢大学十全医学会評議員，日本医学物理士会「医学物理士ミニマム講習会」講師
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
［論文］
① Ueda S., Kuji I., Shigekawa T., Takeuchi H., Sano H., Hirokawa E., Shimada H., Suzuki H., Oda M., Osaki A., Saeki
T.: Optical Imaging for Monitoring Tumor Oxygenation Response after Initiation of Single-Agent Bevacizumab
followed by Cytotoxic Chemotherapy in Breast Cancer Patients. PLoS One 9（6）:e98715, 2014
② Ueda S., Nakamiya N., Matsuura K., Shigekawa T., Sano H., Hirokawa E., Shimada H., Suzuki H., Oda M., Yamashita Y., Kishino
O., Kuji I., Osaki A., Saeki T.: Optical imaging of tumor vascularity associated with proliferation and glucose metabolism in
early breast cancer: clinical application of total hemoglobin measurements in the breast. BMC Cancer 13:514, 2013
③久慈 一英 :【核医学 UpDate2013 〜最新 SPECT 装置の可能性を探る〜】SPECT/CT が有効な画像診断領域 . Rad
Fan 11（13）:34-37, 2013
④島野 靖正 : 18F-ﬂuoromisonidazle（FMISO）PET/CT による低酸素イメージングの定量法の検討（Thesis）. 埼玉
医科大学雑誌 40（1）:T21-T28,2013
［学会発表］
⑤ Kuji I., Imabayashi E., Shimano Y., Seto A., Matsuda H., Ito K.: Adrenal hyperactivity after vasovagal reﬂex in FDGPET/CT imaging. Annual Meeting 2013-American Roentgen Ray Society; 2013.04. ワシントン DC
⑥ Kuji I., Seto A., Shimano Y., Imabayashi E., Ito K., Matsuda H.: Evaluation of intra-cranial germ cell tumors using
11C-methionine PET/CT. The SNMMI 2013 Annual Meeting. 2013.06. バンクーバー，カナダ
⑦久慈 一英 , 島野 靖正 , 上田 重人 , 佐伯 俊昭 , 今林 悦子 , 松田 博史 , 瀬戸 陽 : F-18-ﬂuoromisonidazole（FMISO）
PET/CT による乳癌の低酸素イメージング . 第 72 回日本医学放射線学会総会 . 2013.04. 横浜
⑧久慈 一英 , 瀬戸 陽 , 島野 靖正 , 鈴木 智成 , 西川 亮 , 今林 悦子 , 松田 博史 : メチオニン PET/CT による頭蓋内胚
細胞性腫瘍評価に関する検討 . 第 53 回日本核医学会学術総会 . 2013.11. 福岡
［著書］
⑨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
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 4 件，学会発表 9 件，著書 2 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費
1）平成 25 年度埼玉医科大学学内グラント一般 , 腫瘍の代謝多様性を利用した核医学診断法および治療階層化手
法への応用，主任研究者，久慈一英，100 万円
6-3．受賞
・該当なし
6-4．特許，実用新案
・該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
・該当なし

7．自己点検・評価
学部教育において，本年度はティーチングファイル症例について自ら調べて検査を理解する過程を加え，体験的に
学習して理解を深めるようにした．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，
ポイントを絞り，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，社会人大学院生 1 名が脳画像について研究中である．実用実験医学講
義を核医学における統計画像解析について 1 コマ担当した．
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
メージングについて成果が現れてきた．
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
guanosine-5'-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
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神経精神科・心療内科

た指導が行われた．
2．診療

ダウンサイジング事業後の，精神科救急・急性期診療や精神障害者身体合併症診療等に特化した診療を

充実させ，平成 21 年 03 月よりは，精神科救急入院料（スーパー救急）の算定も開始．平成 21，平成 22，平
成 23，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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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（兼担）
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，臨床医学の授業の導入の役割として，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 では検体の採血手順を学生同士で実践していただく．臨床検査の検体の種類，取り扱いの注
意点，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．
各検査室で検査手技を実践してもらう．末梢血塗抹標本の作成・顕微鏡観察，出血時間測定．Gram 染色と細菌標
本の顕微鏡観察．輸血では血液型，交差適合試験．心電図，呼吸機能，超音波検査など学生同士で体験してもらい，
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．
保健医療学部生の臨地実習では大学病院の現場で検査業務を体験していただき，教科書で得た知識を深めてもらう．
臨床検査を実践的に体験し，手技やデータの解釈を指導し，臨床側とのコミュニケーションなど職場の雰囲気も感じ
てもらう．患者検体を扱い，正常値と異常値の違いを体験してもらう．
②卒後教育：
研修医に超音波検査（腹部，心臓）を約 1 カ月間教育する．希望者には細菌検査の研修も行う．
連携施設から依頼があれば，派遣された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：
医学部に対しては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（平成 25 年度は希望者がゼロであったため開講せず）
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，岡田，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，輸血検査を山田が担当する．
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 年生の臨地実習は斉藤技師長の監督のもと検査室で検査技師スタッフが実習指導を行う．
②卒後教育：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 6 回講義は，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 は採血体験が少ない段階で回っているため，良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
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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．輸血検査では，生命に重篤
な副作用を惹起する可能性の高い輸血の準備のための検査であることと位置付け，慎重にトレーニングできている．
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．
医療学部の実習では，普段の教室で教科書とデモ検体を用いた実習では経験できない，病院内の検査業務のスケー
ルと緊急度，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：今年度は希望者がゼロであった．
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，武内）
②遺伝子診断法の開発（池淵，松岡）
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．論文投稿中で良い査読評価を受けた．
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．
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．

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
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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，現地調査企画小委員会委員

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）
論文

該当なし

①松岡優，丸山裕美，奥村志乃，他：コバス TaqManHIV-1 検査に用いる血漿検体中の細胞成分による偽陽性反応
の検討

医学検査 62：550-555，2013

学会発表
②室谷明子，新倉奈緒美，庄司朋子，他：当検査部における便中好酸球検査の現況とその有用性について

第 42

回埼玉県医学検査学会
③佐々木志穂，室谷明子，新倉奈緒美，他：eGFR による CKD 分類から見た円柱の出現傾向の検証

第 42 回埼玉

県医学検査学会
④市川美由紀，三志奈賢司，高瀬由美子，他：Blast が多数認められた M3variant の症例

第 42 回埼玉県医学検

査学会
⑤加藤由佳，三志奈賢司，庄司朋子，他：POCT 対応グルコース分析装置「メディセーフフィットプロ」導入と運
用の経験

第 45 回日本臨床検査自動化学会

⑥松岡優，丸山裕美，奥村志乃，他：当院におけるインフルエンザ A（H7N9）遺伝子検査体制の構築

第 42 回

埼玉県医学検査学会
⑦河村亨，岸悦子，渡辺典之，他：当院における ESBL 産生菌の検出状況
第 62 回日本感染症学会・第 60 回化学療法学会・第 96 回日本細菌学会合同学会
⑧岸悦子，小山幸枝，渡辺典之，他：入院時スクリーニング検査による VRE 保菌者の検出状況

第 25 回日本臨

床微生物学会
⑨小棚雅寛，渡辺典之，河村亨，他：AmpC ／ ESBL 鑑別ディスクの有用性の検討
第 25 回日本臨床微生物学会
⑩渡辺典之，橋北義一，関根

進，他：埼玉県の無菌材料から検出された Candida 族の薬剤感受性

第 57 回日本

医真菌学会
（総数：論文 1 件，学会発表 9 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
佐々木惇（SASAKI, Atsushi）
：教授：運営責任者：診療科長：教育副主任：研究副主任 : 神経病理学 : 博士
茅野秀一（KAYANO, Hidekazu）
：准教授 : 教育主任：研究主任 : 血液病理学 : 博士
市村隆也（ICHIMURA, Takaya）
：助教 : 外科病理学 : 博士
金

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
本間

琢（HOMMA, Taku）
：客員講師 : 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 5 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，バーチャ
ルスライドを導入し，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，
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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
6 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，33 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

日本臨床細胞学会細胞診ガイドライン作成ワーキンググループ

中枢神経・脊髄液

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常任理事：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

小委員会委員長：佐々木

惇
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6．業績
6-1．論文・学会発表
① Komori T,Hirose T,Shibuya M,Suzuki H,Tanaka S,Sasaki A.Controversies over the diagnosis of oligodendrogliome:
a report from the satellikte workshop at the 4th international symposium of brain tumor pathology,Nagoya
Congress Center,May 23,2012. Brain Tumor Pathol 30:253-261,2013.
② Ohe Y,Hayashi T,Mishima K,Nishikawa R,Sasaki A,Matsuda H,Uchino A,Tanahashi N.:Central Nervous System
Lymphoma Initially Diagnosed as Tumefactive Multiple Sclerosis after Brain Biopsy.Intern Med 52:483-8,2013
③ Hirose T,Nobusawa S,Nakazato Y,Sasaki A.:A case of oligodendroglioma with prominent neuronal diﬀerentiation.
Hum Pathol.
2013 Oct44（10）2353-9.doi:10.1016/j.humpath.2013.02.013.Epub2013 May6.
④ Kimura T,Ishizawa K,Mitsufuji T,Abe T,Nakazato Y,Yoshida K,Sasaki A,Araki N.

A clinicopathological

and genetic study of sporadic diﬀuse leukoencephalopathy with spheroids: a report of two cases. Neuropathology
and Applied Neurobiology 39:837-84, 2013
doi:10.1111/nan.12046.（Epub ahead of print）PMID:23521113
⑤ Fukuoka K,Yanagisawa T,Suzuki T,Wakiya K,Matsutani M,Sasaki A,Nishikawa R.:Successful treatment of
hemorrhagic congenital international immature teratoma with neoadjuvant chemotherapy and surgery.:Case
report. J Neurosurg:Pedioatrics 2013
⑥ 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.

2013;45 Suppl 2 UCTN:E147-8. doi: 10.1055/s-0032-1326456. Epub 2013 May 28.
⑦ Review.Education. 佐々木

惇：松果体部腫瘍の病理診断，Pathological diagnosis of the pineal region tumors.

Neuro-Oncology の進歩，2013（in press）
⑧瀬山

幸子，茅野

秀一，佐々木

惇，安田

れた髄膜腫の 1 例，日本臨床細胞学会雑誌

政実，清水

道生：頭部皮下腫瘍として穿刺吸引細胞診が施行さ

52；41-42（2013.01）

⑨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
臨床細胞学会雑誌，52；43-44（2013.01）
⑩山岡

稔，大庫

山本

秀樹，筋野

啓二，篠塚

望，金澤

智久，小林
實，中元

威仁，岡田
秀友，今枝

浩一，高木

誠，浅野

博，小宮山

謙一郎，茅野

秀一，

博之：大腸と小腸に転移を認めた肺癌の 1 例，日本大

腸検査学会雑誌 29；54-58（2013.01）
【総数：論文 22 件，学会発表 29 件，講演 7 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 25430051

「脳腫瘍組織内血管周囲微小環境における腫瘍随伴マクロファージの役割」
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
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
2013 年 5 月 25 − 26 日（土曜日，日曜日）の 2 日間にわたり「第 11 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
445

中央病理診断部

研究を推進することを理想とし，中央病理診断部においては，1）臨床医と双方向性のより良いコミュニケーション
の確立 2）臨床病理カンフアレンスの定期的開催 3）細胞診，生検診断における正確性・迅速性の向上と精度管理
生検・剖検検体の厳密な管理と有効活用

5）診断体制の確立とマンパワーの充実

4）

6）症例報告の症例（医師は自

ら経験した貴重な症例を報告する義務がある）を目標としている．目標に向かって日々努力しているが今後はマンパ
ワーの充実と臨床との活発なカンファレンス開催によって病理診断のさらなる精度向上に努めたい．
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1．32）輸血・細胞移植部
1．構成員
岡田義昭（OKADA, Yoshiaki）: 准教授，運営責任者，輸血学，ウイルス学：博士
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：教授，代表指導教員（大学院）輸血学，血液内科学：博士

2．教育：
2-1．目的・目標
①卒前教育：輸血の基本検査と製剤選択，製剤の適応，輸血トリガーについて知識を与える．医療学部 3 年生の
臨地実習では輸血基本検査が実践でき，自己血採血の知識を得る．
②卒後教育：初期研修医に対して上記に加えて献血について講義し，実際に献血時の検診医をする際の留意点につ
いて解説する．
③大学院教育：該当なし
2-2．教育内容
①卒前教育：医学部 3 年生の血液内科学の 1 コマで造血幹細胞の生物学的特性，骨髄移植・末梢血幹細胞移植・
臍帯血移植のそれぞれの特徴，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，採血手技の実習と検査室見学を行う．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．輸血副作用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
際の検体を用いて検査をする体験を得た．
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．

輸血する機会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．
また，自己血採取が確実に実施できるように定期的に医師や看護師と意見交換会を実施した．
③大学院教育

該当なし

2-4．自己評価と次年度計画
①卒前教育．医学部 5 年生の BSL では半日しっかりと現場で検体を用いて検査を実践してもらえたので理解が深
まったと考えている．医療学部学生には教室では経験できない，臨場感のある輸血部で検体搬入，迅速検査，放
射線照射など勉強できたと考える．
②卒後教育．初期研修医を対象とした講義では，輸血実施時の PDA 照合，輸血適合票の扱い，血液バッグと輸血
ラインの接続，輸血オーダー時の諸注意，など具体的に役立つ解説講義ができたと信じている．
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，メディカルスタッフに対しての勉強会は，安全な輸血業務に繋がるものと考え，輸血に伴う副作用につい
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ても解説し重篤な輸血関連の副作用が生じた時に早期に発見できるようにしたい．
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，赤血球製剤の病原体不
活化法について実用可能な方法の開発，及び不活化除去の評価法の開発を実施する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①輸血検査精査グループ（池淵，岡田，山田，鈴木）
②病原体不活化研究グループ（岡田，池淵）
3-3．研究内容と達成度
①今年度は，日常業務で経験した症例について学会で症例報告した．
②赤血球製剤の病原体不活化は，未だ臨床応用できる方法は開発されていない．メチレンブルーと可視光を組み合
わせることで 1 本鎖 RNA ウイルスは容易に不活化できることを明らかにした．また，試薬として市販されてい
るポリマーを添加することによって低速の遠心機でウイルスが感染性を保持したまま濃縮できることを発見し
た．極微量な病原体の検出や不活化効率の評価のための高力価ウイルスの調整などに応用できる．
3-4．自己評価と次年度計画
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，赤血球製剤の
病原体不活化の研究ではメチレンブルーよりも効果が期待できる物質の検索，波長を考慮した照射方法の改良を行な
いことで実用化の可能性を探求する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
輸血療法委員会を通じて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い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．また，不規則抗体陽性者，自己抗体陽性者など製剤選択に専門の知識
が必要な場合の製剤選択についてコンサルテーションしている．整形外科の予定手術症例を中心に自己血輸血を推進
し，安全な輸血医療に努めている．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
薬事・食品衛生審議会血液事業部会委員（岡田）
同運営委員会委員（岡田）
同血液安全技術調査会委員（岡田）
独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（岡田）
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）
日本さい帯血バンクネットワーク：事業評価委員長（岡田）

6．業績
1）論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）
論文発表
1）Krayukhina E,Uchiyama S,Nojima K,Okada Y,Hamaguchi I, and Fukui K.: Aggregation analysis of pharmaceutical
human immunoglobulin preparations using size-exclusion chromatography and analytical ultracentrifugation
sedimentation velocity. J.Biosci Bioeng.2013.115（19: 104-10.）
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2）Baylis SA,Blumel J,Mizusawa S,Matsubayashi K,Sakata H,Okada Y,Nubling CM, Hanschmann KM, HEV
collaborative Study Group.: World Health Organization International Standard to harmonize assays for detection
of hepatitis E virus RNA. Emerg.Infect.Dis. 2013.19（5）:729-735.
3）岡田

義昭，輸血用血液における病原体不活化技術の現状と新規技術の開発．

検査と技術，42 巻，4-7 ページ，2014 年
学会発表
1）岡田

義昭，水沢

胞治療学会，
2）岡田

左衛子，浜口

功：血漿分画製剤からの簡便なウイルスの濃縮法：第 61 回日本輸血・細

横浜，2013 年

義昭：血漿及び血漿分画製剤からの簡便なウイルス濃縮法とその応用，

第 61 回日本ウイルス学会，神戸，2013 年
（総数：論文 3 件，学会発表 2 件）
6-2．獲得研究費
厚生労働科学研究費補助金

研究代表者

1件

厚生労働科学研究費補助金

分担研究者

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

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

足立雅樹（ADACHI, Masaki）准教授
倉光

薫（KURAMITU, Kaoru）准教授

武永

強（TAKENAGA, Tsuyoshi）講師

清水正雄（SHIMIZU, Masao）助教

外科学
内科学

内科

放射線医学

内科学

宸（MATSUZAKI, Fukasi）顧問

松谷

雅（MATUTANI, Masao）特任教授

名誉教授

益子

研土（MASIKO, Kennto）非常勤講師

山田

仁（YAMADA, Jinn）非常勤医師

健康管理学

肺癌診断・治療：学位（博士）
内視鏡学

画像医学

健康管理学 学位（博士）

健康管理学

内分泌学 学位（博士）

脳外科学 学位（博士）
医療管理学

整形外科

産婦人科学

颯佐正俊（SASSA, Masatosi）非常勤医師
飯田真理子（IIDA, Mariko）非常勤医師

消化器病学

動脈硬化

内科学

画像医学：学位（博士）

呼吸器病学

健康管理学

循環器内科学

松崎

健康管理学：学位（博士）

健康管理学

健康管理学

内科学

丸山義明（MARUYAMA, Yosiaki）教授

（看護師）脇

消化器病学

放射線医学

内科学
内科学

循環器病学
呼吸器学

和恵 外来統括師長 , 福原初江 主任 , 谷藤とも子 , 稲葉麻紀 , 小澤久子 , 吉田トシ子 , 関谷八重子 , 大

島まり子 , 今井

真（放射線技師）成田政広 , 細野安希恵 , 吉岡正樹 （検査技師）有田信和 , 黒岩比呂美 （事務）水

村順孝 事務室長 , 駒井亨 , 三矢寿子 , 濱野

涼 , 黒澤

彩華 , 野口清人 , 高橋大介 , 松本照義 （MA）中田和岐 , 永

元仁美 , 前田千穂 , 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，早期発見のための疾病の理解と，画像診断による悪性腫瘍の診断を学ぶことが目標
となっている . また産業医研修会を中心とした労働安全に関しても学ぶ . 今年度も研修医のローテイションを受け入
れた . また，毛呂看護学生の健康管理センター実習はカリキュラムに沿って行われた .

例年は足立准教授の指導の

下に医学生の健康管理センター実習も行われるが，今年度はなかった .
2-2．
医学部の学生実習および研修医の指導は主に医師を中心としたスタッフで行われている . 加えて臨床検査技師，レ
ントゲン技師による超音波，心電図，胃透視検査などの実地指導も大きな魅力になっている . 毛呂看護学生の実習指
導に関しては，看護主任をはじめ，看護師スタッフによる熱心な指導が行われている .
2-3．達成度
学生教育活動は会議，講義，FD，その他を含め，教育主任の足立准教授と倉光准教授が中心となって推進している .
今年度は講義も 5 コマが行われた . また健康管理センターにおける実習，産業医の役割に関する医学部 4 年生の実習
論文が今年度も作成され，地域医学・医療センターの冊子に報告された .
2-4．自己評価・年次計画
地域連携室との協力による医学生の教育，看護学生の実習に関して，高い評価をえている .
今年度は医学生の実習は行われなかった . 実習としては教員スタッフのマンパワー不足のため診療がメインとなり，
きめの細かい指導を実践するにはやや，力不足の感が否めない . 今後は計画性をもったカリキュラムでバランスよく
対応したい .

3．研究
3-1．目的・目標
開設以来，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研究をテーマとしている .

医師だ

けでなくスタッフ全員が日常業務の中から問題点を抽出して，その解決策の検討を研究課題とし，その解決策を見出
し実践した結果を人間ドック学会，総合健診学会で報告している .
3-2．研究グループ
○里見は①健康管理センターが抱える問題点の分析と改善方法②大学病院健康管理センターの戦略的な経営計画：
健診・人間ドックマーケットの現状と展望などの研究を行った .
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○倉光は①早期肺がん，喫煙と肺疾患などの臨床研修をおこなった . また②埼玉県健康づくり事業団の委員として，
肺がん検診の精度向上にむけた研究も行っている .
○足立，清水は①予防医学領域の画像診断を中心に新しいシステム形成の確立，②ダブルチェック方法の活用の重
要性③加齢変化を腹部超音波検査活用にて検討 . ⑤蓄積画像の検討など

について研究を行っている .

○武永は，①上部消化管内視鏡の臨床研究を行った．また②健康増進に寄与する具体的な健診データの検討・開示
に関する研究を行っている .
○看護は①健診センターだよりを作成，生活習慣病予防の啓蒙に努めた .
②アンケート調査を受診者全員におこない，接遇をはじめ，業務改善に努めた .
○検査部門は，精度向上ならびに検査の安全施行に関する運営の改善に取り組んだ .
○事務は，受診者の増ならびにサービスについて計画性のある運営を実行した .
○ＭＡは医療者補助として可能な役割について検討，実行，結果を学会で報告した .
3-3．研究プロジェクト（研究内容と達成率）
1）開設 15 周年記念誌の発刊をおこなった . 2）乳がん検診の精度向上を目指した画像診断の確立を研究目標とし
ている . また CAD 導入により，より効果的な質的評価ができるかを検討しており，次年度はその結果を学会に
て報告する .
3-4．自己評価と次年度計画
今年度は 1）の 15 周年記念誌の編集作業はほぼ終わっており，現在，校正作業中にて次年度，平成 26 年の頭に
発刊の見込みとなっている . 2）の研究についても第 1 報が，第 55 回日本ドック学会（福岡）にて発表される予定
である .

次年度の課題としては，英文，和文を問わず，論文の作成が急務である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
人間ドックが健康管理センターの主たる業務である . 未病のうちに病を予防するという予防医学の理念のもとに質
の高い信頼のおける健診を提供している . 健診は日帰りドック，政府管掌，二日コース（従来の 1 泊ドック）などに
分けられる . その他，職員健診，市町村の大腸がん検診も委託され，行っている . 受診者総数は年々増加しており，
昨年度に比べ，特に日帰りドックの需要が伸びている . これらは職員の評判のよい対応も一因であるが，事務職の営
業活動によるところが大きい . 不足していた面接スタッフもこの 1 年で固定され，運営もスムーズになってきた . 要
精密検査の紹介も大学病院の場合は予約システム（カルナ予約）を利用，面接終了後にすぐ受診予約がとれることか
ら，好評を得ている . ドックや集団検診の内容も，全年齢とも単に一律にするのではなく，個々の年齢，リスクに応
じたオプション（検査内容）を提供すべきと思われ，今後の課題である .

5．その他
5-1．自治体．政府関連委員の有無
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
埼玉県がん検診読影委員（倉光）
産業医研修会の開催（足立，清水）
国保審査委員（里見）

6．業績
1．人間ドック受診者に対するサービス向上への取り組み：アンケート意見に対する対応：日本総合健診学会 42
回大会，2014,01: 濱野

涼，清水正雄，水村順孝，黒岩比呂美，成田政広，武永強，倉光薫，足立雅樹，里見

昭
2．健診における医師事務作業補助者の導入について（第 2 報）新たなる業務への取り組み：日本総合健診学会
42 回大会，2014,01: 中田和岐，清水正雄，武川直子，前田千穂，永元仁美，福原初江，脇
足立雅樹，里見

和恵，有田信和，

昭

3．肝血管腫の経年変化（2 報）超音波による形態学的変化：第 54 回日本人間ドック学術集会，2012,07: 足立雅樹 ,
清水正雄 , 有田信和，黒岩比呂美，坂本直子，阿部慶子，颯佐正俊，武永強，丸山義明，里見

昭

4．肝血管腫の経年変化（1 報）10 年間の推移：第 54 回日本人間ドック学術集会，2012,07: 清水正雄，足立雅樹，
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有田信和，黒岩比呂美，永島かおり，坂本直子，平岡康代，倉光

薫，松崎

宸，里見

昭

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
産業医研修会開催

7．自己点検・評価
人間ドックをはじめとする検診業務が主であり，その点に関しては年々，受診者数も増え，経営的にも改善しており，
評価できる．一方で，研究，教育などの領域に対する視点，熱意が欠けていた．人間ドックの有用性についての検証
は無に近く，ドックが予防医学として社会的評価を得るためにも，疫学的な臨床研究（エビデンス）が不可欠である .
スタッフの平均年齢は高く，実行力と言う点で問題は多いが，教育に 関しても計画性をもって積極的に関与したい．
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2．1）消化器・肝臓内科
1．構成員
屋嘉比康治（YAKABI, Koji）
：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：教育副主任：研究主任：消
化器病学：内視鏡治療：博士
名越澄子（SUMIKO, Nagoshi）
：教授：診療副科長：教育主任：研究副主任：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：消化器病学：博士
櫻田智也（SAKURADA Tomoya）
：講師：外来長：消化器病学：博士
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）, 宮城直也（MIYAGI, Naoya）

石田周幸（ISHIDA, Shuko）, 長船靖代（OSAHUNE, Yasuyo）,
可児和仁（KANI, Kazuhito）, 知念克哉（CHINEN, Katsuya）,
林 健次郎（HAYASHI, Kenjirou）, 小林泰輔（KOBAYASHI, Taisuke）,
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）,
荒井亮士（ARAI, Ryoushi）, 藤田徹郎（HUJITA, Tetsuro）
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 および 6 年生の CC の学生に対して実際に患者を担当させ , 当科では病棟受持ちはチーム制で行
なっており , 学生もチーム医療の一員として朝・夕のラウンド，カンファレンスに参加し , 診療を担当してもらう .
診療内容については , 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（RFA）, 肝生検の見学などを積極的に行わせている．特に消化管早期癌に対する内視鏡治療は実
習中に一度は内視鏡室に参加してもらっている .

また疾患別のクルズスも盛んに行い , 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．特に当科における病棟受け持ち体制は屋根瓦式のチーム医療体制であり , チムで担当する
ことによって , より安全な受け持ち体制で , かつ全員の考え , 意見が聞けて情報量にしても増大し , 知識も増えること
になる .

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）
：チームの一員として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．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．卒前
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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．研修医に対しても，まず，自らの力で検査計画，治療方針を立てて
もらい，その後，指導医が修正・指導にあたるようにしている．

3．研究
3-1．目的・目標
当科における研究は臨床研究と基礎研究の 2 面から行われており , 臓器別には上部消化管 , 下部消化管 , 肝の 3 つ
の臓器に分類されている . 消化管については脳 ? 腸軸 Brai-Gut Axis を key word として機能性胃腸症（FP,IBS）の病
態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 .
ている .

肝疾患については , 名越澄子教授の指導のもと , 肝炎の基礎および臨床研究を行っ

また炎症性腸疾患の基礎および臨床研究も加藤真吾准教授の指導によって活発に行なわれている .

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 , 宮城直也
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 , 細見英里子
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：大野志乃 , 屋嘉比康治
8）FD と心身症：大野志乃 , 屋嘉比康治
9）出血性潰瘍の病態：屋嘉比康治 , 林 健次郎
10）胃疾患と漢方：屋嘉比康治 , 大野志乃
11）経鼻内視鏡検査：屋嘉比康治
12）肝炎の病態：名越澄子 , 青山徹
13）炎症性腸疾患：加藤真吾，可児和仁 , 小林泰輔
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．また漢方薬研究も順調に発表ができた．IBD 研究も新たな治療法を提案する
等基礎および臨床研究が成果を上げた．漢方薬の作用機序に関して新たな知見が得られている．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科の特徴として消化器領域全般にわたる臨床が行えることである .
消化管悪性腫瘍の診断と治療 , 炎症性腸疾患 , 消化管出血 , 膵炎，胆石や閉塞性黄疸の診断と治療 , さらに肝疾患も肝
炎 , 肝硬変 , 肝癌の診断と治療が日常的に行われている .

5．その他
5-1．自治体 , 政府関連委員の有無
5-2．学術誌 , 編集委員 , 査読委員の有無
1．臨床消化器内科

編集委員

2．日本消化器内視鏡学会学会誌 査読委員
3．日本消化器病学会 評議員 , 執行評議員
4．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
5．日本潰瘍学会

監事

6．日本大腸検査学会

評議員

8．日本神経消化器病学会
9．胃病態機能研究会

理事

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
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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

6．業

なし

績

6-1．論文
①屋嘉比康治：
【栄養代謝制御における消化管生理活性ペプチドの役割】消化管ホルモンによる食欲調節機序 .

臨

床消化器内科 . 28（6）:651-658, 2013.5 科学評論社
②屋嘉比康治：
【胃食道逆流症・機能性ディスペプシア - 関連疾患のすべて -】
《機能性ディスペプシア
の病態生理学総論

Brain-Gut-Axis の関与 .

Modern Physician.

FD》 FD

33（7）:883-889, 2013.7 新興医学出版社

③屋嘉比康治：
【機能性消化管障害の病態と治療】ストレス関連ペプチドと機能性胃腸症 .

消化器内科 .

58（2）
：

189-194, 2014.2
④名越澄子：消化器疾患における性差 .
⑤名越澄子：性差医学的視点

クリニシアン .615：8-13,2013

知っておきたい内科医のための性差医学のポイント

私はこう治療する .

診断と

治療 . 101（5）
：789-92,2013
⑥加藤真吾：治療過程で一目でわかる
でわかる

消化器薬物療法 .

消化器薬物療法

ＳＴＥ P

1・2・3

Ⅳ症候

下痢 .

治療過程で一目

280-283, 2013 メジカルビュー社

⑦加藤真吾 , 小林泰輔 , 可児和仁 , 山本龍一 , 名越澄子 , 屋嘉比康治：特集ＩＢＤの既存治療を見直す
サリチル酸製剤による治療を見直す（局所療法を含む）.

IBD Research.

7（1）：84-89, 2013.3

5 −アミノ
先端医学社

⑧櫻田智也，屋嘉比康治：
【栄養代謝制御における消化管生理活性ペプチドの役割】グレリンの胃酸分泌増加作
用.

臨床消化器内科 .

⑨大野志乃 , 魯

28（6）:667-673, 2013.5

昭輝 , 落合光子 , 高山清茂 , 屋嘉比康治：ストレス関連ペプチドの消化管機能制御について―脳 -

腸相関の観点から― . 消化器心身医学 .

20（1）:10-13, 2013.8

⑩山口菜緒子，名越澄子：非代償性肝硬変（腹水）治療過程から一目でわかる
179-83，2013.4

消化器薬物療法 STEP1・2・3.

メジカルビュー

【総数：論文 13 件 , 学会発表 38 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
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（教職員・学生健康推進センター，健康管理科兼担）：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
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（健康管理科兼担）：教育員，研究員，専門医員
山口隆太郎（YAMAGUCHI, Ryutarou）
：助教：医員（9 月 30 日退職）
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
高鳥仁孝（TAKATORI, Hirotaka）
：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× 16 回）および CC（3 名，4 週間× 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）
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
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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，OCT 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
535 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
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）
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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 Toyama K, Nishioka T, Isshiki A, Ando T, Inoue Y, Kirimura M, Kamiyama T, Sasaki O, Ito H, Maruyama Y,
Yoshimoto N
Eicosapentaenoic acid combined with optimal statin therapy improves endothelial dysfunction in patients with
coronary artery disease.
Cardiovasc Drugs Ther. 28: 53-9; 2014
② Hagisawa K, Nishioka T, Suzuki R, Maruyama K, Takase B, Ishihara M, Kurita A, Yoshimoto N, Nishida Y, Iida K,
Luo H, Siegel RJ
Thrombus-targeted perﬂuorocarbon-containing liposomal bubbles for enhancement of ultrasonic thrombolysis:
in vitro and in vivo study.
J Thromb Haemost 11: 1565-73; 2013
③一色亜美，井口貴文，中村嘉宏，井上芳郎，伊藤博之，西岡利彦，吉本信雄
鎖骨下静脈閉塞のため開胸下に ICD を植え込んだ 1 例
Ther Res 34: 1305-1307; 2013
④桐村正人，西岡利彦
関節リウマチ・膠原病患者における高血圧の管理
Keynote R・A（先端医学社）vol.2 no.1:55-59;2014
⑤西岡利彦，池脇克則，松居徹，松田昌文，済陽輝久
オメガ -3 脂肪酸製剤への期待

心臓内科医の立場から

Pharma Medica 31: 115-121: 2013
⑥ Toyama K, Sasaki O, Nishioka T, Inoue Y, Isshiki A, Kirimura M, Kamiyama T, Ito H, Maruyama Y, Yoshimoto N
Ear lobe crease revisited in Japanese population.
EuRoPRevent 2013. Rome 2013 年 4 月 19 日
⑦ 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
Renal function is one of the determinant factors of subclinical coronary calciﬁcation- an intravascular ultrasound
Virtual Histology studyEuropean Society of Cardiology Congress 2013. Amsterdam 2013 年 9 月 1 日
⑧ Toyama K, Isshiki A, Ando T, Inoue Y, Kirimura M, Kamiyama T, Sasaki O, Ito H, Nishioka T, Yoshimoto N
Serum HDL-cholesterol and N-3 polyunsaturated fatty acid levels are determinant factors of arterial remodeling
in patients with coronary artery disease.
European Society of Cardiology Congress 2013. Amsterdam 2013 年 9 月 1 日
⑨ Isshiki A, Ito H, Inokuchi T, Nakata T, Nakamura Y, Takatori H, Nakade T, Nakato T, Yamaguchi R, Toyama K,
Ando T, Inoue Y, Kamiyama T, Kirimura M, Sasaki O, Nishioka T, Yoshimoto N
Prediction of clinical courses of patients with acute myocarditis by electrocardiographic parameters on admission.
6th APHRS CARDIORHYTHM2013 香港 2013 年 10 月 4 日
⑩ Kamiyama T, Nakade T, Nakamura Y, Ando T, Kirimura M, Inoue Y, Sasaki O, Nishioka T
Ultrasound lung comet as a surrogate for plasma brain natriuretic peptide in patients with congestive heart failure.
EuroEcho-Imaging 2013. Istanbul 2013 年 12 月 12 日
【総数：論文 5 件，学会発表 17 件，著書 0 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
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6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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 3 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．

459

臨床医学部門（川越キャンパス）

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：外来医長：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
森山

岳（MORIYAMA, Gaku）
：助教：病棟医長

教山紘之（KYOYAMA, Hiroyuki）
：助教
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（平成 25 年 6 月 30 日まで）
菊池

聡（KIKUCHI, Satoshi）
：助教

平田優介（HIRATA, Yusuke）: 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）
中堅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
なし

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Noguchi T, Yamamoto K, Moriyama G, Saito Y, Kyoyama H, Mikami S, Ono R, Kobayashi T, Yamana K, Uematsu K.
Evaluation of Serum Levels of Carcinoembryonic Antigen in Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis. Journal of
Nippon Medical School: Volume 80, Issue 6（2013）, Page 404-409
② Noro R, Yoshimura A, Yamamoto K, Miyanaga A, Mizutani H, Minegishi Y, Seike M, Kubota K, Kosaihira S, Hino
M, Ando M, Nomura K, Okano T, Kobayashi K, Uematsu K, Gemma A; East Japan Chesters Group. Alternating
Chemotherapy with Amrubicin Plus Cisplatin and Weekly Administration of Irinotecan Plus Cisplatin for
Extensive-stage Small Cell Lung Cancer. Anticancer Research: Volume 33, Issue 3（2013）, Page 1117-1123.
③植松和嗣，弦間昭彦．間質性肺炎と発癌．日本臨床 :71 巻 , 増刊号 6（最新肺癌学）（2013）, 156-160．
④植松和嗣

Part5. 胸膜中皮腫．肺癌化学療法レジメン

実践と工夫（弦間昭彦

編著）118-124

中外医学社（東

京） 2013 年
⑤植松和嗣．末梢神経障害への対応方法を教えてください．肺癌診療Ｑ＆Ａ
406-407 中外医学社

一つ上を行く診療の実践

第2版

2013 年

⑥三上 慎太郎 , 齋藤 友理子 , 坂井 浩佑 , 教山 紘之 , 久都間 宏英 , 森山 岳 , 山本 和男 , 植松 和嗣．アレルギー性紫
斑病を合併した原発性肺癌 3 症例の臨床的検討．第 53 回日本呼吸器学会学術講演会（東京） 2013 年 4 月 19
日

ポスター

⑦教山 紘之 , 坂井 浩佑 , 齋藤 友理子 , 三上 慎太郎 , 久都間 宏英 , 森山 岳 , 山本 和男 , 植松 和嗣 , 柳田 ひさみ , 渡
部 渉 , 本田 憲業．非放射性キセノンガス吸入による肺換気 CT 画像を用いた肺機能評価の試み．第 53 回日本呼
吸器学会学術講演会（東京） 2013 年 4 月 19 日

ポスター

⑧三上 慎太郎 , 菊池 聡 , 平田 優介 , 斎藤 友理子 , 教山 紘之 , 森山 岳 , 植松 和嗣 , 中山 光男 . 異なる EGF 受容体遺
伝子異常をもつ 2 重肺癌の 1 例．第 147 回日本呼吸器内視鏡学会関東支部会（東京）2013 年 12 月 7 日
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⑨植松和嗣．気管支喘息の診断と治療．川越市医師会学術講演会（川越）2014 年 3 月 26 日
⑩植松和嗣．気管支喘息の診療と治療．朝霞地区医師会学術講演会（新座）2014 年 1 月 15 日
【総数：論文 5 件，学会発表 3 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
なし
6-4．特許，実用新案
なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
なし

7．自己点検・評価
中堅スタッフが減っているが，近隣の病院とうまく連携を取りながら，入院待ち期間および入院期間を短縮し，診
療の効率化を図っていくように努めている．川越地区の病病，病診連携を目指し，近隣の病院との協力体制が徐々に
構築されつつある．
教育に関してはスタッフの増員により役割の分担，効率化を図りたい．研究については，これまでの基礎ならびに
臨床研究を発展させたい．
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2．4）内分泌・糖尿病内科
1．構成員
松田昌文（MATSUDA, Masafumi）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：内分泌代謝学：博士
秋山義隆（AKIYAMA, Yoshitaka）
：講師 : 外来医長：内分泌代謝学
森田智子（MORITA, Tomoko）
：講師（兼担）
；病棟医長：内分泌代謝学：博士
阿部義美（ABE, Yoshimi）
：助教
森澤智子（MORISAWA, CHIEKO）
：助教
坂下杏奈（SAKASHITA, ANNA）：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）

：矢津麻佐子（YAZAWA, Masako）
：徳永

貢（TOKUNAGA, Mitsugu）

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，iPad による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：坂下医師（助教）内分泌・糖尿病専門医研修 1 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 2 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 2 年目の研修を行った．押谷医師（昨年度まで在籍）が日本糖尿病学会の専門医を取得した．
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．
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
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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）や Pasesa（r）（血圧測定時動脈硬化指標測定装
置）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．森田医師が American Diabetes
Association の年次学会で発表した．
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や American Diabetes Association
General Congress で発表した．
2）FMD（ﬂow mediated dilatation）と Pasesa（r）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．血圧
測定による動脈硬化指標についても Pasesa（r）を用いた研究を進めている．
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）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
年次学術集会や International Diabetes Federation Congress 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して血糖管理を低血糖なく長期血糖が維持でき膵β細胞保護が主となり
合併症の進展を抑制するという治療が主流となってきた．
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．埼玉医科大学総合医療センター内の CDEJ（糖尿病療養指導士）認定者数も日本で
も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
埼玉糖尿病対策推進会議（松田
埼玉県医科歯科連携推進会議

昌文）
糖尿病作業部会（松田

昌文）

日本糖尿病学会パブリックリレーション委員会（松田

昌文）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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Member of the Editorial Board of Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases（松田
論文査読：英文 20 論文

和文 3 論文（松田

院内講演会／レクチャー／ CPC

2 件（松田

昌文）

埼玉医科大学連携施設懇談演者

1 件（松田

昌文）

WEB 講演会

全国 1 件

地域 1 件（松田

研究会・協会主催講演会
製薬会社研修

演者

2 件（松田

雑誌掲載座談会 1 件（松田

昌文）

昌文）

昌文）

9 件（松田

昌文）

昌文）
昌文）

商業広告用新聞 DITN 2 件（森田

智子，松田

昌文）

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 . 2013 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秋山義隆，松田昌文 Q ＆ A「日によって血糖変動が激しいのですが，どういう理由が考えられて

どう対処す

ればよろしいでしょうか？」
『レジデントノート』（羊土社）2013.07; 15（5）:11.
②松田昌文 ACT NOW 大規模試験から 期待されるチアゾリジン薬

改訂版

フジメディカル出版 2013.05;

217-223.
③ "Anna Sakashita, Natsuko Oshitani, Chieko Morisawa, Yoshimi Abe, Tomoko Morita, Yoshitaka Akiyama,
Masafumi Matsuda Comparison of theoretical doses of insulin detemir and insulin glargin estimated from insulin
action indices in Japanese diabetic patientsInternational Diabetes Fedeeration The World Diabetes Congress
2013 2013.12; Melbourne, Australia"
④ "Yoshitaka Akiyama, Tomoko Morita, Yoshimi Abe, Chieko Morisawa, Anna Sakashita, Shoji Kawazu, Eiji Omura,
Seiki Wada, Mitsugu Tokunaga, Shinya Minagawa, Masako Yazawa, Mie Koike, Masafumi Matsuda Changes
in prescription of oral hypoglycemic agents after introduction of DPP-4 inhibitors in a diabetes clinic in
JapanInternational Diabetes Fedeeration The World Diabetes Congress 2013 2013.12; Melbourne, Australia"
⑤ "TOMOKO MORITA, CHIEKO MORISAWA, NATSUKO OSHITANI, YOSHIMI ABE, YOSHITAKA AKIYAMA, MASAKO
YAZAWA, AKIFUMI KUSHIYAMA, SHOJI KAWAZU, MASAFUMI MATSUDA Features in subjects with increased
fasting glucagon concentration after administration of a DPP-4 inhibitorAmerican Diabetes Association 73rd
Scientiﬁc Sessions 2013.06; McCormick Place, Chicago, Illinois, USA"
⑥坂下杏奈 , 秋山義隆 , 阿部義美 , 森澤智子 , 押谷奈都子 , 森田智子 , 松田彰 , 松田昌文 シンポジウム 2「新たな視
点で血管機能を診る」 2 型糖尿病患者における電子血圧計 Pasesa による脈波指数 AVI,API の臨床意義第 13 回
日本 AS 学会・第 6 回日本血流血管学会合同学術集会 2013.11; 東京
⑦阿部 義美 , 森澤 智子 , 押谷 奈都子 , 森田 智子 , 秋山 義隆 , 小池 美江 , 和田 誠基 , 皆川 慎哉 , 徳永 貢 , 矢澤 麻佐子 ,
大村 栄治 , 松田 昌文 , 櫛山 暁文 , 吉田 洋子 , 河津 捷二 Sitagliptin 介入耐糖能正常型化群の経口ブドウ糖負荷パ
ターン

非糖尿病患者および食事・運動療法介入耐糖能正常型化群との比較第 56 回日本糖尿病学会年次学術集

会 2013.05; 熊本
⑧森澤智子 阿部義美 押谷奈都子 森田智子 秋山義隆 和田誠基 河津捷二 大村栄治 矢澤麻佐子 徳永貢 小池美江 皆
川真哉

松田昌文 日本人糖尿病患者における 75g 経口ブドウ糖負荷試験時の血中 C-peptide, インスリン濃度変

化とインスリン分泌率の変化の比較第 56 回日本糖尿病学会学術総会 2013.05; 熊本
⑨森田智子 森澤智子 押谷奈都子 阿部義美 秋山義隆 矢澤麻佐子 松田昌文 櫛山暁史 吉田洋子 河津捷二 DPP-4 阻害
薬投与で空腹時グルカゴンが上昇する症例についての検討第 56 回日本糖尿病学会学術総会 2013.05; 熊本
⑩秋山義隆 阿部義美 森澤智子 押谷奈都子 森田智子 松田彰 松田昌文 糖尿病患者における脈波解析による血管障害
指標の臨床的有用性第 56 回日本糖尿病学会学術総会 2013.05; 熊本
【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
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該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
埼玉糖尿病療養指導セミナー（森田
川越地域糖尿病療養研究会（森田
埼玉糖尿病先進治療研究会

智子）
智子，秋山

義隆，松田昌文）

代表世話人松田昌文

7．自己点検・評価
平成 25 年度の業務につき常勤医師の人事考課による自己点検，評価を行った．限られた資源にもかかわらず十分
とは言えないが診療業務はほぼ支障なく実施できていた．教育業務や研究業務ついて今後更に以下のように取り組ん
でゆく．平成 24 年度に iPad を医学生教育に iPad を導入し平成 25 年度に iPad mini を初期研修に導入し同年 11 月
末に iPad mini retina を後期研修医に導入したが今後はサーバープログラムを MySQL と PHP を用いて充実させてゆ
く．糖尿病診療では SGLT-2 阻害薬をはじめ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「病棟血糖管理マニュアル第 2 版（金原出版）」を通じて全国に情報を提供してゆく予定である．（文責
田 昌文）
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2．5）血液内科
1．構成員
木崎昌弘（KIZAKI, Masahiro）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：研究主任：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：教育副主任：研究員：指導教員（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：教育員：医長：無菌室治療室室長：指導教員（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：教育員：研究員：外来医長：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：博士
根本朋恵（NEMOTO, Tomoe）
：助教 . 社会大学院生：病棟医長
佐川森彦（SAGAWA, Morihiko）
：助教：教育員：研究副主任：専門医員：大学院教員（大学院）：博士
富川武樹（TOMIKAWA, Tatsuki）
：助教：社会大学院生
木村勇太（KIURA, Yuta）
：後期研修医

2．教育
2-1．目的・目標
・卒前教育
学生の血液内科学に対する国家試験における基本知識のみならず , 医学・科学を学ぶ際の思考過程や研究マイン
ドを育成し , 柔軟性の高い学生教育を目的とする .
・卒後教育
血液内科学を通じて , 内科全般的な知識 , 技術 , 接遇を学び , 基礎研究を含めたファンダメンタルな思考過程の育
成を目的とする .
・大学院教育
血液内科学の state of art に精通し , 新たな発見に繋がる研究を通じ , 医学の発展に寄与する結果を追求する .
2-2．教育内容（担当）
・卒前教育
卒前責任者は木崎教授 / 森教授 / 得平准教授が担当した . 医学部 BSL においては , 病棟では患者一名を担当し ,
病歴 , 診察 , 血液データ , 画像などの読影 , 鑑別疾患 , 治療方法などについて学ぶ . 研修終了時には担当患者のレ
ポートを提出させて , 理解度の確認を行った．外来では診察を見学することにより , 外来でしか見ることの出来
ない血液疾患を中心の学習を行った . またスタッフからは血液疾患の講義を受け , その理解を深めるとともに ,
担当患者においては主治医より診察などのスキルを学んだ . 5 年生学生の CC においては , BSL と同様の内容に加
え , 1 ヶ月に及ぶ期間があることから , 患者への IC の仕方 , 化学療法における管理方法や , 急変時の対応なども
学んだ . また木崎教授 / 得平准教授 / 渡部講師が慢性骨髄性白血病 , 悪性リンパ腫などの血液学の講義を行った .
また総合医療センター看護専門学校の生理学・血液 , 病態学 I・血液内科領域の講義を得平准教授 , 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 .
・卒後教育
臨床研修教育責任者は木崎教授 / 森教授 / 得平准教授が担当した . 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が学べるよう教育を行った . 血液内科で
は大量化学療法 , 造血幹細胞移植 , 輸血など学ぶ重要な機会であることから , 積極的に参画し学習できるよう患
者などを考慮した .

ま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ならなる

理解を深めた . 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た．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べく , 自分のテーマを見つけて学会
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発表を行った .
・大学院教育
責任者は木崎教授が担当した . 当科では基礎研究を始め , 豊富な臨床症例からの臨床研究も積極的に行っており ,
本人が興味あるテーマを見いだし , 学位のみならず , 医学界に寄与できる研究を積極的な展開を行った .
2-3．達成度
・卒前教育
上記を踏まえ , BSL/CC ともに予定通りの内容の教育は行えたものと考えている .
・卒後教育
同様に , 上記を踏まえ , 予定通りの内容の教育は行えたものと考えている . 本年度より木村勇太が後期研修医と
して入局し , 専門医に向けての教育が開始された .
・大学院教育
社会人大学院生として根本朋恵が 3 年目となり , 現在造血幹細胞移植の前治療に関しての臨床研究を鋭意推進中
である . 来年の論文化 , 学位取得に向けて取り組んでいる . また本年度より富川武樹が社会人大学院生となり , こ
れから自らのプロジェクトの選択及び推進に向け取り組んでいるところである .
2-4．自己評価と次年度計画
・卒前教育
学生における講義 , BSL, CC の評価はおおむね良好であり , 目標は達成できたと考えている . 来年度は今年の結
果を踏まえ , 個々がスライドや資料の改善に向けて取り組んでいく方針である . 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 .
・卒後教育
初期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が
出来た . 研修医の評判も良好であり , 来年度はその継続にあたりたい . 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 . その一方で , 血液内科を選択する初期研修医は他の内
科と比較しても少ない傾向がある . 次年度はさらなる研修医の増加について , ヒアリングを通じて当科の特徴が
さらに出せるようなプログラムを考案したい .
・大学院教育
2 名の大学院生に関して , これまで順調な経過と理解している . 根本朋恵に関しては次年度は論文作成となるこ
とから , 早期に準備を進めるよう指導していく . また富川武樹に関して現在悪性リンパ腫の臨床研究にフォーカ
スを当て開始しているところであり , 一定の結果が得られたら学会報告も含め積極的に行う方針である．

3．研究
3-1．目的・目標
基礎研究においては，造血器腫瘍の分子病態の解明とそれらを基盤とする新たな治療法を開発するための研究を推
進することを目的とする．白血病，悪性リンパ腫，多発性骨髄腫などの造血器腫瘍の治療は抗がん剤による化学療法
が主体である．しかしながら，抗がん剤による治療は侵襲が大きく，時として致命的な合併症を惹起する．そこで，
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開発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
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＜多発性骨髄腫関係＞
・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）
・BROAD-J2 試験（BoRtezomib-based Optimized therapy Aiming Disease control in

Japan/ Japan2; 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 / 未
治療移植非適応の多発性骨髄腫患者を対象とする皮下注射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）
・JCOG1105：高齢者または移植拒否若年者の未治療症候性骨髄腫患者に対する melphalan+prednisolone+bortezo
mib（MPB）導入療法のランダム化第 II 相試験
＜白血病関係＞
・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）

・JCOG0907：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
JALSG gropu studeis
・AML209-GS
・CBF-AML209-KIT
・AML209-FLT3-SCT
・APL212
・APL212G
・ALL-CS-12
・Ph（-）B-ALL213
・T-ALL213-O
・Burkitt-ALL213
・T-ALL211-U
・Ph+ALL213
・CML212
・STIM213
・MDS212
・MDS212
＜リンパ腫関係＞
・MTX-LPD study: 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
・JCOG0601：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
・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
3-3．研究内容と達成度
1．基礎研究
多発性骨髄腫は治癒の難しい難治性造血器腫瘍である．その病態形成に重要な役割を果たす NF- κ B に対する阻
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害薬ボルテゾミブが臨床的に導入され注目されているが，近年耐性症例の出現や末梢神経障害，間質性肺障害などの
有害事象が報告されるようになっている．われわれは，東南アジアに自生する植物 1'-acetoxychavicol acetate（ACA）
（京都大学大学院農学研究科 村上明博士から供与）が NF- κ B 阻害活性を有し，骨髄腫細胞の細胞死を誘導すること
を見出した．ACA は I κ B αのリン酸を抑制し，NF- κ B の核移行を阻害するとともに，カスパーゼ 8 を活性化し，
Fas 依存性に骨髄腫細胞の細胞死を誘導することを明らかにした．その他，ACA は TRAIL および TRAIL 受容体 DR5
を誘導することで骨髄腫細胞のアポトーシスを誘導する．さらに，NOD/SCID マウスを用いて作製したヒト骨髄腫モ
デルに対して，ACA は in vivo においても効果を示し，ACA は新たな NF- κ B 阻害薬としての可能性が示唆された．
現在，われわれは，東京大学分子細胞生物学研究所 橋本祐一教授との共同研究にて，ACA をリード化合物として
構造展開することで得られた種々の化合物の構造と生物学的活性の相関を検証し，造血器腫瘍の新規治療薬として用
いることを検討しており，実際の臨床応用が可能な新規 NF- κ B 阻害薬の開発を目的とし，ACA よりも低濃度で効
果的に骨髄腫細胞の細胞死を誘導する TM-233 を作り出した．TM-233 の特徴的な点としては，各種骨髄腫細胞に対
して ACA よりも低濃度で抗腫瘍効果を認める事以外にも，その分子メカニズムとして，NF- κ B 経路に加えて JAK/
STAT 経路が関与した．さらにボルテゾミブ耐性細胞株（KMS-11/BTZ, OPM2/BTZ）に対しても，ボルテゾミブ感受
性細胞株（KMS-11, OPM2）と比較してほぼ同等の効果を発揮しており，ボルテゾミブ耐性にも寄与出来る可能性が
示唆された．現在 in vivo の研究を予定している．
2．臨床研究
＜多発性骨髄腫関係＞
一昨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．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．またボルテゾミブが皮下注射の
保険適応を獲得したことを踏まえ，同じスキームにて Bortezomib を皮下注射で用いる BROAD-J2 試験も開始し日本
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＞
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
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．
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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-J2 試験を開始できた．

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, 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，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得平道英 . 臨床医が望むリンパ腫診断 . 日本臨床細胞学会埼玉県支部会誌 . 31;5-8: 2013.
②第 55 回 American Society of Hematology Annual Meeting and Exposition
Morihiko Sagawa, Tatsuki Tomikawa, Tomoe Anan, Takayuki Tabayashi, Reiko Watanabe, Michihide Tokuhira,
Masaki Ri, Yuichi Hashimoto, Shinsuke Iida, and Masahiro Kizaki. TM-233 Exerts Anti-Myeloma Activity and
Overcomes Bortezomib-Resistance In Human Multiple Myeloma Cells By Targeting NF- κ B and JAK/STAT DualSignaling Pathways. #4427
③第 55 回 American Society of Hematology Annual Meeting and Exposition
Michihide Tokuhira, Yuta Kimura,1 Tatsuki Tomikawa, Morihiko Sagawa, Tomoe Anan, Morihiko Higashi, Shinji
Itoyama, Jun-ichi Tamaru, Ayumi Okuyama, Koichi Amano, Takayuki Tabayashi, Reiko Watanabe, Shigehisa
Mori, Masahiro Kizaki. Impact Of Epstein-Barr Viral Infection In The Regression Of Methotrexate-Induced
Lymphoproliferative Diseases In Patients With Rheumatoid Arthritis #3006.
④ 18th Congress of European Hematology Association
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T Tomikawa, M Tokuhira, M Sagawa, T Nemoto, T Tabayashi R Watanabe, S Mori1, M Higashi, J Tamaru, M
Kizaki. LOWER INCIDENCE OF EBV-POSITIVITY IN ELDERLY DIFFUSE LARGE B- CELL LYMPHOMA: POSSIBLE
NEW SUBGROUP OF ELDERLY B-CELL LYMPHOM.
⑤第 14 回 国際骨髄腫ワークショップ
Tokuhira M, Takezako N, Nakazato T, Sasaki M, Handa T, kezoe T, Matsumoto M, Aotsuka N, Taguchi J,
Shimomura S, Chin K, Ichikawa K, Usuki K, Ohyashiki K, Nara M, Kishi K, Kuroda Y, Nakamura Y, Yokoyama A,
Kamata H, Ichikawa Y, Hattori Y, Akazawa K, Murakami H, Uchimaru K, Tomoyasu S, Suzuki K, Kizaki M Interim
analysis of clinical trial of MPB followed by bortezomib maintenance therapy for elderly patients with ND-MM.
⑥ The 4rd JSH International Symposium 2013
Tokuhira M, Tomikawa T, Sagawa M, Tabayashi T, Higashi M, Tamaru J , Nemoto T, Watanabe R, Mori S, Kizaki M.
Watchful management for iatrogenic immunodeﬁciency-associated lymphoproliferative diseases in rheumatoid
arthritis patients. The 4th JSH International Symposium 2013.
⑦第 75 回日本血液学会学術集会
Morihiko Sagawa, Yuta Kimura, Yasuyuki Takahashi, Tatsuki Tomikawa, Tomoe Nemoto, Takayuki Tabayashi,
Reiko Watanabe, Michihide Tokuhira, Shigehisa Mori, Masahiro Kizaki. Primary central nervous system
lymphoma: Successful therapy using high-dose MTX-based chemotherapy. OS-2-58.
⑧第 75 回日本血液学会学術集会
Morihiro Higashi, Michihide Tokuhira, Takeharu Kawaguchi, Masahiro Takeuchi, Chikako Ohwada, Chiaki
Nakaseko, Hideaki Bujo, Masahiro Kizaki, Jun-Ichi Tamaru. LR11 represses Rituximab Cytotoxity in B-cell
lymphoma. OS-2-156
⑨第 75 回日本血液学会学術集会
Midori Joshita, Reiko Watanabe, Tatsuki Tomikawa, Morihiko Sagawa, Takayuki Tabayashi, Tomoe Nemoto, Yuta
Kimura, Yasuyuki Takahashi, Michihide Tokuhira, Shigehisa Mori, Satoshi Otaki, Hidenori Oi, Makoto Sawano,
Satoshi Sugiyama, Masahiro Kizaki. Efficacy of romiplostim for a severe case of ITP with an extremely low
platelet level. OS-3-81.
⑩第 75 回日本血液学会学術集会
Yuta Kimura, Morihiko Sagawa, Yasuyuki Takahashi, Tatsuki Tomikawa, Tomoe Nemoto, Takayuki Tabayashi,
Reiko Watanabe, Michihide Tokuhira, Shigehisa Mori, Masahiro Kizaki. ALK-negative ALCL with a femoral bone
mass successfully treated with auto-PBSCT and local radiation. PS-2-234.
論文 1 件 学会報告

18 件

6-2．獲得研究費
2013 年度
①厚生労働省
・高感受性悪性腫瘍に対する標準治療確立のための多施設共同研究：国立がん研究センター がん研究開発費（主
任研究者：飛内賢正）
，分担研究者：木崎昌弘
②文部科学省
・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，科学研究費，主任研究者：
木崎昌弘
・非喫煙者肺癌モデルを用いた有効な分子標的薬剤の選択と作用機序の解明，科学研究費（主任研究者：瀧川奈義
夫）
，分担研究者：多林孝之
6-3．受賞

該当なし

6-4．特許，実用新案

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
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．
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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：研究主任：
代表指導教員（大学院）：免疫性神経疾患：博士

斉藤豊和（SAITOY, Toyokazu）

客員教授：臨床神経学教育：博士

深浦彦彰（FUKAURA，Hikoaki）

准教授：研究副主任：指導教員（大学院）：教育主任
免疫性神経疾患：博士

木下正信（KINOSITA，Masanobu）

非常勤講師：筋ジストロフィー：博士

岩崎

章（IWASAKI，Akira）

非常勤講師：神経 ? 筋病理学：博士

天沼

誠（AMANUMA, Makoto）

非常勤講師：放射線科：博士

三井隆男（MITSUI，Takao）

助教：教育副主任：臨床神経学，末梢神経障害

山里瑞将（YAMAZATO，Masazumi） 助教：研究副主任：臨床神経学，脳血管障害
王子

聡（OUJI，Satoru）

助教：臨床神経学，免疫性神経疾患，血液浄化療法

吉田典史（YOSHIDA,Norihito）

助教：臨床神経学，パーキンソン病

伊崎祥子（IZAKI，Shouko）

助教：臨床神経学，免疫性神経疾患

小島美紀（KOJIMA，Miki）

助教：臨床神経学，免疫性神経疾患

久保田昭洋（KUBOTA，Akihiro）

助教：臨床神経学，免疫性神経疾患

田島孝士（TAJIMA, Takasi）

助教：臨床神経学，脳血管障害

成川真也（NARUKAWA, Shinya）

助教：臨床神経学，末梢神経障害

原

渉 （HARA，Wataru）

助教：臨床神経学，脳血管障害

齋藤あかね（SAITOU，Akane）

助教：臨床神経学，脳血管障害

鈴木理人（SUZUKI, Masato）

助教：臨床神経学，脳血管障害

遠藤綾亮（ENDOU, Ryousuke）

助教：臨床神経学，錐体外路疾患（出向中）

石塚慶太（ISHIZUKA, Keita）

助教：臨床神経学，免疫性神経疾患，血液浄化療法

田中

助教：臨床神経学

聡（TANAKA, Satoru）

古谷真由美（FURUYA, Mayumi）

助教：臨床神経学

宮内敦生（MIYAUCHI, Atsuo）

助教：臨床神経学

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
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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））
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．
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４．診療（詳細は病院要覧に記載）
免疫性神経疾患に対する血液浄化療法や免疫グロブリン静注療法，免疫抑制剤などを中心に加療している．脳梗塞
に対しては，IV-rtPA を中心として急性期の加療を行っている．学会・研究会，論文，ハンズオンセミナーなどを通
して最新の情報を得ると同時に客観的な評価を行い，更にカンファレンスで定期的に診療内容を評価・検討している．
また治験にも協力し新たな治療法の確立にも貢献している．

５．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
1）野村恭一：免疫性神経疾患に関する調査研究班班員
多発性硬化症に対するインターフェロン療法の効果の発現およびその持続性に
関する要因等の解析に関する研究班班員
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 ?J of Internal Medicine 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），重症筋無力症の友の会，
慢性炎症性脱髄性多発神経炎の友の会
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山里 将瑞 , 田島孝士 , 久保田 昭洋 , 伊崎 祥子 , 深浦 彦彰 , 野村 恭一．REACH Registry をもとに経験した血管障
害リスクの割合．臨床神経学 53 巻 12 号 , 1601, 2013.
②石塚慶太，遠藤綾亮，鈴木理人，久保田 昭洋 , 成川真也，田島孝士，小島美紀，伊崎祥子，吉田典史，王子
聡，山里将瑞，三井隆男，深浦 彦彰 , 野村 恭一．細菌性・無菌性髄膜炎における髄液中の酸化ストレス（d-ROM）
の検討．臨床神経学 53 巻 12 号 , 1506, 2013.
③鈴木理人，石塚慶太，遠藤綾亮，久保田 昭洋 , 成川真也，田島孝士，小島美紀，伊崎祥子，吉田典史，王子

聡，

三井隆男，山里将瑞，深浦 彦彰 , 野村 恭一．一過性全健忘における臨床症候と酸化ストレス（d-ROM）・抗酸化
力（BAP）の検討．臨床神経学 53 巻 12 号 , 1476, 2013.
④久保田 昭洋 , 石塚慶太，遠藤綾亮，鈴木理人，成川真也，田島孝士，小島美紀，伊崎祥子，吉田典史，王子

聡，

山里将瑞，三井隆男，深浦 彦彰 , 野村 恭一．重症筋無力症における T リンパ球サブセットの検討．臨床神経学
53 巻 12 号 , 1449, 2013.
⑤成川真也，三井隆男，王子

聡，山里将瑞，深浦 彦彰 , 野村 恭一．Charcot-Marie-Tooth 病 1A 型と CIDP の横

隔神経 M 波の検討 . 末梢神経 24 巻２号．343-4，2013.
⑥原

渉，三井隆男，遠藤綾亮 , 深浦彦彰，野村 恭一．沖縄型家族性神経原性筋萎縮症の 60 歳女性．臨床神経学

53 巻 6 号 , 488, 2013.
⑦久保田 昭洋，深浦 彦彰 , 小島美紀，伊崎祥子，吉田典史，王子
無力症患者における末梢血 B 細胞サブセットの検討

聡，山里将瑞，三井隆男，野村 恭一．重症筋

発症年齢との関連について . 神経免疫学 18 巻１号，115，

2013．
⑧久保田 昭洋，伊崎祥子，王子

聡，三井隆男，野村 恭一 , 伊崎誠一．球麻痺にて発症した筋萎縮性側索硬化症

にサルコイドーシスを合併した 1 例．日本サルコイドーシス / 肉芽腫性疾患学会誌 33 巻 1- ２号，147-50，
2013.
⑨久保田 昭洋，原

渉

，吉田典史，三井隆男，深浦 彦彰，野村 恭一．アルツハイマー型認知症における末梢血

リンパ球サブセットの検討．Dementia Japan27 巻 4 号，483，2013.
⑩ 伊崎祥子，成川真也，久保田 昭洋，三井隆男，深浦 彦彰 , 野村 恭一．フィンゴリモド投与 10 日後に多巣性白
質病変を呈し急性増悪を示した視神経脊髄炎関連疾患（NMOSD）の 1 例 . 臨床神経学 53 巻 7 号 , 513-7, 2013.
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
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6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
① 第 3 回臨床神経軽井沢カンファレンス

2013 年６月 22 日

場所：軽井沢
② 川越神経疾患セミナー

2013 年 7 月３日

場所；埼玉医大
③ 第 4 回埼玉神経感染症 ? アレルギー研究会

2013 年 9 月 18 日

場所；埼玉医大
④第５回埼玉 MG フォーラム

2013 年 9 月 27 日

場所；大宮ソニックシティ

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）
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
6 年生の領域別疾患コースの免疫・膠原病・アレルギー性疾患ユニットの講義 8 コマ中 1 コマを担当（天野 1）
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 年生の病気の基礎コースの免疫ユニットの講義 38 コマ中 1 コマを担当（天野）
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%
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初期研修医教育：80％
後期研修医教育：80％
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
学生教育（卒前教育）では 4 年生の免疫ユニットの講義を中心に行ってきたが，講義内容の brush up は十分にで
きない部分があった．初期研修医の教育では，週に 2 回の回診の際の discussionn や週 1 回の抄読会などで知識や考
え方を伝達したつもりであるが，不十分な点は多々あったと思われるので，充実させるよう努める．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．

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．
3-2．2013 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）
②関節リウマチにおける TNF 阻害薬効果不十分例に対するインフリキシマブの有効性に関する研究（申請番号
541，UMIN 000007786）
③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投与間隔延長に関する研究（申請番号 828）
④関節リウマチ患者を対象としたアダリムマブ 40mg 隔週投与とメソトレキサート併用における関節エコーによ
る画像的評価方法を用いた関節破壊進展予測に関する研究（申請番号 663）
全身性血管炎に関する臨床研究
①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）
②顕微鏡的多発血管炎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 837）
ステロイド骨粗鬆症の予防に関する臨床研究
①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 000009222）
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）
基礎的研究
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）
3-3．研究内容と達成度
RA- ①：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．26 例登録し観察中．達成度 40％．
RA- ②：インフルキシマブ以外の 1 つの TNF 阻害薬に効果不十分な RA 患者に対し，インフルキシマブへの変更の
有効性を評価．2 例登録．達成度 10％．
RA- ③：トシリズマブで寛解が維持されている RA 患者に対し，トシリズマブの投与間隔を 6 週間に延長すること
で寛解が維持できるかを検証．11 例登録．達成度 20％．
RA- ④：MTX ＋アダリムマブで寛解が維持されている患者を，アダリムマブの中止または継続で寛解が維持され
るかを関節エコーを併用して評価．13 例登録．達成度 20％．
血管炎 - ①：高安動脈炎，巨細胞動脈炎（GCA），リウマチ性多発筋痛症（PMR）の 3 疾患にトシリズマブ単独治
療を試み有用性を評価．高安 2 例，GCA0 例，PMR11 例を登録．達成度 40％．
血管炎 - ②：顕微鏡的多発血管炎にトシリズマブ単独療法の有用性を検討．7 例登録．達成度 70％．
骨粗鬆症①：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
479

リウマチ・膠原病内科

鬆症の進展防止効果を比較．14 例登録．達成度 40％．
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 13 例登録
し観察中．達成度 80％．
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 5 例を登録し観察中．達成度
50％．
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％．
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．各研究とも論文化を目指し，来年度に引き続いて
症例を集積し，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

Transmitting Editors（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

委員（天野）

日本リウマチ財団

医療情報委員会委員（天野）

日本整形外科学会

リウマチ研修会

講師（天野）

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Kurasawa T, Nagasawa H, Nishi E, Takei H, Okuyama A, Kondo T, Nishimura K, Sakai R, Shibata A, Chino K,
Ogawa H, Ito T, Amano K, Kato H.：Successful Treatment of Class IV+V Lupus Nephritis with Combination
Therapy of High-dose Corticosteroids, Tacrolimus and Intravenous Cyclophosphamide.：Intern Med. 2013;52
（10）:1125-1130.
② Nakajima A, Saito K, Kojima T, Amano K, Yoshio T, Fukuda W, Inoue E, Taniguchi A, Momohara S, Minota S,
Takeuchi T, Ishiguro N, Tanaka Y, Yamanaka H: No increased mortality in patients with rheumatoid arthritis
treated with biologics: results from the biologics register of six rheumatology institutes in Japan. Mod Rheumatol.
2013; 23（5）: 945-52
③ Tanaka Y, Takeuchi T, Amano K, Saito K, Hanami K, Nawata M, Fukuyo S, Kameda H, Kaneko Y, Kurasawa T,
Nagasawa H, Hoshi D, Sato E, Yamanaka H. Eﬀect of interleukin-6 receptor inhibitor, tocilizumab, in preventing
joint destruction in patients with rheumatoid arthritis showing inadequate response to TNF inhibitors. Mod
Rheumatol. 2014;24（3）:399-404.
④天野宏一：薬物治療とその留意点 サイトカイン阻害薬 トシリズマブ 日本臨床第 71 巻第 7 号 1238-1242
2013.7
⑤天野宏一：リウマチ・膠原病における分子標的治療の最前線

最新医学社

最新医学

69 巻第 2 号 46-52

2014.2
⑥長澤逸人，天野宏一：
【TNF 阻害薬を見極める】 インフリキシマブ
社

vol.2 no.1

Rheumatology Clinical Research 先端医学

4-7 2013.4

⑦酒井亮太，天野宏一：関節リウマチ以外のリウマチ性疾患に対するトシリズマブの可能性
79-82

リウマチ科

51

2014.1

⑧長澤逸人，Ⅴ . 特殊なケースの薬物療法 1. 肺障害がある場合 .

竹内勤編 . 関節リウマチ治療実践バイブル

南

江堂 . 東京 , p171-173, 2013 年 5 月 .
⑨ K.Amano，T.Matsubara，H.Inoue，M.Iwahashi，A.Yamazaki，C.S.Karyekar，T.Takeuchi on behalf of
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Department of RheuJapan Abatacept Study Group ：LONG-TERM SAFETY AND EFFICACY OF TREATMENT WITH
SUBCUTANEOUS ABATACEPT IN JAPNESE PATIENTS WITH RA WHO WERE MTX INADEQUATE RESPONDERS
-76-WEEK RESULTS，
Annual European Congress of Rheumaology EULAR 2013 12-15 jun 2013 Madrid （poster）
⑩ Sakai R，Shibata A，Chino K，Kondo T，Okuyama A， Nishi E，Takei H，Nagasawa H，Amano K：The
Potentiality OF Multi-Target Therapy With Cyclophosphamide and Tacrolimus For Lupus Nephritis ，The 2013
ACR/ARHP Annual Meeting. San Diego, Oct 26 - 30,（27）2013 CA（poster）
【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
＜ 2013 年＞
2013 年 5 年 31 年

慢性疼痛管理セミナー （院内講演会）

2013 年 7 月 24 日

第 17 回川越リウマチ懇話会

2013 年 11 月 11 日

川越骨粗鬆症セミナー （院内講演会）

＜ 2014 年＞
2014 年 2 月 19 日

第 18 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．
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2．8）腎・高血圧内科（人工腎臓部）
1．構成員
御手洗哲也（MITARAI, Tetsuya）
：教授：運営責任者：診療科長，研究主任，教育副主任：代表指導教員（大学院）
：
糸球体腎炎，腎不全：博士（医学）
【腎・高血圧内科】
長谷川元（HASEGAWA, Hajime）
：准教授：診療副科長（外来医長），研究副主任，教育員：指導教員（大学院）
：
腎生理学（水電解質代謝・酸塩基平衡），腎不全，高血圧：博士（医学）
加藤

仁（KATO, Hitoshi）
：講師：専門医員（研修医長），研究員，教育主任：指導教員（大学院）：腎不全・骨代謝：
博士（医学）

叶澤孝一（KANOZAWA, Koichi）
：講師：専門医員（病棟医長），研究員，教育員：指導教員（大学院）：高血圧・
糖尿病：博士（医学）
朝倉受康（ASAKURA, Juko）
：助教：専門医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：博士（医学）
岩下山連（IWASHITA, Takatsugu）
：助教：医員，研究員，教育員：（-）：糸球体腎炎，腎病理学：学位なし
羽田野実（HATANO, Minoru）
：助教：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
岡崎晋平（OKAZAKI, Shimpei）
：助教：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
岡田良美（OKADA, Yoshimi）
：助教：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
安田邦彦（YASUDA, Kunihiko）
：助教：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
塩田裕也（SHIODA, Yuya）
：助教：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
【人工腎臓部】
松田昭彦（MATSUDA, Akihiko）
：准教授：診療副科長，研究副主任，教育副主任：指導教員（大学院）：腎不全，
血液浄化療法：博士（医学）
小川智也（OGAWA, Tomonari）
：講師：専門医員（人工腎臓部外来医長），研究員，教育員：指導教員（大学院）
：
腎不全，血液浄化療法：博士（医学）
清水泰輔（SHIMIZU, Taisuke）
：助教：専門医員，研究員，教育員：（-）：腎生理学，腎不全，血液浄化療法：学位
無し
木場藤太（KIBA, Tota）
：助教：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
小暮祐太（KOGURE, Yuta）
：助教：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
佐藤紗映子（SATO, Saeko）
：助教：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
【大学院】
鬼澤信之（ONIZAWA, Nobuyuki）
：助教：社会人大学院 1 学年（埼玉医科大学ゲノム医学研究センター病態生理
部門留学中）
【学内ローテーション（放射線科）
】
稲村めぐみ（INAMURA, Megumi）
：助教：医員，研究員，教育員：（-）：腎臓病学：学位無し
【非常勤】
松村

治（MATSUMURA, Osamu）
：客員教授：糸球体腎炎，腎不全：博士（医学）

田山陽資（TAYAMA, Yosuke）非常勤 III 類（関越病院出向）
三谷知之（MITANI, Tomoyuki）
：非常勤 III 類（赤心堂病院出向）
岩永みずき（IWANAGA, Mizuki）
：非常勤 III 類（赤心クリニック出向）
原

宏明（HARA, Hiroaki）
：非常勤 III 類（赤心堂病院出向）

佐野達郎（SANO, Tatsuro）
：非常勤 III 類（関越病院出向）
廣瀬

悟（HIROSE, Satoru）
：非常勤講師：腎不全：博士（医学）

板倉宏行（ITAKURA, Hiroyuki）
：非常勤講師：腎不全：博士（医学）
吉川

賢（KIKKAWA, Masaru）
：非常勤 II 類（きっかわクリニック）

河野里佳（KONO, Rika）
：非常勤 II 類（入間駅前クリニック）
仲村聡子（NAKAMURA, Satoko）
：非常勤 III 類（赤心クリニック）
清水納子（SHIMIZU, Noriko）
：非常勤医員Ⅲ類
野入千絵（NOIRI, Chie）
：非常勤 III 類（友愛クリニック）
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山城真理（YAMASHIRO, Mari）
：非常勤医員Ⅲ類
星

綾子（HOSHI, Ayako）
：非常勤 III 類（日高病院）

肥田

徹（HIDA, Toru）
：非常勤 III 類（埼玉協同病院より研修中）

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
学生教育：臨床実習初日に教育主任（加藤

仁講師）がオリエンテーションを行う．病棟実習により病態の把握方

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する．実習期間中には糸球体腎炎，水電解質代謝異常，高血圧，腎疾患の検査法，慢
性腎不全の病態，各種血液浄化療法の原理等に関するクルズスを実施している．
クリニカル・クラークシップでは，期間中の早期に各種病態，検査に関するより実践的なクルズスを集中的に行い，
その後に病棟診療チームの一員として患者の診療に参加させている．規定の範囲内でカテーテル挿入，腎生検，シャ
ント手術などへの参加機会を設けるよう配慮している．4 週間の実習期間中，1 週間は人工腎臓部において，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させている．
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．また毎週重症新患カンファレンスと看護部，栄養部などのスタッフを交えた
全例カンファレンスを実施しており，専門的な内容と共に総合内科医としての視点や多職種医療連携の考え方が身に
つくよう配慮している．
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ている．クリ
ニカル・クラークシップは概ね教育目標を達しており，実習プログラムに対する学生の評価は良好で，知識の整理と
主要な疾患の経験が出来ている．
初期臨床研修医の教育に関しては，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．教室員の研修医教育・指導に対する意欲は極めて高く，研修医からは高く評価されていると自負し
ている．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いると考えている．卒前学生に対しては今年度も腎臓内
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
育内容を適宜見直していく予定である．
初期研修医に対しては平成 26 年度より定期的なクルズスを下記要領で毎月実施している．研修医に対する教育・
指導内容の平準化と教育に対する教室内の意欲向上を企図したものである．
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①穿刺の基本（エコーの使い方，見方を含めて）（担当：木場藤太 助教）
②救急対応の基本（担当：小暮裕太 助教）
③病理組織標本の見方の基本（担当：岩下山連 助教）
④腎疾患関連の画像診断の基本（担当：稲村めぐみ 助教）
⑤腎炎治療の基本（担当：岡崎晋平 助教）
⑥電解質代謝異常の基本・輸液の基本的考え方（担当：長谷川元 教授）
⑦体外循環療法の基本（種類と導入時のポイント）（担当：松田昭彦 准教授）
⑧血圧管理の基本，降圧薬使用の実際（担当：叶澤孝一 講師）
研修医からの評価，意見などを参考に，内容・頻度などを適宜見直していく．

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（教室専任研究員・理学
修士）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
の抑制に関する研究」の研究成果は欧米誌に英文原著として発表し，朝倉受康，田山陽資の学位取得に際し主論文と
なっている．糖尿病性腎症におけるマグネシウム代謝異常に関する研究は高栁佳織専任研究員を中心に行われ，多く
の海外学会報告と共に欧米誌に原著論文として投稿し，現在 revise 中である．腎間質障害とマグネシウム代謝異常
に関する基礎研究は清水泰輔を中心に行われ，海外学会でシンポジウムに取り上げられると共に，現在原著論文投稿
中である．
臨床研究では，高血圧と塩分摂取，腎保護などに関連した多施設共同臨床試験である SALT 研究結果がまとまり，
研究代表者である長谷川准教授が欧米誌に英文原著として 2 編の発表を行っている．また腎間質障害の臨床的パラ
メーターとしてのマグネシウム排泄率の有用性に関する後方視的臨床研究は野入千絵を中心に行われ，現在原著論文
投稿中である．また慢性腎臓病（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．人工腎臓部は国際的な透析患者の予後調査である DOPPS に数少ない
国内施設の一つとして参加しており，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，論文投稿準備中である．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
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

准教授）や「腹膜透析患者における体

准教授）等を行っている．

3-4．自己評価と次年度計画
数年来研究成果を英文原著として毎年発表しており，また国際学会，国内学会への参加も活発である．今年度から
は教室員の学位取得の推進をテーマとし，社会人枠での大学院生の拡充，学内外の研究機関との連携強化，各教室員
がそれぞれ多様な臨床及び基礎研究テーマをもち，全員が研究に参加できる風土を醸成し，競争的研究資金獲得に向
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けて努力していきたい．

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： 透析医会誌

松田 昭彦，小川 智也

学会誌査読委員： Clin Exp Nephrol

長谷川 元

Clin Exp Nephrol Case Rep

長谷川 元，小川

J Basic Clin Physiol Pharmacol

Nephron, Experimental Nephrology
透析医会誌

智也

長谷川 元
長谷川 元

松田昭彦・小川 智也

Therapeutic Aphresis and Dialysis
Hemodialysis Int

小川

松田 昭彦

智也

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本腎臓学会評議員：長谷川 元，松田 昭彦
日本透析医学会評議員：松田 昭彦，小川 智也
埼玉県慢性腎臓病対策協議会・事務局：長谷川 元
日本腎臓学会広報委員会連絡委員：長谷川 元
日本アフェレーシス学会評議員：松田
日本急性血液浄化学会評議員：松田

昭彦，小川
昭彦，小川

日本医工学治療学会理事・評議員：小川

智也
智也

智也

6．平成 25 年度（2013 年度）業績
6-1．論文・学会発表
英文原著 6 編，英文症例報告 2 編
1）Hasegawa H, Tayama Y, Takayanagi K, Asakura J, Nakamura T, Kawashima K, Shimizu T, Iwashita T, Ogawa T,
Matsuda A, Mitarai T. Release From Glomerular Overload by the Addition of Low-dose Thiazide in Patients With
Angiotensin Receptor Blocker-Resistant Hypertension. Kidney and Blood Pres Res 2013;37:1-9, 2013
2）Asakura J（Thesis）, 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. Nephron Exp Nephrol 122（3-4）83-94, 2013
3）Tayama Y（Thesis）, Hasegawa H, Takayanagi K, Matsuda A, Shimizu T, Asakura K, Iwashita T, Ogawa T, Katoh
H, Mitarai T. Prevention of lipopolysaccharide-induced peritoneal damage by eplerenone in rats undergoing
peritoneal dialysis. J Nephrol 26（6）: 1160-1190, 2013
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4）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 36（9）
:
776-782, 2013.
5）Kono R（Thesis）, Kanozawa K, Shimosawa T, Tayama Y, Matsuda A, Hasegawa H, Mitarai T. Adrenomedullin in
peritoneal eﬄuent expressed by peritoneal mesothelial cells. Clin Exp Nephrol 18（1）:124-129, 2014.
6）Kawamura T, Yoshimura M, Miyazaki Y, Okamoto H, Kimura K, Hirano K, Matsushima M, Utsunomiya Y, Ogura M,
Yokoo T, Okonogi H, Ishii T, Hamaguchi A, Ueda H, Furusu A, Horikoshi S, Suzuki Y, Shibata T, Yasuda T, Shirai
S, Imasawa T, Kanozawa K, Wada A, Yamaji I, Miura N, Imai H, Kasai K, Soma J, Fujimoto S, Matsuo S, Tomino Y;
The Special IgA Nephropathy Study Group. A multicenter randomized controlled trial of tonsillectomy combined
with steroid pulse therapy in patients with immunoglobulin A nephropathy. Nephrol Dial Transplant 29（8）:
1546-1553, 2014.
7）Yamashiro M, Hasegawa H, Matsuda A, Kinoshita M, Matsumura O, Isoda I, Mitarai, T. A case of water
intoxication caused by excessive water drinking as a game penalty. Case Rep Nephrol Urol 3: 147-152, 2013.
8）Kurosawa T, Nagasawa H, Nishi E, Takei H, Okuyama A, Kondo T, Nishimura K, Sakai R, Shibata A, Chino K,
Ogawa H, Ito T, Amano K, Kato H. Successful treatment of class IV + V lupus nephritis with combination therapy
of high dose corticosteroids, tacrolims and intravenous cyclophosphamide. Intern Med 52: 1125-1130, 2013
総説 1 編，著書 3 編
9）小川 智也，松田 昭彦，御手洗 哲也 . 米国の在宅透析専門施設で学んで

今後の在宅血液透析を考える . 透析医

会誌 46（10）: 994-997, 2013.
10）長谷川

元（分担執筆）. 水電解質代謝異常 . イヤーノート内科・外科編

改訂第 23 版 , 岡庭

豊編

pp

E24-E47 2013 年 4 月
11）長谷川

元（分担執筆）. 本態性高血圧 . 内科・外科疾患 TOPICS

第 3 版 , 岡庭

豊編

pp 134-140 2013 年

4月
12）長谷川元，田山陽資（分担執筆）. 嘔気，嘔吐で発症した SIADH 由来の低ナトリウム血症 . 認定・専門医のた
めの輸液・電解質・酸塩基平衡 , 下澤達雄他編

pp 122-123 東京

2013 年 6 月

その他の学術著作 11 編
13）長谷川元，田山陽資，岡崎晋平 . 電解質・酸塩基平衡是正のための薬剤の使用方法

高カリウム血症・低カリ

ウム血症 . 腎と透析 臨時増刊「腎疾患治療薬マニュアル 2013-2014」75: 123-129, 2013.
14）金山由紀 , 小川智也 . [ 血液浄化機器 2013] 消毒液，洗浄液

熱水消毒 . 臨床透析

29（7）: 1101-1103, 2013.

15）小川智也，木場藤太，清水泰輔，岡崎晋平，小暮裕太，原田悦子，田邉厚子，山口由美子，金山由紀，松田昭
彦，
長谷川元，
御手洗哲也 . カフ型バスキュラーカテーテルを活用した高齢患者の日帰り血液透析導入を経験して .
埼玉透析医会誌 2（2）: 236-237, 2013.
16）関 典枝，佐々木菜穂美，伊勢康雄，原田悦子，田邉厚子，永峯大輔，本島智子，山口由美子，金山由紀，木場藤太，
清水泰輔，小川智也，松田昭彦，御手洗哲 . 在宅血液透析患者へ介助者と連携した自己穿刺への支援 . 埼玉透析
医会誌

2（2）: 228-230, 2013.

17）落合重夫，伊佐祐也，山口由美子，添田祐輔，永峯大輔，佐々木裕介，本島智子，金山由紀，森田高志，田邉厚子，
木場藤太，清水泰輔，小川智也，松田昭彦，御手洗哲也 . Vascular Access 管理における超音波エコーの活用と臨
床工学技士の役割 . 埼玉透析医会誌

2（1）: 74-77, 2013.

18）伊佐祐也，小川智也，佐々木裕介，添田祐輔，落合重夫，永峯大輔，本島智子，山口由美子，金山由紀，森田
高志，原田悦子，田邉厚子，稲村めぐみ，木場藤太，清水泰輔，松田昭彦，御手洗哲也 . 当院の vascular access
管理における臨床工学技士の役割 . 腎と透析

別冊「アクセス 2013」74: 97-99, 2013

19）瀬尾季余子，松久保かおり，足立亜由美，田神典子，原田悦子，田邉厚子，田山陽資，小川智也，松田昭彦，
御手洗哲也 . PD チューブ収納方法の検討 . 腎と透析

別冊「腹膜透析 2013」75: 299-300, 2013.

20）田邉厚子，宇賀神ゆかり，足立亜由美，瀬尾季余子，田神典子，原田悦子，田山陽資，小川智也，松田昭彦，
御手洗哲也 . 他部署と連携した PD 連絡会議による腹膜炎対策と予防活動 . 腎と透析

別冊「腹膜透析 2013」

75: 125-126, 2013.
21）田山陽資，松田昭彦，羽田野実，小川智也，御手洗哲也 . 注排液不良にて下腹部切開指示挿入矯正法（catheter
repair by the foreﬁnger:CRF）を施行した 5 例についての検討 . 腎と透析
2013.
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22）原

宏明 . 骨太な NST をつくる（第 19 回）. ヘルスケアレストラン

22（2）42-43, 2014.

23）原

宏明 . 骨太な NST をつくる（第 20 回）. ヘルスケアレストラン

22（3）: 41-42, 2014.

国際学会発表 12 編
24）Ogawa T, Kiba T, Shimizu T, Kanayama Y, Yamaguchi Y, Matsuda A, Hasegawa H, Mitarai T. HOW MUCH
ACCESS FLOW VOLUME IS IMPROVED BY PLACING STENTS IN THE CENTRAL VEIN?（INCLUDE INTRAVENOUS
ULTRASOUND EVALUATION）. 8th International Congress on Vascular Access（April 27, 2013）Prague, Czech
Republic
25）Hasegawa H, Kanozawa K, Asakura J, Takayanagi K, Tayama Y, Okazaki S, Hara H, Kiba T, Mitani T, Iwanaga
M, Ogawa T, Matsuda A, Mitarai T. Significance of estimated salt excretion as a predictor for arb/thiazide
combination and correlation of glome-rular filtration with anti-proteinuric effect. 50th Annual Meeting of
European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association（May 19, 2013）Istanbul,
Turkey.
26）Akihiko Matsuda, Yosuke Tayama, Tomonari Ogawa, Mizuki Iwanaga, Shinpei Okazaki, Minoru Hatano,
Touta Kiba, Taisuke Shimizu, Hajime Hasegawa, Tetsuya Mitarai. RELATIONSHIP BETWEEN RESIDUAL RENAL
FUNCTION AND FLUID STATUS IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS. 50th Annual Meeting of European Renal
Association and European Dialysis and Transplantation Association（May 19,2013）Istanbul, Turkey
27）Yosuke Tayama, Hajime Hasegawa, Kaori Takayanagi, Takatsugu Iwashita, Taisuke Shimizu, Chie Noiri, Tota
Kiba, Tomonari Ogawa, Megumi Inamura, Satoko Nakamura, Akihiko Matsuda, Hitoshi Kato, Tetsuya Mitarai.
SIGNIFICANCE OF PERITONEAL ISCHEMIA IN THE DEVELOPMENT OF PERITONEAL INSUFFICIENCY IN RATS
UNDERGOING PERITONEAL DIALYSIS. 50th Annual Meeting of European Renal Association and European
Dialysis and Transplantation Association（May 19,2013）Istanbul, Turkey
28）Takatsugu Iwashita, Hajime Hasegawa, Kaori Takayanagi, Taisuke Shimizu, Juko Asakura, Shinpei Okazaki, Yuta
Kogure, Minoru Hatano, Hiroaki Hara, Megumi Inamura, Mizuki Iwanaga, Tomoyuki Mitani, Tetsuya Mitarai
UP-REGULATION OF TRPC6 IN PODOCYTES ASSOCIATED WITH THE DEVELOPMENT OF GLOMERULAR
HYPERFILTRATION IN RATS WITH 5/6 NEPHRECTOMY. 50th Annual Meeting of European Renal Association
and European Dialysis and Transplantation Association（May 19,2013）Istanbul, Turkey
29）Juko Asakura, Hajime Hasegawa, Kaori Takayanagi, Yosuke Tayama, Taisuke Shimizu, Takatsugu Iwashita,
Shinpei Okazaki, Yuta Kogure, Tatsuro Sano, Minoru Hatano, Koichi Kanozawa, Hitoshi Kato, Tetsuya Mitarai.
POSSIBLE INVOLVEMENT OF ALTERED MACULA DENSA SIGNALING IN THE RESTORATIVE EFFECT OF
PIOGLITAZONE ON THE GLOMERULAR HYPERFILTRATION IN RATS WITH TYPE-2 DIABETIC NEPHROPATHY.
50th Annual Meeting of European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association（May
20,2013）Istanbul, Turkey
30）Kaori Takayanagi, Hajime Hasegawa, Taisuke Shimizu, Akira Ikari, Chie Noiri, Takatsugu Iwashita,
Yosuke Tayama, Juko Asakura, Naohiko Anzai, Koichi Kanozawa, Hitoshi Kato, Tetsuya Mitarai. DOWNREGULATED TRPM6 IN DIABETIC NEPHROPATHY AS A CANDIDATE OF SUSCEPTIBLE MOLECULE CAUSING
HYPERMAGNESIURIC HYPOMAGNESEMIA IN DIABETES. 50th Annual Meeting of European Renal Association
and European Dialysis and Transplantation Association（May 20,2013）Istanbul, Turkey
31）Taisuke Shimizu, Hajime Hasegawa, Kaori Takayanagi, Akira Ikari, Chie Noiri, Takatsugu Iwashita, Yosuke
Tayama, Juko Asakura, Naohiko Anzai, Tatsuro Sano, Tomonari Ogawa, Akihiko Matsuda, Tetsuya Mitarai.
POSSIBLE CORRELATION OF DOWN-REGULATED CLAUDIN-16,TIGHT JUNCTION MOLECULE IN TAL,WITH
LOWERED MAGNESIUM REABSORPTION ASSOCIATED WITH TUBULO-INTERSTITIAL NEPHROPATHY. 50th
Annual Meeting of European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association（May
21,2013）Istanbul, Turkey
32）Koichi Kanozawa, Hajime Hasegawa, Juko Asakura, Takatsugu Iwashita, Taisuke Shimizu, Yosuke Tayama,
Shinpei Okazaki, Hiroaki Hara, Minoru Hatano, Tetsuya Mitarai. THE EFFECTS TO URINARY SODIUM EXCRETION
AND BLOOD PRESSURE WITH DPP-4 INHIBITORS. International Society of Nephrology World Congress of
Nephrology 2013（May 31-June 4, 2013）Hong Kong
33）Hajime Hasegawa, Chie Noiri, Taisuke Shimizu, Kunihiko Yasuda, Yoshimi Okada, Tatsuro Sano, Yuta Kogure,
Tota Kiba, Tetsuya Mitarai CLINICAL ASSESSMENT OF NRINE MAGNESIUM EXCRETION RATE AS A PREDICTOR
FOR TUBULO-INTERSTITIAL DISORDERS. 46th Annual Meeting of American Society of Nephrology（November 8,
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2013）Atlanta, USA
34）Koichi Kanozawa, Nobuyuki Onizawa, Hajime Hasegawa, Shinpei Okazaki, Takatsugu Iwashita, Taisuke Shimizu,
Juko Asakura, Tomonari Ogawa, Tetsuya Mitarai THE CLINICAL EVALUATION OF THE MECHANISMS OF
NATRIURESIS BY DPP-4 INHIBITORS 46th Annual Meeting of American Society of Nephrology（November
9,2013）Atlanta, USA
35）Tomonari Ogawa, Tota Kiba, Shinpei Okazaki, Minoru Hatano, Mizuki Iwanaga, Chie Noiri, Akihiko Matsuda,
Hajime Hasegawa, Tetsuya Mitarai A STUDY ON PREDICTION OF POST-TREATMENT PERIOD IN THE PTA
FOR THE PATENCY OF ARTERIOVENOUSFISTULAS THAT DIABETIC PATIENTS HAVE 34TH Annual Dialysis
Conference 2014（February 8,2014）Atlanta, USA
国内学会発表 49 編
36）本島智子，永峯大輔，山口由美子，添田祐輔，落合重夫，伊佐祐也，佐々木裕介，金山由紀，森田高志，稲村めぐみ，
清水泰輔，木場藤太，小川智也，松田昭彦，御手洗哲也 . クライオフィルトレーション施行時の回路への工夫に
ついて . 第 40 回日本血液浄化技術学会学術大会（2013 年 4 月 27 日）大宮
37）伊佐 祐也，落合 重夫，小川 智也，添田 祐輔，永峯 大輔，本島 智子，佐々木 裕介，山口 由美子，金山 由紀，
田邉 厚子，稲村 めぐみ，木場 藤太，清水 泰輔，松田 昭彦，御手洗 哲也 . 先端形状の違いによる透析用ダブルルー
メンカテーテルの流体的評価 . 第 40 回日本血液浄化技術学会学術大会（2013 年 4 月 28 日）大宮
38）山口由美子，金山由紀，小川智也，佐々木裕介，本島智子，永峯大輔，伊佐祐也，落合重夫，添田祐輔，王子聡，
久保田昭洋，野村恭一，稲村めぐみ，木場藤太，清水泰輔，松田昭彦，御手洗哲也 . 神経免疫疾患の血漿吸着療
法 における循環動態の検討 . 第 40 回日本血液浄化技術学会学術大会（2013 年 4 月 28 日）大宮
39）松田 昭彦，小川 智也，清水 泰輔，木場 藤太，稲村 めぐみ，長谷川 元，御手洗 哲也 . 在宅血液透析患者の貧血
とレボカルニチン投与効果 . 第 16 回在宅血液透析研究会（2013 年 4 月 28 日）神戸
40）佐々木裕介，永峯大輔，山口由美子，添田祐輔，落合重夫，伊佐祐也，本島智子，金山由紀，森田高志，伊勢康雄，
長尾典子，田邉厚子，稲村めぐみ，清水泰輔，木場藤太，小川智也，松田昭彦，御手洗哲也 . 県外での在宅血液
透析導入症例におけるシステム構築に関する報告 . 第 16 回在宅血液透析研究会（2013 年 4 月 28 日）神戸
41）大澤恵里，加藤初彦，星

薫良，田中

聡，佐藤顕三，小川智也，矢内

充 . 透析中の上腕動脈血流量と実血

流量の関係について . 第 23 回日本臨床工学会（2013 年 5 月 10 日）山形
42）長谷川元，朝倉受康，高柳佳織，叶澤孝一，小室理，深田弘幸，徳島秀次，川嶋憲司，中村徹，田山陽資，清水泰輔，
岩下山連，御手洗哲也 . ロサルタン・サイアザイド併用療法による腎保護効果の機序に関する臨床的検討 . 第 56
回日本腎臓学会学術集会（2013 年 5 月 10 日）東京
43）叶澤孝一，朝倉受康，田山陽資，岩下山連，清水泰輔，岡崎晋平，原宏明，小暮裕太，佐野達郎，長谷川元，
御手洗哲也 . DPP-4 阻害薬（DPP-4l）による Na 排泄効果と血圧への影響〜第 2 報〜 第 56 回日本腎臓学会学術
集会（2013 年 5 月 11 日）東京
44）高栁佳織，長谷川元，清水泰輔，朝倉受康，田山陽資，五十里彰，林啓太郎，安西尚彦，岩下山連，御手洗哲
也 糖尿病性腎症における Mg 排泄亢進機序の基礎的検討

第 2 報 第 56 回日本腎臓学会学術集会（2013 年 5 月

11 日）東京
45）叶澤孝一，高野章，大竹寿枝，花見安子，室賀美貴子，窪田美保，穴田敬雪，田中聖子，加藤仁，長谷川元，
御手洗哲也 ふじみ野市における CKD の実態把握と対策の取り組み . 第 56 回日本腎臓学会学術集会（2013 年 5
月 11 日）東京
46）岩下山連，長谷川元，高栁佳織，清水泰輔，田山陽資，朝倉受康，岡崎晋平，野入千絵，小暮裕太，佐野達郎，
原宏明，松田昭彦，御手洗哲也 . 糸球体過剰濾過時における糸球体硬化進展への TRPC6 の関与の検討 . 第 56 回
日本腎臓学会学術集会（2013 年 5 月 12 日）東京
47）叶澤孝一，朝倉受康，岩下山連，清水泰輔，田山陽資，原宏明，長谷川元，御手洗哲也 . DPP − 4 阻害薬（DPP
− 4l）
による Na 排泄効果と血圧への影響
（第 2 報）.第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会（2013 年 5 月 16-18 日）
熊本
48）岩下山連 , 清水章 , 梶本雄介 , 神崎剛 , 永坂真也 , 肥後清一郎 , 益田幸成 , 福田悠 Stage I の膜性腎症の臨床病理
学的検討 . 第 102 回日本病理学会総会（2013 年 6 月 6-8 日）札幌
49）岡崎晋平，小川智也，木場藤太，佐々木裕介，山口由美子，松田昭彦，長谷川元，御手洗哲也 . クリオグロブ
リン血症による下腿潰瘍に対して cryoﬁltration が著効した一例 . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月
21 日） 福岡
50）稲村めぐみ，小川智也，木場藤太，清水泰輔，加藤仁，松田昭彦，長谷川元，御手洗哲也 . 頻回のシャント閉
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塞症例に長期留置カテーテルを挿入され血液透析を継続された一例 . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年
6 月 21 日） 福岡
51）瀬尾 季余子，松久保 かおり，足立 亜由美，田神 典子，原田 悦子，田邉 厚子，田山 陽資，小川 智也，松田 昭彦，
御手洗 哲也 . PD 患者のチューブ収納方法の検討 . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 21 日） 福岡
52）田邉 厚子，瀬尾 季余子，足立 亜由美，松久保 かおり，田中 愛美，田山 陽資，小川 智也，松田 昭彦，御手洗 哲也 .
訪問看護師との同行訪問による PD 看護師育成の取り組み . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 21 日）
福岡
53）松田昭彦，田山陽資，小川智也，岩永みずき，岡崎晋平，羽田野実，木場藤太，清水泰輔，長谷川元，御手洗哲也 .
体液状態と残腎機能の関連 . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 22 日） 福岡
54）田山陽資，松田昭彦，河野里佳，小川智也，長谷川元，御手洗哲也 . 注排液不良にて CRF を施行した 5 例につ
いての検討 . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 22 日） 福岡
55）清水泰輔，小川智也，木場藤太，岡崎晋平，叶澤孝一，加藤仁，松田昭彦，長谷川元，御手洗哲也 . MUSTANG
による VAIVT の検討 . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 22 日） 福岡
56）木場藤太，清水泰輔，小川智也，岡崎晋平，松田昭彦，長谷川元，御手洗哲也 . 側副路の流出路障害により発
症したソアサム症候群へ PTA を施行した症例 . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 22 日） 福岡
57）金山由紀，小川 智也，松田 昭彦，御手洗 哲也 . 透析チーム医療は臨床工学技士が目指すべき道標になるのか？
第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 22 日） 福岡
58）落合重夫，伊佐祐也，小川智也，添田祐輔，永峯大輔，本島智子，佐々木裕介，山口由美子，金山由紀，森田高志，
稲村めぐみ，木場藤太，清水泰輔，松田昭彦，御手洗哲也 . 透析用ダブルルーメンカテーテル（DLC）の先端形
状の違いによる流体的評価 . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 22 日） 福岡
59）添田祐輔，永峯大輔，伊佐裕也，落合重夫，本島智子，佐々木裕介，山口由美子，金山由紀，森田高志，原田悦子，
田邉厚子，小川智也，松田昭彦，御手洗哲也 . 血液浄化療法で発生したインシデントの検討 . 第 58 日本透析医
学会学術集会 （2013 年 6 月 22 日） 福岡
60）加藤仁，羽田野実，三谷知之，岩下山連，叶澤孝一，長谷川元，御手洗哲也 . 血清 P 値と栄養 . 第 58 日本透析
医学会学術集会 （2013 年 6 月 23 日） 福岡
61）加藤仁，松田昭彦，小暮裕太，佐野達郎，叶澤孝一，長谷川元，御手洗哲也 . 抗体関連型と考えられる超急性
拒絶反応を呈した献腎移植の一例 . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 23 日） 福岡
62）小川智也，松田昭彦，長谷川元，御手洗哲也 . 米国の在宅透析専門施設で学んで〜今後の在宅血液透析を考え
る〜 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 23 日） 福岡
63）小川智也，松田昭彦，長谷川元，御手洗哲也 . ハイブリッド的発想をもったバスキュラーアクセスの維持管理
を考える . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 23 日） 福岡
64）小暮裕太，朝倉受康，木場藤太，清水泰輔，小川智也，松田昭彦，加藤仁，叶澤孝一，長谷川元，御手洗哲也 .
腎移植後 CMV 感染症に対して VGCV 投与後に高度な顆粒球減少症を呈し，ホスカルネットを使用した一例 . 第
58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 23 日） 福岡
65）佐野達郎，田山陽資，小川智也，叶澤孝一，加藤仁，松田昭彦，長谷川元，御手洗哲也 . 血液透析を導入した
血友病 B の 1 例 . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 23 日） 福岡
66）田邉厚子，原田悦子，瀬尾季余子，伊勢康雄，関 典枝，田山陽資，小川智也，松田昭彦，御手洗哲也 . 自施設
の PD 患者支援システムの一考察 . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 23 日） 福岡
67）原田悦子，瀬尾季余子，佐々木奈緒美，吉田優，田邉厚子，田山陽資，小川智也，松田昭彦，御手洗哲也 . 質
問表を用いた腹膜炎減少への取り組み . 第 58 日本透析医学会学術集会 （2013 年 6 月 23 日） 福岡
68）瀬尾季余子，足立亜由美，原田悦子，田邉厚子，小川智也，松田昭彦，御手洗哲也 . 健常被験者と PD 患者を比
較したチューブ収納方法について〜より良い収納方法を目指して〜 第 19 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会
（2013 年 9 月 28 日）大阪
69）松田昭彦，
田山陽資，
加藤仁，
御手洗哲也 . PD における P 除去 . 第 19 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会（2013
年 9 月 29 日）大阪
70）松田昭彦，田山陽資，小川智也，小暮裕太，岡崎晋平，木場藤太，清水泰輔，岩下山連，長谷川元，御手洗哲也 .
体液状態と残腎機能の関連 . 第 19 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会（2013 年 9 月 29 日）大阪
71）米国の在宅透析専門施設における腹膜透析を経験して 第 19 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会（2013 年
9 月 29 日）大阪
72）田邉厚子，原田悦子，瀬尾季余子，伊勢康雄，関典江，宇賀神ゆかり，田山陽資，小川智也，松田昭彦，御手
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洗哲也 . 訪問看護を取り入れた PD 患者支援システムの構築 第 19 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会（2013
年 9 月 29 日）大阪
73）佐野達郎，田山陽資，岩下山連，小暮裕太，鬼澤信之，羽田野実，河野里佳，加藤仁，叶澤孝一，長谷川元，
御手洗哲也 . HCV 関連腎症と膜性腎症の合併したネフローゼ症候群の一例 . 第 43 回日本腎臓学会東部学術大会
（2013 年 10 月 4 日）東京
74）安田邦彦，岡崎晋平，岩下山連，朝倉受康，塩田裕也，小川智也，松田昭彦 . Superimposed PIH が疑われる経
産婦に腎生検を施行した 1 例 . 第 43 回日本腎臓学会東部学術大会（2013 年 10 月 4 日）東京
75）鬼澤信之，岡崎晋平，原 宏明，佐野達郎，岩下山連，朝倉受康，田山陽資，加藤 仁，叶澤孝一，長谷川元，御
手洗哲也 . 腎組織所見から糖尿病性腎症に合併した膜性腎症と診断された 2 例 . 第 43 回日本腎臓学会東部学術
大会（2013 年 10 月 4 日）東京
76）塩田裕也，安田邦彦，原宏明，岩下山連，清水泰輔，田山陽資，朝倉受康，加藤 仁，叶澤孝一，長谷川元，御
手洗哲也 . 管内増殖性病変を伴い急性腎不全を経過した FSGS の一例 . 第 43 回日本腎臓学会東部学術大会（2013
年 10 月 4 日）東京
77）関 紗映子，小暮裕太，朝倉受康，木場藤太，岡田良美，稲村めぐみ，岩永みずき，長谷川元，御手洗哲也 . SLE ルー
プス腎炎に SIADH を合併した一例 . 第 43 回日本腎臓学会東部学術大会（2013 年 10 月 4 日）東京
78）稲村めぐみ，松田昭彦，小川智也，羽田野実，叶澤孝一，加藤 仁，長谷川元，御手洗哲也 . 心臓弁膜症と高度
な動脈硬化症を合併していたが，腹膜透析を 8 年間施行できた一例 . 第 43 回日本腎臓学会東部学術大会（2013
年 10 月 4 日）東京
79）原 宏明，田山陽資，岩下山連，小暮裕太，鬼澤信之，羽田野実，加藤 仁，叶澤孝一，長谷川元，御手洗哲也 .
蛋白尿を契機に診断に至った Fabry 病の一例 . 第 43 回日本腎臓学会東部学術大会（2013 年 10 月 4 日）東京
80）岡崎晋平，朝倉受康，岩下山連，清水泰輔，木場藤太，小暮裕太，加藤 仁，叶澤孝一，松田昭彦，長谷川元，
御手洗哲也 . 前縦隔奇形種を合併した膜性腎症の 1 例 . 第 43 回日本腎臓学会東部学術大会（2013 年 10 月 5 日）
東京
81）小暮裕太，朝倉受康，清水泰輔，岡崎晋平，鬼澤信之，小川智也，松田昭彦，加藤 仁，叶澤孝一，長谷川元，
御手洗哲也 . トシリズマブによる治療を受けていた関節リウマチ患者に合併した膜性増殖性糸球体腎炎の一例 .
第 43 回日本腎臓学会東部学術大会（2013 年 10 月 5 日）東京
82）岡田良美，原宏明，岩下山連，稲村めぐみ，関紗映子，田山陽資，小川智也，加藤 仁，叶澤孝一，長谷川元，
御手洗哲也 . Levoﬂoxacin により肉芽腫性尿細管間質性腎炎を呈した一例 . 第 43 回日本腎臓学会東部学術大会
（2013 年 10 月 5 日）東京
83）牧野祐子，安田邦彦，岩下山連，田山陽資，朝倉受康，叶澤孝一，長谷川元，御手洗哲也 . 多彩な中枢神経症
状を伴い重症低 Na 血症を呈した統合失調症の一例 . 第 603 回関東地方会（2014 年 2 月 8 日）東京
84）稲村めぐみ，河辺哲哉，渡部渉，大野仁司，大澤威一郎，長田久人，本田憲業 . 症例 4 発熱，頭痛，意識障害
の 12 歳女児 . 第 350 回

東京レントゲンカンファレンス（2014 年 2 月 27 日）東京
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85）小川智也，木場藤太，清水泰輔，金山由紀，松田昭彦，御手洗哲也 . バスキュラーアクセスの種類と実際（患
者にわかりやすく説明するために必要なことは？）. 日本医工学治療学会第 29 回学術大会（2013 年 4 月 20 日）
横浜
86）小暮裕太，朝倉受康，叶澤孝一，加藤仁，長谷川元，御手洗哲也 . トシリズマブによる治療中に発症した膜性
増殖性糸球体腎炎の一例 . 第 54 回 埼玉腎臓研究会（2013 年 5 月 18 日）川越
87）高柳佳織，長谷川元，清水泰輔，朝倉受康，田山陽資，岩下山連，五十里彰，林啓太郎，安西尚彦，御手洗哲也 .
糖尿病性腎症における Mg 排泄亢進機序の基礎的検討 . 第 3 回氷川フォーラム（2013 年 5 月 25 日）大宮
88）小 川 智 也 . シ ャ ン ト 機 能 と 心 機 能 の 関 係 を 再 考 す る . Kanazawa Vascular Access Intervention Live
Demonstration（2013 年 6 月 8 日）金沢
89）小川智也，木場藤太，清水泰輔，岡崎晋平，小暮裕太，原田悦子，田邉厚子

，山口由美子，金山由紀，松田昭彦，

長谷川元，御手洗哲也 . カフ型バスキュラーカテーテルを活用した 高齢患者の日帰り血液透析導入を経験して .
第 4 回埼玉アクセス研究会（2013 年 7 月 21 日）大宮
90）鬼形有紀，新井菜美子，菊地弘人，小川智也 . 内シャント設置術直後におけるフローチャートを用いたシャン
ト管理について . 第 17 回日本アクセス研究会学術集会・総会（2013 年 9 月 21 日）川越
91）足立亜由美，瀬尾季余子，原田悦子，田邉厚子，長尾典子，松崎玲子，小川智也，松田昭彦，御手洗哲也 . 医療チー
ムの連携による PD 患者の QOL 向上に向けた取り組み
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研究会学術集会・総会（2013 年 9 月 21 日）川越
92）佐々木菜穂美，瀬尾季余子，伊勢康雄，原田悦子，田邉厚子，木場藤太，清水泰輔，小川智也，松田昭彦，御
手洗哲也 . 長期型留置カテーテルに関する患者の生活の質を考える -KDQOL 質問・オリジナル質問紙を使用して .
第 17 回日本アクセス研究会学術集会・総会（2013 年 9 月 21 日）川越
93）吉田優，奥山正仁，伊勢康雄，原田悦子，田邉厚子，小川智也，松田昭彦，御手洗哲也 . バスキュラーアクセ
ス外来患者の心理精神的側面に関する調査− PRIME-MD（tm）PHQ9 を使用して− 第 17 回日本アクセス研究
会学術集会・総会（2013 年 9 月 21 日）川越
94）山口由美子，金山由紀，小川智也，添田祐輔，秋山貴弘，落合重夫，永峯大輔，伊佐祐也，本島智子，佐々木裕介，
森田高志，木場藤太，清水泰輔，松田昭彦，御手洗哲也 . 心拍出量計 NICaS2004Slim と上腕動脈血流量との相
関について . 第 17 回日本アクセス研究会学術集会・総会（2013 年 9 月 21 日）川越
95）伊佐裕也，落合重夫，小川智也，添田祐輔，永峯大輔，本島智子，佐々木裕介，山口由美子，金山由紀，田邉厚子，
小暮裕太，木場藤太，清水泰輔，松田昭彦，御手洗哲也 . 先端形状の違いによる短期留置型ダブルルーメンカテー
テルの評価について . 第 17 回日本アクセス研究会学術集会・総会（2013 年 9 月 22 日）川越
96）関典江，佐々木菜穂美，伊勢康雄，原田悦子，田邉厚子，永峯大輔，本島智子，山口由美子，金山由紀，木場
藤太，清水泰輔，小川智也，松田昭彦，御手洗哲也 . 在宅血液透析患者へ介助者と連携した自己穿刺への支援 .
第 17 回日本アクセス研究会学術集会・総会（2013 年 9 月 22 日）川越
97）原宏明，矢久保修嗣，奥平智之 . サイコネフロロジーにおける漢方医学的アプローチの有用性 . 第 10 回埼玉サ
イコネフロロジー研究会（2013 年 10 月 10 日）さいたま
98）横田潔，小川智也，荒井博之，澤木敬登，清水さつき，山口敦子，田中

聡，星

薫良，加藤初彦，岩永みずき，

佐藤顕三 . On-line HDF 施行における当院の取り組み . 第 19 回日本 HDF 研究会（2013 年 10 月 26 日）東京
99）佐々木裕介，金山由紀，山口由美子，添田祐輔，落合重夫，永峯大輔，伊佐祐也，本島智子，森田高志，原田悦子，
田邉厚子，清水泰輔，木場藤太，小川智也，松田昭彦，御手洗哲也 . 明日から実践！よくわかる on-line HDF
〜 on-line HDF はどんな治療法？〜 第 19 回日本 HDF 研究会（2013 年 10 月 26 日）東京
100）永峯大輔，金山由紀，小川智也，添田祐輔，秋山貴弘，落合重夫，伊佐祐也，本島智子，佐々木裕介，山口由
美子，森田高志，原田悦子，田邉厚子，小暮裕太，木場藤太，清水泰輔，松田昭彦，御手洗哲也 . LDL アフェレシ
ス（LDL-A）施行による慢性血液透析（HD）への影響の検討 . 第 34 回日本アフェレシス学会学術大会（2013 年
11 月 1 日）軽井沢
101）清水泰輔，松田昭彦，小川智也，木場藤太，小暮裕太，御手洗哲也，落合重夫，添田祐輔，伊佐祐也，永峰大輔，
山口由美子，
金山由紀 . 単純血漿交換療法時の低マグネシウム血症 . 第 34 回日本アフェレシス学会学術大会（2013
年 11 月 2 日）軽井沢
102）五十里 彰，真田あゆみ，利根川千恵，木村 徹，長谷川元，山口賢彦，山崎泰広，菅谷純子 . Syntaxin-8 によ
る細胞間マグネシウムチャネル claudin-16 のトラフィッキング調節 . 第 35 回生体膜と薬物の相互作用シンポジウ
ム（2013 年 11 月 21 日）東京
103）秋山貴弘，添田祐輔，永峯大輔，伊佐祐也，小島達也，落合重夫，本島智子，佐々木裕介，山口由美子，金山由紀，
森田高志，原田悦子，田邉厚子，小川智也，松田昭彦，御手洗哲也 . 当院血液浄化部門におけるインシデントの解析 .
第 42 回埼玉透析医学会（2013 年 12 月 1 日）大宮
104）叶澤孝一，岡田良美，塩田裕也，佐藤紗映子，安田邦彦，岡崎晋平，羽田野実，岩下山連，朝倉受康，加藤仁，
長谷川元，御手洗哲也 . 当院における診察室血圧と家庭血圧に与えるオルメサルタンメドキソミルの評価 . 第 54
回埼玉県高血圧研究会（2013 年 12 月 14 日）さいたま
105）小暮裕太，小川智也，木場藤太，清水泰輔，岩下山連，岡崎晋平，松田昭彦，長谷川元，御手洗哲也 . 頻回の
PTA 施行症例に関する検討 . 第 19 回 バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会（2014 年 3 月 1 日）
東京
106）小川智也，小暮裕太，木場藤太，清水泰輔，松田昭彦，長谷川元，御手洗哲也 . 経皮的血栓除去法の適応と限
界 昨今の経皮的血栓除去デバイスを考える . 第 19 回 バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会（2014
年 3 月 1 日）東京
107）原宏明，矢久保修嗣，奥平智之 . 透析患者の動悸と食思不振に漢方治療が奏功した 1 例 . 第 50 回日本東洋心
身医学研究会（2014 年 3 月 1 日）東京
108）岡崎晋平，長谷川元，岩下山連，御手洗哲也 . 当科にて腎生検を施行した妊娠高血圧腎症および HELLP 症候
群患者の長期予後 . 第 24 回腎と妊娠研究会（2014 年 3 月 1 日）川越
109）原宏明，矢久保修嗣，奥平智之 . 透析導入患者の動悸に対する漢方医学的アプローチ . 第 11 回埼玉サイコネ
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フロロジー研究会（2014 年 3 月 6 日）さいたま
110）落合重夫，伊佐祐也，小川智也，添田祐輔，秋山貴弘，小島達也，佐々木裕介，金山由紀，森田高志，木場藤太，
清水泰輔，松田昭彦，御手洗哲也 . 急性肝不全患者に対して前希釈 on-line HDF 療法を施行した一例 . 第 29 回ハイ
パフォーマンスメンブレン研究会（2014 年 3 月 9 日）東京
他，講演 27 編
【総数：論文・著作：23 編，学会・研究会発表：87 編】
6-2．獲得研究費
①厚生労働省科学研究費：
（分担研究者・御手洗哲也）：腎疾患重症化予防のための戦略研究」（研究代表者：筑波
大学大学院教授・山縣邦弘）
②治験受託費：
「常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）に対するトルハ ? フ ? タンの長期安全性及ひ ? 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
1）HONEST study: Home blood pressure measurement with Olmesartan Naive patients to Establish Standard
Target blood pressure Study（オルメテック特定使用成績調査）
2）V-GOLD study（エクア特定使用成績調査）
3）ミルセラ注長期使用に関する特定使用成績調査
4）MIRACLE-CKD（保存期 CKD 患者の腎予後に関する特定使用成績調査）
5）リプレガル特定使用成績調査（長期使用に関する調査）#P-661
6）リツキサン特定使用成績調査（調査対象

ヴェゲナ肉芽腫症

顕微鏡的多発血管炎）

④ J-DOPPS 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
6-4．特許，実用新案
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）
（1）主催研究会，学会
第 17 回腎間質障害研究会（会長：御手洗哲也，2013 年 9 月 14 日

東京）

第 2 回高齢者ネフローゼ治療研究会（会長：御手洗哲也，2013 年 9 月 21 日
第 3 回氷川フォーラム（代表幹事：長谷川元，2013 年 5 月 22 日

東京）

第 4 回氷川フォーラム（代表幹事：長谷川元，2013 年 11 月 20 日

さいたま市）
さいたま市）

第 8 回腎血管カテーテル治療研究会（代表世話人：長谷川元，2013 年 4 月 24 日
第 9 回腎血管カテーテル治療研究会（代表世話人：長谷川元，2013 年 10 月 9 日
第 8 回トランスポーター研究会（医学系幹事：長谷川元，2013 年 6 月 15-16 日

さいたま市）
さいたま市）
熊本市）

第 24 回腎と妊娠研究会（理事：長谷川元，2014 年 3 月 1 日，川越市）
第 54 回埼玉腎臓研究会（代表幹事：御手洗哲也，2013 年 5 月

川越市）

第 55 回埼玉腎臓研究会（代表幹事：御手洗哲也，2013 年 11 月 16 日
第 36 回関東腎研究会（代表幹事：御手洗哲也，2013 年 6 月 15 日

川越市）

東京）

第 37 回関東腎研究会（運営幹事：長谷川元，2014 年 1 月 18 日

東京）

第 23 回埼玉体液カンファレンス（世話人：長谷川元，2013 年 7 月 13 日

さいたま市）

第 24 回埼玉体液カンファレンス（世話人：長谷川元，2013 年 7 月 19 日

さいたま市）

第 7 回日常診療と電解質研究会（世話人：長谷川元，2013 年 10 月 16 日

さいたま市）

第 10 回腎心脳連関の会（世話人：長谷川元，2013 年 7 月 29 日

川越市）

第 11 回腎心脳連関の会（世話人：長谷川元，2014 年 1 月 27 日

川越市）

第 25 回日本腎性骨症研究会（幹事：加藤
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第 32 回腎と骨代謝研究会（幹事：加藤

仁，2013 年 10 月 19 日

東京）

第 28 回 ROD-21 研究会（監事：加藤

仁，2013 年 9 月 7 日

大阪）

第 29 回 ROD-21 研究会（監事：加藤

仁，2013 年 9 月 7 日

徳島市）

第 17 回臨床骨代謝フォーラム（幹事：加藤
第 17 回 BMC 研究会（幹事：加藤

仁，2013 年 6 月 22 日

仁，2013 年 11 月 8 日

川越）

第 2 回埼玉甲状腺研究会（世話人：加藤

仁

2013 年 6 月 4 日

第 3 回埼玉甲状腺研究会（世話人：加藤

仁

2013 年 12 月 3 日

彩の国骨フォーラム

幹事：加藤

東京）

川越市）
川越市）

仁

第 5 回彩の国骨フォーラム（幹事：加藤

仁，2013 年 6 月 21 日

毛呂山町）

第 6 回彩の国骨フォーラム（幹事：加藤

仁，2014 年 1 月 31 日

毛呂山町）

第 20 回埼玉腎臓病若手研究会（代表幹事：加藤
第 7 回埼玉 AGIG 研究会（幹事：加藤

仁，2013 年 9 月 28 日

仁，2014 年 2 月 28 日

さいたま市）

川越市）

第 21 回埼玉副甲状腺研究会（幹事：加藤

仁，2013 年 7 月 12 日

第 22 回埼玉副甲状腺研究会（幹事：加藤

仁，2014 年 2 月 7 日

川越市）
川越市）

第 28 回城北腎疾患フォーラム（世話人：松田昭彦，2014 年 3 月 11 日

東京）

第 3 回腎不全連携セミナー（SMC）
（代表幹事：松田昭彦，2014 年 10 月 19 日
第 14 回埼玉南西部透析研究会（世話人：松田昭彦，2013 年 11 月 9 日
第 7 回彩の国腎移植フォーラム（世話人：松田昭彦，2013 年 11 月 28 日
第 10 回埼玉サイコネフロロジー（世話人：松田昭彦，小川智也

川越市）

川越市）
さいたま市）

2013 年 10 月 10 日

第 11 回埼玉サイコネフロロジー（世話人：松田昭彦，小川智也，2014 年 3 月 6 日
第 42 回埼玉透析医学会（幹事：松田昭彦，2013 年 12 月 1 日

さいたま市）

さいたま市）

さいたま市）

第 17 回日本アクセス研究会学術集会総会（会長：小川智也）2013 年 9 月 21 日 22 日 川越
第 4 回埼玉アクセス研究会（事務局長：小川智也）2013 年 7 月 21 日

大宮

第 4 回 Meet the Expert in Hypertension （代表：叶澤孝一） 2013 年 12 月 4 日川越市

7．自己点検・評価
学生，研修医，後期レジデントへの教育では概ね目標は達成されており，教室員の教育参加への意欲，学生・研修
医からの評価も良好である．今後は研修医教育体制を充実させ，教育の質のさらなる向上に取り組んでいく．
研究は大学の教室として必要要件であり，また良き臨床医の育成にとっても必須と考えている．基礎研究にも複数
の教室員が積極的に取り組み，また国内研究機関との共同研究も行っている．臨床研究では県内の多施設共同臨床試
験の提案と実施，全国レベルでの臨床試験や学会主導の臨床検討にも数多く参加している．こうした取り組みは原著
論文発表として成果を挙げつつあるが，更に競争的研究資金獲得へ向けた努力を重ねていく方針である．
診療面では，腎炎ネフローゼ，水電解質代謝異常，血圧異常，内分泌代謝異常，骨代謝異常，急性慢性腎不全や各
種血液浄化療法，腎移植医療に加え内シャント手術，腹膜透析関連手術やカテーテルインターベンションなど，教室
員の専門領域が多岐にわたっている特性を生かし，総合腎疾患専門医療機関として県内外の広範囲からの診療依頼に
応え，診療実績を挙げている．今後は臨床工学技士，看護師，薬剤師，栄養士等との多職種医療連携 IPW を更に積
極的に推進し，また教室員の施設外研修機会を増やしていくことなどを通じ，年々増大する需要に応え，医療の質的
向上を図れるよう努力を継続していく方針である．
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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
持木彫人（MOCHIKI, Erito）
：教授：副診療科長：教育主任：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
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
石橋敬一郎（ISHIBASHI, Keiichiro）
：准教授：：副診療科長：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
熊谷洋一（KUMAGAI, Youichi）
：准教授：病棟医長：大学院教員（大学院）：消化器外科（特に食道外科）：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
馬場裕之（BABA, Hiroyuki）
：講師：外来医長：大学院教員（大学院）：消化器外科（外科代謝栄養，癌化学療法，
消化器内視鏡）
：博士
福地

稔（FUKUCHI, Minoru）
：講師：研究主任：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

傍島

潤：助教，桑原公亀：助教，石畝

亨：助教，松澤岳晃：助教，幡野

哲：助教，鈴木興秀：助教：大学院

生，今泉英子：助教：大学院生，渡辺雄一郎：助教，小野澤寿志：助教，田島雄介：助教，近範
田将：助教，牟田

泰：助教，久保

優：助教，村田知洋：助教，柴田和恵：助教．

非常勤講師 22 名，非常勤医師 2 名．

2．教育
主に医学部 5 年生の各グループに対して 2 週間の bedside learning（BSL）を行っている．また，clinical clerkship
に基づいて学生が，医療チームの一員として，より自覚をもって参加できる 4 週間の臨床実習も行っている．
卒前教育
2-1．目的
診療にあたっている消化管・一般外科疾患（食道癌，胃癌，大腸癌，炎症性腸疾患，腹部外傷，急性虫垂炎，鼠径
ヘルニアなど）の患者を受け持ち，その病態を理解したうえで手術および周術期管理について学ぶこと．
目標
1）外科的処置の適応を判断し，リスク評価ができる．
2）外科の基本的診療手技を実施できる．
3）基本的な術前術後管理ができる．
2-2．教育内容
BSL 期間中，学生は病棟診療チームの一員となり朝 8 時 30 分からの病棟チーム回診から診療終了時刻まで担当医
と行動をともにして，
病歴聴取，
診察，
検査，
手術
（術前準備から術後管理），診療記録の記載や電子カルテの使用法，
チー
ム医療のあり方などを指導した．月曜日朝と水曜日の朝夕のカンファレンス（術前・術後カンファレンス，Clinical
Conference，抄読会）
，水曜日の科長回診にも参加し，消化管・一般外科疾患の病態，診断，治療に関する知識を深めた．
クルズスは 2 回で，外科総論および消化器・一般外科の知識を確認する問題形式のレポートの解説，手術に参加す
る前に解剖学的事項を確認と糸結び講習を行っている．
2-3．達成度
2 週間にわたり病棟チームの一員として行動することにより，外科医の一日を連日体験することで，当該領域への
理解も深まっているものと考えられる．
2-4．自己評価と次年度計画
今後の実習内容改善の目的で BSL 最終日に実際に学生から感想を聞く時間を設け，またアンケートを行っている．
当科の実習に対する学生からの反響やアンケート結果はある程度満足のいく結果である．
卒後教育
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前期研修医が選択で，1 ヶ月単位で当科で研修を行っている．
2-1．目的
医師として，当科で診療にあたっている消化管・一般外科疾患（食道癌，胃癌，大腸癌，炎症性腸疾患，腹部外傷，
急性虫垂炎，鼠径ヘルニアなど）の患者の受け持ちグループの一員として，その病態を理解した上で手術，周術期管
理について学ぶこと．
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．
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．遺伝性大腸癌（家族性大腸腺腫症及びリンチ症候群）の遺伝子変異と表在型
との関連について解析している．

3．研究
3-1．目的・目標
消化管疾患の発生，病態，治療の研究および開発．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
上部消化管グループ，下部消化管グループ，腫瘍学グループ，鏡視下手術グループ，外科感染症グループ，外科栄
養学グループ，臨床解剖学グループ．
3-3．研究内容と達成度
1．大腸癌の予後予測因子（臨床病理学的因子）の解明．
2．進行・再発大腸癌の各種化学療法と臨床的効果予測因子との関係（一部で K-ras 遺伝子解析を含む）．
3．大腸癌肝転移の肝所属リンパ節転移が予後に与える影響．
4．大腸癌における新規癌関連遺伝子の網羅的解析．
5．大腸癌化学療法の効果予測因子の研究．
6．遺伝性大腸癌（リンチ症候群，家族性大腸腺腫症など）の臨床病理学的検討．
7．胃癌の予後予測因子の解明．
8．食道癌術後合併症のリスク因子の解明．
9．食道癌に対する治療法別の予後解析．
10．食道癌に対する拡大内視鏡の有用性．
11．高齢者消化器癌手術における適切な術式選択とその妥当性の評価．
12．消化器外科領域の腹腔鏡手術の低侵襲性とその評価と新たな手術手技，器具の開発．
13．穿孔性腹膜炎の予後予測因子の検討．
14．消化管穿孔症例に対するエンドトキシン吸着療法の有効性とその適応の検討．
15．消化管手術の周術期感染予防とその対策における研究．
16．稀な腫瘍（小腸癌，後腹膜腫瘍）の臨床病理学的検討と治療成績．
17．鼠径ヘルニア術式の選択と再発・合併症の検討．
18．家族性大腸腺腫症・潰瘍性大腸炎に対する大腸全摘術の工夫と成績．
19．胃切除・直腸切除におけるドレーン留置の必要性．
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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．
26．内痔核に対する ALTA 療法の治療成績の検討 .
27．直腸癌リンパ節診断に関する後方視的研究 .
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

編集委員（石田）

日本家族性腫瘍学会誌

副編集委員長（石田）

日本外科系連合学会誌

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 Hatano S, Ishida H, Ishibashi K, Kumamoto K, Haga N, Miura I.
Identiﬁcation of risk factors for recurrence in high-risk stage II colon cancer.
Int Surg 98:114-121,2013
② Ishida H, Kumamoto K, Ishibashi K, Hatano S, Matsuzawa T, Okada N, Kumagai Y, Baba H, Haga N.
Should isolated peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer be sub-classified into stage IVB in era of
modern chemotherapy?.
Tech Coloproctol 17:647-652,2013
③ Kumamoto K, Ishibashi K, Okada N, Tajima Y, Kuwabara K, Kumagai Y, Baba H, Haga N, Ishida H.
Polymorphisms of GSTP1, ERCC2 and TS-3'UTR are associated with the clinical outcome of mFOLFOX6 in
colorectal cancer patients.
Oncol Lett 6:648-654,2013
④ Ishida H, Kumamoto K, Amano K, Ishibashi K, Iwama T, Higashi M, Tamaru J.
Identiﬁcation of APC gene mutations in jejunal carcinomas from a patient with familial adenomatous polyposis.
Jpn J Clin Oncol 43:929-934,2013
⑤ Fukuchi M, Ishibashi K, Tajima Y, Okada N, Yokoyama M, Chika N, Hatano S, Matsuzawa T, Kumamoto K,
Kumagai Y, Baba H, Mochiki E, Ishida H.
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Oxaliplatin-based chemotherapy in patients aged 75 years or older with metastatic colorectal cancer.
Anticancer Res 33:4627-4630,2013
⑥ Fukuchi M, Kuwabara K, Tsuji Y, Baba H, Ishibashi K, Chika N, Hatano S, Matsuzawa T, Kumamoto K, Kumagai Y,
Mochiki E, Ishida H.
C-reactive protein is a negative independent factor in patients with stage IV colorectal cancer undergoing
oxaliplatin-based chemotherapy.
Anticancer Res 33:5051-5056,2013
⑦ Ishibashi K, Ishida H, Kuwabara K, Ohsawa T, Okada N, Yokoyama M, Kumamoto K.
Short-term intravenous antimicrobial prophylaxis for elective rectal cancer surgery: results of a prospective
randomized non-inferiority trial.
Surg Today 44:716-722,2013
⑧ Baba H, Kuwabara K, Ishiguro T, Hatano S, Matsuzawa T, Fukuchi M, Kumagai Y, Ishibashi K, Mochiki E, Ishida H.
C-reactive protein as a signiﬁcant prognostic factor for stageIV gastric cancer patients.
Anticancer Res 33:5591-5596,2013
⑨ Kumagai Y, Ishiguro T, Haga N, Kuwabara K, Kawano T, Ishida H.
Hemodynamics of the reconstructed gastric tube during esophagectomy: Assessment of outcomes with
indocyanine green ﬂuorescence.
World J Surg 38:138-143,2014
⑩ Kumagai Y, Ishiguro T, Kuwabara K, Sobajima J, Fukuchi M, Ishibashi K, Baba H, Mochiki E, Aida J, Takemoto A,
Kawano T, Takubo K, Ishida H.
Primary mucoepidermoid carcinoma of the esophagus:review of the literature.
Esophagus 11:81-88,2014
【総数：論文 37 件，学会発表 120 件，講演 28 件】
6-2．獲得研究費
該当なし．
6-3．受賞
平成 25 年度日本外科系連合学会奨励賞（傍島）
6-4．特許，実用新案
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
（肝胆膵外科部門）
別宮好文（Beck, Yoshifumi）
：教授：運営責任者，診療科長：指導教員（大学院）：肝胆膵外科：博士
小澤文明（OZAWA, Fumiaki）
：講師：副診療科長，研究主任，外来医長：大学院教員（大学院）
：肝胆膵外科：博士
牧

章（MAKI, Akira）
：講師：病棟・研修医長：大学院教員（大学院）：肝胆膵外科：博士

助教：小山

要，佐藤彰一，駒込昌彦，二宮理貴，三井哲弥

後期研修医：小暮亮太
シニアレジデント：秋吉
非常勤講師 : 東

慧，遠藤裕平，田辺友暁，坂井貴志，福田宏倫

皓雄，帯津良一，坂本裕彦，坂本昌義，篠原一彦，石田隆志

（小児外科部門）
小高明雄（ODAKA, Akio）
：准教授：診療科長，教育主任，外来医長：指導教員（大学院）：小児外科：博士
井上成一朗（INOUE, Seiichiro）
：講師：病棟・研修医長：大学院教員（大学院）：小児外科：博士
シニアレジデント：牟田裕紀
非常勤講師 : 千葉敏雄，川嶋

寛，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
は別宮好文，小澤文明，牧

章で，小児外科では小高明雄，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．また，毎週木曜日の午後 5
時より術前術後の検討会を開催している．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
て発展させてきた．肝胆膵外科では今年度より別宮好文教授の指導の下，新しいクルズスも開始され，卒前卒後教育
はさらに充実した内容になった．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．来年度も肝胆膵外科，
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（別宮好文，小澤文明，牧

章，佐藤彰一，駒込昌彦，二宮理貴，小暮亮太）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肝胆膵外科における安全な肝切除，膵切除の確立
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②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
③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
④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
⑤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．
3-4．自己評価と次年度計画
肝胆膵外科では，今年度より別宮好文教授が就任して，これまで築いてきた研究を継続しつつ，新しい研究も開始
することができた．小児外科では，研究室を充実させて，新たに開始した研究もあった．来年度は，研究内容をさら
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）
今年度からは肝胆膵外科に別宮好文教授が就任して，これまでの肝胆膵領域の高難度外科手術に加えて移植手術も
開始された．小児外科では総合周産期母子医療センターが増床されたことに伴い，新生児外科の手術症例が増えた．
来年度も肝胆膵外科グループと小児外科グループが互いに協力して，正確・丁寧な手術を心掛け，それぞれが得意と
する領域の治療成績をさらに向上させていきたい．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
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委員長

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Inoue S, Setoyama Y, Odaka A: Doxorubicin treatment induces tumor cell death followed by immunomodulation
in a murine neuroblastoma model. Experimental and therapeutic medicine 2014; 7（3）:703-708.
② Inoue S, Odaka A, Muta Y, Yanagida H, Osada H, Tamura M: Small bowel obstruction associated with torsion of
the vermiform appendix: Case report. Journal of Pediatric Surgery Case Reports 2013; 1:383-385.
③ Akamatsu N, Sugawara Y,

Satou S, Mitsui T, Ninomiya R, Komagome M, Ozawa F, Beck Y: Hemodynamic

changes in the hepatic circulation after the modulation of the splenic circulation in an in vivo human
experimental model. Liver Transpl 2013; 20（1）:116-21.
④小高明雄，井上成一朗，牟田裕紀：食道造影を含む上部消化管造影．周産期医学 2013; 43（増刊）:491-4.
⑤井上成一朗，小高明雄，圀方徹也，川崎秀徳，伊藤加奈子，山名啓司，栗嶋クララ，斎藤

綾，側島久則，田村

正徳：24 週未満に対する戦略，妊娠 24 週未満出生児の gastrointestinal complication of prematurity，外科治療
を要した症例の検討．日本周産期・新生児医学会雑誌 2013; 49（1）:92-4.
⑥駒込昌彦，三井哲弥，的場秀亮，二宮理貴，佐藤彰一，赤松延久，小澤文明，小高明雄，橋本大定：小切開・鏡
視外科手術の有用性，安全と質の追求から，単孔式腹腔鏡下胆摘の吊り上げ式の有用性．小切開・鏡視外科学会
雑誌 2013; 4（1）:69-71.
⑦二宮理貴，小澤文明，三井哲弥，駒込昌彦，佐藤彰一，赤松延久，別宮好文，糸山進次：胆管小細胞癌（神経内
分泌癌）の 1 例．癌と化学療法 2013; 40（12）:1765-67.
⑧二宮理貴，赤松延久，橋本大定，三井哲弥，駒込昌彦，佐藤彰一，小澤文明，小高明雄，別宮好文：吊り上げ法
による単孔式腹腔鏡下脾摘術．小切開・鏡視外科学会雑誌 2013; 4（1）:77-80.
【総数：論文 8 件，学会発表 9 件】
6-2．獲得研究費
文部科学省科学研究費
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 50 万円 , 間接経費 15 万円 .
埼玉医科大学学内グラント
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井上成一朗：骨髄由来樹状細胞の腫瘍細胞死貪食を利用した小児神経芽腫の新しい細胞治療の開発．100 万円
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
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．今年度からは別宮
好文教授が就任し，肝胆膵外科グループにとっては大きな転換期を迎え，新しく移植医療を開始させることができた．
小児外科グループでは，総合周産期母子医療センターが増床されたことに伴い，新生児外科の領域で治療成績を伸ば
すことができた．来年度は別宮好文教授の指導の下，教育，研究，診療のいずれにおいても内容を充実させて，新人
の研修医や大学院生の受け入れも実現させたい．

500

臨床医学部門（川越キャンパス）

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
山本瑛介（YAMAMOTO, EISUKE）
：助教
松本春信（MATUMOTO, HARUNOMU）
：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，外科専門医取得後，卒後 8 年をめどに心臓血管外
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，BSL，研修医教育などで，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，閉塞性動脈疾患および腹部大動脈瘤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
5）腹部大動脈瘤に対する低侵襲治療の研究
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，学会などで発表している．
3-4．自己評価と次年度計画
平成 25 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．
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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
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 25 年の年間手術件数は他科との共同治療
も含め 325 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，European Journal of Cardio-Thoracic 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
学会発表
①内側アプローチによる膝窩動脈中央部への血行再建

北岡齊

他

埼玉血管外科懇話会

さいたま

②組織欠損を有する下腿・足部バイパス術における早期・晩期グラフト不全と QOL の関係
心臓血管外科学会

東京

出口順夫

鈴木潤

他

日本血管外科学会

⑤肋間動脈の血栓が塞栓子となり上腸間膜動脈閉塞をきたした Buerger 病の一例
大阪

北岡齊

他

日本静脈学会

倉敷

他

日本血管外科学会

大

川越

2013/5
他

日本血管外科学

北岡齊

他

日本アクセス研究

2013/9

⑧ Campylobacter により急速な増大をきたした感染性腹部大動脈瘤の一例
甲信越地方会

東京

鈴木潤

他

日本血管外科学会関東

2013/11

⑨下肢静脈瘤レーザー治療後の EHIT についての検討

神谷千明

他

日本血管外科学会関東甲信越地方会

2013/1
総数：論文

大阪

神谷千明

2013/6

⑦バスキュラーアクセス作成困難症例にたいする尺側皮静脈転位内シャント作成

0 件，学会発表

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
第 21 回日本血管外科学会関東甲信越地方会（平成 25 年 11 月 9 日，東京）
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2013/5

⑥過去 6 年間の深部静脈血栓症の検討
会

他

2013/5

④悪性腫瘍に合併した再発性動脈血栓症の一例
会

2014/3

2013/2

③下腿・足部バイパス手術困難な重症虚血肢の全身的，局所的要因の検討
阪

出口順夫

東京

血管外科

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．本年は論文発表が乏しかったので，来年は論文発表に力を入れたい．
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2．12）乳腺・内分泌外科
１．構成員
大西

清（ONISHI, Kiyoshi）准教授：運営責任者，診療科長，教育主任，研究主任：指導教員（大学院）
：乳腺内分泌：
医学博士

石田文孝（ISHIDA, Fumitaka）
：助教：外来・研修医長，研究副主任，教育員：乳腺内
分泌：医学博士
中井麻木（NAKAI, Maki）
：助教：病長医長：乳腺内分泌
大石陽子（OISHI, Youko)：非常勤講師：乳腺外科：医学博士
黒田

一（KURODA, Hajime）
：非常勤講師：病理：医学博士

竹内幾也（KATEUCHI, Ikuya）
：非常勤講師：乳腺甲状腺：医学博士
以下 2．教育，3．研究，4．診療，5．その他，6．業績，7．自己点検・評価については＜掲載辞退＞
自律神経
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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
儀賀理暁（GIKA, Masatoshi）
：准教授：緩和支援室長：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
泉陽太郎（IZUMI, Yotaro）
：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：博士
福田祐樹（FUKUDA, Hiroki）
：助教：病棟医長：博士：大学院教員（大学院）
青木耕平（AOKI, Kohei）
：助教
井上慶明（INOUE, Yoshiaki）
：大学院 2 年生（社会人枠）
杉山亜斗（SUGIYAMA, Ato）
：助教：後期研修医
菊池功次（KIKUCHI, Koji）
：客員教授
山畑

健 （YAMAHATA, Takeshi）
：非常勤講師

2．教育
2-1．目的・目標
真に社会から信頼され必要とされる臨床外科医の育成を目的とし，特に呼吸器外科領域の疾患に精通する医師の育
成に力を注いでいる．また，研究能力を兼ね備えた臨床医の育成も同時に目標としている．
卒前教育では，それまでに学んできた基礎医学や診察技能に関するバラバラの知識を統合し，実際の臨床に結び付
ける能力を養成する目的で，受け持ち患者を通して問題点の発見，分析，基礎的知識との照合，それらを統合しての
問題解決，といった臨床医に必要とされる能力の育成を目標とした実習を行なっている．また，患者および他の医療
スタッフとの信頼関係を構築するための心構えや，患者中心の医療を実践するための患者の立場に立った考え方など
も実際の診療を体験する中で会得できるように配慮している．
卒後教育では，初期研修医には呼吸器外科の診断から治療までの大筋の流れを理解することを目標とし，気管支鏡
検査など呼吸器外科医に不可欠な検査や基本的な切開縫合手技などが行えるように指導している．後期研修から卒後
8 年目までの医師には外科専門医および呼吸器外科専門医の資格の取得を目標として，年次ごとの到達目標を明らか
にし，それを達成するための支援システムを作り，病棟入院患者の受け持ちから手術の助手，手術の執刀までが行え
るよう指導している．
2-2．教育内容
卒前教育では，主に呼吸器外科分野のベッドサイドラーニング（BSL），クリニカルクラークシップ（CC）および
夏期プログラム 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，
泉）
．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：泉）．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，儀賀，泉）
．
夏季プログラムでは 4，5，6 年生向けに胸部 X 線読影および気管支鏡検査や手術の見学など呼吸器外科への興味を
醸成するプログラムを企画した（担当者：中山）．
卒後教育では，初期研修医には研修プログラムに沿い，呼吸器外科疾患の診断と病態の評価の実践および基本手技
の習得の指導を行っている（担当者：儀賀）
．後期研修から 8 年目までの医師を対象に，関連他施設での研修も含め，
外科診断，手術手技，周術期管理など呼吸器外科に必要な臨床能力が身につくように教育し，外科専門医および呼吸
器外科専門医の資格を取得することができるように指導している（担当者：中山）．
学位取得を希望する医師には大学院進学も含め取得に向けた指導を行っている（担当者：中山）．
2-3．達成度
卒前教育の BSL は，1 週間で術前診断，手術，術後管理に関する見学型実習が行なわれ，クルズスも含めて概ね予
定通りの目標を達成できた．5 年生の CC には 1 月，2 月に各 2 名が実習に参加して，呼吸器外科患者 1 〜 2 名を受
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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 3 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，井上助教が外科専門医の資格を取得した．また，青木助教が学位取得に向けた研究を開始し，後期
研修医の杉山助教が外科専門医取得に向けた研修を開始した．
大学院教育では，井上助教が学位取得に向けた研究を継続し，成果を学会発表し，論文発表の準備を行っている．
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，井上助教が外科専門医の資格を取得した．次年度は，井
上助教が学位取得に向けた研究を継続し成果を発表しながら論文作成を行い，同時に呼吸器外科専門医に向けた研修
を継続する予定である．また，青木助教が学位取得に向けた研究を継続し，成果の発表，論文作成を行い，後期研修
医の杉山助教が外科専門医取得に向けた研修を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）
2．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，泉）
3．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，泉）
4．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，泉）
5．キセノン吸入および造影剤投与後の 2 重エネルギー CT を用いた肺切除術前後における肺形態ならびに肺換気
血流比率の評価（青木，泉，中山）
6．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，泉）
7．18F-FDG PET 検査から算出した metabolic tumor volume と現状の肺癌予後予測因子との相関を見る後方視的
検討（泉，中山）
8．非小細胞肺癌完全切除例に対する TS-1 術後補助化学療法の通常投与法（2 週投与 1 週休薬）および隔日投与
法のランダム化第Ⅱ相試験（中山，泉）
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，帝京大学と共同で，Ⅰ , Ⅱ期肺癌の術後化学療法の有用性を検討．
データを解析して結果を 2013 年 5 月の American Society of Clinical Oncology Annual Meeting で発表した．また，
Journal of Thoracic Oncology に論文を投稿した．
2．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，学会発表が終了し，論文作成中である．
3．非小細胞肺癌完全切除に対する TS-1 術後補助化学療法の感受性規定因子
慶應義塾大学病院呼吸器外科と共同で，Ⅰ , Ⅱ期肺癌の TS-1 術後化学療法の有用性を検討．現在症例集積は終
了し，予後観察およびデータ解析を継続中である．
4．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，泉）
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．
研究成果が論文として Japanese Journal of Radiology に掲載された．
5．キセノン吸入および造影剤投与後の 2 重エネルギー CT を用いた肺切除術前後における肺形態ならびに肺換気
血流比率の評価（青木，泉，中山）
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当院放射線科本田教授のグループとの共同研究で，非放射性キセノン吸入および造影剤投与後の 2 重エネルギー
CT を用いた肺切除術前後における肺形態ならびに肺換気血流比率を評価し，肺葉切除術後の呼吸機能予測への
応用を検討する．
現在症例を集積中である．
6．高齢者（75 歳以上）の病理病期Ⅱ - Ⅲ期非小細胞肺癌完全切除例に対するカルボプラチン /TS-1 による術後補
助化学療法の Feasibility Study（中山，泉）
帝京大学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．
7．18F-FDG PET 検査から算出した metabolic tumor volume と現状の肺癌予後予測因子との相関を見る後方視的
検討（泉，中山）
所沢 PET 画像診断クリニックとの共同研究．現在データの解析中である．
8．非小細胞肺癌完全切除例に対する TS-1 術後補助化学療法の通常投与法（2 週投与 1 週休薬）および隔日投与
法のランダム化第Ⅱ相試験（中山，泉）
慶應義塾大学，帝京大学と共同で，非小細胞肺癌完全切除例に対する TS-1 術後補助化学療法の至適投与法につ
いて検討．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 2013 年 5
月の American Society of Clinical Oncology Annual Meeting で発表し，Journal of Thoracic Oncology に論文を投稿
した．テーマ 2 は症例の集積，解析，学会発表が終了し，論文作成中である．テーマ 4 は研究成果が論文として
Japanese Journal of Radiology に掲載された．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 5，6，8 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．また，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）200 例で，主な疾患では原発性肺癌 95 例，自然気胸 45 例，転移性肺
腫瘍 21 例，縦隔腫瘍 13 例，胸膜腫瘍 4 例，炎症性肺腫瘤 3 例，肺良性腫瘍 3 例，膿胸・縦隔膿瘍 3 例，胸壁腫瘍
2 例，肺動静脈瘻 2 例，結核性気管気管支狭窄 2 例，肺嚢胞症 2 例，肺動脈血管肉腫 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 − 2008）の 5 年生存率は，ⅠＡ 90％，ⅠＢ 70％，ⅡＡ 82％，ⅡＢ 55％，ⅢＡ 44％，ⅢＢ 33％である．
なお，外科的治療の適応がない進行肺癌症例に対しては，化学療法，放射線治療を中心とした集学的治療を積極的に
行い，支持療法，緩和医療も取り入れて，肺癌患者の予後延長，および，QOL の改善，維持に寄与している．
呼吸器外科の手術症例数は徐々に増加し，治療成績の面でも良好な結果を収めている．次年度以降も継続して安全
で質の高い診療を行ない，手術症例数の更なる増加を目指す所存である．
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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 Hisami Yanagita・Norinari Honda・Mitsuo Nakayama・Wataru Wadanabe・Yuji Shimizu・Hisato Osada・Kei
Nakada・Takemichi Okada・Hitoshi Ohno・Takeo Takahashi・Katharina Otani
Prediction of postoperative pulmonary function：preliminary comparison of single-breath dual-energy xenon
CT with three conventional methods
Japanese Journal of Radiology；Volume 31，Number6：378-385

2013 年 6 月

②青木耕平・澤藤誠・神山育男・江口圭介・大森泰・成松芳明
特発性線性縦隔炎による上大静脈症候群に合併した Downhill esophageal varices の一例
日本呼吸器外科学会雑誌；第 27 巻 5 号：102-109

2013 年 7 月

③ Keisuke Eguchi・Tomohiko Abiko・Makoto Sawafuji・Hirotoshi Horio・Hisanori Hashizume・Mitsuo
Nakayama・Ryoichi Kato・Masafumi Kawamura
Intratumoral gene expression of 5-ﬂuorouracil pharmacokinetics related enzymes in stage I and II non-small cell
lung cancer patients treated with uracil-tegaful after surgery
2013 American Society of Clinical Oncology ANNUAL MEETING 2013 年 6 月
④福田祐樹・井上慶明・青木耕平・儀賀理暁・江口圭介・中山光男
呼吸器外科における吸収性縫合糸を用いた胸骨閉鎖法（第二報）
第 113 回日本外科学会定期学術集会

2013 年 4 月

⑤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 回換気法 CT 換気図による COPD 合併肺癌患者の肺切除術後呼吸機能予測
第 30 回日本呼吸器外科学会

2013 年 5 月

⑥江口圭介・井上慶明・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・中山光男
Ⅰ期原発性非小細胞肺癌術後再発例の検討
第 30 回日本呼吸器外科学会 2013 年 5 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
肺アスペルギローマ術後のアスペルギルス膿胸に対し開窓術後に胸郭成形と前鋸筋弁充填術を施行した 1 例
第 30 回日本呼吸器外科学会

2013 年 5 月

⑧井上慶明・杉山亜斗・青木耕平・福田祐樹・泉陽太郎・儀賀理暁・中山光男
高速シークエンサーを用いた非小細胞肺癌遺伝子変異臨床検査システムの確立と実用化
第 51 回日本癌治療学会学術集会

2013 年 10 月

⑨中山光男・儀賀理暁・泉陽太郎・福田祐樹・青木耕平・井上慶明・杉山亜斗
非腫瘍性咽頭・気管狭窄の病態と治療
第 65 回日本気管食道科学会総会

2013 年 10 月

⑩杉山亜斗・井上慶明・青木耕平・福田祐樹・儀賀理暁・泉

陽太郎・中山光男

原発性肺癌による癌性心膜炎に対するシスプラチン心嚢内投与の有用性の検討
第 54 回日本肺癌学会総会
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【総数：論文

5 件，学会発表

24 件，講演

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
2013 年 12 月 7 日

第 147 回日本呼吸器内視鏡学会関東支部会

開催（東京）

7．自己点検・評価
1997 年 4 月に診療を開始してから 17 年間，2008 年 8 月に中山が教授に就任してから 6 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．昨年度末に江口講師が退職し，4 月に杉山亜斗医
師が後期研修医として入局した．また，儀賀講師が本年 3 月に緩和医療担当の准教授に昇格し，緩和医療推進室長
を拝命した．さらに，昨年 10 月から非常勤医師として勤務していた泉医師が 6 月に講師として採用されたため，医
局の構成員は中山教授，儀賀准教授，泉講師，福田助教，青木助教，井上助教（大学院生），杉山助教（後期研修医）
の 7 名となった．
診療に関しては呼吸器外科の手術症例数は徐々に増加し，治療成績の面でも良好な結果を収めており，地域医療の
中核病院として患者中心の安全で質の高い診療が行なわれていると考えている．特に気管気管支疾患では，全国有
数の専門施設として埼玉県内はもちろん近隣都県からも患者が紹介され，気管気管支再建手術，YAG レーザー治療，
ステント治療など数多くの治療を行っている．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：心臓血管外科全般：
博士
山火秀明（YAMABI, Hideaki）：講師：教育主任：大学院教員：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，25 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）
手術症例数の減少以外，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
General Thoracic and Cardiovascular Surgery
日本心臓血管外科学会雑誌
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今中和人，許

俊鋭

非心臓手術における心疾患の評価と管理―ガイドラインの信頼性

呼吸と循環 2013; 61

（2）: 172-8
学会発表
6-2．獲得研究費
該当無
6-3．受賞
該当無
6-4．特許
該当無
6-5．学会・研究会等の開催実績
該当無

7．自己点検・評価
人員の少ない中，緊急，重症症例も受け入れ，許容しうる成績を挙げた．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．学術面が課題である．
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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
星川淳人（HOSHIKAWA,Astuto）
：講師：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）
〔助教〕
：中曽根功（NAKASONE, Isao）
，島田憲明（SHIMADA, Noriaki），三浦亮（MIURA,Makoto）
小林陽介
（KOBAYASHI, Yousuke）
，
佐々木有記
（SASAKI, Yuuki）
，
増田隆三
（MASUDA, Ryuzou）
，
高村一豊
（TAKAMURA,
Kazutoyo）
，白木克彦（SHIRAKI, katuhiko）
，松本理沙（MATUMOTO, Risa），金澤貴仁（KANAZAWA, Takahito）
，
武井良太（TAKEI, Ryota）
〔非常勤講師〕
：君塚葵（KIMIDUKA, Mamori），関谷繁樹（SEKIYA, Shigeki），石上浩庸（ISHIGAMI, Hironobu）
，
井上純一（INOUE, Junichi）
，本強矢隆生（MOTOSUNEYA, Takao），中尾祐介（NAKAO, Yusuke），加藤直樹（KATO,
Naoki）山田博信（YAMADA, Hironobu）
〔非常勤医員〕: 山本邦彦（YAMAMOTO, Kunihiko），小島純一（KOJIMA, Junichi），塩谷操（SHIOYA, Misao）
，笹
尾 は な（SASAO, Hana）
， 野 沢 有 二（NOZAWA, Yuji）， 亀 田 進 吾（KAMEDA, Shingo）， 吉 澤 貴 弘（YOSHIZAWA,
Takahiro）
，溝部弘敬（MIZOBE, Hirotaka）
，林一誠（HAYASHI, Kazumasa），黒畑順子（KUROHATA, Junko）
，高
瀬千衣子（TAKASE, Chieko）
，
酒枝和俊（SAKAEDA, Kazutoshi），田沼優一（TANUMA, Yuichi），野村英介（NOMURA,
Eisuke）
，
林進（HAYASHI,Susumu）
，
物部芳郎（MONOBE,Yoshio），矢鋪素久（YSHIKI, Motohisa），滝沢公章（TAKIZAWA,
Masafumi）

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，島田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）
3-3．研究内容と達成度
上記の臨床研究を行った．一部は学会発表および学術論文として発表できた．
3-4．自己評価と次年度計画
それぞれ経時的に行ってきている研究テーマであり，実績として残せたものも多かった．しかし多忙な臨床業務の
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 : 32,383 人，入院患者総数：641 人
手術総数：599 件 :
（膝関節鏡視下手術：79 件，脊椎脊髄手術：152 件，人工関節手術：117 件，肩関節鏡視下手術：50 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
* 肩腱板損傷に対する関節鏡視下修復術
* 外傷一般：骨折に対する観血的整復内固定術など
主な治療成績
膝前十字靭帯再建術

34 例 観察期間

1 年以上

KT1000（30lb）による前方不安定性患健差

平均 19 ヶ月

平均 1.2mm

Modiﬁed Lysholm score 平均 95.6
膝蓋骨反復性脱臼に対する内側膝蓋大腿靭帯再建術
観察期間

平均 15.6 ヶ月

頚椎後縦靭帯骨化症

5例

再脱臼例なし

116 例

観察期間

平均 13 ヶ月

術前 JOA score 平均 10.5 から術後平均 12.9 に改善，改善率 22.8%
頚椎症性脊髄症

109 例

観察期間

平均

30 ヶ月

術前 JOA score 平均 10.4 から術後平均 14.1 に改善，改善率 35.6%
上位頚椎固定術

10 例

観察期間 6 か月以上（平均 46.5 ヶ月）
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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

術後 2 年時評価

平均 38.8 から術後平均 86.3 に改善，改善率 122.4%

鏡視下肩関節脱臼制動術
・先進医療の開発：
・実施治験：

80％

60％

14 例

経過観察期間平均 15．4 ヶ月

再脱臼例なし

なし．

なし．

・限られた人材を十分に活用して診療を行った．診療の質としては整形外科におけるどの分野においても国際的レ
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．
星川：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，国内外のス
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 Naoki Kato, Takahiro Yoshizawa, Hiroya Sakai: Simultaneous modiﬁed Camitz opponensplasty using a pulley at
the radial side of the ﬂexor retinaculum in severe carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Eur. 2013.7
②野村英介，平岡久忠，佐々木有記，塩谷操，酒井宏哉：完全型膝蓋上滑膜ひだによって膝関節腔から隔絶された
膝蓋上 ? に生じた滑膜性骨軟骨腫症の 1 例．関東膝を語る会

Vol.29 No.1 2013

③ Hisatada Hiraoka, Masafumi Takizawa, Misao Shioya, Yuki Sasaki, Hiroya Sakai: Serial Radiographic Evaluation
of Bone Union and Remodeling Progression after Medial Opening Wedge High Tibial Osteotomy using beta-TCP
with 75% Perosity.9th Biennial ISAKOS Congress 2013.5.12-16 Toronto Canada
④丸山徹，山田博信，小林陽介，中尾祐介：特発性側弯症に対する装具療法の有効性．第 42 回日本脊椎脊髄病学
会

2013.4.25 − 27

沖縄

⑤丸山徹，山田博信，小林陽介，中尾祐介，酒井宏哉：特発性側弯症に対する Rigo-Cheneau type 装具の治療成績
− SRS 標準化プロトコルを使用して−．第 86 回日本整形外科学会学術総会

2013.5.23 − 26

広島

⑥平岡久忠，滝沢公章，塩谷操，佐々木有記，酒井宏哉：内側楔状開大式高位脛骨骨切り術後の骨癒合とβ -TCP
のリモデリングについての X 線像および組織像による検討．第 86 回日本整形外科学会学術総会
26
514

広島
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⑦佐々木有記，平岡久忠，塩谷操，酒井宏哉：骨端線が残存する前十字靭帯損傷膝に対して骨端内の骨孔作製にて
再建術を施行した 2 例．第 5 回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

2013.6.20 − 22

札幌

⑧島田憲明，井上純一，松本理沙，酒井宏哉：肩甲関節窩骨内ガングリオンに反復性肩関節脱臼を合併した 1 例．
第 40 回日本肩関節学会

2013.9.27 − 28

京都

⑨松本理沙，佐々木有記，塩谷操，島田憲明，平岡久忠，酒井宏哉：関節内に腫瘤を形成した膝関節滑膜性骨軟骨
腫症の 1 例．第 40 回関東膝を語る会

2013.11.16

東京

⑩金澤貴仁，丸山徹，三浦亮，小林陽介，酒井宏哉：脊髄症状を呈した semi-segmented hemivertebra の 1 例．第
54 回関東整形災害外科学会

2014.3

横浜

【論文：3 件，学会発表：16 件，講演：6 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 4 回埼玉スポーツ医学セミナー（2013 年 7 月 25 日
2．第 9 回小江戸整形外科セミナー（2013 年 7 月 26 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（2013 年 8 月 3 日
4．第 38 回埼玉整形外科フォーラム（2013 年 10 月 3 日
5．第 27 回埼玉脊椎脊髄病研究会（2014 年 3 月 8 日

川越）（酒井）

川越）（酒井）

大宮）（丸山）

6．第 39 回埼玉整形外科フォーラム（2014 年 3 月 13 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．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．診療においては，構成員全員がそれぞれの持ち場で最大限の努力で業務を
行った．その結果，どの分野においても国際的レベルの治療成績を残せた．次年度は診療の質のさらなる向上を目指
すのと同時にさらに多くの患者に質の高い医療を提供することを目標とする．教育と診療に全力を集中した分，研究
については必ずしも十分な実績を残せたとは言えない．次年度は研究の重要性を構成員が再認識し，より多くの業績
を残すことを目標にする．
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2．16）脳神経外科
1．構成員
松居

徹（Toru, Matsui）: 教授 : 運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）：研究主任：頭蓋底外科：良性
脳腫瘍の外科：脳卒中の外科：博士

張

漢秀（Han Soo, Chang）: 教授：診療副科長： 学位論文審査教員（大学院）：外来医長（H23 年 12 月から）
：
教育主任：脳腫瘍：脊椎脊髄疾患：博士

大宅宗一（Soichi, Oya）: 講師：病棟医長 : 研究副主任 : 学位論文審査教員（大学院）：脳血管障害：良性脳腫瘍：
博士
中村

巧（Takumi, Nakamura）: 助教 : 研修担当医長 : 大学院教員（大学院）：医局長

土屋

掌（Tsukasa, Tsuchiya）: 助教：研究員：大学院教員（大学院）

印東雅大（Masahiro, Indo）: 助教：研究員：大学院教員（大学院）
藤澤直顕（Naoaki, Fujisawa）
：助教：研究員：教育副主任
塩出健人（Taketo, shiode）: 助教 （H24 年 8 月から）
小池

司（Tsukasa, Koike）: 助教 （H24 年 10 月から H25 年 7 月迄）

本郷博貴（Hiroki, Hongo）: 助教 （H25 年 8 月から H25 年 11 月迄）
根城尭英（Takahide, Nejo）: 助教 （H25 年 8 月から H26 年 7 月迄）
吉田信介（Shinsuke, Yoshida）: 助教 （H25 年 12 月から）
石川達哉（Tatsuya, Ishikawa）: 非常勤講師
海津啓之（Hiroyuki, kaizu）: 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（Takuma, Obara）: 非常勤講師

三愛病院脳神経外科部長

鈴木千尋（Chihiro, Suzuki）
：非常勤講師

鈴木脳神経外科院長

平川

亘（Wataru, Hirakawa）
：非常勤講師

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，
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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
6．神経画像開発による手術アプローチ解析へ考察
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．
6．頭蓋底腫瘍や，脳血管奇形，巨大脳動脈瘤を立体的に観察出来る画像処理を行う事で，手術アプローチへの寄
与に関して考察している
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．
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3．脳血管攣縮の有効な治療
くも膜下出血患者の脳血管攣縮からの脳梗塞の予防と，最終的な ADL の向上に，良好な結果を得ており，結果
は平成 19 年 3 月の日本脳卒中の外科学会でも発表した．
4．悪性脳腫瘍の治療
SRT と化学療法も含めての，新たな治療戦略を導入し，有効な結果を得ている．
5．脳動脈瘤手術例の再評価
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．
）
6．本年の学会にも数多く報告する事ができておりあう程度の成果は上げられている．今後も益々解像度を上げる
べく努力をする．

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 698 人，手術件数
も 566 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 Flow 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
なし

6．業績（全て学部の業績）
6-1．論文・学会発表
① Nakamura T, Matsui T, Hosono A, Okano A, Fujisawa N, Tsuchiya T, Indo M, Suzuki Y, Oya S, Chang HS.Beneﬁcial
Eﬀect of Selective Intra-arterial Infusion of Fasudil Hydrochloride as a Treatment of Symptomatic Vasospasm
Following SAH. Acta Neurochir Suppl. 2013;115:81-5.
② Okano A, Oya S, Fujisawa N, Tsuchiya T, Indo M, Nakamura T, Chang HS, Matsui T. Significance of radical
resection for pilomyxoid astrocytoma of the cerebellum: a case report and review of the literature. Childs Nerv
Syst. 2013 Mar 17. [Epub ahead of print]
③ Okano A, Oya S, Fujisawa N, Tsuchiya T, Indo M, Nakamura T, Chang HS, Matsui T. Analysis of risk factors for
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chronic subdural haematoma recurrence after burr hole surgery: Optimal management of patients on antiplatelet
therapy. Br J Neurosurg. 2013 Aug 16. [Epub ahead of print]
④ Indo M, Oya S, Tanaka M, Matsui T. High incidence of ICA anterior wall aneurysms in patients with an
anomalous origin of the ophthalmic artery: possible relevance to the pathogenesis of aneurysm formation. J
Neurosurg. 2014 Jan;120（1）:93-8.
⑤ Chang HS, Nagai A, Oya S, Matsui T. Dorsal spinal arachnoid web diagnosed with the quantitative measurement
of cerebrospinal ﬂuid ﬂow on magnetic resonance imaging. J Neurosurg Spine. 2014 Feb;20（2）:227-33.
⑥ Chang HS, Fujisawa N, Tsuchiya T, Oya S, Matsui T. Degenerative Spondylolisthesis does not Aﬀect the Outcome
of Unilateral Laminotomy With Bilateral Decompression in Patients With Lumbar Stenosis. Spine（Phila Pa
1976）. 2013 Dec 20. [Epub ahead of print]
⑦大宅宗一．無症候性髄膜腫あるいは小型髄膜腫の治療適応を考える - 自然歴や画像診断を加えた，洗練された治
療適応の決定．脳神経外科速報 23（8）: 894-900, 2013
⑧ Oya S, Indo M, Matsui T. Relation between the origin of the ophthalmic artery and IC anterior wall aneurysms:
increased risk of aneurysm formation and the insight for the etiology. Oral presentation.
15th World Congress of Neurosurgery. 2013.9.10
⑨ Oya S, Indo M, Matsui T. Approach to the cervicomedullary junction: Basics for far lateral approach and modiﬁed
hypoglossal canal approach. The 1st Shuguang International Conference on Neurosurgery. Shanghai 2013.11.2
⑩画像処理用ワークステーションを用いた 3 次元画像による手術シミュレーションの有用性．
Eﬀectiveness of simulation using 3-dimensional computer graphics for surgery

by

graphics workstation.

土屋 掌，小池 司，本郷 博貴，塩出 健人，藤澤 直顕，印東 雅大，中村 巧，
大宅 宗一，張 漢秀，松居 徹．

日本脳神経外科学会

2013

【総数：論文 12 件，学会発表 38 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
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第 5 回 ISCVD（平成 16 年 12 月海運倶楽部）
第 4 回〜第 10 回埼玉西部地区脳血管障害病診連携の会
第 1 回〜第 5 回川越脳神経疾患研究会市民公開講座
第 1 回〜第 7 回西埼玉脳神経疾患懇話会
第 237 回埼玉脳神経外科懇話会
（平成 18 年 3 月，大宮ソニックシティ）
第 18 回日本意識障害学会
（平成 21 年 7 月 24 日・25 日
STROKE2013

川越プリンスホテル）

第 29 回スパズム・シンポジウム

（平成 25 年 3 月 21 日

グランドプリンスホテル新高輪）

第 37 回日本脳神経 CI 学会
（平成 26 年 2 月 28 日・3 月 1 日

大宮ソニックシティ）

7．自己点検・評価
診療指標に基づく診療の質の評価
当脳神経外科における代表的メジャー手術は，脳動脈瘤（破裂，未破裂を含む）および脳腫瘍（原発性および転移
性を含む）である．
メジャー手術の増加と共に脳室一腹腔短絡術，頭蓋形成術等のマイナー手術の機会も増えている．当科における
2013 年の総手術件数は，566 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．2013 年は，破裂脳動脈瘤に
対する開頭手術件数は 68 件，未破裂脳動脈瘤に対して 8 件，血管内手術は破裂脳動脈瘤に対して 2 件，未破裂脳動
脈瘤に対して 1 件であった．開頭手術施行の破裂脳動脈瘤の術前 Hunt&Kosnik グレード（Gr.）の Gr.1-3 においては，
退院時における Glasgow out come scale で Good+MD の割り合いは 80% であり良好な結果と言える．今後，血管内
手術への移行が囁かれているが現時点における当施設の成果は良好と考えている．
しかしながら，脳血管障害に対しては，種々の観点から血管内手術（2013 年は 5 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．2013 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 20 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，2013 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：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：病棟医長：
山川知巳（YAMAKAWA, Tomomi）
：助教
河内

司（KAWAUCHI, Tsukasa）
：助教，医局長

苅部

淳（KARIBE, Jun）
：助教

木内智喜（KIUCHI, Tomoki）
：助教
中村友季恵（NAKAMURA, Yukie）
：助教
梶田大樹（KAJITA，Hiroki）
：助教
樋野忠司（HINO, Tadashi）
：
（非常勤）助教
福澤見菜子（FUKUZAWA, Minako）
（非常勤）助教

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，午後は縫合練習機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）VEGF 遺伝子導入による実験的自己組織移植法の開発
2）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
3）3-territory ﬂap による choke 血管の構造変化とその機能の解明
4）皮弁による管腔臓器作成と血行形態の検討
5）3DCTA を用いた血流評価研究
6）PRP（多血小板血漿）の難治創治療への応用
7）リンパ浮腫の新しい診断・治療法の開発
8）ICG 蛍光造影を用いた皮弁の血行動態の研究
3-3．研究内容と達成度
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．
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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．また，皮弁の血行動態に関する研究は行っている．
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
＜論文発表＞
1．Mashiko T, Ohnishi F, Oka A, Kawauchi T, Shiokawa I, Yamakawa T, Hino T, Minabe T. Usefulness of surgical
glove dressing: a novel technique for skin graft ﬁxation after hand burns. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2013
Sep;66（9）:1304-6
2．三鍋 俊春 . 皮膚微小循環における血行形態変化の新しい解釈

choke 血管から穿通枝まで . 形成外科 56 巻 8

号 Page811-817（2013.8）
4．三鍋 俊春 , 坂本 好昭 . 臍の正しい位置と美しい形状 . 形成外科 56 巻 1 号 Page11-17（2013.01）
5．塩川 一郎 , 三鍋 俊春 . 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 . PEPARS73 号
Page32-38（2013.1）
6．三鍋 俊春 , 塩川 一郎 . 慢性皮膚潰瘍修復手術における MDCT の応用 . PEPARS73 号 Page79-85（2013.1）
＜著書＞
1．河内
土社

司，
三鍋

俊春 . 特殊創への対応

顔面と手指 . 救急・ER ノート 7 直伝 ! 救急手技プラチナテクニック
（羊

2013.2）Page272-278

2． 大 西 文 夫， 三 鍋 俊 春 .

大 転 子 部 仙 骨 部 褥 瘡．Orthoplastic Surgery − 四 肢 再 建 手 術 の 実 際 −（ 克 誠 堂

2013.11）Page194-197
＜学会発表＞
1．採取筋膜の細工を行いやすくするための一工夫．樋野 忠司
第 18 回日本形成外科手術手技学会

2013.2 月

2．簡便な皮下組織マーキング法．山川 知巳
第 18 回日本形成外科手術手技学会

他.

東京

他.

2013.2 月

東京

3．手指の植皮術における手術用ゴム手袋を用いた新しい植皮固定法．増子 貴宣
手技学会

2013.2 月

東京

4．潰瘍隣接部増強穿通枝皮弁：iPS Perforator Flap. 三鍋俊春
第 56 回日本形成外科学会総会・学術集会

2013．4 月

他.

東京

5．肥満の LVA 改善効果に及ぼす影響についての検討．大西文夫
第 56 回日本形成外科学会総会・学術集会
6．ガイドラインシンポジウム

2013．4 月

他.

東京

殿部・外陰部の再建．塩川一郎

第 56 回日本形成外科学会総会・学術集会

2013．4 月

東京

7．人工物による乳房再建における合併症−自験 83 例の検討．山川知巳
第 56 回日本形成外科学会総会・学術集会

2013．4 月

他.

東京

8．重症虚血肢に対してバイパス手術を行った下肢潰瘍 23 例の検討．河内司
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第 56 回日本形成外科学会総会・学術集会

2013．4 月

東京

9．自家組織移植と人工骨を併用した両側頭蓋形成術の治療経験．増子貴宣
第 56 回日本形成外科学会総会・学術集会

2013．4 月

東京

10．Toxic epidermal necrosis（TEN）後に生じた小口症の治療経験．岡愛子
第 56 回日本形成外科学会総会・学術集会

2013．4 月

他.
他.

東京

11．乳房再建における expander 一次挿入術後のドレーン留置期間の検討．山川 知巳
第 21 回日本乳癌学会総会 2013.06 月

12．血管柄付き遊離複合組織移植と人工骨によるハイブリッド頭蓋形成術
苅部 淳

他.

他.

浜松
特異な形状の頭蓋欠損の 1 例

第 40 回日本マイクロサージャリー学会学術集会 2013.9 月盛岡

13．先天性絞扼輪症候群に LVA をおこなった一例の経験と考察
大西 文夫

他.

第 40 回日本マイクロサージャリー学会学術集会 2013.9 月盛岡

14．皮弁による乳房再建
手技 .

三鍋 俊春

有茎 vs 遊離 有茎 Supercharge TRAM ﬂap と遊離 MS/DIEP ﬂap

血行理論に基づく手術

他.

第 40 回日本マイクロサージャリー学会学術集会 2013.9 月盛岡
15．下腿離開創に対する shoelace technique と陰圧閉鎖療法を併用した治療経験．塩川 一郎
第 43 回日本創傷治癒学会 2013.11 月

別府

16．高気圧酸素療法により救肢した重症下肢虚血の 4 例．河内 司
第 43 回日本創傷治癒学会 2013.11 月

他.

他.

別府

＜講演＞
科研製薬講習会，BEC 講座，日本乳房オンコプラスティック学会，埼玉乳癌懇話会，連合三田会，熱傷学会地方会
以上演者：三鍋俊春
【総数：論文 6 件，著書 2 件，学会発表 16 件，講演 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
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・外傷後の再建
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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2．18）
（1）小児科
1．構成員
田村正徳（TAMURA, Masanori）

：教授：運営責任者：診療科長，総合周産期母子医療センター長
：新生児学

小児呼吸器病学

小児集中治療学：博士

森脇浩一（MORIWAKI, Kouichi）

：准教授：小児血液学：博士

荒川

：講師：病棟医長：小児内分泌学

浩（ARAKAWA, Hiroshi）

櫻井淑男（SAKURAI, Yoshio）

：講師：研修担当医長：小児集中治療学

高田栄子（TAKADA, Eiko）

：講師：外来医長：小児神経学

山崎崇志（YAMAZAKI, Takashi）

：講師：小児免疫学

田中理砂（TANAKA, Risa）

：助教：小児免疫学

齋藤孝美（SAITO, Takami）

：助教：小児神経学

水田桂子（MIZUTA, Keiko）

：助教

浅野祥孝（ASANO, Yoshitaka）

：助教

山口さつき（YAMAGUCHI, Satuki）

：助教

長田浩平（OSADA, Kohei）

：助教

小林信吾（KOBAYASHI, Shingo）

：助教

宮城絵津子（MIYAGI, Etuko）

：助教

谷川祥陽（TANIKAWA, Shoyo）

：助教

猪野直美（INO, Naomi）

：後期研修医 3 年目

山本幹太（YAMAMOTO, Kanta）

：後期研修医 3 年目

坂崎さやか（SAKAZAKI, Sayaka）

：後期研修医 2 年目

宮本

和 （MIYAMOTO, Kazu）

新生児栄養学

：後期研修医 1 年目

岡田尚子（OKADA, Naoko）

：東京都立小児医療センター NICU へ出向中

布施至堂（FUSE, Michitaka）

：深谷日赤病院へ出向中

川口真澄（KAWAGUCHI, Masumi）

：沖縄県立中央病院へ出向中

荒川

：ドイツへ留学中

歩（ARAKAWA, Ayumu）

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） ：東京小児療育病院みどり愛育園へ出向中
山田聖月（YAMADA, Mizuki）

：国立成育医療センター放射線科出向中

星

：重症心身障害児療養施設「カルガモの家」所長

順（Hoshi, JYUN）

奈須康子（NASU, YASUKO）

：重症心身障害児療養施設「カルガモの家」副所長

内田：重症心身障害児療養施設「カルガモの家」医員
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

：非常勤講師：東京都立小児総合医療センター院長

朗（NISHIDA, Akira）

高崎二郎（TAKASAKI, Jiro）

：非常勤講師：国際医療福祉大学熱海病院小児科

2．教育
2-1．目的・目標
当科は大学病院としての機能に加え，埼玉県西部地区の人口 100 万人を超える医療圏の中核病院小児科として一
次から三次を兼ねたあらゆる疾患や異常，相談に対処すべく，新生児，発達，血液，神経，循環器，内分泌，予防接
種，乳幼児健診，育児相談などの専門外来の他，小児一般および救急から重症心身障害児まで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

山崎崇志）

1）卒前教育
田村正徳教授が医学部の出生前小児科学，新生児の適応生理の講義と短期大学専攻科の母子医療の講義を担当して
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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，山崎講師，田中助教，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．
初期臨床研修プログラム一般コース，選択研修科として小児科・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 25 年度は，2 人が当院から当科の後期研修に入った．3 人が引き続き小児科で研修中である．
・小児救急医療関連の学会公認資格研修
1）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．
2）当総合周産期母子医療センターは日本周産期・新生児医学会の新生児蘇生法普及事業（NCPR）公認のインス
トラクタートレーニングセンター（全国で 20 箇所）に指定されている．そのため全後期研修医は医局の全面的
支援の元に新生児蘇生法「専門」コース （A コース）を受講して認定資格を修得したのちは新生児蘇生法「専
門コース」指導者養成講習会を受講することが出来る．
・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．有志の勉強会も適宜開かれている．
・症例検討会 ： 新 規 入 院 患 者 に つ い て 全 小 児 科（ 一 般 小 児 科・ 小 児 循 環 器・ 新 生 児 三 部 門 ） で 毎 週（ 金 ）
12:30-14:30
・小児科勉強会：隔週（火）午後 3:00-4:00
・抄読会：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（国立成育医療研究センター等）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．社会人枠も有り現在 1 名の初期研修医が活用している．
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3．研究
3-1．目的・目標
安全で質の高い，地域から信頼される小児科医となるには，既に確立された医学や医療を学ぶだけでなく，新しい
知識を発見したり新しい治療法を開発したりする資質が必要である．当科はそのような臨床に即した研究が施行でき
る医師を養成することを目的としている．
3-2．研究グループ
新生児学

小児呼吸病学

小児集中治療学

発達小児科学

3-3．主な研究内容と達成度
・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
度完了
・厚生労働省子ども家庭総合研究事業：重症新生児に対する療養・療育環境の拡充に関する総合研究：達成度完了
・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：達成度完了
・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：
達成度完了
・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％
・厚生労働省医政局から埼玉県を通じて受託：小児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：25 年度分達成度完了
・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 66％
・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 66％
3-4．自己評価と次年度計画
厚生省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 25 年小児科外来患者数は時間内・時間外
延べ 23,846 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 7,219 人に達した．平成 25 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,416 件であった．
短期入所の機能も備えた重度心身障害児施設
「カルガモの家」が平成 25 年 4 月に当センターに隣接して開設した．前々
年度に日高にある国際医療センターから小児循環器部門として専門医を向かい入れ，計 5 名となり循環器疾患の症
例が増加した．小児循環器外来を新生児科外来に移行する予定である．
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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-learnig 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-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
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

JICA の国際緊急援助隊（JDR）に参加しフィリピンに派遣

・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，谷川，猪野が参加．8 月名栗

6．業績
6-1-1：業績・論文 / 著書（代表的なもの 10 編）
① Akio Odaka, Yuki Muta, Hisami Yanagida, Hisato Osada, Masanori Tamura. Small bowel obstruction associated
with torsion of the vermiform appendix: Case report. Seiichiro Inoue, journal of Pediatric Surgery CASE REPORTS.
2013.11. 2013（1）:383-385
② Saiki H, Kurishima C, Masutani S, Tamura M, Senzaki H..Impaired cerebral perfusion after bilateral pulmonary
arterial banding in patients with hypoplastic left heart syndrome. Ann Thorac Surg. 2013.10. 96（4）:1382-1388
③ Masutani S, Saiki H, Kurishima C, Kuwata S, Tamura M, Senzaki H. Assessment of ventricular relaxation and
stiﬀness using early diastolic mitral annular and inﬂow velocities in pediatric patients with heart disease. Heart
Vessels. 2013.10.
④ Arao M, Masutani S, Kojima T, Saiki H, Ishido H, Tamura M, Senzaki H.Clostridium diﬃcile Colitis Induced by
Long-term Low-dosage Erythromycin. Pediatr Infect Dis J. 2013.09. 32（9）:1042-1043
⑤ Saiki H, Masutani S, Tamura M, Senzaki H.Constrictive pericarditis developed after childhood repair of
ventricular septal defect. Pediatr Int. 2013.08. 55（4）:512-516
⑥ Masutani S, Saiki H, Kurishima C, Ishido H, Tamura M, Senzaki H.Heart failure with preserved ejection fraction in
children. Circ J. 2013.08. 77（9）:2375-2382
⑦ Kuwata S, Iwamoto Y, Ishido H, Taketadu M, Tamura M, Senzaki H..Duodenal tube feeding: an alternative
approach for eﬀectively promoting weight gain in children with gastroesophageal reﬂux and congenital heart
disease. Gastroenterol Res Pract. 2013.04.
⑧ Pressure Support Ventilation（PSV）plus Volume Guarantee Ventilation（VGV）: Is it protective for premature
lung? Yoshio S, Masanori M, PCCM 2014
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⑨救急・集中治療医学レビュー 2014

櫻井淑男

田村正徳

Ⅳ集中治療 6. 小児集中治療

⑩田村正徳 . 新生児・乳幼児の呼吸管理 . 第 18 回 3 学会合同故郷療法認定士

認定講習会テキスト .3 学会合同呼

吸療法認定士認定委員会 . 2013.08. 381-412
6-1-2：学会発表代表的なもの 10）
① Mohamed Hamed Hussein, Ineko Kato, Hisanori Sobajima, Masanori Tamura, Hajime Togari.King Oxidative
and Inflammatory Mediators in Neonatal Hypoxic Brain Damage and Fetal Inflammatory Response. Abdullah
International Medical Research Center 4th Annual Scientiﬁc Forum. 2013.11. Riyadh Saudi Arabia.
②研修医教育におけるエアウエイスコープの有用性について

櫻井淑男

第 116 回日本小児科学会

医学教育講

演 -404 H25.4.19-21 広島
③ Takashi Yamazaki, Nicholas Hubbard, Kazunaga Agematsu, Stephanie Anover-Sombke,（Masanori Tamura, Hans
D．.STAT3 signaling through gp130 is critical for human CD8+ T-cell maturation into cytotoxic T lymphocytes．
Ochs, and Troy R. Torgerson.FOCiS. 2013.06. Boston, Massachusetts
④ Mohamed Hamed Hussein, Ineko Kato, Hisanori Sobajima, Masanori Tamura, Hajime TogarOxidative and
inflammatory mediators in the cord blood of newborns with funisitis and chorioamnionitis: Could there be
a difference?．i.The 1st Arabian International Society of Nutrition Gastroenterology, and Infectious Diseases
（AISNGID）. 2013.05. Alexandria Egypt.
⑤ Current Status and Problems concerning Home Medical Care aid for Long-term Hospitalized Infants in NICU.
Symposium on Support System for Child Home Medical Care. 2013.04. 幕張市（幕張メッセ）
⑥ Mohamed Hamed Hussein, Ineko Kato, Hisanori Sobajima, Masanori Tamura, Informedness and sentiment
toward Sudden Infant Death Syndrome among social media Egyptian users.．Hajime Togari..20th Annual SIDS
Conference of the Japanese SIDS Society. 2014.03. 埼玉県大宮市
⑦田村正徳，戸枝陽基，梶原厚子，中村知夫，シンポジウム 8

医療と福祉の協同が起こす小児在宅医療のパラダ

イム転換―病院・病気から地域・生活へ . 第 16 回日本在宅医学会大会 . 2014.03. 浜松市（グランドホテル浜松）
⑧山本幹太，山﨑崇志，小林信吾，長田浩平，櫻井淑男，荒川浩，森脇浩一，田村正徳．意識障害を主訴に来院し
頭部 MRI で判明した硬膜動静脈瘻の 1 例．. 第 155 回日本小児科学会埼玉地方会 . 2014.02. さいたま市
⑨森脇浩一，浅野祥孝，坂崎さやか，猪野直美，宮城絵津子，谷川祥陽，内田さつき，水田桂子，荒川浩，高田栄子，
田村正徳，
外来でガンマグロブリン療法を施行した免疫性血小板減少症の 1 例．. 第 94 回埼玉県小児血液同好会 .
2013.11. さいたま市
⑩難波文彦，小川亮，加藤稲子，側島久典，田村正徳，当科研究部門における新生児慢性肺疾患研究の立 ち上げ
とその現状．. 第 58 回日本未熟児新生児学会 . 2013.11. 金沢
6-2．獲得研究費
1）田村

計 3,478 万円

正徳（分担研究者）
：野々木班：文科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
2）田村正徳（分担研究者）
：前田班：
「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ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成のための研究」
100 万円
3）田村正徳（分担研究者）
：板橋班：
「HTLV- Ⅰ母子感染予防に関する研究：HTLV- Ⅰ抗体陽性妊婦からの出生児
のｺﾎｰﾄ研究」150 万円
4）田村正徳（主任研究者）
：
「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」350 万円
5）田村正徳（分担研究者）
：田口班：
「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」45 万
6）田村正徳（分担研究者）
：林班：
「一過性骨髄異常増殖症の病態解明と診断・治療法の確立に関する研究」20
万円
7）田村正徳（分担研究者）
：坂本班：
「循環器疾患等の救命率向上に資する効果的な救急蘇生法の普及啓発に関す
る研究」一 80 万円
8）田村正徳（分担研究者）
：森班：
「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」20 万円
9）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
10）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
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11）難波文彦（公財）
：川野小児医学奨学財団研究助成金

80 万円

12）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
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許・実用新案：該当なし
6-5．学会・研究会・セミナー等の開催実績
小児科の主催
・埼玉県小児在宅医療支援研究会
平成 25 年 5 月 22 日 第 9 回埼玉県小児在宅医療支援研究会

大宮ソニック

87 名

平成 25 年 7 月 24 日 第 10 回埼玉県小児在宅医療支援研究会

大宮ソニック

56 名

平成 25 年 11 月 20 日

第 11 回埼玉県小児在宅医療支援研究会

平成 26 年 2 月 5 日 第 12 回埼玉県小児在宅医療支援研究会

大宮ソニック

大宮ソニック

57 名

48 名

・日本小児在宅医療支援研究会
平成 25 年 9 月 7 日 第 3 回日本小児在宅医療支援研究会

大宮ソニック

・小児在宅訪問看護講習会
平成 25 年 11 月 9 日 第 1 回小児在宅訪問看護講習会
平成 25 年 11 月 23 日

埼玉医科大学総合医療センター

第 2 回小児在宅訪問看護講習会

平成 25 年 12 月 7 日 第 3 回小児在宅訪問看護講習会
平成 25 年 12 月 14 日

第 4 回小児在宅訪問看護講習会

平成 26 年 1 月 18 日 第 5 回小児在宅訪問看護講習会

埼玉医科大学総合医療センター

埼玉医科大学総合医療センター
埼玉医科大学総合医療センター

埼玉医科大学総合医療センター

・その他の在宅支援
平成 25 年 12 月 7 日
学総合医療センター

病院勤務医，開業医のための「小児在宅医療支援入門ワークショップ」

埼玉医科大

15 名

平成 26 年 3 月 21 日 第 5 回小児在宅医療実技講習会
・第 11 回小児国際保健医療協力入門セミナー

大宮ソニック

県民活動総合センター

130 名
2013.6.

・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 35 回川越小児科臨床検討会

2014.2.25

「小児科外来に潜む ” もしかして心疾患？ ”」埼玉医科大学国際医療センター小児循環器科教授

増谷聡先生

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 25 年小児科入院症例の疾患内訳は，のべ入院総数が 1,416 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．
25 年度も引き続き，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．平成 25 年 11 月 8 日台
風 30 号（フィリピン名：ヨランダ）がフィリピンを襲い，多大な被害がでた．当科より 1 名が JICA の国際緊急援
助隊（JDR）に参加して国際医療協力に貢献した．
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
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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．25 年 4 月に重症心心身障害児施設を当センターに隣接して
開設された．
前々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を向かい入れ，計 5 名となり循環器疾患の症例が
増加した．
平成 25 年 11 月 8 日台風 30 号（フィリピン名：ヨランダ）がフィリピンを襲い，多大な被害がでた．当科より
1 名が JICA の国際緊急援助隊に参加して国際医療協力に貢献した．
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部門）
1．構成員
田村正徳 （TAMURA, Masanori）

：教授：運営責任者，総合周産期母子医療センター長：診療科長：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

加藤稲子 （KATO, Ineko）

：教授：研究主任：新生児学，SIDS，呼吸：博士

福田純男 （Fukuda, Sumio）

：准教授：教育副主任：新生児学，脳，神経

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

児学，脳，神経ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ，周産期の QOL：博士

金井雅代 （KANAI, Masayo）

：助教

伊藤加奈子（ITO, Kanako）

：助教

高橋秀弘 （TAKAHASHI, Hidehiro）

：助教

須藤陽介 （SUDO, Yosuke）

：助教

栗島クララ（KURISHIMA, Kurara）

：助教

川崎秀徳 （KAWASAKI, Hidenori）

：助教

桑田聖子 （KUWATA, Seiko）

：助教

小牧 健 （KOMAKI, ken）

：助教

岩本洋一 （IWAMOTO, Yoichi）

：助教

小川 亮 （OGAWA, Ryo）

：助教

本島由紀子（MOTOJIMA, Yukiko）

：助教

板倉隆太 （ITAKURA, Ryuta）

：後期研修医

坂崎さやか（SAKAZAKI, Sayaka）

：後期研修医

藤沼澄江 （FUJINUMA, Sumie）

：後期研修医

岡俊太郎 （OKA, Syuntaro）

：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）

：兼担教授：指導教員（大学院）
：学位論文審査教員（大学院）
：新生児学，

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 ,

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, Yukiko）

：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

長谷川久弥（HASEGAWA, Hisaya）

：非常勤講師：東京女子医大東医療センター教授

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

齊藤 綾 （SAITO, Aya）

：非常勤医師

HIV 感染症，脳モニタリング：博士
呼吸生理学：

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し，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
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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（介入群）の継続発展を目指した．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 MA（Medical Assistant）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
事業に更に多くの貢献を期待する．
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．
2 年生：early exposure が導入され，若い医師の臨床での働きと直接彼らと話をする機会を作る企画に当科も参
加した．
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，今年度からの改訂新 NICU マニュアルを用いながら，
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，総合医療センター看護学校生
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，総合医療センター看護学校生に新生児学の系統講義
を実施した．
側島久典教授，加藤稲子教授，石黒秋生講師，モハメド特任講師，金井雅代，伊藤加奈子，須藤陽介助教，栗島ク
ララ助教，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，國方徹也教授，金井雅代助教）
．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，須藤陽介助教，モハメド特任講師，
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
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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．
毎週木曜日午後症例検討会，抄読会を開催し症例把握，治療方針の検討を行った．
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側島久典が受験申請書類を確認指導し
た．
2-3．達成度
* 1 年生：この学年への教育目標の達成度はかなり満足できたと考える．
early exposure による施設訪問では，増築増床した新 NICU を 10 名ずつ 4 グループが見学に訪れた．本施設の
埼玉県，全国における位置づけとそのニーズに応じた医療を説明しつつ，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．
* 4 年生：この学年への講義を通した目標の達成度は，徐々に向上している．
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）：この学年への目標達達成に向けた活動は，年々各医師の
学生への認識，モチベーションが増加している．
25 年度 BSL は 16 組が実習を行った．小児科 BSL2 週間のうち，後半の 1 週間を NICU での実習とし，患児を 1
名受け持ち，これとは別に新生児の疾患を 1 つ以上症例に接することを目標とした．この中で，新生児の出生
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：各班 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．3 チームによる診療体制となっており，各チームに 1 名が 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．
前年度好評であったクリニカルクエスチョンを継続し，1 名につき週 1 題を与え，自分で紐解き自分の言葉によ
る週末の発表セッションは，彼らから意義があるとの返事であった．
* 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．
* 後期研修医：
4 名が後期研修を行った．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．
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* 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：
本年度は，須藤陽介が周産期（新生児）専門医を取得した．
2-4．自己評価と次年度計画
・医学生，初期研修医教育のための資源，場所が充実した．併せて後期研修により本格的にチーム医療を推進でき
つつある．
・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し，そのゴー
ルはこのような新生児が幸福な家庭生活を送ることにあることを常に話し，理解が得られている．
・本年度の CC 学生の取り組み，反応は昨年と同様かそれ以上に良好であった．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．CC 課題の 1 つとして，英文教科書を 3 名関連のあるセッ
ションからの題材とするのは，その後の英訳，討論がとても円滑に進められている．さらに毎年開催している国
際小児保健医療協力セミナーでの話題提供により，セミナー参加希望の学生もありこのような実践的な題材がか
れらのモチベーションを刺激していると考えられた．
・モハメド特任講師による CC 学生への海外の医療，教育について 1 コマのﾚｸﾁｬｰを設定した．海外留学を予定し
ている学生からの反響が大きかった．

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．
INTACT 研究（周産期医療の質の向上のための総合周産期母子医療センター多施設共同研究）に参加しており，こ
の介入を通じて極低出生体重児の長期予後の改善を目指す．
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，難波文彦講師，モハメド特任講師，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

・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 登録事業の継続，参加施設拡大の呼びかけ．学会毎の登録状況報告と全国参加施
設への研修会蛔開催．
（田村正徳，側島久典）
* 慢性肺障害の防止に関する研究（難波文彦講師）
CLD モデル，酸素毒性に対する反応モデルの確立．
全国へ，新生児慢性肺疾患症例調査に向けたアンケート作成
* 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
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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%，
・
「新生児低体温療法レジストリー」での Web 登録は 2 年目となり，毎月 10 例以上の登録数が全国から入力され
る．2013 年 11 月金沢での第 58 回日本未熟児新生児学会に合わせた研修会では，登録参加施設は 143 と増加し，
毎月一定の登録数がある．全国の低体温療法への関心の高さと必要性が認識され，更なる蓄積と，データ解析を
行い，国際的な論文作成を進めている．
・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
3-4．自己評価と次年度計画
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，登録内容の
分析を行い，年 2 回の日本周産期新生児医学会，日本未熟児新生児学会に合わせた日程で，全国参加施設からの参
加のもとに，研修会を開催し，集計報告と，海外での低体温療法の実績，国内での本治療法をすすめるにあたっての，
機器の充実具合，低体温療法を行う上での問題点の提示，共通の問題点を取り上げ，対策と今後のアウトカムをしっ
かりと確認，議論を進めている．我が国での登録事業内容と，臨床のまとめを海外論文として投稿中である．次年度
は低体温導入までの搬送中の体温変動を分析し，導入前からの低体温環境での新生児搬送の必要性について，調査，
解析を行う予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
埼玉県唯一の総合周産期母子医療センターとして，地域における周産期医療の中核としてのみならず，周産期ネッ
トワークの維持，管理，医師，看護師の研修教育，地域の連携のための保健師講習会，助産師，看護師への新生児蘇
生法講習会の開催による初期治療レベルの標準化による向上への試み，地域の周産期データベースの作成などの任を
負っている．
NICU 病棟は総合周産期母子医療センター増築によって，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
・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
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・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

側島久典

Pediatric International

側島久典

Brain and Development

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）．
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* 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 12 回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 2013.11.9-10, 川越クリニック
日本病院会平成 25 年度第 1 回臨床研修指導医養成講習会講師 2013.6.22-23 日本都市センターホテル
日本病院会平成 25 年度第 2 回臨床研修指導医養成講習会講師 2013.9.14-15 日本都市センターホテル
日本病院会平成 25 年度第 3 回臨床研修指導医養成講習会講師 2014.2.8-9 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

2013.8.2-3 川越クリニック

・周産期精神保健研究会理事長として
第 1 回日本周産期精神保健研究・大阪（2013.11.2-3）シンポジウム
・日本未熟児新生児学会：理事，広報委員長
・愛育病院周産期セミナー講師

2013.9.3

・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 2013.11.12

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, Sudo Y, Kawasaki H, Itoh K, Kanai M, Kato I, Sobajima H, Tamura M.

Skin

blood ﬂow as a predictor of intraventricular hemorrhage in very-low-birth-weight infants. Pediatr Res. 2014
Feb;75（2）:322-7. doi: 10.1038/pr.2013.215. Epub 2013 Nov 20.
2．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. 2014 Apr;44（4）:761-6. doi: 10.1007/s00595-013-0565-x. Epub 2013 Mar

28.

3．田村正徳 新生児蘇生法の普及状況の現状と課題 母性衛生 54（3）: 53-54, 2013.
4．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（4）: 775-779, 2013.
5．田村正徳

小児在宅医療の現状

小児科（金原出版）54（11）,1435-1438, 2013

6．側島久典 , 田村正徳 外国人の新生児の臨床経験 小児科診療 76（6）: 925-929, 2013.
7．側島久典 , 武内俊樹 , 鍋谷まこと , 岩田欧介 , 田村正徳 日本周産期・新生児医学会雑誌 49（1）: 178-182,
2013.
8． 側 島 久 典

NICU か ら は じ ま る 小 児 在 宅 医 療 NICU 入 院 か ら 退 院 ま で の 流 れ

周 産 期 医 学 43（11）,

1335-1339, 2013
9．
側島久典

NICU から始める退院調整＆在宅ケアガイドブック

Neonatal Care2013 年秋季増刊

NICU から小児科病棟に転棟するタイミングは？

252-256, 2013

10．國方徹也 , 齊藤綾 , 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 , 田村正徳 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（1）: 83-87, 2013.
6-1-2：業績・学会発表（主たるもの 10）
1．Mohamed Hamed Hussein, Ineko Kato, Hisanori Sobajima, Masanori Tamura, Hajime Togari.King Oxidative
and Inflammatory Mediators in Neonatal Hypoxic Brain Damage and Fetal Inflammatory Response. Abdullah
International Medical Research Center 4th Annual Scientiﬁc Forum. 2013.11. Riyadh Saudi Arabia.
2．Takashi Yamazaki, Nicholas Hubbard, Kazunaga Agematsu, Stephanie Anover-Sombke,（Masanori Tamura, Hans
D．.STAT3 signaling through gp130 is critical for human CD8+ T-cell maturation into cytotoxic T lymphocytes．
Ochs, and Troy R. Torgerson.FOCiS. 2013.06. Boston, Massachusetts
3．Mohamed Hamed Hussein, Ineko Kato, Hisanori Sobajima, Masanori Tamura, Hajime TogarOxidative and
inflammatory mediators in the cord blood of newborns with funisitis and chorioamnionitis: Could there be
a difference?．i.The 1st Arabian International Society of Nutrition Gastroenterology, and Infectious Diseases
（AISNGID）. 2013.05. Alexandria Egypt.
4．Current Status and Problems concerning Home Medical Care aid for Long-term Hospitalized Infants in NICU.
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Symposium on Support System for Child Home Medical Care. 2013.04. 幕張市（幕張メッセ）
5．Mohamed Hamed Hussein, Ineko Kato, Hisanori Sobajima, Masanori Tamura, Informedness and sentiment
toward Sudden Infant Death Syndrome among social media Egyptian users.．Hajime Togari..20th Annual SIDS
Conference of the Japanese SIDS Society. 2014.03. 埼玉県大宮市
6．田村正徳，戸枝陽基，梶原厚子，中村知夫，シンポジウム 8

医療と福祉の協同が起こす小児在宅医療のパラ

ダイム転換―病院・病気から地域・生活へ . 第 16 回日本在宅医学会大会 . 2014.03. 浜松市（グランドホテル浜松）
7．山本幹太，山﨑崇志，小林信吾，長田浩平，櫻井淑男，荒川浩，森脇浩一，田村正徳．意識障害を主訴に来院
し頭部 MRI で判明した硬膜動静脈瘻の 1 例．. 第 155 回日本小児科学会埼玉地方会 . 2014.02. さいたま市
8．森脇浩一，浅野祥孝，坂崎さやか，猪野直美，宮城絵津子，谷川祥陽，内田さつき，水田桂子，荒川浩，高田栄子，
田村正徳，
外来でガンマグロブリン療法を施行した免疫性血小板減少症の 1 例．. 第 94 回埼玉県小児血液同好会 .
2013.11. さいたま市
9．難波文彦，小川亮，加藤稲子，側島久典，田村正徳，当科研究部門における新生児慢性肺疾患研究の立 ち上げ
とその現状．. 第 58 回日本未熟児新生児学会 . 2013.11. 金沢
10．乳幼児突然死症候群（SIDS）の病棟と臨床的対応 ? 発症リスク予測の検討
会埼玉地方会

特別講演

加藤稲子

第 154 回日本小児科学

H25.12.8 さいたま

総数：論文 57 件，学会発表 47 件
6-2．獲得研究費
1）田村

計 3,478 万円

正徳（分担研究者）
：野々木班：文科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
2）田村正徳（分担研究者）
：前田班：
「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
3）田村正徳（分担研究者）
：板橋班：
「HTLV- Ⅰ母子感染予防に関する研究：HTLV- Ⅰ抗体陽性妊婦からの出生児
のコホート研究」150 万円
4）田村正徳（主任研究者）
：
「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」350 万円
5）田村正徳（分担研究者）
：田口班：
「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」45 万
6）田村正徳（分担研究者）
：林班：
「一過性骨髄異常増殖症の病態解明と診断・治療法の確立に関する研究」20
万円
7）田村正徳（分担研究者）
：坂本班：
「循環器疾患等の救命率向上に資する効果的な救急蘇生法の普及啓発に関す
る研究」一 80 万円
8）田村正徳（分担研究者）
：森班：
「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」20 万円
9）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
10）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
11）難波文彦（公財）
：川野小児医学奨学財団研究助成金

80 万円

12）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
6-3．受賞：該当なし
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 3 回日本小児在宅医療支援研究会 会長田村正徳（2013 年 9 月 7 日 大宮ソニックシティ）参加人数 350 人
・第 16 回新生児呼吸モニタリングフォーラム：戸苅
2014 年 2 月 13 日〜 15 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 11 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
2013 年 6 月 29 - 30 日：埼玉県民活動総合センター

上尾市

・第 3 回埼玉県西部地区新生児臨床症例検討会
2014 年 3 月 11 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：
「先天性中枢性低換気症候群とシトリン欠損症の病態と治療」
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講師：早坂

清先生（山形大学小児科教授） 参加者

67 名

・小児在宅医療支援医師向けワークショップ
2013 年 12 月 7 日：埼玉医科大学総合医療センター小講堂にて，受講医師 13 名，講師，運営スタッフ 18 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 9 回第 9 回：2013 年 5 月 22 日
テーマ「むそう：愛知における地域展開と東京における小児在宅介護の課題」
特別講演講師

NPO 法人ふわり・社会福祉法人むそう理事長

戸枝

陽基先生

第 10 回：2013 年 7 月 24 日
テーマ「ひょんな巡り合わせからふじみ野で小児在宅医療を始めて」
特別講演講師

なかの小児科クリニック

中野和俊先生

第 11 回：2013 年 11 月 20 日
テーマ「ブレンドで変わる小児在宅ケア」
特別講演

おがた小児科内科医院院長

緒方健一先生

第 12 回：2014 年 2 月 5 日
テーマ「子どもたちが地域で暮らすこと」
特別講演

NPO 法人 NEXTEP 理事長 / 熊本再春荘病院小児科

島津智之先生

* 埼玉小児在宅医療訪問看護師研修会（県内 14 事業所から参加）
・第 1 回講習会（医療センター第 1 会議室）
2013 年 11 月 9 日：10:30 〜 17:00
参加者 25 名
・第 2 回講習会（医療センター第 1 会議室）
2013 年 11 月 23 日：10:15 〜 17:00
参加者 28 名
・第 3 回講習会（医療センター第 1 会議室）
2013 年 12 月 7 日：10:15 〜 17:00
参加者 27 名
・第 4 回講習会（医療センター第 1 会議室）
2013 年 12 月 14 日：10:15 〜 17:00
参加者 27 名
・第 5 回講習会（医療センター第 1 会議室）
2014 年 1 月 26 日：10:15 〜 17:00
参加者 26 名
＜総合周産期母子医療センター事業＞
・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
（医療センター第 1 会議室）
平成 25 年 7 月 28 日 時間：12:00-17:00
インストラクター：7 人（福田・金井・柴田・桑沢・岡本・荒木・堀米）
受講人数：27 名
・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
（医療センター第 1 会議室）
平成 25 年 9 月 29 日

時間：12:00-17:00

インストラクター：7 人（加藤・福田・五味・金井・柴田・岡本・荒木）
参加人数：23 名
・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
（医療センター第 1 会議室）
平成 25 年 11 月 17 日

時間：12:00-17:00

インストラクター：4 人（加藤・柴田・岡本・荒木）
参加人数：22 名
・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
（医療センター第 1 会議室）
平成 26 年 1 月 19 日

時間：10:00-16:00

インストラクター：5 人（加藤・五味・柴田・岡本・荒木）
参加人数：29 名
・新生児蘇生法実技講習会（A コース）
（医療センター第 1 会議室）
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平成 26 年 3 月 16 日

時間：12:00-17:00

インストラクター：3 人（柴田・岡本・荒木）
参加人数：15 名
＜総合周産期センター看護師研修会＞
平成 26 年 3 月 27 日（木）
特別講演：
「シミュレーション教育への期待；チーム医療で実践力向上を目指して」
講師：野村雅子（長野県立病院本部研修センター

副看護師長

＜総合周産期母子ｄ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 25 年 10 月 6 日（日）
（午前 10 時〜 12 時） 於：農業ふれあいセンター
対

象：当センター NICU を退院した出生体重 1500 ｇ未満の児と家族

参加者：49 組家族

計 206 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 102 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 25 年度第 1 回保健師研修会
平成 25 年 12 月 5 日（木）6 日（金）於：総合周産期母子医療センター 5 階小講堂
：田村正徳教授，側島久典教授，高田栄子講師，高嶋真紀助産師，守岡義紀理学療法士，伊藤淳子言語聴覚師，
齋藤正博准教授，星順施設長，岡本行江副看護師長
参加者：30 名（両日とも）
・平成 25 年度第 2 回保健師研修会
平成 26 年 1 月 16（木）17 日（金）於：総合周産期母子医療センター 5 階小講堂
田村正徳教授，側島久典教授，高田栄子講師，高嶋真紀助産師，守岡義紀理学療法士，伊藤淳子言語聴覚師，齋
藤正博准教授，星順施設長，岡本行江副看護師長
対

象：県内の公的機関に勤務する保健師・助産師

参加者：26 名（両日とも）

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，HTLVI に関する周産期の基礎的
研究，エリスロポイエチンの脳保護に向けた多施設共同研究についても関与されているところであり，次年度か
らの研究計画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

横山恵美（YOKOYAMA, Megumi） ：助教：教育員・研究員・医員
天方將人（AMAKATA, Masato）

：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

佐藤良樹（SATO, Yoshiki）

：助教：教育員・研究員・医員

田口良吉（TAGUCHI, Ryokichi

：助教：教育員・研究員・医員

阪久美子（SAKA, Kumiko）

：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，仲

弥 各非常勤講師計 3 名 , その他非常勤医員（含関連病院出張中）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 4 年生講義 皮膚･運動器分野 紅皮症･紫斑病

（担当 人見）

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 画像･検査 皮膚疾患の肉眼的所見 , 組織所見

（担当 寺木）

医学部 5 年生臨床実習（BSL）年間合計 16 週間 , 合計 49 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 25 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
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「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 25 年度は概ね達成できたと考える . 平成 26 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 .

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 25 年度の初診患者数は

4,788 名 , 再診患者数は 31,474 名 , 入院患者の外来診察を含め総数 38,142

名であった . 入院患者数は 347 名 , 入院手術件数は 149 件 , 平均在院日数は 14.49 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, Aika Sakurai, Seiichi Izaki.
IL-I3/IL-22-coproducing T cells: A novel subset in atopic dermatitis.
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The Journal of Allergy and Clinical Immunology 132（4）: 971-974, 2013.
②高村 さおり , 井上 有美子 , 麻生 悠子 , 外山 知子 , 伊崎 誠一 , 寺木 祐一 .
当院で経験したラモトリギンによる薬疹の 9 例 .
J Environ Dermatol Cutan Allergol 7（3）: 187-194, 2013.
③寺木 祐一 .
埼玉医科大学総合医療センターでの丘疹 - 紅皮症患者における内臓悪性腫瘍の合併頻度 .
皮膚病診療 35（6）: 599-603, 2013.
④寺木 祐一 .
annular elastolytic giant cell granuloma（AEGCG）の治療と経過 .
皮膚科臨床アセット 14 肉芽腫性皮膚疾患 サルコイドーシス･他の肉芽腫 , 古江 増隆 総編集 , 岡本 祐之 専門編
集 , 中山書店 , 東京 , p204-206, 2013.
⑤人見 勝博 , 伊崎 誠一 .
リポイド類壊死症の概念と病因 .
皮膚科臨床アセット 14 肉芽腫性皮膚疾患 サルコイドーシス･他の肉芽腫 , 古江 増隆 総編集 , 岡本 祐之 専門編
集 , 中山書店 , 東京 , p210-215, 2013.
⑥人見 勝博 , 伊崎 誠一 .
抗酸菌による肉芽腫 .
皮膚科臨床アセット 14 肉芽腫性皮膚疾患 サルコイドーシス･他の肉芽腫 , 古江 増隆 総編集 , 岡本 祐之 専門編
集 , 中山書店 , 東京 , p277-283, 2013.
⑦伊崎 誠一 .
特集

サルコイドーシス診断と治療の進歩

皮膚病変の特徴と治療

呼吸器内科 24（3）: 224-231, 2013.
⑧伊崎 誠一 .
環状紅斑の概念・分類 .
皮膚科臨床アセット 18 紅斑と痒疹 病態・治療の新たな展開 , 古江 増隆 総編集 , 横関 博雄 専門編集 , 中山書店 ,
東京 , p98-100, 2013.
⑨伊崎 誠一 .
遠心性環状紅斑の病態・診断・治療 .
皮膚科臨床アセット 18 紅斑と痒疹 病態・治療の新たな展開 , 古江 増隆 総編集 , 横関 博雄 専門編集 , 中山書店 ,
東京 , p101-104, 2013.
⑩寺木 祐一 .
妊娠性痒疹と PUPPP の概念・病態・診断・治療 .
皮膚科臨床アセット 18 紅斑と痒疹 病態・治療の新たな展開 , 古江 増隆 総編集 , 横関 博雄 専門編集 , 中山書店 ,
東京 , p236-240, 2013.
【総数：論文発表 27 件 , 学会発表 13 件 , 講演 3 件】
6-2．獲得研究費 ：該当なし
6-3．受賞

：第 112 回日本皮膚科学会総会 ポスター賞 人見

6-4．特許 , 実用新案

：該当なし

6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績
2013 年 6 月 20 日

第 44 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催 .

2013 年 9 月 19 日

第 45 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催 .

2013 年 11 月 23 日
2014 年 2 月 13 日

第 46 回川越ダーマトロジークラブ
第 47 回川越ダーマトロジークラブ

セミナー開催 .
セミナー開催 .

7．自己点検・評価
平成 25 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 26 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
矢野晶大（YANO, Akihiro）
：講師：医長：尿路性器腫瘍：博士
石井信行（ISHII, Noboyuki）
：助教：医長
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，矢野晶大）

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，矢野晶大）

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
545

泌尿器科

学生からの声に耳を傾け内容に改善を加えながら講義をおこなっているため，学生の関心の度合いが毎年高くなっ
ているのを感じている．次年度のこの良い傾向を持続させたい．
2-4-2．卒後教育
泌尿器科専門医として必要な基本的知識・手技の教育さらに各種学会発表および論文の作成法の指導は効率的に行
われた．手技面ではミニマム創内視鏡手術の教育・技術の習得に特に力を入れている．

3．研究
3-1．目的・目標
排尿障害，尿路結石および泌尿器科悪性腫瘍に関わるこれまでの研究をさらに発展させる．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
当教室における研究プロジェクトは大きくわけて排尿障害関連，尿路結石関連，尿路悪性腫瘍関連に分けられる．
3-3．研究内容と達成度
3-3-1．排尿障害
排尿障害の基礎的研究を電気生理学的側面から研究している．蓄排尿の感覚と神経系の関連に関する基礎データが
蓄積されているが，今後はこのデータを踏まえた臨床に密着した応用実験を計画中である．
3-3-2．尿路結石
メタボリックシンドロームがさまざまな疾患を引き起こすとの報告があるが，結石患者でのメタボリックシンド
ロームとの関連について臨床的データをもとにして解析を行っている．
3-3-3．悪性腫瘍
臨床的研究としては QOL を中心とした手術および低侵襲手術（ミニマム創内視鏡下手術）の開発を行い，泌尿器
科悪性腫瘍に対する新しい治療法を開発している．手術方法は確立しており，ミニマム創内視鏡下手術は平成 20 年
度より腹腔鏡下小切開手術として保険適応となった．先進医療の時期からの実績をもとに施設承認を得ており，着実
に症例を増やしつつある．また，平成 19 年度より放射線科と協力して前立腺癌に対して高線量率組織内照射（HDR）
を行っている．前立腺全摘術では術後再発の危険性が高い高リスク症例の予後の改善につながることが期待される．
臨床的研究としては腎癌，進行性腎癌，腎盂尿管癌，進行性膀胱癌の臨床的解析をおこない，その予後因子など，
当科の成績を明らかにしている．ミニマム創内視鏡手術・HDR とあわせ悪性腫瘍のよりよい治療を精力的におこなっ
ている．
3-4．自己評価と次年度計画
各関連分野において，国内雑誌および国内学会はもとより国際雑誌および国際学会でも発表されている．現在基礎
データが集まりつつある排尿障害の基礎的研究を臨床方面に応用する予定である．臨床的な面では先進医療として当
科でほぼ確立されているミニマム創内視鏡手術の技術的発展とその成績の集計などを計画している．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
一般泌尿器科として，尿路感染症，尿路結石症，泌尿器科悪性腫瘍，閉塞性尿路疾患，前立腺肥大症を網羅し，専
門領域として排尿障害，アンドロロジー・男性不妊症，を含んだ総合泌尿器科または広範囲泌尿器科を目的とする．
現在当教室で推進している QOL を考慮した手術および低侵襲手術（ミニマム創内視鏡手術），筋膜小切片を用いた新
しい尿失禁の手術方法は安定した成績が得られている．次年度も若手医師の手術などの診療能力を向上させることに
より泌尿器科全体の診療能力を向上させることを目的とする．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
山田拓己
1．同人：泌尿器科ケアー
川上理
1．Deputy Editor: International Journal of Urology
永松秀樹
1．編集委員：日本脊髄障害医学会
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
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山田拓己
1．日本泌尿器科学会教育委員
2．日本排尿機能学会理事
3．ミニマム創内視鏡手術研究会監事

6．業績
6-1．論文・学会発表
①川上

理 . Q452 PSA 値が 4ng/ml であれば生検検査をするべきですか？小川道雄（監修）, コンセンサス癌治療

編集委員会（編）, 新

癌についての質問に答える . へるす出版 , 東京 , 2013，462.

②諸角誠人：シュウ酸カルシウム結石の再発予防薬として保険収載されているマグネシウム製剤は本当に有効か．
日本泌尿器科学会，
日本泌尿器内視鏡学会，
日本尿路結石症学会，尿路結石症診療ガイドライン第 2 版．金原出版，
東京 , 2013, 117-118．
③諸角誠人：尿路結石症．吉田修（監修）ベッドサイド泌尿器科学

改訂第 4 版，南江堂東京 , 2013, 864-867．

④ Numao N, Yoshida S, Komai Y, Ishii C, Kagawa M, Kijima T, Yokoyama M, Ishioka J, Matsuoka Y, Koga F, Saito K,
Masuda H, Fujii Y, Kawakami S, Kihara K. Usefullness of prebiopsy multiparametric magnetic resonance imaging
and clinical variables to reduce initial prostate biopsy in men with suspected clinically localized prostate cancer.
J Urol, 190:502-8, 2013.
⑤ Matsuoka Y, Numao N, Saito K, Tanaka H, Kumagai J, Yoshida S, Koga F, Masuda H, Kawakami S, Fujii Y, Kihara
K. Combination of diﬀusion-weighted magnetic r sesonance imaging and extended prostate biopsy predicts lobes
without signiﬁcant cancer: Application in patient selection for hemiablative focal therapy. Eur Urol, 65:186-92,
2014.
⑥諸角誠人，張

英軒，阪口和滋，石井信行，矢野晶大，岡田洋平，永松秀樹，川上

理，山田拓己，山下高久：

経皮的腎砕石術 45 例の検討．第 101 回日本泌尿器科学会総会 , 2013.4
⑦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：前立腺全摘

における MRI を用いたサントリー二静脈叢の術前評価．第 101 回日本泌尿器科学会総会 , 2013.4
⑧矢野晶大，山野貴史，上野周一，西村敬一郎，張
川上

英軒，阪口和滋，石井信行，岡田洋平，永松秀樹，諸角誠人，

理，
高橋健夫，
山田拓己：High risk 前立腺癌に対する放射線外照射（EBRT）併用高線量率小線源療法（HDR）

の初期成績．第 101 回日本泌尿器科学会総会 , 2013.4．
⑨山下高久，張英軒，阪口和滋，矢野晶大，石井信行，岡田洋平，永松秀樹，諸角誠人，川上理，山田拓己，塚本
哲郎，當眞嗣裕：ホルモン療法を受けた M1b 前立腺癌における去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）への進展の予測因
子の検討．第 101 回日本泌尿器科学会総会 , 2013.4．
⑩ 岡 田 洋 平， 川 上

理， 諸 角 誠 人， 永 松 秀 樹， 矢 野 晶 大， 石 井 信 行， 阪 口 和 滋， 張

英 軒， 山 田 拓 己．

Transurethral dissection（TUD）による低用量放射線化学療法後の浸潤性膀胱癌の評価．第 78 回日本泌尿器科
学会東部総会，2013.10．
総数：論文 16 件，学会発表 18 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．
547

泌尿器科

また臨床面でもミニマム創内視鏡下手術を中心とした手術手技がほぼ確立している．全国的にみてもまだこの手術
をおこないうる施設は少ないと考えられる．保険医療の施設認可を得ているとともに，患者にも高い評価や満足度を
得ている．
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2．21）眼

科

1．構成員
櫻井真彦（SAKURAI, Masahiko）
，教授：緑内障，網膜硝子体
河井信一郎（KAWAI, Shin-ichiro）
，准教授：眼科一般；未熟児網膜症，代表指導教員（大学院）
星

太（HOSHI, Futoshi）
，助教：眼科一般

佐谷

充（SATANI, Mitsuru）
，助教：眼科一般

小泉宇弘（KOIZUMI, Takahiro）
，助教：眼科一般
阿部竜三郎（ABE, Ryu-zaburou）
，助教：眼科一般
林亜理紗（HAYASHI, Arisa）
，助教：眼科一般
村上仁司（MURAKAMI, Hitoshi）
（非常勤講師）
渡辺

久（WATANABE, Hisashi）
（非常勤講師）

広瀬育隆（HIROSE, Ikutaka）
（非常勤講師）

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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概ね目標は達成されており，積極的な診療見学，手術見学参加により，基本的な手技，検査，主要な疾患の理解な
どは特に出来ているよう．

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．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
外来は櫻井の専門である網膜硝子体手術・緑内障手術を中心とした紹介受診，もしくは糖尿病網膜症・ステロイド
による緑内障に対する他科依頼が多くを占め，疾患が末期的な状態であっても，再手術の少ない治療を目指している．
以前に中堅医師が多く退職したこともあり，安定している患者の他院への逆紹介を積極的に行っていく方針である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
学会発表
①内境界膜剥離とシリコーンオイルを併用した高度近視黄斑円孔網膜剥離の硝子体手術成績
井

真彦，渡辺

久，星

平成 26 年 1 月 17 日
星

太，広瀬

総数：論文

育隆，河井信一郎
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第 37 回日本眼科手術学会学術総会（京都）

0 件，学会発表

6-2．獲得研究費

竜三郎，櫻

第 37 回日本眼科手術学会学術総会（京都）

②アトピー性皮膚炎に伴う網膜剥離に対する強膜輪状締結を併用した硝子体手術成績
平成 26 年 1 月 17 日

○阿部

太，河井信一郎

2件

○林

亜里紗，櫻井

真彦，

眼

科

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．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
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．
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」を購入している．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．
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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：診療科長：耳科学，鼻科学，頭頸部外科学，耳鼻咽喉科領域
の画像診断：博士

大畑

敦（OHHATA, Atsushi）
：准教授：教育主任：頭頸部外科学，鼻科学，深頸部感染症：博士

堤

剛（TSUTSUI, Takeshi）
：准教授：研究主任：耳科学，平衡神経科学，頭頸部外科学：博士

大木雅文（OHKI, Masafumi）
：講師：耳科学，平衡神経科学
田中

是（TANAKA, Sunao）
：助教 : 耳鼻咽喉科一般

馬塲有加（BABA, Yuka）
： 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

杉本裕彦（SUGIMOTO, Hirohiko）
：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
田原

篤（TAHARA, Atsushi）
：非常勤医師

2．教育
2-1．目的・目標
日常診療に追われる毎日であるが，本来，優れた臨床教育は豊富な症例から得られるものであり，卒前教育におい
ても，卒後教育においても懇切丁寧に指導し，耳鼻咽喉科の重要性と魅力を伝えるように努めている．
2-2．教育内容（担当者）
卒前教育においては，平成 25 年度は BSL および系統講義再開から 12 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堤が担当した．新臨床研修制度も 10 年目を迎え，
20 名前後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．
3-2．研究グループ
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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 25 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. Optokinetic stimulation can break Listing's law without
induction of eye movement. Auris Nasus Larynx 2013; 40: 343-347.
② Urata S, Ohki M, Tsutsumi T, Kikuchi S：Organized haematoma of the maxillary sinus: pathophysiological
diﬀerences suggesting a new aetiological hypothesis. J Laryngol Otol 127（5）：519-524, 2013
③ Urata S, Kikuchi S，Ohki M, Tanaka S：Thrombophlebitis of the head and neck caused by eosinophilic otitis
media. Otol Neurotol 34：908-911，2013
④ Ohki M：Hyperectasis of the tympanic membrane．N Eng J Med 369：1046，2013
⑤大畑

敦：慢性中耳炎・慢性副鼻腔炎．感染と抗菌薬 16（4）：335-341，2013．

⑥菊地

茂：篩骨蜂巣の系統発生．JOHNS 29（8）：1231-1235，2013．

⑦堤
⑧杉木

剛：小児の気管切開・カニューレの管理
司，大木雅文，田中

是，堤

耳鼻咽喉科臨床

107（4）; 336-337: 2014

剛，石川淳一，浦田真次，馬塲有加，大畑

敦，菊地

茂：内頸静脈血栓

を認めた 3 症例．JOHNS 29（9）
：265-268，2014．
⑨大畑

敦：深頸部感染症・縦隔洞炎の取り扱い

―耳鼻咽喉科―．

日本気管食道科学会「専門医通信」46：25-31，2013．
⑩大畑

敦：鼻骨骨折整復術．JOHNS 29（7）：1119-1121，2013．

総数：論文 16 件，学会発表 12 件
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：
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研究会開催：第 9 回埼玉耳鼻咽喉科感染症･アレルギー研究会，2013 年 9 月 12 日，さいたま市

7．自己点検・評価
平成 25 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 12 年経過し，引き続き卒前
教育にも精力的に取り組んだ．本年度もまだ慢性的なマンパワー不足を脱するに至っていないのが現状であり，引き
続き常勤医師の獲得に向けて努力を重ねたい．
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2．23）
（1）産婦人科
1．構成員
高井

泰（TAKAI, Yasushi）
：准教授：指導教員，論文審教員：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

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

高木健次郎（TAKAGI, Kenjiro）
：客員教授：周産期医学，婦人科一般：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

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）
：助教
花岡立也（HANAOKA, Tatsuya）: 助教
山田祐士（YAMADA, Yuji）
：非常勤講師：博士
高木章美（TAKAGI, Akiyoshi）
：非常勤講師：博士
山本智子（YAMAMOTO,Tomoko）
：非常勤講師：博士
斎藤麻紀（SAITO, Maki）
：非常勤講師：博士
海老根真由美（Ebine, Mayumi）
：非常勤講師：博士
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
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
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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
担当者
内容
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
斉藤准教授
症例検討
（各自受け持ち症例 2 例）
不妊症，不育症，婦人科救急疾患
高井准教授
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
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
医局
医局
医局
医局

日時
第 2 金 15 時
第 1 月 9 時 15 分
第 1 金 13 時 15 分
第 2 木 15 時

医局

火 17 時

医局
医局

第 2 月 or 水 16 時
水 17 時

医局

第 1 木 15 時

医局
リプロダクション

第 1 月 16 時
金 7：30（採卵がある時のみ

センター

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．

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
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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．内視鏡下手術では，麻酔科との共同研
究で「高度肥満症例に対する腹腔鏡下手術への HAL（Hybrid Abdominal Lifting）法の応用とその有用性」などが進
行中である．
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）
当科では，大学病院として，高度な医療の提供，医師・医学生の教育，研究の 3 つの柱をかかげているが，特に
診療面では最新の高度な医療を安全に提供することを目標に，昼夜診療を続けている．
人手不足のなか激務に耐え，満足すべき臨床成果を挙げた．職場環境の整備，安全対策により力を入れる．

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
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，幹事
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
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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
28．県医師会母体保護法指定医審査委員会委員
29．国家試験（保健師助産師看護師）委員
30．埼玉県不妊治療費助成事業に係る実施医療機関指定調査会・専門委員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
1．日本産婦人科医会研修委員会・委員
2．日本産婦人科医会・NIPT に関するテキスト作成のための委員会・委員
3．埼玉産婦人科学会雑誌編集員
4．関東連合産科婦人科学会査読委員
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
1．日本がん・生殖医療研究会・理事
2．厚生労働科学研究費補助金（第 3 次対がん総合戦略事業）「乳癌患者における妊孕姓保持支援のための治療選
択および患者支援プログラム・関係ガイドライン策定の開発」班・ガイドライン策定委員
3．関東連合産科婦人科学会庶務委員会・委員
4．日本産科婦人科内視鏡学会・評議員
5．日本生殖医学会・代議員
6．日本受精着床学会・評議員
7．日本産科婦人科学会サマースクール講師

6．業績
6-1．論文・学会発表
① 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
② Ono Y, Takagi K, Seki H, Takai Y, Samejima K, Matsunaga S, Matsumura H Neonatal outcome in infants of
chronically hypertensive mothers. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2013；39：1142-1146 doi:10.1111/jog.12041
③ Yamasaki M, Nakamoto O, Suzuki Y, Takagi K, Seki H, Eguchi K, Hidaka A, Satoh K Validation of the gestational
week division border for subclassification of pregnancy induced hypertension. Hypertens. Res. Pregnancy.
2013；1：23-30
④ Samejima K, Takai Y, Matsumura H, Seki H Recombinant tissue plasminogen activator for massive pulmonary
thromboembolism. BMJ Case Rep. 2013. Doi:10.1136/bcr-2013-009431
⑤ Gomi K, Takagi K, Matsunaga S, Matsumura H, Saito M, Seki H Pregnancy complicated by focal nodular
hyperplasia: a case report of one woman over two consecutive courses of pregnancy. Clinical Case Reports
2013.；1：38-41 Doi 10. 1002/ccr3.17
⑥ Makino S, Iwata A, Seki H, Takeda S Pre-hypertension predicts pregnancy induced hypertension and its
postpartum progression. Hypertens. Res. Pregnancy. 2013；1：71-74
⑦深津真弓
馬場一憲

村山敬彦

増子寛子

江良澄子

齋木美恵

見上由紀子

小野義久

松村英祥

高井泰

齋藤正博

関博之

常位胎盤早期剥離の重症例における血栓性素因の有無に関する検討
日本産婦人科・新生児血液学会誌 Vol.23
⑧鮫島浩輝
馬場一憲

石田洋昭
関

深津真弓

2-3

魚谷隆弘

2013
松永茂剛

松村英祥

博之

子宮摘出後に発症した TSS（toxic shock syndrome）の 1 例
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村山敬彦

高井

泰
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埼玉県医学会雑誌
⑨関

Vol.. 48

p.245-248

2013

博之

骨盤内炎症性疾患
臨床婦人科産科（増刊号） Vol.66
⑩関

p.106-109

2012

博之

血圧の管理
日産婦雑誌

Vol.64

p.1391-1398

2012

他

6-2．該当なし
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．研究会，セミナーの開催実績
1．埼玉県周産期研究会
2．埼玉県超音波研究会
3．総合周産期センター研究会
4．埼玉県産後うつ病研究会
5．助産師の救急対応強化のための研修会

7．自己点検・評価
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）
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 ,ART, 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：博士
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
鈴木敏史（SUZUKI, Toshifumi）
：助教
王

良誠（OH, Ryousei）
：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
酒井あゆみ（SAKAI, Ayumi）
：助教
黒瀬喜子（KUROSE, Yoshiko）
：助教
木崎雄一朗（KIZAKI, Yuuichirou）
：助教
立花かほり（TACHIBANA, Kahori）
：助教

2．教育
2-1．目的・目標
深い愛情と奉仕の精神を持ち，鋭い洞察力によって自ら問題を見つけ考え探求していく，優れた実施臨床医家の育
成を目標とする．特に，学生，初期研修医に対しては，産婦人科の魅力ややりがいを体得させ，なり手の減少が著し
い産婦人科医を目指す者を増やす．
2-2．教育内容
［卒前教育］
本学医学部学生，短期大学学生，看護専門学校学生を対象に講義を行った．医学部 5 年生の BSL と CC，6 年生の
CC を行った．特に 2 週間の BSL では，下記のように明確な目標を示し，医局員全員が学生教育に尽力した．
◎ 2 週間の BSL 期間中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．婦人科リプロ外来，婦人科腫瘍外来，産科外来を見学する（各半日程度）
3．帝王切開手術，子宮全摘手術，腹腔鏡下手術に立ち会う
4．体外受精や顕微授精のための採卵を見学する
5．不妊治療の基本概念を理解するため不妊症患者向け DVD『望妊治療』を視聴する
6．MFICU 病棟，母子 3 階病棟，3 階西病棟（婦人科病棟）の朝の病棟医回診に参加する
7．割り当てられた医師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
まとめて提出する
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9．病棟カンファレンス，医局カンファレンス，周産期カンファレンス・ハイリスク妊娠カンファレンスに参加す
る
10．クルズスに参加する
◎ 2 週間の BSL 期間中に行うクルズスの担当者と内容
担当者
内 容
関教授
妊娠高血圧症候群，口頭試問
馬場教授／斉藤準教授 オリエンテーション
馬場教授
超音波診断
斉藤準教授
症例検討（各自受け持ち症例 2 例）
高井準教授
不妊症，不育症，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
堀越講師
正常妊娠・分娩の管理 FHR monitoring
長井講師
婦人科悪性腫瘍の治療と管理
小野助教
妊娠高血圧症候群（基礎）
◎ 2 週間の BSL 期間中により興味を深めるために参加・見学を勧める．
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
［卒後教育−前期研修医］
産婦人科専門医と後期研修医（産婦人科専攻医）3 〜 4 人で構成される医師チームの 1 つに配属し，チームの一
員として臨床を行いながら，将来，他科医師になった場合でも必要な産婦人科領域の知識や技術を教育した．医師と
しての責任感と自覚を持たせることを目標に，病気ではなく人としての患者に積極的に関わり向かい合うよう指導し
た．興味のある者には，学会などでの発表も積極的に行わせた．
［卒後教育−後期研修医（産婦人科専攻医）
］
当センターは人口 720 万の埼玉県の中核的施設であり，産婦人科（総合周産期母子医療センター母体胎児部門を
含む）には，産婦人科領域すべての疾患の患者が多数集まってきている．また，日本周産期・新生児医学会基幹研修
施設，日本婦人科腫瘍学会修練施設，日本生殖医学会研修施設，日本超音波医学会研修施設，日本産科婦人科内視鏡
学会研修施設に指定されており，産婦人科領域のすべての分野において専門的な研修を受けることができる体制や人
員が整っている．
これらの好条件を生かし，産婦人科専門医を長とする医師チームの 1 員として臨床を行うだけでなく，産婦人科
専門医を目指して，周産期，腫瘍，不妊・内分泌を中心とした産婦人科領域すべての分野において，自ら診断，治療
方針決定，治療ができるよう実施臨床を通じて指導を行った．さらに，周産期専門医，婦人科腫瘍専門医，生殖医療
専門医，超音波専門医などのサブスペシャリティーや日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医を視野に入れて，それぞ
れの専門医が専門的な立場から教育を行った．
2-3．達成度
教授以下医局員全員が積極的に教育に参加した．特に BSL や CC の学生，初期研修医，後期研修医に対しては，臨
床を通して十分な教育を行い，今年度教育目標は十分に達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画
わが国最大規模の総合周産期母子医療センターを抱え，また県内で数少ない腹腔鏡下手術可能な施設として緊急手
術を要する救急患者を数多く受け入れる過重勤務の中にあっても，医局員各々の高いモチベーションによって十分な
教育ができたと考えている．来年度は，減少著しい産婦人科医師を目指す学生や産婦人科医師になる初期研修医が少
しでも増えるよう，教室員一丸となって，より一層，教育に力を入れていく．

3．研究
3-1．目的・目標
妊娠高血圧症候群に関する研究（①現在の定義・分類は，superimposed gestational hypertension を病型から除い
たが，その妥当性に関して後方視的研究を行っている．②現在の定義・分類では，妊娠高血圧症候群の follow up 期
間を原則 12 週間としているが，その妥当性に関する後方視的研究を行っている．いずれも，これまでほとんど報告
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されていない．③ prorenin 受容体の胎盤での発現が妊娠高血圧腎症発症メカニズムに関与しているか否かに関する
基礎研究，④妊娠における血中可溶型 prorenin 受容体濃度の推移と妊娠高血圧腎症発症への関与に関する研究，⑤
妊娠高血圧腎症発症メカニズムにおける絨毛細胞の産科ストレスに対する反応に関する基礎的研究）と前置胎盤で癒
着胎盤である症例の安全な分娩方法（帝王切開）の確立，産科大量出血の管理法の確立（産科大量出血において，①
血中 ﬁbrinogen 値が出血の重症度の評価因子となり得るかに関して，後方視的研究を行っている．②血中 ﬁbrinogen
値が輸血必要量を推測するパラメーターとなり得るかに関して，後方視的研究を行っている．），吸収糸を用いた頚管
縫縮術の確立などを主な研究課題とし学会発表，論文化，学位取得へと導く．また，大学院生や海外留学の医師によ
る基礎研究も行い，研究マインドを持った臨床医の養成を行う．
3-2．研究グループ
上述した妊娠高血圧症候群に関する研究，前置癒着胎盤に関する研究，吸収糸を用いた頚管縫縮術の確立などの臨
床研究，および妊娠高血圧症候群に関する基礎研究を総合周産期母子医療センターで行う．
その他，基礎的研究は慶応義塾大学腎臓内分泌代謝内科学教室，九州大学産婦人科教室，埼玉医科大学ゲノム医学
センター遺伝子情報制御部門，当センター輸血細胞治療部との共同研究として行われている．
3-3．研究内容と達成度
（1）妊娠高血圧症候群に関する研究は臨床的研究としては，superimposed gestational hypertension を病型から除
いたが，その妥当性に関して後方視的研究，および妊娠高血圧腎症発症メカニズムにおける絨毛細胞の産科スト
レスに対する反応に関する基礎的研究をそれぞれ英文論文として発表した．常位胎盤早期剥離における凝固因子
の動態に関して，日本産婦人科・新生児血液学会誌に論文として発表した．
（2）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，現在論文作成中である．また，
prorenin 受容体の胎盤での発現が妊娠高血圧腎症発症メカニズムに関与しているか否かに関する基礎研究に関
しても，発症美かニズムに関与していることを明らかにし，英文論文として作成中である．
それぞれの研究の達成度は 100％と評価できる．
3-4．自己評価と年次目標
臨床研究は着実に成果を挙げ，各学会にて成果を発表し，論文化した．基礎研究も充実し，1 名が学位取得をはた
した．来年度も継続して進める．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
総合周産期母子医療センターが開設されて 14 年目となり，地域医療の中心的役割としての重要性と日々の臨床に
おける実績が埼玉県内外の病院から評価され，患者紹介や搬送依頼例が増加している．また，母体救急コントロール
事業も充分にその役割を果たし，母体の生命に危険のある症例（産科大量出血，脳血管障害，常位胎盤早期剥離，な
ど）130 例を全例応需した．多胎分娩は年間 120 例を越し，また透析妊娠や DM，自己免疫疾患合併症などハイリ
スク妊娠が増加している．この結果帝王切開率は 50％を越えている．胎児診断額においても，日本超音波医学会超
音波指導医（馬場教授）の指導のもと胎児診断，胎児治療に関しても，新生児科と協力して積極的に取り組んでいる．
さらに，高次周産期施設としても機能だけでなく，ローリスク妊娠に関しては，アメニティーを重視した自然分娩
にも力を入れている．また，母児との早期の関わり合いを重視し，経膣分娩同様に，帝王切開中に手術台にて直接哺
乳を施行する試みなども積極的に取り組んできた．その結果，総分娩数も増加している．産科麻酔部門と協同した重
症妊産婦の管理や無痛分娩や試験分娩，
超緊急帝王切開術は全国のモデルシステムとして注目されている．そのうち，
紹介症例は半数以上を占めており，緊急搬送も約 25％を占めている．スタッフ一同，妊婦および産褥の満足度を上
げるため，日々切磋琢磨している．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
1．厚生労働省保健師助産師看護師医道審議会委員
2．日本母性衛生学会常務理事
3．日本妊娠高血圧学会常任理事
4．日本産婦人科学会代議員
5．日本周産期新生児医学会評議員
6．日本不妊学会評議員
7．PSI-Japan 研究会顧問
8．埼玉県産婦人科医会副会長，幹事
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9．埼玉県産婦人科医会周産期研究会代表幹事
10．埼玉県産婦人科学会会長
11．埼玉県産婦人科医会学術企画委員
12．県医師会母体保護法指定医審査委員会委員
13．県医師会メディカル協議会委員
14．県医師会母子保健委員

6．業績目録
6-1．論文・学会発表
（論文）
① 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
② Ono Y, Takagi K, Seki H, Takai Y, Samejima K, Matsunaga S, Matsumura H Neonatal outcome in infants of
chronically hypertensive mothers. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2013；39：1142-1146 doi:10.1111/jog.12041
③ Yamasaki M, Nakamoto O, Suzuki Y, Takagi K, Seki H, Eguchi K, Hidaka A, Satoh K Validation of the gestational
week division border for subclassification of pregnancy induced hypertension. Hypertens. Res. Pregnancy.
2013；1：23-30
④ Samejima K, Takai Y, Matsumura H, Seki H Recombinant tissue plasminogen activator for massive pulmonary
thromboembolism. BMJ Case Rep. 2013. Doi:10.1136/bcr-2013-009431
⑤ Gomi K, Takagi K, Matsunaga S, Matsumura H, Saito M, Seki H Pregnancy complicated by focal nodular
hyperplasia: a case report of one woman over two consecutive courses of pregnancy.

Clinical Case Reports

2013.；1：38-41 Doi 10. 1002/ccr3.17
⑥ Makino S, Iwata A, Seki H, Takeda S Pre-hypertension predicts pregnancy induced hypertension and its
postpartum progression. Hypertens. Res. Pregnancy. 2013；1：71-74
⑦深津真弓

村山敬彦

馬場一憲

増子寛子

江良澄子

齋木美恵

見上由紀子

小野義久

松村英祥

高井泰

齋藤正博

関博之

常位胎盤早期剥離の重症例における血栓性素因の有無に関する検討
日本産婦人科・新生児血液学会誌 Vol.23
⑧鮫島浩輝
馬場一憲

石田洋昭
関

深津真弓

2-3

魚谷隆弘

2013

松永茂剛

松村英祥

長井智則

村山敬彦

高井

泰

斉藤正博

博之

子宮摘出後に発症した TSS（toxic shock syndrome）の 1 例
埼玉県医学会雑誌
⑨関

Vol. 48

p.245-248

2013

博之

骨盤内炎症性疾患
臨床婦人科産科（増刊号） Vol.66
⑩関

p.106-109

2012

博之

血圧の管理
日産婦雑誌

Vol.64

p.1391-1398

2012

他

6-2．該当なし
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．研究会，セミナーの開催実績
1．埼玉県周産期研究会
2．埼玉県超音波研究会
3．総合周産期センター研究会
4．埼玉県産後うつ病研究会
5．助産師の救急対応強化のための研修会

7．自己点検・評価
埼玉県唯一の総合周産期母子医療センターとして，県内の医療機関から期待や依頼が年々急速に増加してきた．少
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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，ひとりひ
とりの献身的な努力にほかならない．
教育に関しては，特に，BSL の学生教育にスタッフ一人ひとりが，熱心に参加している．
研究面では，当センターならではの，豊富かつ多彩な症例経験から臨床研究を積極的に行ない，学会発表，論文発
表など義務づけ，多くの実績を重ね，英文論文として報告できるようになってきている．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．また，基礎研究も他施設と共同して継続的に行い，英文論文によ
る発表をおこなっている．
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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）：嚢胞，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：博士
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
徳永

遼（TOKUNAGA, Ryo）
：研修医

中村慎太郎（NAKANURA, Shintaro）
：研修医
大沼拓也（OHNUMA, Takuya）
：研修医
中村悟士（NAKAMURA, Satoshi）
：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，? 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徳永

遼，日野峻輔，川野竜太郎，沼

健博，金子貴広，堀江憲夫，工藤逸郎，下山哲夫：幼児の外傷性乳臼歯

脱臼の 5 例．第 67 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会，2013 年 5 月 22,23,24 日，抄録集 20-D-2
宇都宮，抄録

日口科誌

p.287

Vol.63 No.1 p.105 2-D-2

②飯島洋介，増田一生，笠倉正隆，伊藤佑樹，日野峻輔，近藤圭祐，小村国大，沼

健博，金子貴広，堀江憲夫，

下山哲夫：フリースタイルスキー（スロープスタイル・ハーフパイプ）選手におけるマウスガードの調査（第 2
報）
．第 24 回スポーツ歯科医学会総会・学術大会 2013 年 6 月 29,30 日，東京，抄録：第 24 回日本スポーツ
歯科医学会学術大会プログラム・抄録集

p.29

P-21，（2013）日本スポーツ歯科医学会誌 Vol.17（2）p115

p-21
③日野峻輔，加藤崇雄，堀江憲夫，下山哲夫，坂上宏，安達一典：睡眠時の末梢刺激応答性変化に関わる神経
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機構の検討．第 55 回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会，2013 年 9 月 20,21,22, 日

岡山，Journal Oral

Biosciences Supplement 2013 p.180（P1-173）2013.
④中村慎太郎，日野峻輔，川野竜太郎，沼

健博，加藤崇雄，那須大介，金子貴広，堀江憲夫，工藤逸郎，下山哲

夫：唇側皮質骨剥離により梨状口の変形を伴った両側上顎中切歯脱臼の 1 例．第 25 回一般社団法人日本小児口
腔外科学会総会・学術大会，2013 年 11 月 2,3 日 東京，，抄録：日本小児口腔外科学会誌 （第 25 回一般社団
法人日本小児口腔外科学会総会・学術大会抄録集

Vol.23（2）C-02 ｐ .134（2013）

⑤ N. Horie, T. Nagao, S Hino, T. Kato, T. Shimoyama, H Sakagami, K. Adachi: Analgesic eﬀects and pharmacokinetics
of rikkosan. 2013 年 11 月 9,10,11,12,13 日，アメリカ，サンデェゴ，カリフォルニア州，抄録：抄録集（Web）
，
Program#/Poster#: 67.09/JJ9

Location: Halls B-H

Presentation time: Saturday, Nov 09, 2013

【論文】
⑥ Kaneko T, Yamagishi K, Horie N, Shimoyama T. A novel open-tray impression technique for fabrication of
a provisional prosthesis on immediate load implants in a completely edentulous arch. Int J Oral Maxillofac
Implants 28（2）: 556-562 2013.
⑦ Takehiro Numa, Yosuke Iijima, Takahiro Kaneko, Norio Horie, Tetsuo Shimoyama Massive congestive swelling of
the tongue caused by self-mutilation. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology, 25（2）:
157-159 2013．
⑧ Takehiro Numa, Kunihiro Komura, Syunsuke Hino, Takahiro Kaneko, Norio Horie, Tetsuo Shimoyama
Dissociative disorders causing unconsciousness and collapse during oral surgery treatment. Journal of Oral and
Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology, 25（3）: 247-249 July 2013.
⑨ Takahiro Kaneko, Issei Masuda, Shunsuke Hino, Norio Horie, Tetsuo Shimoyama Dental implants placed in
thin maxilla expanded using a modiﬁed bone-splitting procedure: Case series. Journal of Oral and Maxillofacial
Surgery, Medicine, and Pathology, 25（3）: 250-254 July 2013
⑩ Norio Horie, Tomomi Yamaguchi, Seiko Chida, Takao Kato, Takahiro Kaneko, Tetsuo Shimoyama. The
associations between functional and nutritional factors for oral opportunistic infections in a long-term hospital.
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology, 25（4）:357-361 October 2013
【総数：論文 9 件，学会発表 13 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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，守岡義紀，高野敬士，新井健一，石川秀登，横田有香，小林沙希，小林大祐，羽田侑里子，岩崎寛之，
大塚

梢，江草朱理，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，茂木恵美，渋谷耕平，布施あかね，荒木心太，冨樫健太，加藤星也，
工藤沙也，三浦未里衣，福地萌子，尾内優梨子
＜作業療法士＞
國友淳子（主任）
，平田樹伸，池田志帆，栗原香緒里，東

謙一，平井良太，篠塚怜美，高畑幸弘，中村さなえ，

松原秀徳，井上友里，石川怜奈，竹澤由姫，竹島なつき
＜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，中辻勝一，八木春野

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・内部障害のリハ医学
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を基礎と臨床に分け，医師とセラピストが研究チームを編成し，各専門分野からみた研究
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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，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，高野敬士，新井健一，石川秀登
5．気管切開患者におけるカニューレの側管を用いた発声訓練プランの検討：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，平井良太，高畑幸弘，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
9．18 トリソミー児の在宅移行に向けた病棟・家族・理学療法士の連携：茂木恵美 , 國澤洋介，守岡義紀，羽田侑
里子，松本絵美子，瀬立奈緒美，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
4）日本リハビリテーション・ネットワーク研究会；査読・編集委員：山本満
5）埼玉包括的リハビリテーション研究会；査読：山本満
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
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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
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岩崎寛之，國澤洋介，武井圭一，森本貴之，前川宗之，山本満：術後から断端自己管理の評価・指導を行った大
腿切断症例．理学療法−臨床・研究・教育− 21 巻 P66-68，2014
②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：埼玉医科大学総合医療センターにおけるがん患者に対する作業療法の
実態．埼玉包括リハ雑誌 13 巻 p10‐13，2013．
③東謙一，國澤洋介，國友淳子，平田樹伸，前川宗之，山本満：携帯型加速度計を用いて行う上肢機能評価につい
ての検討．リハビリテーションネットワーク研究

VOL11

p43 − 47，2013

④大塚梢，國澤洋介，一氏幸輔，新井健一，前川宗之，山本満：足底挿板療法が歩行量の増加と機能改善に繋がっ
た一症例 .

埼玉包括リハ雑誌 13 巻

P31-34，2013

⑤関泰子，小嶋知幸，山本満，伊藤智彰，伊藤淳子，杉本真美，富田春菜，中辻勝一：音韻性失読の 1 症例 - 書記
素 / 音韻変換，視覚情報処理，音韻操作，バイモーラ特性 -

第 14 回日本言語聴覚学会抄録集

P221，2013

⑥國澤洋介，國友淳子，武井圭一，伊藤智彰，森本貴之，高橋健夫，儀賀理暁，小峰和美，春川正子，前川宗之，山本満：
リハビリテーション科スタッフが緩和ケアチームに参加する利点

日本緩和医療学会学術大会プログラム・抄録

集 18 回．P448，2013
⑦國友淳子，國澤洋介，後藤小百合，前川宗之，山本満：インシデントレ
り組み

ポートを活用した医療安全への取

第 47 回日本作業療法学会プログラム 2013

⑧藪﨑純，國澤洋介，松本孝彦，野々垣政志，前川宗之，山本満：施設間連携における理学療法士の現状と課題
第 13 回埼玉県包括的リハビリテーション研究会．2014/2/8，埼玉
⑨野々垣政志，國澤洋介，藪﨑純，小林沙希，菅原悠葵，前川宗之，山本満：「足踏み」に着目した歩行練習課題
の選択−両下肢深部感覚障害による歩行能力低下を認めた一症例−

第 13 回埼玉県包括的リハビリテーション

研究会．2014/2/8，埼玉
⑩篠塚怜美，國澤洋介，國友淳子，髙野香緒里，山本満：示指母指化術後の再建母指の機能を考慮した介入により
早期復職へ繋がった症例

第 23 回埼玉県作業療法学会．2014/3/9，埼玉

【総数：論文 14 件，学会発表 28 件，講演 35 件，著書 4 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
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6-5．学会，研究会，セミナーの開催実績
1）第 13 回埼玉県包括的リハビリテーション研究会．2014/2/8
2）第 13 回日本リハビリテーションネットワーク研究会学術集会．2013/12/1

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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臨床医学部門（川越キャンパス）

2．26）
（1）
（2）麻酔科（麻酔科，産科麻酔科）
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，研究員：麻酔，集中治療，疼痛管理，
心臓麻酔：医学博士

川崎

潤（KAWASAKI, JUN）
：教授：副科長，教育員，研究副主任：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：麻酔，産科麻酔，小児麻酔：医学博士
鈴木俊成（SUZUKI, TOSHINARI）
：講師：手術室医長，教育員，研究員：麻酔，輸液：医学博士
丸尾俊彦（MARUO, TOSHIHIKO）
：講師：外来医長，教育員，研究員：麻酔，疼痛管理：医学博士
助 教： 清 水 健 次（SHIMIZU, KENJI）
： か わ ご え ク リ ニ ッ ク 医 長， 教 育 員， 研 究 員， 福 山 達 也（FUKUYAMA,
TATSUYA）
：ICU 医長，教育員，研究員，田村和美（TAMURA, KAZUMI）：産科麻酔科副科長，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）：専門医員，教育員，研
究員，原さやか（HARA, SAYAKA）
：医員，教育員，研究員，皆吉寿美（MINAYOSHI, HISAMI）
：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）：専門医員，
教育員，研究員，花岡千佳（HANAOAK, CHIKA）：専門医員，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）：専門医員，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，佐藤

悠（SATO, YOU）：医員，教育員，研究員，前田紘一朗（MAEDA,

KOICHIRO）
：医員，教育員，研究員，大橋

明（OHASHI, AKIRA）：医員，教育員，研究員，平井規雅（HIRAI,

NORIMASA）
：医員，教育員，研究員，長嶋小百合（NAGASHIMA, SAYURI）：医員，教育員，研究員，吉富智幸
（YOSHITOMI, TOMOYUKI）
：医員，
教育員，
研究員，
井上理恵
（INOUE, RIE）
：医員，
教育員，
研究員，
保科真由
（HOSHINA,
MAYU）
：医員，教育員，研究員，長根亜佐子（NAGANE, ASAKO）
：医員，教育員，研究員，中野

由椎（NAKANO,

YUI）
：医員，教育員，研究員，浅野祥孝（ASANO, YOSITAKA）：医員，教育員，研究員（小児科からの出向）
，半
田裕子（HANDA, YUKO）
：医員，教育員，研究員（H25.10-H26.3），曽我真弓（SOGA, MAYUMI）
：医員，教育員，
研究員（H25.10-H26.3）
客員教授：宮尾秀樹（MIYAO, HIDEKI）
，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

真吾（HAYASHIDA, SHINGO）
，
高田稔和（TAKADA, TOSHIKAZU），田中

正（GENDA, TADASHI），林田

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，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 月第 1 土曜日に初期研修医全員を対象としてアメリカ心
臓協会認定心肺蘇生講習会（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
（3 ヶ月毎）
．救命救急士の気管挿管プログラム（埼玉西部第 2 地区気管挿管生涯教育ならびに埼玉県ビデオ喉頭鏡講
習，小山担当）を実施した．後期研修医 2 名が入局，その他産科麻酔フェローシップ 2 名，小児科からの出向の 1
名が加わった．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
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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症例
検討，クルズス，抄読会を続けた．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
毎朝の症例検討，クルズス，抄読会が十分成果をあげている．教育主任小山教授，後期研修担当皆吉助教，初期研修
担当田澤助教を中心に 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 2 名，小児科からの出向の浅野
助教，産科麻酔フェローシップの吉富助教は教育カリキュラムとして最初はオペ室での麻酔管理を中心に，後半は集
中治療管理も加え幅広く全身管理を教育した．

3．研究
3-1．目的・目標：大学院の学位論文作成，臨床での臨床研究を車の両輪として，学会発表のみならず，なるべく多
くの研究を論文化することに努める．研究カンファを定期的に開催し，研究の方向性を探り，研究の推進をはかる（従
来の基本方針を堅持）
．
3-2．研究プロジェクト
麻酔：膠質液輸液，血液凝固（TEG/ROTEM，血小板機能），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，臍帯血イオン化マグネシウム値，妊婦循環血液量・心
拍出量の非侵襲的測定法，高齢妊婦の無痛分娩，酸化ストレス評価，術後悪心・嘔吐および掻痒感に対する円皮鍼の
効果
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，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
TEG/ROTEM：達成度 95％，血小板機能評価：到達度 75％，筋緊張性ジストロフィー症例の周術期管理：90％
帝王切開術での胎児移行：達成度

95％，心拍出量測定：90％，臍帯血イオン化マグネシウム値：達成度

90％

人工呼吸中の加温加湿：達成度 90％，血糖測定器の精度検討：達成度 95％，イオン化マグネシウム値の推移：95％
3-4．自己評価と次年度計画
学会発表数，論文等
照井，
川崎，
小山，
松田，
産科麻酔フェロー，
菊池（東洋医学），その他関係医局員で隔週 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．
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．3D 心エコーも導入され心臓血管麻酔の充実も期待されるところである．各分野で，最新の知見も視野に入れた，
質の高い医療を提供すると同時に，医学部学生，研修医の教育にも力を注いでおり，チーム医療やマンパワーの充実
も目標に掲げている．安全で質の高い麻酔を介して病院全体の安全管理，病院経営に寄与すべく医局員一丸となって
取り組んでいる．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉県西部第 2 地区 MC 協議会委員（小山）
ISO-Technical Comittee121-Subcomittee3 の日本メンバー（宮尾）
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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
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医学会雑誌査読委員（小山）
，日本臨床麻酔学会誌査読委員（宮尾），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 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，MSD
6-3．受賞
6-4．特許，実用新案：該当無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
6-5-1．埼玉医大臨床麻酔ネットワーク（SMU-CAN：毛呂，日高，川越麻酔科の合同研究会）：代表世話人小山，埼
玉県麻酔専門医会世話人：小山
6-5-2．体液代謝管理研究会：鈴木，丸尾，宮尾
6-5-3．AHA 認定 BLS，ACLS，PALS 講習会定期開催：小山

7．自己点検・評価
鈴木，丸尾，福山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 2 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．11 の手術室で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 700 人を超える．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 2 つの外来診療（当院・かわごえクリニック）を継続している．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）
専門分野：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，
専門分野：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，教育主任
専門分野：外傷外科，航空医学
高本勝博（TAKAMOTO, Katsuhiro）
：助教：教育副主任
専門分野：臨床麻酔，航空医学
中村元洋（NAKAMURA, Motohiro）
：助教：専門分野：臨床麻酔
橋本昌幸（HASHIMOTO, Masayuki）
：助教：専門分野：外科学
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
城下

翠（JOSHITA, Midori）
：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．在宅訪問診療にも参加することが可能である．
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．
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3．研究
3-1．目的・目標
1）救急医療における侵襲的検査および緊急処置を，研修医がより安全にかつスピーディーに習得するための指導
方法の充実を目的として，スキルスラボを利用したシミュレーション教育を発展させることを継続的に目標とし
ている．
2）救急医療を受けた後の在宅医療への移行を含めて在宅訪問診療の積極的な導入方法を臨床的に検討している．
3）救急搬送される交通事故において運転中にてんかん発作が生じている可能性を検討し，その実態を探るととも
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
576

救急科（ER）

身管理・生活習慣管理の重要性など，救急医療および在宅医療の現場における有意義な臨床的検証が行えた．次年度
はさらにこれらの検証を発展させ積み重ねていくとともに，新たな臨床計画も試みていく方針である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
救急科（ER）は，1 次救急から 3 次救急まであらゆる重症度・緊急度の患者さんを対象として初期診療を行える
真の北米 ER 型救急医療を目指しているのが特徴である．迅速かつ的確な判断力を磨き，さらに高度救命救急センター
と連携して心肺停止などの救命救急医療に対する初期診療スキルを身につけることも可能である．さらに臨床的な緊
急度のみならず幅広い患者層への適切な対応を要する現場であるため，各科の専門医との連携・チームワークが不可
欠であり，医師個人としてのスキルとともに人間性を高める必要性のある診療科である．若手医師にとって，緊急時
の幅広い対応能力を身につけることにより，自信を持って臨床現場に対応できる医師となるために習得すべき診療領
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
東京都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
⑰国連大学特任教員

6．業績
6-1．論文・学会発表（抜粋表記）
①平成 25 年 10 月 , 第 42 回日本救急医学会学術集会，過酸化水素水服用による門脈ガス血症に牛乳投与が有効で
あった症例報告
②平成 25 年 10 月 , 第 42 回日本救急医学会学術集会，胸部単独外傷患者管理プロトコールと受傷早期からの硬膜
外鎮痛管理
③平成 25 年 10 月 , 第 42 回日本救急医学会学術集会，救急科（ER）における児童虐待の察知
④平成 25 年 10 月，第 21 回日本航空医療学会総会，顔面外傷・気道緊急に対し近隣施設での気道確保を選択し
た1例
⑤平成 25 年 10 月，第 21 回日本航空医療学会総会，高速道路本線上に着陸した高エネルギー外傷の 1 例
⑥平成 25 年 10 月，第 21 回日本航空医療学会総会，埼玉県ドクターヘリが関与した妊婦関連事案についての検
討
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⑦平成 25 年 5 月，第 12 回日本臨床医学リスクマネージメント学会学術集会，連続心電図（CECM）を用いた重
症患者管理とリスク低減への試み
⑧平成 25 年 11 月 , 第 24 回日本健康医学会総会，在宅訪問診療に導入したメディカルアシスタントの役割
⑨平成 25 年 11 月 , 第 24 回日本健康医学会総会，在宅訪問診療における 1 日 1 回点滴投与抗菌薬（levoﬂoxacin）
の臨床的評価
⑩平成 25 年 11 月 , 第 24 回日本健康医学会雑誌第 23 巻第 3 号，学会長講演「これからの在宅医療・訪問診療

?

最期まで自宅で過ごす時間のために ? 」
総数：論文

28

件，学会発表

37

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
第 24 回日本健康医学会総会主催（平成 25 年 11 月，学会長：大貫

学）

東京都生涯学習セミナー：平成 25 年 4 月 1 日〜平成 26 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実施されている．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：病院長：教育副主任：指導教員（大学院）：脳神経外科学（頭部外傷，
脳血管障害，一般），救急医学：博士

杉山

聡（SUGIYAMA, Satoru）
：教授：高度救命救急センター長（運営責任者）
：診療科長：代表指導教員（大学院）
：
脳神経外科学〔頭部外傷，脳血管障害，一般〕. 救急医学：博士

間藤

卓（MATOU, Takashi）
：准教授：研究主任：指導教員（大学院）：内科学（免疫，一般）. 集中治療学，救急
医学：博士

澤野

誠（SAWANO, Makoto）
：准教授：診療副科長：研究副主任 : 指導教員（大学院）：外科学（消化器外科，血
管外科，一般），救急医学：博士

熊井戸邦佳（KUMAIDO, Kuniyoshi）
：講師：教育主任：総務担当医長：脳神経外科学（頭部外傷，脳血管障害，一
般）
，救急医学：博士
井口浩一（INOKUCHI, Kouichi）
：講師：診療副科長：整形外科学（脊椎，外傷，一般），救急医学
中田一之（NAKATA, Kazuyuki）
：講師：診療副科長：内科学（循環器，一般），救急医学：博士
大河原健人（OKAWARA, Kento）
：講師：外来医長：外科学（消化器外科，一般），救急医学：博士
福島憲治（FUKUSHIMA, Kenji）
：講師：教育副主任：整形外科学（外傷，一般），災害医学，救急医学
大餐和憲（OAE, Kazunori）
：講師：診療専門員：整形外科学（外傷，一般）, 救急医学：博士
山口

充（YAMAGUCHI, Atsushi）
：助教：ICU 病棟医長，集中治療学，救急医学

浅川英一（ASAKAWA, Eiichi）：助教，診療専門員
石塚京子（ISHIZUKA, Kyouko）
：助教，診療専門員
上村直子（KAMIMURA, Naoko）
：助教，診療専門員
西潟一也（NISHIKATA, Kazuya）
：助教，診療専門員
森井北斗（MORII, Hokuto）
：助教，診療専門員
松谷

暁（MATSUTANI, Akira）
：助教，診療員

武信康弘（TAKENOBU, Yasuhiro）
：助教，診療専門員
大井秀則（OI, Hidenori）
：助教，診療専門員
大瀧聡史（OTAKI, Satoshi）
：助教，診療員
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
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）
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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・教育の大半を救急科（ER）とともに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．
* 救急救命士病院実習を定期的に受け入れており，救急救命士の当直実習のない日は週末のみという日々が続いて
いる．
* BLS（Basic Life Support）. ACLS（Advanced Cardiovascular Life Support）. JATEC CJapan Advanced Trauma
Evaluation And Care）などをもとにした心肺蘇生法や外傷初期治療の普及も，救急医に課せられた任務と考えて
おり，適宜研修会を開催している．
2-3．達成度
（1）卒前教育
学生に対する教育はほぼ BSL 実習としての 5 日間のみに限られたが，緊迫した救急医療現場の雰囲気を堪能して
もらい，それ以外の時聞を利用して，臨床に即したクルズスや実践的な実習が行われ，おおむね好評であった学生教
育は短期聞に限定され，その結果救急搬送される症例に偏りが生じ，心，肺蘇生法などの現場実習ができない学生も
存在したが，己れを克服すべく，人形を用いた BSL'ACLS の実技実習を積極的に取り入れた．
クリニカルクラークシップにおいては，自ら高度救命救急センターでの実習を希望しモーチベーションの高い学生
が多かったこと，さらには実習期間が 4 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
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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 4 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，救急科（ER）で 1 名の大学院生が在籍しており，引き続き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ことが
課題である．
3-4．自己評価と次年度計画
上述したように学会発表レベルで留まっているものが多いが，漸次原著論文にしていく予定である．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．
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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, Acute Medicine and Surgery（Asian Society for Emergency Medicine アジア救急医学会機関誌）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集中治療

救急・集中治療の合併症への対応 II（深部静脈血栓症 / 肺静脈血栓塞栓症） 澤野 誠 救急・集中治療

医学レビュー 2014-'15 Page331-336（2014.02）
②救急疾患への対応

脳血管障害，神経疾患への対応 熊井戸 邦佳 , 堤 晴彦 救急・集中治療医学レビュー

2014-'15 Page144-150（2014.02）
③骨盤外傷

初期治療テクニック

急性期の後方固定

仙腸関節固定 井口 浩一 整形外科 Surgical Technique

（2185-7733）3 巻 6 号 Page698-703（2013.12）
④外傷治療経過中にヘパリン起因性血小板減少症（HIT）を併発した 2 症例 西潟 一也 , 井口 浩一 , 大饗 和憲 , 松
谷 暁 , 上田 祐輔 , 岡田 寛之 関東整形災害外科学会雑誌（0389-7087）44 巻 5 号 Page271-274（2013.10）
⑤生体ガスと臓器保護 CO ガスによる生体内信号伝達の仕組み 澤野 誠 Medical Gases15 巻 1 号 Page20-24
（2013.08）
⑥【ICU・CCU 看護の超重要ポイントマスターブック
おける看護 合併症の予防と対策
刊 Page169-176（2013.06）
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集中治療看護がまるごとわかる !】（第 1 部）ICU・CCU に

静脈血栓塞栓症（VTE） 澤野 誠 呼吸器ケア（1347-7285）2013 合同臨時増

高度救命救急センター

⑦胸髄損傷術後に発見された後天性血友病 A の 1 例 中田 一之 , 間藤 卓 , 山口 充 , 大井 秀則 , 松枝 秀世 , 大瀧 聡史 ,
堤 晴彦 日本救急医学会雑誌（0915-924X）24 巻 4 号 Page219-224（2013.04）
⑧【主訴から診断へ - 臨床現場の思考経路】神経内科的な訴え

意識障害

意識障害のある患者への対応 山口 充

診断と治療（0370-999X）101 巻 Suppl. Page114-120（2013.03）
⑨【高齢者の救急医療 - その病態特徴と基本管理 -】高齢者外因性の救急疾患と処置

転倒・転落 井口 浩一 日本

臨床（0047-1852）71 巻 6 号 Page1042-1046（2013.06）
⑩【急患・急変対応マニュアル - そのとき必要な処置と処方】 最新の蘇生手技・救急対処法 救急で必要な薬剤
山口 充 , 堤 晴彦 耳鼻咽喉科・頭頸部外科（0914-3491）85 巻 5 号 Page60-64（2013.04）
【総数：論文 13 件，学会発表 43 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし

7．自己点検・評価
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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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, At ｓ ushi）
：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（2013 年 7 月より非常勤講師）
大野仁司 （Ohno, Hitoshi）
：助教
栁田ひさみ（Yanagita, Hisami）
：助教，博士
河辺哲哉 （Kawabe, Tetsuya）
：助教
（名誉教授）
町田喜久雄（Kikuo, Machida）
：博士
（客員教授）
奥

真也 （Oku, Shinya）
：指導者教員（大学院）：核医学，医療情報学：博士

（客員准教授）
土屋一洋 （Tsuchiya, Kazuhiro）
：脳画像診断指導：博士
（非常勤講師）
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）
埼玉医科大学病院，埼玉医科大学国際医療センターと当施設 3 施設間をローテーションしながら，後期研修を行
う事になっている．
2-3．達成度
達成度は 80％である．
2-4．自己評価と次年度計画
従来の目標をより上昇させる．

584

放射線科（画像診断科・核医学科）

3．研究
3-1．目的・目標
臨床診療に即した実用性の高い研究を目指す．国際一流誌への掲載を目標とする．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
① Dual energy CT による肺換気機能図
② Dual energy CT による CTC（CT 大腸内視鏡）
③ハリ治療による脳血流変化の検討（協同研究）
④肺がん N 因子診断における MRI の撮影標準化と意義（多施設共同研究）
⑤ Dual energy CT による肺血流機能図
⑥肺腫瘍の CT 還流画像による解析
⑦ FDG PET/CT による治療効果判定の評価
肺がん，悪性リンパ腫，大腸がん
3-3．研究内容と達成度
達成度は 40％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）

厚生省班研究の分担研究（1 名）
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
日本アイソトープ協会

査読（本田）

編集委員長
イメージング規格化

委員長（本田）

医学薬学部常任委員

部委員長（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）

日本ラジオロジー協会

広報委員会

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, 31（6）：377-385, 2013.
② Inoue S, Odaka A, Muta Y, Yanagida H, Osada H, Tamura M. Small bowel obstruction associated with torsion
of the vermiform appendex: Case report. Journal of Pediatric Surgery Case Reports 1（11）：383-385, 2013.
③ 長 田 久 人． Ⅰ 総 論

妊 娠 可 能 年 齢 女 性 の 画 像 診 断（CT・MRI）． 救 急 医 学 9 月 臨 時 増 刊 号．37（10）

1136-1141，2013
④ 長 田 久 人， 渡 部 渉， 大 野 仁 司． 妊 娠 中 の IVR − 総 腸 骨 balloon occlusion 法 を 中 心 に −．Obstetric and
Gynecologic Surgery 15 妊娠中の手術・胎児手術 こんなときどうする？ 36-45，2013
⑤本田憲業．画像診断の基礎 6 磁気共鳴コンピュータ断層撮影（Magnetic resonance imaging：MRI）．周産期医
学増刊号 周産期の画像診断 第 2 版．43

29-33，2013．東京医学者

⑥清水裕次，髙橋健夫，長田久人，渡部渉，大野仁司，栁田ひさみ，河辺哲哉，本田憲業．FDG-PET/CT が原発巣
推定に有用であった男性絨毛癌の 1 例．臨床放射線．59（2）323-326，2014
⑦本田憲業．リレー講座 診療に役立つ核医学の基本−専門医試験も見すえ「安全取り扱い・関連法規・被曝その
1」
．臨床核医学．46（5）71-73，2013
⑧本田憲業．リレー講座 診療に役立つ核医学の基本−専門医試験も見すえ「安全取り扱い・関連法規・被曝その
2」
．臨床核医学．46（6）85-90，2013
⑨本田憲業．リレー講座 診療に役立つ核医学の基本−専門医試験も見すえ「安全取り扱い・関連法規・被曝その
3」
．臨床核医学．47（1）5-8，2014
⑩本田憲業．リレー講座 診療に役立つ核医学の基本−専門医試験も見すえ「安全取り扱い・関連法規・被曝その
4」
．臨床核医学．47（2）20-21，2014
【総数：論文

10 件，学会発表

30 件，講演

7 件】

6-2．獲得研究費
委託研究費

5件

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
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第 42 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2013/10/5
第 43 回埼玉核医学研究会，大宮ソニックシティ，2014/3/15
第 9 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，2013/11/7
第 50 回川越･東入間画像診断研究会，ラ・ボア・ラクテ川越，2013/7/18
第 51 回川越･東入間画像診断研究会，東入間医師会会館，2014/1/16
第 7 回埼玉西部画像診断医学セミナー，埼玉医科大学かわごえクリニック，2013/5/25

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・クラークシップの 2 年目を行い学生への広報を行った．
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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：診療部長：研究主任：教育副主任：大学院指導員：放射線腫瘍学：
医学博士
新保宗史（SHINBO, Munefumi）
：准教授：放射線医学物理：工学博士
西村敬一郎（NISHIMURA, Keiichiro）
：助教：教育副主任，大学院生（がんプロフェッショイナル養成プラン）
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

北本佳住（KITAMOTO, Yoshizumi）
：放射線腫瘍学，医学博士

2．教育
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，画像腫瘍医学について教育する．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，他診療科や緩和ケアチーム，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，品質管理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（担当者）
●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．各臓器別の特色も踏まえた講義を行う（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
○ BSL（担当：髙橋

健夫，新保

宗史，西村

敬一郎，山野

宗史）

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，腫瘍画像医学，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）
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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
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 3 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 3 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らびに放射
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（研究プロジェクト）
・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）
・婦人科グループ（髙橋健夫，新保宗史，山野貴史）
・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）
・緩和グループ（髙橋健夫，本戸幹人，西村敬一郎，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，日本癌治療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．また院内や多施設共同研
究，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
International Cancer Conference Journal（Editorial Board）; 髙橋健夫
International Scholary Research Network Radiology（Editorial Board）; 髙橋健夫
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Conference Papers in Medicine（Editorial Board）; 髙橋健夫
Advances in Medicine（Editorial Board）; 髙橋健夫
Journal of Radiology & Radiation Therapy（Editorial Board）; 髙橋健夫
Journal of Clinical Oncology & Research（Editorial Board）; 髙橋健夫
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
特定非営利活動法人放射線医療国際協力推進機構，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．後者では理事を務めておりネパールにおける放射線診療の発展に貢献している（髙橋健夫）．

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Takahashi T, Nishimura K, Yamano T. Role and Progression of Radiotherapy for Locally Advanced Esophageal
Cancer. Journal of Gastrointestinal & Digestive System S1: 005, 2013.
② 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, 31（6）：377-385, 2013.
③ Shirai K, Tamaki Y, Kitamoto Y, Murata K, Satoh Y, Higuchi K, Ishikawa H, Nonaka T, Takahashi T, Nakano
T. Prognosis was not deteriorated by multiple primary cancers in esophageal cancer patients treated by
radiotherapy. J Radiat Res 54（4）: 706-11, 2013.
④ Takahashi T, Nishimura K, Yamano T, Gika M. Role of palliative radiotherapy for bone metastasis. J Palliat Care
Med 4（1）: 1-3, 2014.
⑤ Matsuo Y, Onishi H, Nakagawa K, Nakamura M, Ariji T, Kumazaki Y, Shimbo M, Tohyama N, Nishio T, Okumura
M, Shirato H, Hiraoka M. Guidline for respiratory motion management in radiation therapy. J Radiat Res 54（3）:
561-568, 2013.
⑥髙橋健夫 . 造血器腫瘍に対する放射線治療の適応と有害事象 . カラーテキスト血液病学（木崎昌弘

編）.

197-202，2013. 中外医学社 .
⑦髙橋健夫 . 骨転移の放射線治療 . 大腸癌 FRONTIER．6（1）：32-36, 2013.
⑧清水裕次，髙橋健夫，長田久人，渡部渉，大野仁司，栁田ひさみ，河辺哲哉，本田憲業．FDG-PET/CT が原発巣
推定に有用であった男性絨毛癌の 1 例．臨床放射線．59（2）323-326，2014
⑨ Takahashi T, Subedi KS, Yamano T, Nishimura K, Saitoh J, Ueno S, Murata O, Osada H, Nakano T, Honda N.
Usefulness of a Double Dose Contrast Enhanced Magnetic Resonance Imaging for a Deliniation of Gross Tumor
Volume in Stereotactic Radiotherapy for Metastatic Brain Tumors. The 6th World Cancer Congress 2013. Xian
（China）, May 23-25, 2013.
⑩髙橋健夫，西村敬一郎，儀賀理暁．ワークショップ 骨転移に対する放射線治療．第 11 回日本臨床腫瘍学会学術
集会．2013 年 8 月 29 〜 31 日，仙台国際センター・東北大学百周年記念会館川内萩ホール
【総数：論文 9 件，学会発表 22 件，講演 11 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」
・平成 25-27 年度がん研究開発費
「放射線治療多施設共同試験における包括的医学物理検証体制の構築と投与線量の品質保証に関する研究」
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 22 回埼玉県放射線腫瘍研究会，大宮ソニックシティ，2013/9/14
第 23 回埼玉県放射線腫瘍研究会，大宮ソニックシティ，2014/3/15
第 9 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，2013/11/7
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第 50 回川越･東入間画像診断研究会，ラ・ボア・ラクテ川越，2013/7/18
第 51 回川越･東入間画像診断研究会，東入間医師会会館，2014/1/16
第 7 回埼玉西部画像診断医学セミナー，埼玉医科大学かわごえクリニック，2013/5/25

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．

594

臨床医学部門（川越キャンパス）

2．30）神経精神科
1．構成員
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）：教育主任：研究主任：
コンサルテーション：リエゾン精神医学：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，リエゾン診療担当医長
樋渡豊彦（HIWATASHI, Toyohiko）
：助教
倉持

泉（KURAMOCHI, Izumi）
：助教

棚橋伊織（TANAHASHI, Iori）
：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
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）
梅村智樹（UMEMURA, Tomoki）
：助教（後期研修医）
三浦宗克（MIURA, Munekatsu）
：非常勤講師
黒澤亜希子（KUROSASWA, Akiko）
：非常勤医師
國保圭介（KOKUBO, Keisuke）
：非常勤医師
五十嵐友里（IGARASHI, Yuri）
：助教（臨床心理士）：大学院教員（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）

2．教育
2-1．目的・目標
卒前教育の目標は，精神医学の知識と経験をわかりやすく提供し，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，プライマリケアおよび精神科以外の専門診療科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，神経症性障害，ストレス関連精神障害，
身体表現性障害，精神科救急医療，自殺，リエゾン精神医学，産業精神医学（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．
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，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，研修プログラムをさらに改
善することなど，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
前項の自己評価に基づき，研修協力病院との連携などについて時間をかけて検討，相談してきた，その結果，指導
医の配置の工夫，プログラムの明確化などにより，さらに充実した初期および後期研修を行うことが可能になったと
考えている．
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3．研究
3-1．目的・目標
高齢化社会の到来，自殺の増加などは現在の日本における最も重要な医学的，社会的問題の 1 つである．また，
地域連携，特にプライマリケア医との連携に基づく精神医療が求められるようになり，緩和ケアをはじめとする身体
疾患患者の心理的ケアも重視されるようになった．これらを踏まえ，総合病院精神科として先進的な医療を展開する
ために必要な臨床研究を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
「自殺企図の実態と自殺予防のための地域介入に関する研究」（この一部は，多施設共同の厚生労働科学研究として
行われ，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」
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，結果の蓄積は不十分である．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．

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
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
埼玉県医師会自殺対策委員会委員：堀川直史
日本損害保険料率算出機構中央審査委員：堀川直史
5-2．学術誌編集委員，査読委員の有無
日本総合病院精神医学会学会誌「総合病院精神医学」編集委員：堀川直史
日本肥満症治療学会学会誌「肥満症治療学展望」編集委員：堀川直史
「精神科治療学」編集委員：堀川直史
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
埼玉県，
川越市，
その他の地方自治体，
県医師会，市医師会，県看護協会などからの依頼により，地域の研究会，研修会，
市民講座などでの講演や症例提示を積極的に行っている．

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Kishi Y, Kurosawa H, Horikawa N, Hatta K, Meller W: Diagnoses of psychiatric disorders in hypothetical patients
by non-psychiatric physicians in Japan. Int J Psychiatry in Med 47: 65-74, 2014
② Shimozu S, Horikawa N, Emura R, Ishikawa S, Nagao A, Ogata A, Hoejima S, Hosomi J: Eﬀectiveness of group
cognitive-behavioral therapy in reducing self-stigma in Japanese psychiatric patients. Asian J Psychiat 10: 39-44,
2014
③安田貴昭，五十嵐友里，堀川直史：プライマリケアにおけるうつ病診療の実態：「Collaborative Care（協同的ケ
ア）
」を実施するための予備調査．精神科治療学 28：941-950，2013
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④堀川直史：透析患者における認知症の薬物療法：主に周辺症状について．日本透析医会誌 27：501-505，2013
⑤堀川直史，棚橋伊織：器質性人格障害：概念と症状の整理，および薬物療法．精神科治療学 28：79-86，2013
⑥堀川直史：慢性疼痛と疼痛性障害の「ペイシャント・エンパワーメント」．臨床精神医学 42：749-755，2013
⑦堀川直史：透析患者にみられる精神障害．診断と治療 101：1041-1047，2013
⑧堀川直史，五十嵐友里：高度肥満患者の心理と行動および心理的治療とケア．心と社会 44：94-105，2013
⑨ 堀 川 直 史： 高 次 脳 機 能 障 害 の 薬 物 療 法：1．2．3． 総 合 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 41：943-947，1031-1035，
1131-1133，2013
⑩堀川直史：重症脳外傷後の易怒・攻撃性．精神科治療学 29：295-299，2014
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，セミナー等開催実施
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定着したところであり，今後これらがさらに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
吉元美知子 （YOSHIMOTO, Mitiko）
：技師長代行
［分析検査 - Ⅰ］田口隆由，伊藤浩治，関根和江，庄司和春，藤宮敏，西牧悦，大出淳
［分析検査 - Ⅱ］室谷孝志，廣瀬久美，井上彩子，渡辺剛，谷合希和，植松正将
［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

豊，加納美紀，石塚めぐみ，島田崇史，東田久美子，波木井裕之，野口

咲

［微生物検査］関根進，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，小松見帆，伊藤真千子
［遺伝子検査］松尾千賀子
［中央採血室］大野優子，中野博貴
［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，飯田文子，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
［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および限界・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かつ総合的に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．三橋教授は医療人育成支援センターのメ
ンバーとして卒後教育に関与した．
2-3．達成度：中央検査部 BSL では実習終了後にディスカッションを行い理解度を確認したが，概ね目標を達成できた．
2-4．自己評価と次年度計画：BSL，臨地実習，自己啓発，看護学生教育のそれぞれにおいて年度目標をほぼ達成できた．
平成 26 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，既存検査法の改良と臨床導入のための検討
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．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た．
質量分析法による細菌同定法について文部科学省私学助成を得て機器導入を行い，臨床的有用性の評価および抗菌薬
感受性検査への応用，血清蛋白の分析への応用などの検討を行った．
3-4．自己評価と次年度計画：各種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結核菌およびマイ
コプラズマの迅速遺伝子診断検査について基礎的および臨床的検討を行って臨床検査へ導入した．文部科学省私学助
成を得て高性能遺伝子解析装置を導入し遺伝子検査の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・抗菌薬感受性検査の応用・開発研究および血清蛋白などのプロテ
オーム解析研究を推進する．
598

臨床検査医学

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・臨床検査がより適切かつ
効率的に行われる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
埼玉甲状腺疾患研究会世話人

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①三橋知明：サイロキシン，トリヨードサイロニン，遊離サイロキシン，遊離トリ
ヨードサイロニン，サイログロブリン，抗サイログロブリン抗体，抗甲状腺
ペルオキシダーゼ抗体，甲状腺刺激ホルモンレセプター抗体（8 項目）
検査値の読み方事典

総合医学社

232-249．2014.

②三橋知明：甲状腺機能低下症（橋本病）
，亜急性甲状腺炎（2 項目）
今日の処方（改訂第 5 版）南江堂

390-394．2013．

③三橋知明：
「バセドウ病の診断の進め方」
（講演）
第 3 回埼玉甲状腺疾患研究会（埼玉）2013.
④室谷孝志他：血清総 IgE が異常高値を示した 1 例
第 60 回日本臨床検査医学会学術集会（神戸）2013.
⑤井上彩子他：新生児から乳幼児における NT-ProBNP の動向
第 60 回日本臨床検査医学会学術集会（神戸）2013.
⑥鈴木勤他：Streptococcus bovis を起炎菌とする感染性心内膜炎にて大腸に腫瘍性
病変を合併した 2 症例
第 42 回埼玉県医学検査学会（埼玉）2013.
⑦渡辺剛他：C- ペプチド測定の三機種における基礎的検討
第 42 回埼玉県医学検査学会（埼玉）2013.
⑧波木井裕之他：髄液 IgG Index の検討
第 42 回埼玉県医学検査学会（埼玉）2013.
⑨西牧悦他：KL-6 測定試薬

ナノピア KL-6 エーザイの検討

第 42 回埼玉県医学検査学会（埼玉）2013.
【総数：論文 10 件，学会発表 6 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費：文部科学省私立学校教育研究装置等施設整備費補助金．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：該当なし．

7．自己点検・評価
日常の検査業務については，各臨床科の要望に十分応えるよう努力が続けられた．一方，教育・研究に関しても従
来どおり全力で遂行している．医学部 5 年生の BSL に関しては，実習および講義・ディスカッションを通じて成果
を上げている．研究に関しては文部科学省私学助成金を得て細菌の迅速同定などに画期的な成果が期待できる質量分
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析装置および各種遺伝子検査に有用な高性能遺伝子解析装置を導入した．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．今後は新規導入機器を活用しさらにオリジナリティの高い研究を目指す．

600

臨床医学部門（川越キャンパス）

2．32）病理部
1．構成員
田丸淳一（TAMARU, Jun-ichi ）
：教授：運営責任者，研究主任：診療主任：人体病理学，血液分子病理学：博士
新井栄一（ARAI, Eiichi）
：教授：教育主任：診療副主任：人体病理学，皮膚病理学：博士
東

守洋（HIGASHI, Morihiro）
：講師：研究副主任：人体病理学，分子病理学：博士

阿部佳子（ABE, Keiko）
：講師：教育副主任：人体病理学：博士
斎賀一歩（SAIGA, Kazuho）
：助教
糸山進次（ITOYAMA, Shinji）
：名誉教授，客員教授：人体病理学，造血器の病理学：博士
堀江

弘（HORIE, Hiroshi）
：客員教授：小児病理学：博士

元井紀子（MOTOI, Noriko）
：客員准教授：人体病理学，内分泌腫瘍：博士
岡

輝明（OKA, Teruaki）
：非常勤講師

安達章子（ADACHI, Akiko）
：非常勤講師
岸

宏久（KISHI, Hirohisa）
：非常勤講師

百瀬修二（MOMOSE, Shuji）
：非常勤講師
森田茂樹（MORITA, Shigeki）
：非常勤医師
扇田智彦（OUGIDA, Tomohiko）, 阿部倫子（ABE, Michiko）, 木内恭子（KIUCHI, Kyouko）, 大澤久美子（OHSAWA,
Kumiko）, 松野和子（MATSUNO, Kazuko）, 大野優子（OHNO, Yuko）, 花見恭太（HANAMI, Kyouta）, 青木智章（AOKI,
Tomoaki）, 成清羊佳（NARIKIYO, Mika）秋山慶介（AKIYAMA, Keisuke）, 阿部藍子（ABE, Aiko）. 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（田丸，新井，東，阿部）
，
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（東，阿部，斎賀），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（臨床検査技師）
，独
協医科大学医学部 3 年生のリンパ血液病理学講義（田丸），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（田丸，新井，東，阿部）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．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（FISH を含む）
，
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．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
科学技術振興機構（JST）研究成果最適展開支援事業（A − STEP）「フィージビリティスタディ（FS）ステージ
探索タイプ」新規がん抑制遺伝子 TFL のモノクローナル抗体を用いた悪性リンパ腫の診断と予後予測

研究分担：

田丸淳一
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
田 丸 淳 一 : Reviewers Board in Japanese Journal of Clinical Oncology. Editorial Board in Pathology International.
Editorial Board in Journal of Clinical and Experimental Hematopathology. 日本臨床細胞学会編集査読委員 . 日本病理
学会，診断病理 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
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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，評議員，プログラム委員，編集委員：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 Ishida H, et al:Identification of APC gene mutations in jejunal carcinomas from a patient with familial
adenomatous polyposis. Japanese journal of clinical oncology 43（9）:929-34. 2013.
② Kawaguchi T, et al:Potential utility of serum soluble LR11 as a diagnostic biomarker for intravascular large B-cell
lymphoma. Leukemia & lymphoma. 2014.
③ Kawaguchi T, et al:LR11: a novel biomarker identiﬁed in follicular lymphoma. British journal of haematology
163（2）:277-80. 2013.
④ Kumagai Y, et al:Clinicopathologic characteristics and clinical outcomes of esophageal basaloid squamous
carcinoma: experience at a single institution. International surgery 98（4）:450-4. 2013.
⑤ Morita S, et al:High-grade lung adenocarcinoma with fetal lung-like morphology: clinicopathologic,
immunohistochemical, and molecular analyses of 17 cases. The American journal of surgical pathology 37
（6）:924-32. 2013.
⑥ Oya S, et al:The pathogenesis of intracranial growing teratoma syndrome: proliferation of tumor cells or
formation of multiple expanding cysts? Two case reports and review of the literature. Child's nervous system :
ChNS : oﬃcial journal of the International Society for Pediatric Neurosurgery 30（8）:1455-61. 2014.
⑦ Shimizu N, et al:G-CSF induces the release of the soluble form of LR11, a regulator of myeloid cell mobilization
in bone marrow. Annals of hematology 93（7）:1111-22. 2014.
⑧ Yokota K, et al:Acute kidney injury in a patient with polyarteritis nodosa and multiple myeloma. Internal
medicine 53（3）:263-7. 2014.
⑨新井 栄一 : 皮膚リンパ腫の進展 皮膚の B 細胞性リンパ腫 . Skin Cancer 28（3）:257-8. 2013.
⑩田丸 淳一 :Hodgkin リンパ腫の病理診断 . 日本臨床 72（3）:450-5. 2014.
【総数：論文 27 件，学会発表 17 件，講演 6 件】
6-2．獲得研究費
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，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
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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．
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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 .
別宮好文（BECK, Yoshifumi）
：肝胆膵外科・小児外科教授（兼）
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 .
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 .
大谷瑠梨（OTANI,Ruri）：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・細胞治療部では座学や見学のみならず，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実習に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
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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
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．

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）に参加している．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」にて継続して報告している．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 8,887 件 ＋ 時間外 914 件，交差適
合試験：時間内 15,531 単位 ＋ 時間外 6,114 単位，感染症検査：時間内 17,149 件 ＋ 時間外 2,632 件（於抗 HCV
抗体の検査）
，HLA 検査は 114 件である . 実使用量は RCC 15,493 単位，自己血 288.16 単位（採取 794 バッグ，不
使用 305 単位）
，FFP 7,442.75 単位：うち血漿交換 1412 単位，アルブミン 63,053g=21,017.67 単位．末梢血幹細
胞 20 回採取，移植 18 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）=0.427，アルブミン /RCC =1.332（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）．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
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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，製剤委員会委員長（前田）．評議員，PBM 委
員会委員，学会認定医試験委員会委員，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． 血 液 製 剤 の 使 用 お よ び 輸 血 療 法 の 実 施 指 針 . 救 急・ 集 中 治 療 最 新 ガ イ ド ラ イ ン
2014-15．岡本和文編．p44-45，総合医学社，東京 . 2013 年 5 月 .
②大久保光夫．県内主要施設の大量の輸血症例のフィフリノゲン値調査 I. 平成 24 年度埼玉県合同輸血療法委員会
報告書 . p42-50，2013 年 8 月．
③大久保光夫．輸血の実際 . Smiley Nurse.p4-7，羊土社，東京，2013 年 4 月．
④ Tasaki T, Okubo M, Kajiwara M, Makino S, Mizuta S, Ohto H．Establishment of the college of transfusion nurses
in Japan．The 24th Regional Congress of the International Society Blood Transfusion（ISBT）. 2013.12. Kuala
Lumpur．
⑤大久保光夫．
県内主要施設の大量の輸血症例のフィフリノゲン値調査 II．第 5 回埼玉輸血フォーラム . 2014 年 2 月 ,
さいたま市．
⑥大久保光夫 , 牧野茂義 , 田崎哲典 , 大戸斉．学会認定・臨床輸血看護師制度のアンケート調査 現状と評価．第
61 回日本輸血細胞治療学会総会 . 2013 年 5 月 . 横浜市 .
⑦大木浩子 , 今井厚子 , 野呂光江 , 森絵里子 , 阿南昌弘 , 大久保光夫 , 前田平生 , 森茂久 , 木崎昌弘 , 神山泉 , 内田茂治 .
遡及調査により輸血後 E 型肝炎と判明した 1 症例 . 第 61 回日本輸血細胞治療学会総会 . 2013 年 5 月 . 横浜市 .
⑧阿南昌弘 , 前田平生 . 大量出血における止血重視の輸血療法 全国輸血アンケート調査による大量輸血症例の現状 .
第 61 回日本輸血細胞治療学会総会 . 2013 年 5 月 . 横浜市 .
⑨坂口武司 , 岡本直子 , 大木浩子 , 洞庭敬子 , 伊丹直人 , 神山泉 . 医療機関と血液センターとの相互理解を深めるた
めの輸血業務検討小委員会としての役割 . 第 61 回日本輸血細胞治療学会総会 . 2013 年 5 月 . 横浜市 .
⑩野呂光恵 , 大木浩子 , 今井厚子 , 森絵理子 , 大谷瑠梨 , 吉元美知子 . RhD 不適合同種造血幹細胞移植の一例 . 第 42
回埼玉県医学検査学会総会 . 2013 年 12 月 . 埼玉県大宮市 .
⑪塚原晃 , 岡本直子 , 大木浩子 , 洞庭敬子 , 坂口武司 , 前原光江 . 血液製剤を有効利用するために

2011 年使用実

績より . 第 42 回埼玉県医学検査学会総会 . 2013 年 12 月 . 埼玉県大宮市 .
【総数：著書 2，論文 1 件，学会発表 8 件】
6-2．獲得研究費
1．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）．
2．文科省学術研究助成基金助成金

挑戦的萠芽研究

子宮頸癌発生過程と HLA クラス II アレルに関する研究：

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 5 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 26 年 2 月，さ

いたま市 .

7．自己点検・評価
輸血・細胞治療部はその高い専門性（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）
を生かして , 少ない人員ながら確実に運営されている．特に診療実績は良好に推移している．1）診療に関しては , 末
梢血幹細胞採取を過去 20 年間（平成 5 年 ? 平成 25 年 3 月末）安全に実施して，のべ 600 人に達した．なお，平成
10 年から当施設では，患者に負担をかけない方法（採取時間と回数を減らしても必要 CD34 細胞数を得る効率的な
採取）で実施している．さらに細胞の処理は GMP 準拠の施設で無菌的に行っている．2）自己血は急増のため，自
己血外来を週 8 コマ実施して対応している．なお，貯血のみならず（自己血採血が手術前 4 週間ほど前から始まる
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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．3）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．
4）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．5）研究に関しては , 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．このように，教育，研究
においても概ね目標は達成されている．また，6）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，さらに , 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．
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2．34）健康管理科
1．構成員
伊藤博之（ITO, Hiroyuki）
：准教授（心臓内科兼担）：運営責任者・診療科長・教育主任・研究主任：循環器，心電
学：博士
丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）
：教授（教職員・学生健康推進センター兼担）：循環器，動脈硬化：博士
一色亜美（ISSHIKI, Ami）
：助教（心臓内科兼担）

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」（伊藤）
3．心臓内科 BSL のクルズス 1 枠を担当（伊藤）
4．4 年生共用試験 OSCE の学内評価者講習担当（伊藤）
5．課外学習プログラム「心電図を読めるようになりたい！」実施（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．次年度も同様に継続予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
心臓内科：院外心停止蘇生例および心原性失神例の診断と予後評価，特に除細動植込みの適応を検討する．
健康管理科：動脈硬化性疾患のさらなる一次予防の臨床研究を行う．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
心臓内科：院外心停止蘇生例における冠攣縮性狭心症の寄与を検討する．さらに退院後の致死的不整脈再発リスク
を検討し，植込み型除細動器の適応を明らかにする．
健康管理科：ドック受診者の経年データから，古典的心血管リスク因子に追加して中期の心血管病発症を予測でき
る因子を見出し，より有効な動脈硬化性疾患の予防戦略を検討する．
3-3．研究内容と達成度
心臓内科：心停止から蘇生し除細動器を植込み退院した冠攣縮性狭心症例の致死的不整脈再発状況を調査し再発予
測因子を検討したが有意なものを見いだせず，現時点では全例除細動器植込みが妥当と結論した．以上を日本循環器
学会学術集会で発表した．
3-4．自己評価と次年度計画
心停止蘇生後冠攣縮性狭心症の除細動器植込み適応は未解決の課題であり，今後も新規例追加および退院例長期追
跡により，知見を蓄積する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当院人間ドックでは，一泊二日で通常の人間ドック健診より精密に悪性腫瘍の早期発見と心血管疾患のリスク評
価を行い，結果説明も十分に行っている．要精査・治療の場合は各診療科に情報を共有して紹介できる．本年度は
320 名が受診し，166 名が要精査・治療として院内各科に紹介となった．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
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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
学会評議員：日本心電学会（伊藤）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Toyama K, Nishioka T, Isshiki A, et al
Eicosapentaenoic acid combined with optimal statin therapy improves
endothelial dysfunction in patients with coronary artery disease
Cardiovasc Drugs Ther 28: 53-59, 2014
②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
③一色亜美，井口貴文，中村嘉宏，井上芳郎，伊藤博之，西岡利彦，吉本信雄
鎖骨下静脈閉塞のため開胸下に ICD を植え込んだ 1 例
Ther Res 34: 1305-1307, 2013
④ Toyama K, Sasaki O, Nishioka T, et al
Ear lobe crease revisited in Japanese population
EuroPRevent 2013
Rome, Italy

2013 年 4 月 19 日

⑤ 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 studyEuropean Society of Cardiology Congress 2013
Amsterdam, the Netherlands

2013 年 9 月 1 日

⑥ Toyama K, Issiki A, Ando T, et al
Serum HDL-cholesterol and n-3 polyunsaturated fatty acid levels are
determinant factors of arterial remodeling in patients with coronary artery
disease
European Society of Cardiology Congress 2013
Amsterdam, the Netherlands

2013 年 9 月 1 日

⑦ Isshiki A, Ito H, Inokuchi T, et al
Prediction of clinical courses of patients with acute myocarditis by
electrocardiographic parameters on admission
The 6th Asia Paciﬁc Heart Rhythm Congress
Hong Kong 2013 年 10 月 3-6 日
⑧一色亜美，伊藤博之，佐々木

修，他

当院における劇症型心筋炎の入院時心電図の特徴
第 30 回日本心電学会学術集会

青森

2013 年 10 月 11-12 日

⑨ Isshiki A, Ito H, Inokuchi T, et al
Prediction of recurrent fatal arrhythmia in patients with vasospastic angina
resuscitated from cardiac arrest
第 78 回日本循環器学会学術集会

東京

2014 年 3 月 21-23 日

⑩ Sasaki O, Nishioka T, Takatori M, et al
Is an eccentric plaque really vulnerable?
第 78 回日本循環器学会学術集会

東京

2014 年 3 月 21-23 日

【総数：論文 3 件，学会発表 18 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
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該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
心臓内科参照

7．自己点検・評価
人間ドックは各診療科・検査部・9 階西病棟のご協力で，精密かつ効率的に行われている．教育・研究は心臓内科
と協働で行い，それぞれ成果をあげている．今後は健康管理科独自の臨床研究をたちあげることが必要である．
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3．1）消化器内科
1．構成員
良沢昭銘（RYOZAWA, Shomei）
：教授，運営責任者：消化器内視鏡科診療科長：教育主任：診療主任：消化器内視
鏡：博士
柴田昌彦（SHIBATA, Masahiko）
：教授：消化器腫瘍科診療科長：教育主任：研究主任：診療主任：消化器化学療
法：博士
真下由美（MASHIMO, Yumi）
：准教授：外来医長：消化器内視鏡：博士
新井

晋（ARAI, Shin）
：講師：研修医長：消化器内視鏡：博士

権田憲士（GONDA, Kenji）
：講師：病棟医長：消化器化学療法：博士
岩野博俊（IWANO, Hirotoshi）
：助教：消化器内視鏡：博士
田場久美子（TABA, Kumiko）
：助教：消化器内視鏡：博士
佐藤洋子（SATO, Hiroko）
：助教
須藤晃佑（SUDO, Kosuke）
：助教
谷坂優樹（TANISAKA, Yuki）
：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行う
2-2．教育内容（担当者）
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行う
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
内視鏡的画像解析，内視鏡治療の開発，化学治療成績の解析
3-3．研究内容と達成度
上記研究を進めている
3-4．自己評価と次年度計画：
次年度も同様の目標を継続する

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
消化器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，消化器癌の診断と内科・内視鏡的治療を
行った．早期消化管癌に対する内視鏡治療は低侵襲で安全な治療を提供できた．総胆管結石や閉塞性黄疸に対する内
視鏡治療においても低侵襲で安全な治療を提供できた．また，各種消化器癌に対して有効な化学療法を行うことがで
きた．

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
日本胆道学会雑誌編集委員，消化器内視鏡編集幹事
以下査読委員：
Endoscopy ，American Journal of Gastroenterology，Journal of Gastroenterology，Journal of Hepato-Biliary613
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Pancreatic Science（JHBP）
，Journal of Gastrointestinal Cancer，Clinical Journal of Gastroenterology，Digestive
Endoscopy，Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International，Endoscopic Ultrasound Scandinavian Journal of
Gastroenterology，日本消化器病学会雑誌，日本消化器内視鏡学会雑誌，日本胆道学会雑誌，日本膵臓病学会雑
誌
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本消化器病学会胆石症診療ガイドライン委員会委員，日本消化器内視鏡学会 EST 診療ガイドライン委員会委員長

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Watanabe T, Shibata M, Nishiyama H, Soeda S, Furukawa S, Ganda K et al: Serum levels of rapid turnover
proteins are decreased and related to systemic inflammation in patients with ovarian cancer. Oncol. Lett.
2014:7;373-377
② Suzuki S, Shibata M, Gonda K et al: Immunosuppression involving increased myeloid-derived suppressor cell
levels, systemic inflammation and hypoalbuminemia are present in patient with anaplastic thyroid cancer.
Molecular and Clinical Oncology. 2013:1（6）959-964
③ Yazawa T, Shibata M, Gonda K et al: Increased IL-17 production correlates with both immunosuppression
involving MDSC and nutritional impairment in patients with various gastrointestinal cancers. Molecular and
Clinical Oncology. 2013:4:675-679
④ Nakai Y, Isayama H, Mukai T, Itoi T, Maetani I, Kawakami H, Yasuda I, Maguchi H, Ryozawa S et al: Impact of
anticancer treatment on recurrent obstruction in covered metallic stents for malignant biliary obstruction. J
Gastroenterol 2013:Jan 25. [Epub ahead of print]
⑤ Itoi T, Gotoda T, Baron TH, Sofuni A, Itokawa F, Tsuji S, Tsuchiya T, Tanaka R, Tonozuka R, Honjo M, Ryozawa S,
Kawai T, Moriyasu F, Isayama H. Creation of simulated papillae for endoscopic sphincterotomy and papillectomy
training by using in vivo and ex vivo pig model（with videos）. Gastrointest Endosc. 2013:77（5）;793-800
⑥ Doi S, Yasuda I, Kawakami H, Hayashi T, Hisai H, Irisawa A, Mukai T, Katanuma A, Kubota K, Ohnishi T, Ryozawa
S, Hara K, Itoi T, Hanada K, Yamao

K: Endoscopic ultrasound-guided celiac ganglia neurolysis vs. celiac plexus

neurolysis: a randomized multicenter trial. Endoscopy 2013:45（5）;362-369,
⑦良沢昭銘，岩野博俊，田場久美子，工藤進英 . ERCP, EST の基本 . 胆道 2013:27（1）; 29-38
⑧良沢昭銘，岩野博俊，田場久美子，宮原貢一，大越章吾，井上晴洋，工藤進英 . EUS ガイド下膵仮性嚢胞ドレナー
ジ . 最新医学

2013:68（8）;1756-1760

⑨良沢昭銘，岩野博俊，田場久美子，真下由美，新井
胆と膵

晋 . Roux-en-Y 再建例における short SBE を用いた内視鏡治療 .

2014:35（2）;149-154

⑩良沢昭銘，岩野博俊，田場久美子，須藤晃祐，真下由美，新井
ション−シングルバルーンを用いて− . 消化器内視鏡

晋 . Roux-en-Y 法再建術後症例に対するカニュレー

2014:26（2）;271-277

【総数：論文 27 件，学会発表 29 件，講演 31 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案：該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績：該当なし

7．自己点検・評価
教育，研究，診療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も目
標達成に努めたい．
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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 - 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（大学病院総合診療内科と兼担）（大学院）：循環器病学：心不全：博士
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（OGAWA, 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 - テルアブレーション
杉佳紀（SUGI, Keiki）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：博士
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
丸山隆元（MARUYAMA, Ryugen）助教：循環器病学：虚血性心疾患，平成 25 年 10 月から
與沢直子（YOZAWA, Naoko）助教：循環器病学：虚血性心疾患
深澤佑介（FUKAZAWA,Yuusuke）助教：循環器病学，平成 25 年 9 月まで
志貴祐一郎（SHIKI, Yuichiro）助教：循環器病学
田中沙綾香（TANAKA, Sayaka）助教：循環器病学
筋野容守（SUJINO, Yssumori）助教：循環器病学
山田良大（YAMADA, Yoshihiro）助教：循環器病学
客員教授：河本修身（KOHOMOTO, Osami）
： 循環器病学：心機能・心不全：博士 清水渉（SHIMIZU, Wataru）
：循
環器病学：不整脈：博士 客員准教授：中島淑江（NAKAJIMA, Yoshie） 循環器病学：心エコー検査：博士 客員講師：
元山猛（MOTOYAMA, Takeshi）循環器病学：博士

森本義博（MORIMOTO, Yoshihiro）
：循環器病学：博士

宮本

直政（MIYAMOTO, Naomasa）
：循環器病学：虚血性心疾患：博士 浅野由起雄（ASNO, Yukio）
：循環器病学：不整
脈：博士 山田裕一（YAMADA, Yuichi）循環器病学：虚血性心疾患：カテーテルインターベンション 関憲司（SEKI,
Kenji）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 荻野達夫（OGINI, Tatsuo）循環器病学：不整脈：
博士 原幹（HARA, Motoki）
：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，病態生理に基づくかつ理解しやすい講義を
目指している . 5 年生の BSL および CC では，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た．4 年生の臨床入門も分担をしている . 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 日間ローテションし，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
加えておよび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，4 年目にあたり学位取得を目指し，研究成果の一部の学会発表を目標とした .

社会
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人大学院生が入学し，1 年目は臨床研修を優先した .
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．村松准教授が OSCE 評価者を務めた．
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 にも参加した．
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，補講的なクルズスを行っている．臨床実習は，量，質ともに向上が望まれ，今後
要求される国際標準レベルの時間数と質に到達するには，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：米田大学院生が，
「急性冠症候群の上腕動脈内皮機能の評価」に関する研究成果をテーシスとして提出し，
甲種で学位を取得した .
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 日間と減少し，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 年生後半，6 年生 4 月の CC では，それぞれ 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，
卒後臨床研修とリンクした内容とした．
卒後教育：到達目標のかなりを達成できた．初期臨床研修においては，すべての到達目標を達成する必要があるため，
他科と協力している．

3．研究
3-1．目的，目標
多くの臨床例の診療から生じる臨床的な課題の中で，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．多施設研究への積極的参加，translational research 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て検討し，地方会等で報告後に論文化することを義務づけている．
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，心臓超音波検査，心臓 CT，心臓
MRI の画像診断グループに分かれている．心不全グループでは，埼玉医科大学薬理学千本松准教授（当科との兼担）
が中心となり，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研究を続け，心臓外科と共同研究で患者
検体から iPS 細胞を誘導し病因を解明する研究を開始した .
J-ACCESSIV，
TA-4708，
ONO-1162
（ivabradine の第 2 相試験），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）である 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効果の評価を行っ
ている . 丹野助教を中心に，
「PCI 時の超音波スペックル法による血流評価と FFR との関連」につての研究結果を発
表した .

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
果を研究し発表した．発作性心房細動のアブレーション後の再発予測因子を解析し，論文を投稿した . 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．
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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，難治性心不全例の遺伝子解析による重症化予測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すすめ，投稿準備中である . また，臨床症例を深く検討し，それらの症例
報告を行い論文化できた .
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発表
した．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，症例数も増えつつ
ある．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
集委員，Circulation

Up date

松本万夫：臨床電気生理編

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 Cardiology, Ultrasound in Medicine and Biology，
Annals of Nuclear Medicine，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
該当無し

6．業績
6-1．論文，学会発表
① Inoue H, Matsumoto K. et.al. Target International Normalizated ratio values for preventing thromboembolic and
hemorrhagic events in Japanese patinets with non-valvular atrial ﬁbrillation:results of the J-Rhythm Registry
Circulation Journal 2013.09; 77（9）:2260-2270.
② Yamazaki T, Koizumi T, Tamaki T, Sakamoto A, Kikutani T, Sano K, Muramatsu T, Matsumoto K, Komiyama N,
Nishimura S. Diﬀering behavior of plasma Pentraxin3 and high-sensitive CRP at the very onset of myocardial
infarction with ST-segment elevation. Angiology 2013.1:108.;
③ Erdem A, Uenishi M, Kucukdurmaz Z, Matsumoto K, Kato R, Hara M, Yaz?c? M Cardiac autonomic function
measured by heart rate variability and turbulence in pre-hypertensive subjects. Clin Exp Hypertens 2013.06; 35
（2）:102-107.
④ Kucukdurmaz Z, Kato R, Erdem A, Golcuk E, Tobiume T, Nagase T, Ikeda Y, Nkajima Y, Matsumura M, Komiyama
N, Nisimura S, Matsumoto K. Catheter ablation for atrial ﬁbrillation results in greater improvement in cardiac
function in patinets with low versus normal left ventricular ejection fraction J Inerv Card Electrophysiol 2013.04;
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37:179 187.
⑤ Fukasawa Y, Tanno J, Nakano S, Kimura F, Suzuki T, Katogi T, Yoshiba S, Kobayashi T, Tamura Y, Senbonmatsu
T, Nishimura S. Hemodynamic decompensation caused by acute myocardial infarction in an adult with Ebstein's
anomaly. Int JCardiol. 2014 Mar 15;172（2）:e348-50.
⑥ Nanasato M, Nakajima K, Fujita H, Zen K, Kohsaka S, Hashimoto A, Moroi M, Fukuzawa S, Chikamori T,
Nishimura S, Yamashina A, Kusuoka H, Hirayama A, Nishimura T. Rationale and design of J-ACCESS 4: prognostic
impact of reducing myocardial ischemia identified using ECG-gated myocardial perfusion SPECT in Japanese
patients with coronary artery disease. J Cardiol. 2014 Feb;63（2）:159-64.
⑦ Nakano S, Kimura F, Osman N, Sugi K, Tanno J, Uchida Y, Shiono A, Senbonmatsu
T, Nishimura S. Improved myocardial strain measured by strain-encoded magnetic resonance imaging in a
patient with cardiac sarcoidosis. Can J Cardiol. 2013;29（11）:1531.e9-11
⑧鷹野雅史，丹野巡，杉佳紀，中埜信太郎，千本松孝明，村松俊裕，高橋正洋，木村文子，西村重敬 : 心臓 MRI
におけるガドリウム遅延造影所見が診断に有用であった多枝冠攣縮症の一例 心臓 2014.03; 46（3）:357-362.
⑨千本松孝明，中埜信太郎，丹野

巡【腎臓と RAS up to date】AT2 受容体機能と腎臓

Angiotensin Research 2013.10; 10（4）:220-225.
⑩丹野巡，中埜信太郎，上里杏奈，千本松孝明【心不全とレニン - アンジオテンシン - アルドステロン系】: 心不全
における RAA 系亢進の機序 Fluid Management Renaissance 2013.11; 3（4）:344-349.
【総数：論文，総説 24 件，学会発表 40 件，講演 16 件】
6-2．獲得研究費
松本 万夫，政策科学そうごう研究事業（統計情報総合研究）死因統計の精度向上の視点から病院医療の質に資す
る退院時要約の検討（大井 利夫，川合 省三，高橋 長裕，三木幸一郎，阿南 誠，荒井 康夫，大塚秋二郎，宮内 文久）
千円
6-3．受賞
該当無し
6-4．特許，実用新案
該当無し
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
関東アブレーションセミナー開催（松本

万夫）

埼玉不整脈ペーシング研究会主宰（松本

万夫）

新鎌北湖セミナーを 3 回，日高ハートカンファレンスを 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によって，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た．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まとめ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ている．
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，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 1 名が合格した．大学院生が大学院を卒業し，甲種で学位を授与された．
研究では，虚血性心疾患の病態，不整脈疾患の治療，心不全治療をテーマとする臨床研究を継続している．稀な疾
患，病態，治療において示唆に富む症例を英文あるいは邦文論文にして報告した．臨床研究を国際学会で発表し，英
文論文として受理された．
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3．3）呼吸器内科
1．構成員
小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）
：教授：運営責任者：診療科長：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
岡野哲也（OKANO, Tetsuya）講師：研究員：大学院教員（大学院）：肺癌：博士
大東久佳（DAITO, Hisayoshi）
：助教：研究員：大学院教員（大学院）：博士
山口

央（YAMAGUCHI, Ou）
：助教：研究員

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

川島彬子（KAWASHIMA, Akiko）
：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
チニブと抗がん剤の併用療法による安全かつ有効なテーラーメード治療の開発
b．非小細胞肺癌既治療例に対する化学療法の開発
c．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
d．進行胸腺腫・胸腺癌に対する新規治療法の検討
e．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．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
g．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
h．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
i．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，
2014 年 6 月米国癌治療学会 (ASCO) にて発表予定である．
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．我々が行った既治療非小細胞肺癌に対する biweekly docetaxel/ TS-1 第Ⅰ / Ⅱ相試験 (KRSG-0601) の試験結果
（Br
J Cancer. 2012;107(9):1474-80.）を受け，biweekly docetaxel/ TS-1 対 docetaxel の比較第Ⅲ相試験の症例集積
中である．
c．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．症例集積が
終了し解析中である．
d．進行胸腺腫・胸腺癌を対象に，塩酸アルムビシン・カルボプラチン併用療法第Ⅱ相試験を遂行した（J Thoracic
Oncol in press）
．
e．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
e.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．
e.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，中間解析中である．
f．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．
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
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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．
g．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．
h．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．
i．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．現在，
biweekly docetaxel/ TS-1 対 docetaxel の比較第Ⅲ相試験の症例集積中である．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，次世代シークエンサーを用いた解析法の確立を行っている．次年度は本
格的に検体集積を行う予定である．

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 Katakami N, Atagi S, Goto K, Hida T, Horai T, Inoue A, Ichinose Y, Koboyashi K, Takeda K, Kiura K, Nishio K, Seki
Y, Ebisawa R, Shahidi M, Yamamoto N. LUX-Lung 4: A Phase II Trial of Afatinib in Patients With Advanced NonSmall-Cell Lung Cancer Who Progressed During Prior Treatment With Erlotinib, Geﬁtinib, or Both. J Clin Oncol.
2013; 31(27):3335-41.
② Saito T, Fujii M, Saito S, Shimada K, Fujiwara K, Kobayashi K. Pharmacokinetics of a New Fentanyl Tape with a
Novel Delivery System of Transdermal Matrix Patches in Patients with Cancer Pain, Oncology Published online
ﬁrst
③ Kitamura K, Seike M, Okano T, Matsuda K, Miyanaga A, Mizutani H, Noro R, Minegishi Y, Kubota K, Gemma A.
MiR-134/487b/655 cluster regulates TGF- β -induced epithelial-mesenchymal transition and drug resistance to
geﬁtinib by targeting MAGI2 in lung adenocarcinoma cells. Mol Cancer Ther. 2014;13(2):444-53.
④ Noro R, Yoshimura A, Yamamoto K, Miyanaga A, Mizutani H, Minegishi Y, Seike M, Kubota K, Kosaihira S, Hino
M, Ando M, Nomura K, Okano T, Kobayashi K, Uematsu K, Gemma A; East Japan Chesters Group.. Anticancer Res.
2013 Mar;33(3):1117-23.
⑤ Akamatsu H, Inoue A, Mitsudomi T, Kobayashi K, Nakagawa K, Mori K, Nukiwa T, Nakanishi Y, Yamamoto
N. Interstitial lung disease associated with gefitinib in Japanese patients with EGFR-mutated non-small-cell
lung cancer: combined analysis of two Phase III trials (NEJ 002 and WJTOG 3405). Jpn J Clin Oncol. 2013
Jun;43(6):664-8.
⑥ Watanabe S, Minegishi Y, Yoshizawa H, Maemondo M, Inoue A, Sugawara S, Isobe H, Harada M, Ishii Y, Gemma A,
Hagiwara K, Kobayashi K. Eﬀectiveness of geﬁtinib against non-small-cell lung cancer with the uncommon EGFR
mutations G719X and L861Q. J Thorac Oncol. 2014 Feb;9(2):189-94.
⑦ Hirama T, Minezaki S, Yamaguchi T, Kishi E, Kodama K, Egashira H, Kobayashi K, Nagata M, Ishii T, Nemoto
M, Tanaka M, Fukunaga K, Kanazawa M, Hagiwara K. HIRA-TAN: a real-time PCR-based system for the rapid
identiﬁcation of causative agents in pneumonia. Respir Med. 2014 Feb;108(2):395-404.
⑧ Kotajima F, Kobayashi K, Sakaguchi H, Nemoto M. Lung cancer patients frequently visit the emergency room for
cancer-related and -unrelated issues. Mol Clin Oncol. 2014 Mar;2(2):322-326.
⑨ Daito H, Suzuki M, et al. Impact of the Tohoku earthquake and tsunami on pneumonia hospitalisations
and mortality among adults in northern Miyagi, Japan: a multicentre observational study. Thorax.2013; 68
(6):544-550.
⑩ Rinako Ishikawa, Tetsuya Okano, Tomohiko Mio, Ai Masumoto, Akiko Kawashima, Yuri Maeno, Susumu
Yamazaki, Hisayoshi Daito, Ou Yamaguchi,
Yoshitake Murayama, Koichi Hagiwara, Kunihiko Kobayashi. Carcinomatous Meningitis And EGFR Mutation.
APSR アジア太平洋呼吸器学会

2013 年 11 月 13 日

口演発表

【総数：論文 12 件，学会発表 10 件，講演 0 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（創薬基盤推進研究事業）
研究課題名

高速シークエンサーを用いた包括的臨床遺伝子検査システムの構築

課題番号

H25- 創薬 - 一般 -011

採択金額

なし

・研究種目：若手研究（B）課題番号：25860654
研究課題名
採択金額

肺癌における耐性克服・新規治療標的としての新規癌関連遺伝子の同定
1,900,000

6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
該当なし
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7．自己点検・評価
教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成され，今後さらなる発展が期待される．
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3．4）内分泌内科・糖尿病内科
1．構成員
栗原

進（Kurihara, Susumu）
：准教授：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 : 糖尿病
今井健太（Imai, Kenta）
：助教：専門医員：教育員：研究員：博士：糖尿病

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長期有効性の検討
＊新しい超持続インスリンデグルデクの糖尿病患者に対する有用性の検討
＊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
＊肥満 2 型糖尿病に対する心理面での介入
＊インスリンにビルダグリプチン併用の有用性の検討
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長期投与の有効性の
検討，ならびに，ビルダグリプチンのインスリン使用 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も，糖尿病学会等における学会発表を行うことができた．肥満 2 型糖尿病
に対する心理面での介入についても，糖尿病学会等における学会発表を行うことができた．
3-4．自己評価と次年度計画
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．3 人態勢となり人工膵臓の
施設認定を取得したので症例数を増やして更に有用性を検討してていく．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．3
人態勢となり人工膵臓の施設認定を取得したので症例数を増やして有用性を検討したい．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
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
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持続血糖モニターによる混合型インスリンアナログ製剤アスパルト 30 とリスプロ 50 の比較検討ー 1 日 2 回投
与および 1 日 3 回投与におけるクロスオーバーー .
保川信行，栗原

進，小野

啓，保坂利男，井上郁夫，片山茂裕，粟田卓也

THERAPEUTIC RESEARCH. 2013.09. 34（9）:1243-1250
② 1 型糖尿病患者の血糖変動に影響する臨床的要因の検討
保川信行，栗原

進，諏訪絵美，小野

啓，保坂利男，井上郁夫，片山茂裕，粟田卓也

第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会（平成 25 年 5 月 16 〜 18 日，熊本）
③ SU 剤治療中患者のリラグルチド導入例の特徴及び長期的な臨床効果の検討
今井健太，保坂利男，大竹啓之，池上裕一，住田

崇，栗原

進，片山茂裕，粟田卓也

第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会（平成 25 年 5 月 16 〜 18 日，熊本）
④リラグルチドを入院導入した肥満 2 型糖尿病の検討
諏訪絵美，栗原

進，保川信行，池袋香織，保坂利男，小野

啓，井上郁夫，片山茂裕，粟田卓也

第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会（平成 25 年 5 月 16 〜 18 日，熊本）
⑤肥満 2 型糖尿病におけるリラグルチドの長期投与の有用性の検討
栗原

進，波田祐生子 1，木内恵子 2，五十嵐友里 3，保坂利男，小野

粟田卓也

啓，井上郁夫，堀川直史 3，片山茂裕，

1 埼玉医科大学病院栄養部，2 埼玉医科大学病院看護部，3 埼玉医科大学総合医療センターメンタル

クリニック
第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会（平成 25 年 5 月 16 〜 18 日，熊本）
⑥腹痛を契機に発見された炎症性大動脈瘤の 2 型糖尿病の一例
中島理津子，栗原
卓也

進，伊藤大輔，皆川晃伸，井上和之，池上裕一，飯田慎一郎 1，井上郁夫，片山茂裕，粟田

1 埼玉医科大学総合診療内科

第 51 回日本糖尿病学会関東甲信越地方会（平成 26 年 1 月 18 日，パシフィコ横浜）
⑦ 1 型糖尿病，潰瘍性大腸炎，橋本病に合併した低 Ca 血症の一例
桑原悠理子，栗原

進，波多野雅子，諏訪絵美，今井健太，野口雄一，片山茂裕，粟田卓也

第 51 回日本糖尿病学会関東甲信越地方会（平成 26 年 1 月 18 日，パシフィコ横浜）
⑧埼玉県西北部における糖尿病網膜症に関する内科医・眼科医のアンケート調査
栗原

進，田中祐司 1，林

直樹 5，竹内

大 2，櫻井真彦 4，高野俊之 6，森

圭介 3，粟田卓也

1 防衛医大

総合診療部，2 防衛医大，3 埼玉医大眼科学，4 埼玉医大
5 林眼科，6 たかの眼科

第 19 回日本糖尿病眼学会（平成 25 年 8 月 23 〜 25 日，神戸）

⑨肥満 2 型糖尿病のリラグルチド長期投与の有用性の検討（食物頻度調査表と食行動質問表を中心に）
栗原

進，波田祐生子 1，木内恵子 2，五十嵐友里 3 井上郁夫，堀川直史 3，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，3 埼玉医科大学総合医療センターメンタル

クリニック
第 34 回日本肥満学会（平成 25 年 10 月 11 〜 12 日，東京国際フォーラム）
⑩周術期における人口膵臓の使用経験
保川信行，栗原
井口篤志 1，新浪

進，今井健太，小野
博 1 粟田卓也

啓，保坂利男，井上郁夫，片山茂裕，小池裕之 1

1 埼玉医科大学国際医療センター心臓血管外科

第 13 回日本先進糖尿病治療研究会（平成 25 年 11 月 30 日，東京国際交流館プラザ平成）
【総数：論文 1 件，学会発表 12 件】
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6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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，埼玉糖尿病研究会

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：臨床血液学，造血因子，貧血：博士
麻生範雄（ASOU, Norio）
：教授：運営責任者，診療科長：大学院教員（大学院）：臨床血液学，白血病：博士
松田

晃（MATSUDA, Akira）
：教授：専門医員，教育主任：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：大学院指導教員（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：副診療科長，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：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）：博士
石川真穂（ISHIKAWA, Maho）
：助教：専門医員：大学院教員（大学院）：博士
岡村大輔（OKAMURA, Daisuke）
：助教：医員
田苗

健（TANAE, Ken）
：助教：医員

酒井

純（SAKAI, Jun）
：大学院生

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）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（担当者）
実習では医師業務見学実習，PBL，OSCE，臨床推論ユニット実習の実施に協力した．OSCE 評価者，卒業試験試験
監督，入学試験監督を行った．3 年生では血液ユニット（総時限数 43，うち血液内科担当（大学病院血液内科を含む）
は 27）を担当した．4 年生の臨床推論ユニットの講義を担当した．5 年生の BSL では 1 グル−プにつき 1 週間を担
当し，血液学を担当した．CC では 1 回 4 週間を 2 回担当した（各回 2 名）．6 年生には臨床科目の総仕上げと国家
試験への対応を主眼に血液学の演習（4 時限）を実施した．CC では 1 回 4 週間を 1 回担当した（1 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務めた．中村，脇本，松田，
前田，岡村は，OSCE の外部および学内評価者として活動し，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．松田，川井は研修医のためのセミナーの講師を担当した．新津は日本リンパ網内系学会教育委員会委
員長を務め，
「第 6 回若手医師のためのリンパ腫セミナー」「第 2 回リンパ腫スキルアップセミナー」「第 2 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．
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，全領域の常に上位である．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 25 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．学会等の教育関連企画にも引
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−システムを構築し，班員施設からの血液標本を評価し，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．成果の一部は，す
でに国内学会誌に掲載された．25 年度には，レビュ−担当者は増員され，病理医も加わるなど，このシステム
はさらに発展している．また，骨髄異形成症候群の診断に関する研究成果は英文学術誌の Am J Clin Pathol（25
年 7 月）と Leuk Lymphoma（25 年 8 月）に掲載された．長崎大学およびデュッセルドルフ（ドイツ）グル−
プとの骨髄異形成症候群の国際多施設共同研究は継続され，その成果は英文学術誌および国際シンポジウムで発
表された．また，松田は，26 年度から開始される再生不良性貧血の国内臨床試験の委員として，準備を開始し
ている．
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，
主に全国規模の日本成人白血病治療共同研究グループ（JALSG）である．前田，石川，麻生は同グルー
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．これらの成果は，造血
器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−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，結果が英文学術誌（J Clin Oncol）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．新津が中心となり厚生労働省がん研究
助成金による「血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫に対する臨床試験」に参加している．また，新津は，「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」に参加し，その結果が米国血液学会で報告された．
その他，
「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
NM23 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，酒井大学院生を指導している．
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（KSGCT）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
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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−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治療に関する報告も英文学術誌（Leuk Res Rep）に掲載予定（26 年 4 月）である．
長崎大学，デュッセルドルフ（ドイツ）グル−プを中心とした，骨髄異形成症候群の国際多施設共同研究を継続し新
たな成果を報告したい．白血病に関しては，引き続き JALSG の一員として共同研究に参加するとともに，治験や独
自の臨床研究，基礎的研究を積極的に行い，より良い治療ストラテジ−の開発に取り組みたい．悪性リンパ腫に関し
ては多施設臨床研究および治験に積極的に参加し，会の研究をさらに発展させ，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
−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．今後も治験や多施設共同臨床研究
へ積極的に参加し，患者に最先端医療を提供するとともに地域医療に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
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：埼玉県総合医局機構運営委員
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，査読委員の有無
Journal of Clinical and Experimental Hematopathology 編集委員；新津
Japanese Journal of Clinical Oncology 編集委員；新津

望

Interntionl Journal of Clinical Oncology 編集委員；新津
Lymphoma 編集委員；新津

望

望

望

International Journal of Hematology 査読委員；新津望，松田晃，麻生範雄
Lancet Oncology 査読委員；新津望
Internal Medicine 査読委員；新津望，松田晃，麻生範雄
Haematologica 査読委員；新津望
European Journal of Hematology 査読委員；新津望
Experimental Hematology 査読委員；麻生範雄
Blood 査読委員 ; 麻生範雄
British Journal of Haematology 査読委員 ; 麻生範雄
Cancer Science 査読委員 ; 新津

望，麻生範雄

Leukemia Research 査読委員 ; 新津

望，麻生範雄

臨床血液査読委員；新津望，麻生範雄
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
一般社団法人全国医学部長病院長会議理事，会長：別所正美
公益社団法人共用試験実施評価機構理事：別所正美
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公益財団法人ライフサイエンス振興財団評議員：別所正美
日本血液学会評議員：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

望，脇本直樹，中村裕一，麻生範雄
望

望

日本リンパ網内系学会プログラム委員：新津 望
日本リンパ網内系学会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：麻生範雄
日本がん治療認定医機構教育委員会委員；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

望

日本血液学会造血器腫瘍診療ガイドライン作成委員；新津望，麻生範雄
NCCN ガイドライン日本語版

造血器腫瘍領域作成委員；新津

MDS Center of Excellence（MDS Foundation）責任医師：松田
特発性造血障害に関する調査研究（主任研究者：黒川

望
晃

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・付随研究委員会：麻生範雄，前田智也
JALSG 施設運営委員：前田智也，石川真穂
JALSG 幹事：麻生範雄
日本血液学会専門医認定委員会委員：麻生範雄

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Suzuki Y, Yoshida T, Wang G, Aoki T, Katayama T, Miyamoto S, Miyazaki K, Iwabuchi K, Danbara M, Nakayama M,
Horie R, Nakamine H, Sato Y, Nakamura N, Niitsu N. Incidence and clinical signiﬁcance of aberrant T-cell marker
expression on diﬀuse large B-cell lymphoma cells. Acta Haematol 2013.130:230-7.
② Ohmachi K, Niitsu N, Uchida T, Kim SJ, Ando K, Takahashi N, Takahashi N, Uike N, Eom HS, Chae YS, Terauchi
T, Tateishi U, Tatsumi M, Kim WS, Tobinai K, Suh C, Ogura M. Multicenter phase II study of bendamustine plus
rituximab in patients with relapsed or refractory diﬀuse large B-cell lymphoma. J Clin Oncol. 2013;31:2103-9.
③ Matsuda A, Jinnai I, Iwanaga M, Okamura D, Ishikawa M, Maeda T, Hata T, Kawai N, Miyazaki Y, Bessho M,
Tomonaga M. Correlation between dysplastic lineage and type of cytopenia in myelodysplastic syndromes
patients with refractory anemia according to the FAB classiﬁcation. Am J Clin Pathol. 2013;140: 253-257.
④ Ueda Y, Mizutani C, Nannya Y, Kurokawa M, Kobayashi S, Takeuchi J, Tamura H, Ogata K, Dan K, Shibayama H,
Kanakura Y, Niimi K, Sasaki K, Watanabe M, Emi N, Teramura M, Motoji T, Kida M, Usuki K, Takada S, Sakura
T, Ito Y, Ohyashiki K, Ogawa H, Suzuki T, Ozawa K, Imai K, Kasai M, Hata T, Miyazaki Y, Morita Y, Kanamaru A,
Matsuda A, Tohyama K, Koga D, Tamaki H, Mitani K, Naoe T, Sugiyama H, Takaku F. Clinical evaluation of WT1
mRNA expression levels in peripheral blood and bone marrow in patients with myelodysplastic syndromes. Leuk
Lymphoma. 2013；54（7）:1450-1458
⑤ Yanada M, Ohtake S, Miyawaki S, Sakamaki H, Sakura T, Maeda T, Miyamura K, Asou N, Oh I, Miyatake J,
Kanbayashi H, Takeuchi J, Takahashi M, Dobashi N, Kiyoi H, Miyazaki Y, Emi N, Kobayashi Y, Ohno R, Naoe
T; Japan Adult Leukemia Study Group. The demarcation between younger and older acute myeloid leukemia
patients: a pooled analysis of 3 prospective studies. Cancer. 2013 Sep 15;119（18）:3326-33.
⑥ Iriyama N, Hatta Y, Takeuchi J, Ogawa Y, Ohtake S, Sakura T, Mitani K, Ishida F, Takahashi M, Maeda T, Izumi T,
Sakamaki H, Miyawaki S, Honda S, Miyazaki Y, Taki T, Taniwaki M, Naoe T. CD56 expression is an independent
prognostic factor for relapse in acute myeloid leukemia with t（8;21）. Leuk Res. 2013 Sep;37（9）:1021-6.
⑦ Tokunaga K, Yamaguchi S, Iwanaga E, Nanri T, Shimomura T, Suzushima H, Mitsuya H, Asou N. High frequency
of IKZF1 genetic alterations in adult patients with B-cell acute lymphoblastic leukemia. Eur J Haematol
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2013;91:201-208.
⑧ Fujita H, Asou N, Iwanaga M, Hyo R, Nomura S, Kiyoi H, Okada M, Inaguma Y, Matsuda M, Yamauchi T, Ohtake
S, Izumi T, Nakaseko C, Ishigatsubo Y, Shinagawa K, Takeshita A, Miyazaki Y, Ohnishi K, Miyawaki S, Naoe T;
the Japan Adult Leukemia Study Group. Role of hematopoietic stem cell transplantation for relapsed acute
promyelocytic leukemia: A retrospective analysis of JALSG-APL97. Cancer Sci 2013;104:1339-1345.
⑨ Nin DS, Ali AB, Okumura K, Asou N, Chen CS, Chng WJ, Khan M. Akt-induced phosphorylation of N-CoR at serine
1450 contributes to its misfolded conformational dependent loss（MCDL）in acute myeloid leukemia of the M5
subtype. PLoS One 2013;8:e70891.
⑩ Ono T, Takeshita A, Kishimoto Y, Kiyoi H, Okada M, Yamauchi T, Emi N, Horikawa K, Matsuda M, Shinagawa K,
Monma F, Ohtake S, Nakaseko C, Takahashi M, Kimura Y, Iwanaga M, Asou N, Naoe T; The Japan Adult Leukemia
Study Group. Expression of CD56 is an unfavorable prognostic factor for acute promyelocytic leukemia with
higher initial white blood cell counts. Cancer Sci. 2014.01. 105（1）:97-104
【総数：原著論文 10 件，総説論文

19 件，学会発表 29 件，講演 4 件】

6-2．獲得研究費
①国立がん研究センター運営費交付金研究開発費・がん研究開発費（23-A-23）「難治性白血病に対する標準的治
療法の確立に関する研究」
，研究代表者：小林幸夫，研究分担者：麻生範雄
②次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム「創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザインの確立」「白血病ゲ
ノムに基づく層別化治療の確立（検体保存管理・遺伝子解析）」，研究代表者：直江知樹，研究分担者：麻生範雄
③科研費，基盤研究（C）
（23591396）
「急性リンパ性白血病の遺伝子変異による予後予測」研究代表者：麻生範
雄
6-3．受賞
該当無し
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
①日本リンパ網内系学会；第 6 回若手医師のためのリンパ腫セミナー 2013 年 5 月 18 日京都；新津

望

②日本リンパ網内系学会；第 2 回リンパ腫スキルアップセミナー 2013 年 11 月 16 日 17 日名古屋；新津

望

③日本リンパ網内系学会；第 2 回研修医，若手医師のためのリンパ腫基本セミナー 2014 年 3 月 29 日京都；新津望
Lymphoma

Forum2013,2013; 年 8 月 24 日名古屋；新津

望

④「特発性造血障害に関する調査研究」平成 26 年度第一回検鏡会 2013 年 7 月 26 日東京：松田晃
⑤「特発性造血障害に関する調査研究」平成 26 年度第二回検鏡会 2014 年 2 月 1 日東京：松田晃

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上位の評価を得た．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 25 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．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−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．25 年度は骨髄異形成症候群の診断に関する研究
の成果を報告した．26 年度は再生不良性貧血の国内臨床試験の委員として，再生不良性貧血に対する新たな薬剤の
開発にも取り組みたい．
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．今後も，造血器腫瘍に対する治験や臨床研究に積極的に取り組み，患者へ最先端医療を提供
するとともに，より良い治療法の開発へ貢献する努力を継続したい．さらに，今後の課題として，地域医療との連携
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の構築や人的資源の確保に努めたい．
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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

瀬原吉英（SEHARA, Yoshihide）
：講師：研究主任：神経保護
加藤裕司（KATO, Yuji）
：講師：外来医長：頭痛の診療：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
長嶺唯斗（NAGAMINE, Yuito）: 助教：脳卒中の診療
佐野博康（SANO, Hiroyasu）
：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．
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，日本神経学会および日本脳卒中学会専門医の合格者を輩出できた．
このような傾向を次年度以降も継続していきたい．
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3．研究
3-1．目的・目標
教室員全員が，研究に携わり新しい知見を世の中に発信することを目標とした．
3-2．研究グループ
1）脳血管障害の臨床的研究
2）脳微小循環に関する基礎的研究
3-3．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）
．J Stroke Cerebrovasc Dis（棚橋，林，瀬原，加藤，出口，福岡）．
5-3．その他，社会あるいは医学貢献にかかわる業績
公開市民講座：一般市民への啓発活動として，脳卒中の予防や治療に関する講演会を日本脳卒中協会との共催によ
り行った．
PSLS: Prehospital Stroke Life Support; 地域の救急救命士に対する脳卒中患者の初期対応，意識レベルの診かた，
Stroke scale のとりかた，病院前診断の進め方などについて実演をまじえ講義した．
ISLS: Immediate Stroke Life Support; 医師・研修医・ナース・リハビリ療法士などの医療従事者を対象に，病院へ
到着後から専門医コンサルトテーションまでの初期診療でポイントとなる診察手技，検査値の読み方などを指導した．

6．業績
6-1．論文・学会発表
論文総数 33，学会発表 26
① Deguchi I, Hayashi T, Ohe Y, Kato Y, Nagoya H, Fukuoka T, Maruyama H, Horiuchi Y, Tanahashi N: The CHA
（2）DS（2）-VASc score reflects clinical outcomes in nonvalvular atrial fibrillation patients with an initial
cardioembolic stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis 2013; 22: e343-6.
② Maruyama H, Fukuoka T, Deguchi I, Ohe Y, Nagoya H, Kato Y, Horiuchi Y, Hayashi T, Tanahashi N: Dual
antiplatelet therapy clopidogrel with low-dose cilostazol intensiﬁes platelet inhibition in patients with ischemic
stroke. Intern Med 2013; 52: 1043-7.
③ Kato Y, Kobayashi T, Ishido H, Hayashi T, Furuya D, Tanahashi N: Migraine attacks after transcatheter closure of
atrial septal defect. Cephalalgia 2013; 33: 1229-37.
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④ Fukuoka T, Hayashi T, Hirayama M, Maruyama H, Tanahashi N: Cilostazol inhibits platelet-endothelial
cell interaction in murine microvessels after transient bilateral common carotid artery occlusion. J Stroke
Cerebrovasc Dis 2014; 23: 1056-61.
⑤ Kato Y, Hayashi T, Kobayashi T, Tanahashi N: Migraine prevalence in patients with atrial septal defect. J
Headache Pain 2013; 14: 63. [Epub ahead of print].
⑥ 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 2013; 22: 1056-63.
⑦ Deguchi I, Ogawa H, Ohe Y, Nemoto M, Tanahashi N: Rate of antithrombotic drug use and clinical outcomes
according to CHADS2 scores in patients with an initial cardioembolic stroke who had nonvalvular atrial
ﬁbrillation. J Stroke Cerebrovasc Dis 2013; 22: 846-50.
⑧ Ohe Y, Hayashi T, Deguchi I, Fukuoka T, Maruyama H, Kato Y, Tanahashi N: A case of nonconvulsive status
epilepticus with a reversible contralateral cerebellar lesion: temporal changes in magnetic resonance imaging
and single-photon emission computed tomography ﬁnding. J Stroke Cerebrovasc Dis 2013; 22: e639-42.
⑨ Ohe Y, Hayashi T, Mishima K, Nishikawa R, Sasaki A, Matsuda H, Uchino A, Tanahashi N: Central nervous system
lymphoma initially diagnosed as tumefactive multiple sclerosis after brain biopsy. Intern Med 2013；52：83-8.
⑩ Dembo T, Tanahashi N. Opalski syndrome caused by vertebral artery compression of the lateral surface of the
medulla oblongata. Internal Med 2013; 52: 1115-20.
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．中堅クラスの指導医が充足しつつあり，
研修医への十分な指導時間をとることができた．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：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 Fibroblast growth factor 23 enhances renal klotho abundance. Takenaka T, Watanabe Y, Inoue T, Miyazaki T,
Suzuki H pp.935-43 Pﬂugers Arch 2013
② Comparative eﬃcacy and adverse eﬀects of the addition of ezetimibe to statin versus statin titration in chronic
kidney disease patients. Suzuki H1, Watanabe Y, Kumagai H, Shuto H.pp.306-15 Ther Adv Cardiovasc Dis 2013
③ Statin improves flow-mediated vasodilation in chronic kidney diseases．Takenaka T, Takane H, Kikuta T,
Watanabe Y, Suzuki H. Int J Hypertens. 2013
④ Direct inhibition and down-regulation by uremic plasma components of hepatic uptake transporter for SN-38, an
active metabolite of irinotecan, in humans. Fujita K1, Sugiura T, Okumura H, Umeda S, Nakamichi N, Watanabe Y,
Suzuki H, Sunakawa Y, Shimada K, Kawara K, Sasaki Y,Kato Y.pp.204-15 Pharm Res 2013
⑤わかりやすい内科学第 4 版

尿細管性アシドーシス

渡辺裕輔

井村裕夫

文光堂
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⑥ネフローゼ症候群診療ガイドライン

日本腎臓学会編

⑦原疾患と合併症に合わせた透析導入と維持透析

⑧エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン 2013
⑨皮膚科日常診療レベルアップエッセンス
2013 年

渡辺裕輔

渡辺裕輔

松尾清一

難治性ネフローゼ症候群
日本腎臓学会編

東京医学社
臨床透析

渡辺裕輔

他

渡辺裕輔

岡田浩一

東京医学社

腎不全（人工透析）患者に対して注意すべき投薬

皮膚科の臨床

岡田浩一

【総数：論文 4 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．
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3．8）腫瘍内科
1．構成員
畝川芳彦（SEGAWA, Yoshihiko）
：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：腫瘍内科学：
博士
奈良林至（NARABAYASHI, Masaru）
：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員：腫瘍内科学（緩和医療）
：
博士
藤田健一（FUJITA, Kenichi）
：講師：博士（2013 年 4 月 30 日退職）
本多宣裕（HONNDA, Yoshihiro）
：助教：医員（2014 年 3 月 31 日退職）
嶋田

顕（SHIMADA, Ken）
：非常勤講師：博士

古瀬純一（FURUSE, Junichi）
：非常勤講師：博士
井上賢一（INOUE, Kenichi）
：非常勤講師：博士
市川

度（ICHIKAWA, Wataru）
：非常勤講師：博士

木浦勝行（KIURA, Katsuyuki）
：非常勤講師：博士
礒部

威（ISOBE, Takeshi）
：非常勤講師：博士

江口研二（EGUTI, Kenji）
：非常勤講師：博士
瀧川奈義夫（TAKIGAWA, Nagio）
：非常勤講師：博士
松尾恵太郎（MATUO, Keitaro）
：非常勤講師：博士
平家勇司（HEIKE, Yuji）
：非常勤講師：博士
米盛

勧（YONEMORI, Kan）
：非常勤講師：博士

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し，専攻した診療科に関わらずがん患者に対して
適切な医療を提供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

医師業務見学実習

（畝川）

3 年生

診療総論：がん

（畝川）

診療総論：ターミナルケア・尊厳死

（奈良林）

腫瘍総論：薬物療法 1

（畝川）

4 年生

腫瘍総論： 薬物療法 2・支持療法・他

（畝川）

腫瘍総論： 薬物療法 3・分子標的治療薬

（瀧川）

腫瘍総論： 薬物療法 4・抗悪性腫瘍薬の薬理

（藤田）

腫瘍総論： 免疫療法

（平家）

腫瘍総論： 腫瘍学的緊急症

（礒部）

腫瘍総論： 緩和医療

（奈良林）

腫瘍総論： がん医療における医療倫理

（江口）

腫瘍総論： 生物統計 / 臨床試験総論

（松尾）

腫瘍各論： 呼吸器

（木浦）

腫瘍各論： 乳腺

（井上）

腫瘍各論： 上部消化管

（嶋田）

腫瘍各論： 下部消化管

（市川）

腫瘍各論： 肝・胆・膵

（古瀬）

腫瘍各論： 原発不明がん / 胚細胞腫瘍 / 肉腫

（米盛）

6 年生

医療総論：インフォームドコンセントとがん治療

（奈良林）

医療総論：緩和ケア・疼痛管理・WHO ラダ―

（奈良林）

消化管と腹壁：消化管 3

（嶋田）

胃炎・胃がん

「卒後教育」 該当なし
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2-3．達成度
2013 年度においては臨床腫瘍学に関わる講義等の充実を図ることができた．しかしながら，構成員減少のため卒
前教育としての臨床実習や研修医を対象とした卒後教育を担うことができなかった．
2-4．自己評価と次年度計画
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，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
各種がんに対する臨床研究（治験や臨床試験等）を積極的に推進し，より有用性の高い新規治療を開発する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①非特定営利活動法人

日本がん臨床試験推進機構（Japan Clinical Cancer Research Organization: JACCRO）

②非特定営利活動法人

西日本がん研究機構（West Japan Oncology Group: WJOG）

3-3．研究内容と達成度
① EGFR 陽性・KRAS 遺伝子野生型の切除不能・再発大腸癌に対するセツキシマブを含む併用療法におけるバイオ
マーカー研究（JACCRO CC-05/CC-06AR）
②抗 EGFR 抗体薬セツキシマブ投与歴のある KRAS 遺伝子野生型の切除不能進行・再発大腸癌に対する三次治療に
おけるセツキシマブ再投与の第Ⅱ相試験（JACCRO CC-08）
③抗 EGFR 抗体薬パニツムマブ投与歴のある KRAS 遺伝子野生型の切除不能進行・再発大腸癌に対する三次治療に
おけるパニツムマブ再投与の第Ⅱ相試験（JACCRO CC-09）
④ Oxaliplatin，Bevacizumab（BV）を含む初回化学療法不能の KRAS 野生型進行・再発結腸・直腸癌に対する
FOLFIRI+Panitumumab（Pmab）併用療法 vs FOLFIRI+BV 併用療法のランダム化第Ⅱ相試験及び治療感受性・予
後予測因子の探索的研究（WJOG6210G）
⑤未治療原発不明癌に対する DNA チップを用いた原発巣推定に基づく治療効果の意義を問う無作為化第Ⅱ相試験
（厚生労働科学研究がん研究臨床事業「原発不明癌の診断・効果的治療の確立に関する研究班」）
各がん腫に対する治験や臨床試験を推進することにより，より有用性の高い新規治療を開発していくことが腫瘍
内科の使命であり，上記試験への症例登録を積極的に進めている．
3-4．自己評価と次年度計画
臨床研究を進めるための基盤整備を行うと共に構成員の充実を図り，各種がんに対する治験や臨床試験を更に推進
していく．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
腫瘍内科は，固形がん薬物療法において，他診療科との連携を図りつつ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，より有用
性の高い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
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

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
Japanese Journal of Clinical Oncology（Reviewer）
肺癌（査読委員）
日本臨床腫瘍学会学術集会（査読委員）
日本肺癌学会総会（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
日本臨床腫瘍学会

教育企画部会委員

日本がん治療認定医機構
日本肺癌学会

WJOG 乳腺委員
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
① Sekine I, Segawa Y, Kubota K, Saeki T. Risk factors of chemotherapy-induced nausea and vomiting: index for
personalized antiemetic prophylaxis. Cancer Science 104:711-717, 2013.
② Kurahashi I, Fujita Y, Arao T, Kurata T, Koh Y, Sakai K, Matsumoto K, Tanioka M, Takeda K, Takiguchi Y,
Yamamoto N, Tsuya A, Matubara N, Mukai H, Minami H, Chayahara N, Yamanaka Y, Miwa K, Takahashi S,
Nakagawa K, Nishio K. A microarry-based gene expression analysis to identify diagnostic biomarkers for
unknown primary cancer. PLOS ONE 8:e62262, 2013.
③ Sunakawa Y, Furuse J, Okusaka T, Ikeda M, Nagashima N, Ueno H, Mitsunaga S, Hashizume K, Ito Y, Sasaki Y.
Regorafenib in Japanese patients with solid tumors: phase I study of safety, efficacy, and pharmacokinetics.
Invest New Drugs 32:104-112, 2013.
学会発表
①細川

忍，別所昭宏，渡辺洋一，野上尚之，畝川芳彦，岸野大蔵，上岡

博，久山彰一，亀井治人，玄馬顕一，

瀧川奈義夫，田端雅弘，谷本光音，木浦勝行 . 切除不能局所進展非小細胞肺癌に対する Cisplatin，S-1 併用化学
療法と同時胸部照射の第Ⅱ相試験：OLCSG0501. 第 53 回日本呼吸器学会学術講演会 . 2013 年 4 月 . 東京都 .
②柴山卓夫，濱田

昇，久山彰一，佐藤

賢，岸野大蔵，渡邉一彦，野上尚之，亀井治人，沖本二郎，瀧川奈義夫，

畝川芳彦，田端雅弘，松尾恵太郎，谷本光音，木浦勝行 . 進行非小細胞肺癌に対する CDDP+DOC 併用療法への
CPT-11 の上乗せ効果を検証する第 3 相試験：OLCSG0403. 第 53 回日本呼吸器学会学術講演会 . 2013 年 4 月 .
東京都 .
③ T. Kozuki, E. Ichihara, D. Kishino, S. Kuyama, A. Bessho, N. Nogami, M. Fujii, D. Harada, H. Yoshioka, T. Kubo,
T. Nagata, N. Fujimoto, Y. Segawa, A. Sato, N. Takigawa, M. Tabata, H. Ueoka, M. Tanimoto, K. Kiura. A phase II
trial of geﬁtinib in combination with bevacizumab for previously untreated patients with EGFR-mutant advanced
non-small cell lung cancer: Okayama Lung Cancer Study Group 1001 trial. Annual 2013 Meeting of ASCO. June
2013, Chicago.
④金田聡門，藤田健一，秋山裕子，河原香織，河知あすか，砂川優，嶋田顕，畝川芳彦，佐々木康綱 . 日本人の固
形がん患者におけるアプレピタント併用下のドセタキセル血漿中濃度曲線化面積の上昇効果 . 第 11 回日本臨床
腫瘍学会学術集会 . 2013 年 8 月 . 仙台市 .
著書
該当なし
【総数：論文 3 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
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：感染症，感染制御
宮里明子（MIYAZATO, Akiko）
：講師：副科長：感染症，呼吸器，感染制御

2．教育
2-1．目的・目標
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
についてリスク評価に基づいた感染対策を立案することができ，感染管理について必要な知識の習得を目標とする．
2-2．教育内容
1）感染症総論・各論
2）感染制御学

感染症の診断と治療

医療関連感染の基礎知識の習得と予防の実践

【4 年生】総論，各論

3 時間（3 コマ）

【6 年生】外科総論，内科総論

他

6 時間（6 コマ）

【BSL，チューター】チューター 4 コマ，BSL

15 コマ

【OSCE】評価者，ステーションリーダー
【保健医療学部】3 時間（2 コマ）
2-3．達成度
感染症のカバーする範囲は多岐・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
スタッフは 2 名であり，担当時限数も増え BSL や OSCE，チューターも担当しているが，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・感染制御科と分担して教育を担当する．

3．研究
3-1．目的・目標

病院感染対策とくに耐性菌における治療と医療関連感染における治療法や有効な対策を検討する．

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）1）MRSA 感染症および対策における研究

2）カンジダに対する宿主免疫

に関する研究
3-3．研究内容と達成度
る疫学調査：論文掲載

1）MRSA 対策における active surveillance culture ：論文掲載
3）カンジダに対する宿主免疫に関する研究

3-4．自己評価と次年度計画

2）感染性心内膜炎におけ

継続中

1）MRSA 臨床分離株における PVL 遺伝子保有率に関する研究は継続中である．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は解析がほぼ終了し，論文執筆中．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マウス骨髄由来樹状細胞を用いた研究は今後
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，幅広く診療科からからコンサル
トが日常的に行われる状況となった．JCI 受審に向けて，ポリシー作成など準備する．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．今後は，サーベイランス結果に基づいた感染対策を実施し，JCI 受審へ向けて準備
を加速させていく．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無

結核審査会委員（狭山保健所）

5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：
（編集委員）Journal of Infection and Chemotherap （査読）Journal of
Infection and Chemotherapy,

Internal Medicine, ISRN Pulmology, Microbiology ＆ Immunology

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
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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（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

6．業績
6-1．論文，学会発表など
①第 62 回日本感染症学会・第 60 回日本化学療法学会合同学会

Streptococcus tigurinus による感染性心内膜炎
（一

般）
②第 62 回日本感染症学会・第 60 回日本化学療法学会合同学会
③第 29 回日本環境感染学会
④第 25 回臨床微生物学会

6-2．獲得研究費

7件

発表

N95 マスクの定性的と定量的テスト（一般）
血液培養から検出された Mycobacterium abscessus

⑤第 25 回臨床微生物学会
【総数：論文

心臓血管外科におけるテイコプラニン（一般）

創部材料から検出された Clostridium tetani（一般）
5 件】

該当なし

6-3．受賞

該当なし

6-4．特許

該当なし

6-5．学会，研究会

該当なし

7．自己点検・評価
スタッフ医師 2 名で，各診療科からのコンサルトは日常的となった．教育に関しては，研修医にはセミナーも行
えている．研究は，MRSA 関連が継続中，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．感染管理はリスク評価とサーベイランスデータに基づいた改善策を実行
していく必要があり，JCI 受審の準備もこれからである．
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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

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

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（ISHI, Toshimasa）
：助教：消化器外科（下部消化管）：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）
原

聖佳（HARA, Kiyoka）
：助教：消化器外科

高瀬健一郎（TAKASE, Kenichiro）
：助教：消化器外科
鈴木麻未（SUZUKI, Asami）
：助教：消化器外科（下部消化管）
岡

伸一（OKA, Shinichi）
：助教：消化器外科（上部消化管）: 博士

竹下宏樹（TAKESHITA, Hiroki）
：助教：消化器外科（上部消化管）：博士
藤森喜毅（FUJIMORI, Yoshitaka）
：助教：消化器外科（上部消化管）
鷲尾真理愛（WASHIO, Marie）
：助教：消化器外科
森田洋平（Morita, Youhei）
：助教：消化器外科
春田泰宏（HARUTA, Yasuhiro）
：助教：消化器外科
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

康

祐大（KANG, Woodae）
：非常勤医員：消化器外科（下部消化管）：博士

前田裕子（MAEDA, Hiroko）
：非常勤医員 3 類：消化器外科（下部消化管）
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
国際医療センター包括的がんセンターでは，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，消化器癌の診断，治療を包括的
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，肝胆膵の臓器別専門チームに分かれ，それぞれ 4
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名ほど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後のフェローが教育を受けている．
それぞれの専門学会の専門医取得，日本内視鏡外科学会の技術認定医修得，日本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，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，肝胆道系悪性腫瘍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，
日本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，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，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，化学療法に関する他施設共同研究
櫻本班：早期胃がんに対する腹腔鏡下手術における迷走神経温存，幽門輪保存など機能温存術式の開発，進行胃が
んに対する腹腔鏡下 D2 リンパ節郭清手技の開発および適応拡大に関する研究
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：胸部食道癌手術の周術期におけるアミノ酸投与の安全性と有用性の研究，ランジオロール塩酸塩術中投与
による食道癌根治術後心房細動予防効果の検討，手術患者に対する ESSENSE プロトコールによる周術期管理多
施設共同前向き臨床試験，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
田代班：大腸癌遺伝子治療に関する研究
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．オゾン水については長時間持続するためのマイクロバブル化の良好な結果が得ら
れ，内視鏡洗浄への利用を計画している．
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．
櫻本班：積極的に腹腔鏡下胃がん手術を導入し，患者の術後 QOL 向上に寄与することができた．特に腹腔鏡下幽
門保存胃切除術，
噴門側胃切除術は他施設に比べ術後通過障害や逆流症状が少なくその治療成績を学会報告した．
進行胃がんに対しては今年度より進行胃癌 RCT（JLSSG0901：開腹術 vs 腹腔鏡下手術）に参加し，症例登録数
は全国ベスト 5 に入っている．
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
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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は，術後肺
炎に関し共同著者として論文として発表した（雑誌 Esophagus）．ランジオロール塩酸塩術中投与による食道癌
根治術後心房細動予防効果の検討については，症例を集積，登録中である．また周術期管理に関しては，輸液・
栄養・リハビリに関する retrospective な検討を行い，その成果を報告した．
田代班：ゲノムセンターとの共同実験で一定の成果をあげた．
3-4．自己評価と次年度計画
上部消化管
食道癌に対する周術期管理の研究は，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含め症例を集積・分析し，報告していく予定である．胸部食道癌手術の周術期におけるアミノ酸
投与の安全性と有用性の研究，手術患者に対する ESSENSE プロトコールによる周術期管理多施設共同前向き臨床試
験を IRB に承認次第，開始の予定である．また JCOG 食道癌グループのオブザーバーに apply する予定である．
胃癌に対しては，今年度 100 例以上の腹腔鏡下手術を実施し，低侵襲手術として病棟スタッフに定着させた．臨
床研究では，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（JLSSG0901）および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 相試験に参加し，症例を登録して
いる．次年度は JCOG 胃がんグループに参加し，今年度同様，積極的に全国規模の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，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
例以上を集積し投稿中である．腹腔鏡下直腸切除の他施設共同第 2 相試験の性別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，各臨床試験や，医師主導の腹腔鏡下低位直腸
癌切除の前向き研究に参加した．
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．肝胆膵領域における低侵襲手術に積極的に取り組み，腹腔鏡下肝切除の症例の増加がみられたととも
に，腹腔鏡下膵切除についてもルーチン化してきた．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
全手術症例は 334 例．胃がん手術件数は 226 例で切除例が 202 例．腹腔鏡下手術が 102 例（幽門側切除 65 例，
幽門保存胃切除 13 例，胃全摘 15 例，噴門側切除 9 例）で開腹術が 100 例（幽門側切除 57 例，胃全摘 42 例，噴
門側切除 1 例）
．胃 GIST に対する手術は 5 例で，うち 4 例が腹腔鏡下手術．食道がん手術は 46 例で，うち胸腔鏡
下手術が 15 例．その他の手術が 57 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，
消化器内科（腫瘍内科）
，放射線腫瘍科，消化器内視鏡科とともに，チーム医療を展開した．切除不能高度進行がん
に対する化学療法の奏功により，R0 手術が増加した．
下部消化管
2013 年全手術症例は 590 例．結腸癌切除 218 例，直腸癌切除 134 例．結腸癌切除のうち開腹が 37 例，腹腔鏡
が 181 例，直腸癌切除は開腹 14 例，腹腔鏡 119 例で，結腸癌の 83%，直腸癌の 89％が腹腔鏡手術となっている．
厚労省発表の 2012 年度 DPC データによると，
症例数，平均在院日数は結腸癌切除で 201 例（全国第 3 位）11.9 日（全
国第 2 位）
，直腸癌切除で 149 例（全国第 4 位）14.6 日（全国第 2 位）であり，多くの症例で低侵襲性を生かし合
併症も少なく管理できた．さらに全体のレベルアップを図り日本内視鏡外科学会技術認定医の増加に努めたい．
肝胆膵外科
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全手術症例は 240 例．肝臓癌根治切除は 108 例で，肝細胞癌 65 例，肝内胆管癌 8 例，転移性肝癌 33 例，肝芽腫 1 例，
肝未分化癌 1 例．その他良性肝腫瘍 1 例．胆道癌切除は 36 例．乳頭部を含む胆管癌は 34 例．胆嚢癌 2 例．胆嚢良
性腫瘍 16 例，先天性胆道拡張症 2 例．膵癌切除は 39 例．うち通常型膵管癌 34 例，IPMC5 例，ITPN1 例，PNET4
例であり，IPMN1 例，SCN1 例，SPN3 例，Psudocyst1 例であった．術式別では肝切除術 109 例，膵切除術 59 例（膵
頭十二指腸切除術 38 例，膵体尾部切除 15 例，膵全摘術 4 例，残膵全摘 2 例）であった．
上部消化管領域では，スタッフの増員により，きめ細かい周術期管理が実践され，ハイボリュームセンターとして
多数の食道がん，胃がん手術が安全に実施された．また，腹腔鏡下胃がん手術が 100 例を超え，全国有数の施設となっ
た．スタッフの手術技術の向上により腹腔鏡下胃全摘術，胸腔鏡下食道切除術など高難易度の手術も安全に施行可能
となった．次年度の目標としては，JCOG 胃がんグループに参加して多施設共同研究を推進すること，切除不能高度
進行癌に対して，腫瘍内科，放射線科と協力して切除率を向上させることを掲げたい．さらに高度な手術手技を修得
させる教育施設としての役割，
臨床研究などによる最先端の研究施設としての役割を達成できるよう体制強化に努め，
臨床・研究・教育をバランスよく実施したい．また，下部消化管領域では，原発大腸癌切除症例は全国トップ 10 入
りを果たし，腹腔鏡手術の割合も増加した．全体のレベルアップを図り日本内視鏡外科学会技術認定医の増加に努め
たい．Stage Ⅳ大腸癌の治療では有効な化学療法が欠かせない．消化器腫瘍科と連携を強めて成績向上に尽くしたい．
肝胆膵領域では，日本肝胆膵外科学会高度技能指導施設 A として指定をうけ，本邦における肝胆膵外科手術のハイ
ボリュームセンターとなっている．消化器外科で研修する若い外科医らの専門医資格取得に向けた技術的指導や，他
施設からの研修を希望する医師を受けいれて教育病院としての使命を果たしたい．また今後は手術の質をさらに高め，
安全な手術方法の開発に努力していきたい．さらに新たに消化器病センターに加わった消化器内科のチームとも協力
して手術件数の増加をはかるとともに，臨床試験を行ってあらたなエビデンス構築に貢献したい

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
埼玉県のがん検診委員として山口が大腸がんの担当をし，がんの早期発見に努めた．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
日本外科系連合学会雑誌編集委員（小山）
，International Cancer Conference Journal 編集委員（山口），日本ヘル
ニア学会誌編集委員長（小山）
，World J of Surgery 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
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），日本外科感染症学会（小山）
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）日本胸部外科学会（佐藤）

6．業績
6-1．論文・学会発表
①山口茂樹 他：腹腔鏡下横行結腸切除術

消化器外科 36（5）:678-686,2013

②櫻本信一 他：早期胃癌に対する腹腔鏡補助下胃切除術のエビデンス―エキスパートによる LADG vs ODG の術後
短期成績 , 第 26 回日本内視鏡外科学会総会

2013.11.29

③宮澤光男 他：再生医療を応用した近未来胆道再建法―生体吸収性材料を用いた胆管修復，再生法の開発― , 第
25 回日本肝胆膵外科学会学術集会

2013.6.13
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④岡本光順 他：肝切除術における予防的抗菌薬投与は手術時のみで十分である ,

日本外科感染症学会雑誌

10

（2）:155-160，2013
⑤佐藤

弘 他： 食 道 癌 手 術 に お け る 空 腸 を 用 い た 再 建・ 吻 合 法 の 工 夫 , 第 67 回 日 本 食 道 学 会 学 術 集 会

2013.6.14
⑥合川公康 他：肝右葉背側病変に対する経胸腔アプローチ鏡視下手術の有用性 , 第 21 回日本消化器関連学会週間
2013.10.11
⑦石井利昌 他：当院におけるＴ 1 直腸癌の治療選択について , 第 68 回日本大腸肛門病学会学術集会
⑧田代

2013.11.15

浄 他：広範囲会陰欠損に対する一時的再建 V-Y Advancement ﬂap 法 , 第 113 回日本外科学会定期学術集

会

2013.4.12

⑨渡邊幸博 他：完全鏡視下肝切除術におけるソフト凝固使用の影響―肝障害度による比較検討― , 第 25 回日本肝
胆膵外科学会学術集会 2013.6.12
⑩岡田克也 他：生体吸収性素材被覆による消化管縫合不全予防効果の検討 , 第 68 回日本消化器外科学会総会
2013.7.17
【総数：論文 17 件，学会発表 167 件，講演 52 件】
6-2．獲得研究費
①合川公康：平成 24-26 年度（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
②岡田克也：平成 24-25 年度（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宮澤光男：平成 25-27 年度（基盤研究 C）
：生体吸収素材を用いた胆管損傷，胆管狭窄に対する新規治療法の開
発
④合川公康：平成 25 年度公益信託外科学研究助成基金：消化管縫合不全予防を目的とした生体内分解性消化管ス
テントの開発
⑤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
⑥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
⑦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
①宮澤光男：第 21 回日本消化器関連学会週間（消化器病学会）優秀ポスター賞
②合川公康：第 21 回日本消化器関連学会週間（消化器病学会）優秀ポスター賞
③合川公康：第 27 回日本消化器病学会

奨励賞

④高瀬健一郎：第 113 回日本外科学会定期学術集会

外科学会若手研究者奨励賞

⑤山口茂樹：Gerald Marks Rectal Cancer Award: SAGES 2013
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
①小山

勇

第 26 回関越ＤＩＦ研究会

②佐藤

弘

埼玉西部地区 NST 講演会

2013.2.2（さいたま市）
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，平成 25 年度は消化
器腫瘍科の新設により柴田教授をはじめとするスタッフが消化器病センターに加わわり，化学療法の強化が図られ
た．また，上部消化管外科への櫻本教授ならびに新たなスタッフの加入により，平成 26 年度はさらに発展的進化を
とげられた．平成 25 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会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．さらに化学療法と併用した新たな治療や外科
栄養の面の研究も着手した．平成 26 年 5 月には，内科医も含めた消化器病センターの平成 25 年度の年次報告会を
行い，各部門からの教育・研究・臨床の業績報告を行った．自らこの 1 年の業績を振り返って，次年度の教育・研究・
臨床の事業計画の参考にした．
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3．11）乳腺腫瘍科
1．構成員
佐伯俊昭（SAEKI, Toshiaki）
：教授：乳癌の薬物療法，薬剤感受性：診療科長，研究主任：代表指導教員（大学院）
：
博士
大崎昭彦（OSAKI, Akihiko）
：教授：乳癌の予後因子と効果予測因子，手術手技：診療副科長，教育主任，研究副主
任：指導教員（大学院）：博士
重川

崇（SHIGEKAWA, Takashi）
：助教：乳癌の薬物療法，ホルモン耐性：教育員，研究員：博士

上田重人（UEDA, Shigeto）
：助教：乳癌の薬物療法，薬物療法の画像効果予測：教育員，研究員：博士
廣川詠子（HIROKAWA, Eiko）
：助教：乳癌の画像診断，乳房再建：教育員，研究員
島田浩子（SHIMADA, Hiroko）
：助教：乳癌化学療法後の画像診断：教育員，研究員
杉谷郁子（SUGITANI, Ikuko）: 助教：乳癌の薬物耐性：教育員，研究員（2013.4-）
杉山迪子（SUGIYAMA, Michiko）
：助教：乳癌の病理学的予後因子：教育員，研究員（2013.10-）

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，乳癌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
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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 imaging（DOSI）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効果予測遺伝子マーカー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高齢者乳癌の生物学的特徴と予後に関する
研究⑪併存疾患の有する乳癌の生物学的特徴に関する研究⑫乳癌間質の組織形態像および生物学的性状に基づく癌悪
性度に関する研究
3-3．研究内容と達成度
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（BMC Cancer. 2013 Oct 31;13:514, J Breast Cancer. 2013 Sep;16（3）:342-4）．ホル
モン抵抗性乳癌に対する遺伝子学的解析をゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門との共同で行い，その成果を
論文や全国学会で発表できた（Clin Breast Cancer. 2013 Dec;13（6）:465-70, 第 21 回日本乳癌学会学術総会，浜松）
．
3-4．自己評価と次年度計画
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，症例を蓄積している．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，中間報告を論文化した（Global J Breast Cancer Res 2014 in press）．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．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．次年度は，癌登録や NCD 登録にリンク可能な患者の予後調査も含めた充実し
たデーターベースの構築を推し進めたい．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
乳腺腫瘍科は外来診療を中心とした科であり，新患患者数，手術症例数ともに右肩上がりに増えている．手術は乳
房温存術，センチネルリンパ節生検に象徴されるように低侵襲な内容で入院日数短縮に大いに貢献している．形成外
科医との連携により一期乳房再建数が増加した．

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，
教育委員長として活動し，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 Ueda S, Nakamiya N, Matsuura K, Shigekawa T, Sano H, Hirokawa E, Shimada H, Suzuki H, Oda M, Yamashita Y,
Kishino O, Kuji I, Osaki A, Saeki T.: Optical imaging of tumor vascularity associated with proliferation and glucose
metabolism in early breast cancer: clinical application of total hemoglobin measurements in the breast. BMC
Cancer. 2013 Oct 31;13:514.
② Sagara Y, Sato K, Fukuma E, Higaki K, Mizutani M, Osaki A, Takano T, Tokuda Y, Ohno S, Masuda N, Suzuki
M, Saeki T. The eﬃcacy and safety of FSK0808, ﬁlgrastim biosimilar: a multicenter, non-randomized study in
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Japanese patients with breast cancer. Jpn J Clin Oncol. 2013 Sep;43（9）:865-73.
③ Ueda S, Saeki T, Takeuchi H, Shigekawa T, Matsuura K, Nakamiya N, Sano H, Shimada H, Hirokawa E, Osaki A.
Genomic proﬁling shows increased glucose metabolism in luminal B breast cancer. J Breast Cancer. 2013 Sep;16
（3）:342-4.
④ Ijichi N, Shigekawa T, Ikeda K, Miyazaki T, Horie-Inoue K, Shimizu C, Saji S, Aogi K, Tsuda H, Osaki A, Saeki T,
Inoue S. Association of positive EBAG9 immunoreactivity with unfavorable prognosis in breast cancer patients
treated with tamoxifen. Clin Breast Cancer. 2013 Dec;13（6）:465-70.
⑤ Iwata H, Masuda N, Ohno S, Rai Y, Sato Y, Ohsumi S, Hashigaki S, Nishizawa Y, Hiraoka M, Morimoto T, Sasano
H, Saeki T, Noguchi S. A randomized, double-blind, controlled study of exemestane versus anastrozole for the
ﬁrst-line treatment of postmenopausal Japanese women with hormone-receptor-positive advanced breast cancer.
Breast Cancer Res Treat. 2013 Jun;139（2）:441-51.
⑥杉谷郁子，重川

崇，松浦和子，島田浩子，廣川詠子，上田重人，高橋孝郎，佐伯俊昭，永田耕治：センチネル

リンパ節生検陽性例における腋窩リンパ節郭清後の転移リンパ節の検討．第 51 回日本癌治療学会学術集会，
京都，
2013．
⑦重川

崇，大崎昭彦，杉谷郁子，島田浩子，佐野

弘，廣川詠子，上田重人，松浦一生，佐伯俊：HER2 陰性原

発性乳癌に対する術前化学療法 FEC100 followed by Docetaxel100 の検討．第 51 回日本癌治療学会学術集会，
京都，2013．
⑧薬物療法の効果予測における生体代謝・低酸素イメージングの臨床応用．第 21 回日本乳癌学会学術総会，浜松，
2013．
⑨杉山迪子，大崎昭彦，島田浩子，廣川詠子，佐野弘，中宮紀子，上田重人，重川崇，松浦一生，佐伯俊昭高齢者
乳癌の治療選択に関する検討．第 21 回日本乳癌学会学術総会，浜松，2013．
⑩乳癌における non-codinf RNA および coding gene によるクラスタリングの比較．第 21 回日本乳癌学会学術総会，
浜松，2013．
総数：論文

7

件，学会発表

9

件

6-2．獲得研究費
（1）文部科学省

科学技術試験研究委託事業

次世代がん研究戦略推進プロジェクト

「チロシンキナーゼ阻害剤による有効ながん治療の実用化に関する研究」（乳がんの TKI 感受性・耐性を規定する
分子機構の解明）研究代表者

佐伯俊昭

14,000 千円

（2）厚生労働科学研究費補助金（がん臨床研究事業）「がん登録からみたがん診療ガイドラインの普及効果に関す
る研究‐診療動向と治療成績の変化」課題番号：H24- がん
研究分担者

佐伯俊昭

臨床 - 指定 -001

研究代表者

平田公一

950 千円

（3）文部科学省科学研究費補助金

若手研究（Ｂ）
「がん薬物療法の超早期の治療効果に予測における拡散光イメー

ジングの有用性について」 研究代表者

上田重人

1,600 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 36 回乳腺腫瘍セミナー
大内

2014.1.8

徹先生：Role of Cell Stress Proteins for Diﬀerentiation and Metabolism

第 7 回市民公開がん医療講座

2013.10.11

乳がんに負けない

明るく生きよう！

大崎昭彦先生：ためになる乳がん検診のお話
玉木秀子先生：抗がん剤の副作用を乗り越えよう‐社会復帰に向けて‐
岡部朋子先生：ヨガという乳がんリハビリ

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 25 年 4 月 1 日より杉谷郁子助教，同年 10 月 1 日
より杉山迪子助教がスタッフに加わり患者にとってより充実した診療が可能となった．
研究面で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）：博士
山﨑庸弘（YAMASAKI, Nobuhiro）
：助教：研究員：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」医学生は基本的な医学知識を学び，呼吸器外科領域の専門的知識と実際を理解し，BSL などの臨床実
習にて患者さんと接しながら検査や治療方針を身近で体験していく．
「卒後教育」研修医は医師として必要不可欠な呼吸器外科領域の知識と技術を臨床の中で習得する．
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，試験問題の作成（金子，石田，坂口）．②臨床実習での教育指
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，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，手術（気胸など）の執刀も経験し，当科における基本的な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，次年度も継続する．
「卒後教育」当科ローテートの研修医をもっと増やし，一人でも多くの研修医に呼吸器外科のへの理解と興味を抱
くように指導し，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，原発性肺癌の積極的縮小手術，原発性肺癌の胸腔鏡手術，進行肺
癌の拡大手術と集学的治療，胸膜中皮腫に対する温熱化学潅流療法などの臨床研究や，肺癌の基礎的な研究も行って
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；

C

治療法に関する研究；

D

合併症や予後に関する臨床研究；
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石田，山崎，二反田
坂口，石田，二反田，山崎
坂口，山崎
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E

肺移植に関する研究；

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）非小細胞肺癌切除標本における微小リンパ管密度と予後の関係・・研究中 50%
2）肺すりガラス様結節（GGN）“ 早期肺癌 ” の診断と治療に関する研究
3）肺癌組織における
B

70%

TS,DPD,OPRT 活性などの核酸代謝関連酵素の発現に関する研究

70%

診断に関する研究；

1）小型肺結節（肺 GGN）の切除のための気管支鏡下ゴールドマーキング法，達成度 90%，先進的医療へ向けて検
討 40%
2）PET と CT による胸膜中皮腫の診断の研究
C

70%

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）肺葉切除非耐容例の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）・・平
成 25 年学会中間報告，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
・・症例蓄積中

50%

2）肺葉切除以上の気管支断端瘻の発生状況とその臨床像（関越肺癌研究会）
・・学会報告，70%
3）大腸癌肺転移症例に対する化学療法と肺切除の予後に関する比較検討，
研究中 30%
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，中間報告など約 60% は学会報告行った．論文は作成中である．多くは研究中で，継続しデータ収集
を行っている．診断と治療を含めた臨床研究においては特に問題の発生はなく，治療効果として有益な結果を得てお
り，逐次発表している．
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）
1）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，胸膜中皮腫など悪性腫瘍に対して根
治的な外科治療を行った．比較的早期な癌に対しては低侵襲で機能温存できる手術を行い，局所浸潤の高度な進
行癌に対しては積極的に拡大手術を行った．また，自然気胸の治療や炎症性肺疾患の外科治療，診断と治療のた
めの未診断肺結節の手術，胸膜炎や間質性肺炎の胸腔鏡下生検も施行した．総手術の完全胸腔鏡下ないし補助下
の手術は 8 割弱であった．呼吸器外科の手術件総数

307 例であったが，原発性肺癌 142 例と年々増加傾向に

ある．
2）術後の診療は，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．
3）手術日以外は外来診療や気管支鏡などの検査に従事した．外科と内科合わせた外来患者数は 17761 人．患者
さんとの対話やインフォームドコンセントを大切にした医師とコメディカルによるチーム医療に心掛けた．
4）毎週土曜日に，外科，内科，放射線診断科，放射線腫瘍科，他の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，患者中心の医療を実
践した．

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
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日本臨床外科学会誌

編集委員（金子）
，日本外科学会誌

邦文誌編集委員（金子），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

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
【学会発表】
①二反田博之，石田博徳，坂口浩三，山﨑庸弘，金子公一：当科における気管支異物症例の検討．第 36 回日本呼
吸器内視鏡学会学術集会（さいたま市） 2013.6.21
②山﨑庸弘，石田博徳，坂口浩三，
二反田博之，金子公一：胸腔鏡下自然気胸手術における肺被覆法の臨床的検討．
第 66 回日本胸部外科学会定期学術集会（仙台）2013.10.19
③ Hironori Ishida, Hirozo Sakaguchi, Nobuhiro Yamazaki, Hiroyuki Nitanda, Kochi Kaneko, Yoshihiko Shimizu:
Study of Surgical Cases of Multiple Simultaneous GGNs in the Bilateral Lungs. 15th World Conference on Lung
Cancer（Sydney, Australia）October 30, 2013
④ Hirozo Sakaguchi, Hironori Ishida, Hiroyuki Nitanda, Nobuhiro Yamazaki, Koich Kaneko: Intrapleural Perfusion
Hyperthermo-Chemotherapy with Cisplafin in Patients with Malignant Pleural Mesothelioma. 15th World
Conference on Lung Cancer（Sydney, Australia）October 29, 2013
【論文・症例報告・分担執筆】
⑤石田博徳：深頸部感染症・縦隔洞炎の取り扱い

−胸部外科−：日本気管食道科学会「専門医通信」46:11-17,

2013
⑥二反田博之，石田博徳，坂口浩三，山﨑庸弘，金子公一：自然気胸に対する胸腔鏡手術症例の検討．埼玉県医学
会雑誌 48（1）: 20-23, 2013
⑦金子公一：最新肺癌学

Ⅸ．肺癌の検査・診断（3）内視鏡診断

1）気管支鏡による病期分類：日本臨牀 71（増

刊号）
：370-373，2013
⑧金子公一：胸膜原発腫瘍（中皮腫を除く）
：呼吸器内科
⑨坂口浩三：病気が見える
監修：画像検査

4

呼吸器

内視鏡検査

24（5）：438-442, 2013

メディックメディア

2013.3

P84-87，胸膜疾患 P284-299，縦隔疾患（縦隔疾患総論，縦隔腫瘍）P300-309，

胸部外傷 P310-313，その他の呼吸器疾患 P314-317, P321-327.
【講演】
⑩ 金 子 公 一： 気 管 支 鏡 専 門 医 の 誇 り． 第 36 回 日 本 呼 吸 器 内 視 鏡 学 会 学 術 集 会

会 長 講 演（ さ い た ま 市 ）

2013.6.21
【総数：論文・執筆 10 件，学会発表 20 件，講演 10 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
①第 36 回日本呼吸器内視鏡学会学術集会
②第 18 回呼吸器療法研究会

会長

金子公一

2013.6.20 〜 21

大宮ソニックシティ

2013 年 6 月 24 日 （毛呂本部棟 3 階）

7．自己点検・評価
教育，研究，臨床に関して，医局員全員が協力し合い，概ねの目標は達成されたと思われる．中でも，臨床におい
て手術症例数は増し，原発性肺癌の手術数は増加し，その胸腔鏡手術の比率も上がっていることは，当科の臨床実力
が向上していると判断する．教育に関して BSL には力を入れ，学生からの高い評価を得ている．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．研究に関しても．積極的に研究会・学会への報告を行
うことができた．
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3．13）心臓血管外科
1．構成員
新浪

博（NIINAMI, Hiroshi）
：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員：虚血性心疾患 , 弁膜症：博士

井口篤志（IGUCHI, Atsushi）: 教授：副診療科長：研究主任：教育副主任：指導教員：重症心不全：博士
朝倉利久（ASAKURA, Toshihisa）
：准教授：外来医長：血管内治療：成人心臓血管外科：博士
中嶋博之（NAKAJIMA, Hiroyuki）
：准教授：研究副主任：指導教員：虚血性新疾患弁膜症：ロボット手術：博士
上部一彦（UWABE, Kazuhiko）
：講師：教育主任：成人心臓血管外科：博士
小池裕之（KOIKE, Hiroyuki）
）
：助教：研修医長
田畑美弥子（TABATA, Mimiko）
：助教 ：博士
森田耕三（MORITA, Kozo）
：助教：病棟医長
数野

圭 （KAZUNO, Kei）: 助教

高橋

研 （TAKAHASHI,Ken）
：助教

池田昌弘（IKEDA, Masahiro）
：助教
道本

智 （DOMOTO, Satoru）
：助教

岡田至弘（OKADA, Norihiro）
：助教
鈴木大悟（SUZUKI, Daigo）: 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
萩原正規（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
中村喜次（NAKAMURA,Yoshitsugu）: 非常勤講師
須田優司（SUDA, Yuji）
：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，学位の所得を最終目的とする
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．
2-2．教育内容（担当者：上部一彦）
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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至適時期，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大血管外科の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などについて学習する．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する．患者を術前検査から術後管理まで責任を
持って担当し，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す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
臨床研究として，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おり，再生医療を目的とした基
礎的研も行っている．
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，④経皮的大動脈弁置換術 TAVI，⑤ヒト組織を用いた再生医療などの
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経皮的大動脈弁置換術の臨床的問題に関する研究
3-3．研究内容と達成度
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①重症心不全の外科治療（補助人工心臓治療，心臓移植治療）の研究
平成 14 年，埼玉医科大学病院時に心臓移植実施施設に認定され，平成 16 年埼玉県で 1 例目の心臓移植手術を実
施した．当院においては，平成 22 年 7 月に心臓移植実施施設の認定を受け，同年 9 月に第 1 例目の心臓移植手術を
実施した．また，補助人工心臓治療症例の自己心機能の回復を目的とした薬物治療・心臓再同期治療・心臓再生医療
も実施し，LVAS 離脱成功症例も増加しつつある．植込み型補助人工心臓を装着した患者は増加している．現在，植
込み型補助人工心臓として，HeartMate II，EVAHEART，DuraHeart，Javik 2000 が使用されており，これらの植込
み手順，操作方法については熟知する必要がある．
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
4）心臓大血管外科領域の臨床に関する研究として，術後感染症のバイオマーカーの検討
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．
④経皮的大動脈弁置換術 TAVI に関する臨床研究
臨床治験：症候性重度大動脈弁狭窄症を有する患者に対する MDT-2111 の臨床評価は既に植込み手技を終了し，
臨床経過を観察している．当施設はサピエン XT 生体弁の実施施設となっており，施行症例数は増加している．安全
に TAVI を施行するための臨床研究を行っており，合併症のない手技の確立を目指している．
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，弁疾患に対する小切開心臓手術（低
侵襲心臓手術 Minimally Invasive CardiacSurgery: 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 25
年度の総手術件数は，737 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 Coronary Conference 2013 in Tokorozawa：大動脈弁狭窄症に対する治療法〜外科の立場から〜：2013 年 4 月
8 日（新浪）
：セレス所沢
②大分大学医学部院内講演：心臓血管外科手術における治療戦略 AVR・MICS・治療デバイスまで：2013 年 5 月
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17 日（新浪）
：大分大学医学部附属病院
③ Edwards Heart Valve Seminar 2013：高度石灰化病変に対する AVR：
2013 年 9 月 7 日（新浪）ヒルトン東京
④ SAVR&TAVR FORUM 2013 〜時代到来，surgeon はどうあるべきか？〜：
Updeted Aortic valve Treatment in Japan Current Situation and the Future：2013 年 9 月 26 日（新浪）:

ホテ

ルニューオータニ
⑤第 66 回日本胸部外科学会定期学術集会 ランチョンセミナー：
弁膜症治療の原点回帰と進化：2013 年 10 月 16 日（新浪）：仙台国際センター
⑥ The 4th Sendai/New Tokyo LIVE：三枝病変は絶対外科がやるべきである：
2013 年 11 月 28 日〜 30 日（新浪）
：ウエスティン仙台
⑦ 心臓血管外科領域における DIC 治療を考える会：心臓血管外科領域における DIC
トロンボモジュリン製剤の使用経験：2014 年 2 月 4 日（小池）：
ホテルブリランテ武蔵野

6．業績
6-1．論文・学会発表

指針構築

①林祐次郎，井口篤志，朝倉利久，中嶋博之，上部一彦，小池裕之，森田耕三，神戸将，高橋研，池田昌弘，道本
智，岡田至弘，高澤晃利，新浪博士：
Oﬀ-pump coronary artery bypass grafting in patients with a low ejection fraction：Annual meeting of the Asian
Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery：2013 年 4 月 20 日：神戸国際会議場
②小池裕之，井口篤志，朝倉利久，中嶋博之，上部一彦，森田耕三，神戸将，高橋研，池田昌弘，道本智，岡田至
弘，林祐次郎，新浪博士：
Type2 endoleak による瘤の増大で open vonverion を必要とした EVAR の 2 症例
第 41 回日本血管外科学会学術総会：2013 年 5 月 31 日：大阪国際会議場
③森田耕三，朝倉利久，井口篤志，中嶋博之，上部一彦，小池裕之，高橋研，新浪博士：INTERMACS Proﬁle 1 症
例に対し Bridge to Bridge として体外式 LVAS 装着の後，植込み型 LVAS 装着を行った 3 症例の経験：
第 51 回日本人工臓器学会大会：2013 年 9 月 27 日：パシフィコ横浜
④高橋研，朝倉利久，井口篤志，中嶋博之，上部一彦，小池裕之，森田耕三，数野圭，道本智，岡田至弘，鈴木大
悟，林祐次郎，新浪博士：
維持透析患者における冠動脈疾患治療戦略−冠動脈バイパス術とカテーテルインターベーションの比較検討：第
66 回日本胸部外科学会定期学術集会：
2013 年 10 月 18 日：仙台国際センター
⑤中嶋博之，朝倉利久，井口篤志，上部一彦，小池裕之，森田耕三，高橋研，

数野圭，道本智，岡田至弘，鈴

木大悟，林祐次郎，新浪博士：
上行大動脈石灰化が術式と手術成績に及ぼす影響：第 27 回日本冠疾患学会学術集会
2013 年 12 月 13 日：アバローム紀の国
⑥新浪博士，中嶋博之，小池裕之，森田耕三，高橋研，道本智，岡田至弘，鈴木大悟，林祐次郎，田畑美弥子：埋
没冠動脈に対する Oﬀ-pump CABG の際の工夫：
第 27 回日本冠疾患学会学術集会：2013 年 12 月 13 日：アバローム紀の国
⑦朝倉利久，井口篤志，中嶋博之，上部一彦，小池裕之，森田耕三，数野圭，高橋研，道本智，岡田至弘，鈴木大
悟，林祐次郎，新浪

博士：

外傷性胸部大動脈損傷に対する TEVAR の使用 device の変遷と手術成績：
第 44 回日本心臓血管外科学会学術総会：2014 年 2 月 21 日：ホテル日航熊本
⑧鈴木大悟，朝倉利久，井口篤志，中嶋博之，上部一彦，小池裕之，森田耕三，田畑美弥子，数野圭，高橋研，道
本智，岡田至弘，林祐次郎，新浪博士：
弁膜症，大動脈手術との複合冠動脈バイパスにおける手術戦略：
第 44 回日本心臓血管外科学会学術総会：2014 年 2 月 21 日：ホテル日航熊本
⑨道本智，朝倉利久，井口篤志，中嶋博之，上部一彦，小池裕之，森田耕三，数野圭，高橋研，岡田至弘，鈴木大
悟，林祐次郎，新浪博士：
左室流出路心筋切除術の手術成績：第 44 回日本心臓血管外科学会学術総会
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2014 年 2 月 20 日：ホテル日航熊本
⑩上部一彦，朝倉利久，井口篤志，中嶋博之，小池裕之，森田耕三，数野圭，高橋研，道本智，岡田至弘，鈴木大
悟，林祐次郎，新浪博士：
大動脈基部−弓部大動脈領域仮性動脈瘤に対する修復術−安全に手術を施行するために−：第 44 回日本心臓血
管外科学会学術総会：2014 年 2 月 19 日：
ホテル日航熊本
【総数：論文 2 件，学会発表 31 件，講演 8 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
①第 3 回彩の国臨床循環器疾患研究会：2013 年 11 月 20 日：埼玉医科大学国際医療センター
②第 4 回彩の国臨床循環器疾患研究会：2014 年 2 月 24 日：埼玉医科大学国際医療センター

7．自己点検・評価
本年度は，今までの診療体制を変えることなく積極的に学術にも取り組み，様々な成果が見られたと考える．診療
に関しては，TAVI も導入され，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，教育のレベルアップを計ることを目標としている．

659

臨床医学部門（日高キャンパス）

3．14）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（埼玉医科大学病院兼担）

小高哲郎（KODAKA, Tetsuro） ：講師：診療副科長：教育副主任：小児外科：博士
寺脇

幹（TERAWAKI, Kan）

：講師：：大学院教員（大学院）小児外科：博士（埼玉医科大学病院兼担）

佐竹 亮介（SATAKE, Ryousuke）：講師：研究員：小児外科：修士（埼玉医科大学病院兼担）
鈴木啓介（SUZUKI, Keisuke）

：助教：研究員：小児外科：修士（埼玉医科大学病院兼担）

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 にて受け持ち患者の病態・治療方針の理解で
きるようにする．また，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カンファレンスで行い，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．さらに，基本的な外科手技を一人で行
えるようにする．小児外科を専攻する後期研修では，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
術者・助手として経験を重ね，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．BSL にて学生は，担当する患者を受け持ち，病態・治療方針を理解し，カンファレンスにて
プレゼンテーションを行った．また，受け持と患者の手術には手洗いして手術に参加した．病態・治療方針について
は，患者の受け持ち医が，学生を直接指導した．また，手術の際の指導は，古村

眞と術者となった医師によって行

われた．
卒後教育：初期研修医の指導は，古村

眞，寺脇

幹，小高哲郎，佐竹亮介，鈴木啓介が担当した．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，当科で作成されたテキストブックに従い授業が行われ，医師国家試験を正答できるレベ
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，移動性精巣，臍ヘルニア，急性虫垂炎の手術を術者とした担
当させた．小児外科で研修を行った研修医は，基本手技の習得がなされたものと考えている．また，カンファレンス
では，プレゼンを担当し，討議に積極的に参加できるような体制をとった．患者管理の為の最初の指示出しを担当し
ており，その都度上級医によって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．学生が十分な知識が得られたか，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，授業のプリント内容を吟味し，知識の
習得が効率的に行えるようにする．
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
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
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ら，臨床応用の為の研究を行っている．
臨床研究として，急性虫垂炎の術前輸液療法について検討する準備を行っている
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．また，チューブ型の気道再生の為のプロジェクトが開
始され，特許出願が共同研究者よりなされた．
術前輸液療法について，臨床研究プロトコールを作成した．
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する．チューブ型気道の再生と移植長期の実験を継続する．また，
臨床研究を開始する．

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．昨年度は 362 件の手術を施行し，症例数を以前の
レベルまで増加させた．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．
国際医療センターでは，小児固形腫瘍を中心とした 15 件の手術を施行した．小児腫瘍，循環器疾患を有する小児
外科疾患，致死的循環器合併症の可能性のある疾患を手術し，大きな合併症もなく，安全確実な手術を行った．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
古村

眞

annals of biomedical engineering

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
学会（古村

眞）

日本小児外科学会評議員
日本小児外科学会

日本小児外科学会専門医認定委員会庶務

日本小児外科学会

データベース委員会委員

日本小児がん学会評議員
日本再生医療学会評議委員
講演（

古村

眞

）

1．第 14 回帝京東京医会
2013 年 6 月 8 日

東京（京王プラザホテル）

演題：小児外科医としての 25 年間とこれからの夢
2．第 14 回ゆずの木周産期病診連携セミナー
2013 年 7 月 8 日

埼玉（坂戸グランドホテル

WIN）

演題：新生児の外科疾患
3．地域小児医療勉強会

特別講演

2013 年 10 月 23 日

埼玉（深谷赤十字病院 1 階多目的ホール）

演題：埼玉西北部の小児外科施設として
4．松戸市医師会学術講演
2013 年 11 月 20 日

千葉（松戸市医師会）

演題：外来で診ることの多い小児外科疾患のプライマリーケアと Up to date
5．川口市医師会外科部会講演会
2014 年 1 月 17 日

埼玉（川口総合文化センターリリア）

演題：埼玉西北部の小児外科施設として

- 整容性を重視した小児外科手術 -
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Komura M, Komura H, Otani Y, Kanamori Y, Iwanaka T, Hoshi K, Tsuyoshi T, Tabata Y. The junction between
hyaline cartilage and engineered cartilage in rabbits. Laryngoscope. 2013 Jun;123（6）:1547-51. doi: 10.1002/
lary.23269. Epub

2013 Apr 2. PubMed PMID: 23553122.

② 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. PubMed PMID: 23414853.
③ 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. Epub 2011 Sep 13. PubMed PMID: 21916014.
④ Komura M, Komura H, Konishi K, Ishimaru T, Hoshi K, Takato T, Tabata Y,

Iwanaka T. Promotion of tracheal

cartilage growth by intra-tracheal injection of basic ﬁbroblast growth factor（b-FGF）. J Pediatr Surg. 2014
Feb;49（2）:296-300.doi:10.1016/j.jpedsurg.2013.11.040. Epub 2013 Nov 16. PubMed PMID: 24528971.
⑤寺脇 幹 , 古村 眞 , 金森 豊 , 杉山 正彦 , 鈴木 完 , 小西 健一郎 , 上岡 克彦 , 長谷川 雄一 , 山崎 雄一郎 , 岩中 督．
前部尿道弁・憩室に起因する下部尿路通過障害の 3 例 .

日本小児外科学会雑誌（0288-609X）49 巻 5 号

Page1027-1031（2013.08）
⑥古村

眞，田畑泰彦

気管領域の再生医療

専門医通信

47: 8-13，2013

⑦ Makoto Komura, Hiroko Komura, Kenichirou Konishi , Tetsuya Ishimaru, Tadashi Iwanaka Promotion of tracheal
cartilage by intra-tracheal injection of basic ﬁbroblast growth factor（B-FGF）BAPS 60th Anniversary Annual
Congress （BAPS2013）2013 年 7 月 15 日〜 19 日
⑧小髙

哲郎

イギリス（ロンドン）（ボーンマス国際センター）

自転車転倒時の腹部打撲から回腸穿孔を来たした 1 小児例第 27 回日本小児救急医学会学術集会

2013 年 6 月 14 日〜 15 日
⑨小髙哲郎，田中竜平，中澤

沖縄（沖縄コンベンションセンター）
賢，鈴木啓介，佐竹亮介，寺脇幹，小山勇，古村眞

術前 TACE により完全切除

可能となった CDDP 耐性 pure fetal type hepatoblastoma の一例日本小児肝癌スタディグループ（JPLT）研究会
2014

2014 年 1 月 26 日

東京（慶應義塾大学医学部

北里講堂）

⑩小髙哲郎，田中竜平，中澤賢，鈴木啓介，佐竹亮介，寺脇幹，小山勇，古村眞
可能となった CDDP 耐性 fetal type hepatoblastoma の一例
21 日

術前 TACE により完全切除が

関東甲信越地区小児がん登録研究会 2014 年 3 月

東京（東京大学医学部綜合中央館（図書館）3 階）

【総数：論文 6 件，学会発表 4 件】
6-2．獲得研究費
平成 25 年度新規
主任研究者として
川野小児医学奨学財団助成金研究

平成 25 年度

『複合的な気道組織再生を伴う Biotube Airway の開発研究』
文部科学省科学研究補助金
主任研究者

古村

平成 25 年〜平成 27 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』
平成 25 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
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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

高戸

小児外科

分担研究者

古村

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 平成 23 年〜 26 年

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
古村

眞

第 6 回埼玉県小児外科研究会開催
2013 年 7 月 12 日

埼玉（大日本住友製薬㈱埼玉支店 7 階会議室）

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ものと考えている．
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3．15）整形外科（骨・軟部腫瘍科）
1．構成員
矢澤康男（YAZAWA, Yasuo）
：教授，骨軟部組織腫瘍科・整形外科
今西淳悟（IMANISHI, Jungo）
：助教，骨軟部組織腫瘍科・整形外科

医長，軟部腫瘍，医学博士
医員，軟部腫瘍，なし

若山貴則（WAKAYAMA, Takanori）: 助教，骨軟部組織腫瘍科・整形外科

医員，軟部腫瘍，なし

2．教育
2-1．目的･目標
臨床に従事する一般医，整形外科医が必要な骨軟部腫瘍の知識を教授する．そのために系統的，かつ実例をあげて
具体的に説明する．
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．医学部 3 年生を 1 日，
医療現場の見学生として受け入れた．医学部 6 年生の実習生を 1 名受け入れ，
実際の診療に参加して頂いた．
2-3．達成度
頻度はすくなく種類の多い疾患であることから，必要な知識を効率よく教えることを心がけた．感触では達成でき
たと評価する．
2-4．自己評価と次年度計画
知識を豊富にするより，興味を持つようじっくり体験談を交えて話をして行くのがよいようだ．他分野で知って得
する医学知識を含むようにするのがよいだろう．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意識する
のがよい．次年度は Q&A でアプローチしたい．また iBook を用いたテキストブックを作成する予定である．

3．研究
3-1．目的・目標
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：大久保）
4. 軟部肉腫に対する Votrient の効果的使用（責任者：若山）
5. 骨軟部腫瘍手術における凍結自家骨を用いた再建（責任：今西）
6.PET 検査における腫瘍の疑陽性について（責任：今西）
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．転移性骨腫瘍についての臨床情報をまとめている．
3-4．自己評価と次年度計画
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 wide 2cm の切
除縁が妥当であるとの結果が得られた．結果は学会，研究会にて報告され，一部論文化された．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
症例数は増えており，先進的医療，治験なども行っている．今ひとつブレークスルーが必要と感じている．

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
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なし
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・著書
①矢澤康男：骨軟部肉腫手術における至適切除縁の検討．第 46 回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会 , 東京
② Yasuo Yazawa： Is the site of nearest margin equivalent to the site of the first local recurrence? The 17th
General meeting of International Society of Limb Salvage, Bologna, Italy
③矢澤康男：骨軟部肉腫手術における至適切除縁の検討 . 第 46 回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会 , 水道橋
（東京）
④若山貴則：両側性 Tibioﬁbular Synostosis の 1 例 . 第 670 回関東整形外科学会月例会東京地方会 , 竹橋（東京）
⑤大久保武人：坐骨神経症状を初発症状とした Myeloid sarcoma の 1 例，第 669 回関東整形外科学会月例会東京
地方会 .

竹橋（東京）

⑥若山貴則：人工血管を用いて動静脈再建を行った大腿部滑膜肉腫の 1 例 , 第 10 回 Ortho Seminar in Saitama, 川
越（埼玉）
⑦矢澤康男：会陰部肉腫の 1 例，第 20 回東北地区骨軟部腫瘍研究会 , 仙台（宮城）
⑧矢澤康男：16 年後に再発した粘液型脂肪肉腫の 1 例，第 9 回 Ortho Seminar in Saitama，川越（埼玉）
⑨若山貴則：液体窒素処理自家骨を用いた軟部肉腫手術の 1 例，第 10 回埼玉オルソペディックセミナー，川越（埼
玉）
⑩矢澤康男：軟部腫瘍の診断，第 46 回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会，水道橋（東京）
【総数：論文 0 件，学会発表 18 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
なし
6-3．受賞
なし
6-4．特許，実用新案
なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 11 回埼玉整形外科トピック・リエゾンセミナー
第 17 回埼玉整形外科手術手技研究会

平成 25 年 10 月 31 日

平成 25 年 12 月 5 日

7．自己点検・評価
スタッフの充実に伴い，より充実した医療へと発展している．これらを維持するべく，研究診療基盤の整備と後継
者育成など長い目でみた体制創りを心がけたい．研究費獲得も次回はチャレンジしたい．
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3．16）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：代表指導教員（大学院）：脳腫瘍：博士

石原正一郎（ISHIHARA, Shoichiro）
：教授：診療科長：指導教員（大学院）：脳血管内治療，神経内視鏡：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・教育主任：指導教員（大学院）：脳血管内治療：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：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：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
竹田理々子（TAKEDA, Ririko）
：講師：病棟医長：指導教員（大学院）：脳血管障害：博士
池田俊貴（IKEDA, Toshiki）
：講師：外来医長：指導教員（大学院）：脳血管障害
中島弘之（NAKAJIMA,

Hiroyuki）
：助教：研修担当医長

神山信也（KOHYAMA, Shinya）
：准教授：副診療科長・研究副主任：指導教員（大学院）：脳血管内治療：博士
石原秀章（ISHIHARA, Hideaki）
：講師：専門医員：脳血管内治療
上宮菜穂子（UEMIYA, Nahoko）
：助教：専門医員
掛樋喜明（KAKEHI, Yoshiaki）
：助教：専門医員
根木宏明（NEKI, Hiroaki）
：助教：専門医員・病棟医長
新美

淳（NIIMI, Jun）
：助教：専門医員

吉川信一朗（YOSHIKAWA, Shinʼichiro）
：fellow・助教
大塚宗廣（OHTSUKA, Munehiro）
：fellow・助教
鈴木海馬（SUAUKI, Kaima）
：後期研修医・助教
佐藤大樹（SATOH, Daiki）
：後期研修医・助教
柳川太郎（YANAGAWA, Taro）: 後期研修医・助教
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
西本

博（NISHIMOTO, Hiroshi）非常勤講師

鈴木千尋（SUZUKI Chihiro）
：非常勤講師
小倉丈司（OGURA,

Takeshi）
：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
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
陶山大輔（SUYAMA, Daisuke）
：非常勤医員
豊岡輝繁（TOYOOKA, Terushige）
：非常勤医員
山口
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玲（YAMAGUCHI, Rei）
：非常勤医員
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熊谷廣太郎（KUMAGAI, Koutaro）
：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：
栗田

浩樹

脳・ 神 経 系 疾 患 28． 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．
脳神経外科における 2．脳血管の走行と神経の走行を３次元的に述べる事ができる．
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．

栗田

浩樹

脳・ 神 経 系 疾 患 34． 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．
4 年生
3．出血性脳卒中の病型とリスクファクターを述べる事ができる．
4．虚血性脳卒中の病型とリスクファクターを述べる事ができる

西川

亮

脳腫瘍（１）
総論
4 年生

1．脳腫瘍とは何か
2．脳実質内発生と実質外発生腫瘍の重要性（脳腫瘍分類理解のポイント）
3．神経膠腫総論― Neuro-Oncology 分野の最重要腫瘍

西川

亮

脳腫瘍（２）
悪性脳腫瘍（１）
4 年生

1．神経膠腫の診断と治療
2．中枢神経系悪性リンパ腫の発生，頻度，画像，治療について述べること
が出来る
3．転移性脳腫瘍の画像，原発巣別頻度，治療方針について述べることが出
来る

柳澤

隆昭

脳腫瘍（３）
悪性脳腫瘍（２）
4 年生

1．小児がん・小児脳腫瘍の特徴について理解する
2．小児脳腫瘍にはどのようなものがあるか？
3．代表的な小児脳腫瘍についてその診断・治療について理解する（髄芽腫，
低悪性度神経膠腫，高悪性度神経膠腫，胚細胞腫瘍，脳幹部神経膠腫）

柳澤

隆昭

保健医療学部看護学 1．小児脳腫瘍の特徴について理解する
2．小児脳腫瘍がどのように発症し，診断に至るか理解し，患児・家族のケ
科
小児看護活動論
アの必要性について理解する
3 年生
3．代表的な脳腫瘍について，どのように診断・治療が進められ，どのよう
なケアが必要かを理解する．多職種チームケアの重要性について理解す
る
4．小児脳腫瘍の診断・治療および長期フォローアップにおける看護師の役
割を理解する

山根

文孝

救急・中毒
1．頭蓋内圧亢進状態を説明できる．
〈初期救急の実際〉激 2．突然の頭痛で発症する脳神経外科疾患を挙げられる．
しい頭痛
3．疾患別の頭痛発生機序を説明できる．
4 年生
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西川

亮

脳・神経系疾患（9）
脳腫瘍（1）
悪性脳腫瘍の治療
6 年生

西川

亮

臨床実習の再チェッ 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，
ク（13）
造影剤投与後の画像かを述べることが出来る．
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．
脳神経疾患（2）
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
6 年生
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

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
内分泌・代謝 (5)
〈間脳・下垂体〉
来る．
下垂体前葉 (2)
2．下垂体腺腫の治療 ? 手術の適応と手術法について述べることが出来る．
下垂体腫瘍・頭蓋咽 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
頭腫
について述べることが出来る．
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
6 年生
4．頭蓋内疾患救急治療の原則

佐藤

章

頭部外傷 (1)
4 年生

1．神経膠腫の診断と治療方針
2．髄芽腫の診断と治療方針
3．頭蓋内胚細胞腫瘍の診断と治療方針
4．中枢神経悪性リンパ腫の診断と治療方針

1．頭部外傷の特殊性（解剖，特に頭蓋内という環境）
2．脳実質損傷と実質外損傷
3．脳損傷発生の機序と病態
4．頭部外傷における頭蓋内圧管理の意義

大井川

秀聡 頭部外傷（２）
4 年生

1．頭部外傷の種類を挙げることができる．
2．頭部外傷の機転と応急対応を述べる事ができる．
3．外傷性頭蓋内出血の病型と治療法を述べる事ができる．

大井川

秀聡 頭部外傷 (3)
4 年生

1．急性硬膜外血腫の病態と治療を述べる事ができる．
2．急性硬膜下血腫の病態と治療を述べる事ができる．
3．慢性硬膜下血腫の病態と治療を述べる事ができる．
4．脳挫傷の病態と治療を述べる事ができる．

西本

博

脳・脊髄の先天奇形
4 年生

1．先天性疾患の診断と治療．
2．中枢神経系発生異常を理解する

佐藤

章

頭部外傷
6 年生

佐藤

章

脳血管障害 (2)：脳動 1．くも膜下出血の疫学
2．動脈瘤破裂によるくも膜下出血の診断（画像，腰椎穿刺など）
脈瘤治療
6 年生
3．脳動脈瘤の急性期治療
4．脳血管攣縮の病態と治療
5．未破裂脳動脈瘤の治療

佐藤

章

脳血管障害 (5)
4 年生
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外傷による脳損傷発生機序，緊急手術を要する病態，外傷性急性頭蓋内出血，
頭蓋内圧とその管理，頭部外傷と全身管理

1．くも膜下出血疫学
2．脳動脈瘤破裂とクモ膜下出血
3．クモ膜下出血の病態（頭蓋内，全身）
4．脳動脈瘤治療の原則
5．脳血管攣縮とその対策

脳神経外科

石原正一郎

脳血管障害 ( ２)
4 年生

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
3．モヤモヤ病の外科治療
1．医学的死の定義
2．頭蓋内圧亢進が脳幹機能障害を起こす機構
3．脳死はヒとの死であるか？
4．法的脳死判定規準

佐藤

章

医療概論 (4)
死の概念・臓器移植
6 年生

佐藤

章

終末期医療としての 1．死の概念（三徴候死と脳死，死亡宣告の相対性と社会性）
脳死と生命倫理
2．終末期ケアの歴史
４年生
3．終末期医療としての脳死とは
4．脳死患者家族への倫理的対応

佐藤

章

脳死・臓器移植にお 1．医学的な脳死の病態と定義
2．生命倫理からみた脳死・臓器移植
ける生命倫理
２年生
3．脳死はヒトの死か？
4．終末期医療としての脳死患者への倫理的対応

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

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：日本脳神経血管内治療学会認定指導医・専門医が指導教官となり，血管内手術の基礎となる知識・
技術を指導し，研修者はその経験を得る．特に各人の技量に応じて，それぞれの段階で適切な上席医を配置する．こ
うした体制は，医療安全上も非常に安全な環境で修練を経験することができるようになっている．さらに，上席医へ
の細かな報告や連絡の徹底など診療に臨む基本的態度を特に重視している．
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
臨床指導および学生教育には特に労力を払って積極的に行ってきた．おおむね目標は達成師得たと判断している．
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：脳脊髄腫瘍科では脳腫瘍全般において，神経学的所見，画像所見に始まる基礎に立ち返った教育をモッ
トーに研修医の教育を行った．また交換留学生が参加するカンファレンスは英語でおこなって，これは交換留学生に
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極めて好評であるのみならず，研修医の英語プレゼンテーション技能の習得にも有用であった．
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，今年度は後期研修医 3 名ローテーショしている．上席医の指導の下，脳血管造影の実施，
脳血管内手術の助手等トレーニングを実施している．他院からの研修生は非常勤で月曜日，水曜日に研修され計 2
名指導中である．また，現在常勤医 2 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である．日本脳神
経血管内治療学会専門医資格審査は 1 名（上宮奈穂子）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．平成 25 年度体制としては，指
導医・専門医 6 人の 3 チーム体制である．また，常勤医 1 名が脳血管内手術の大家である Moret J 教授（Beaujon
University Hospital, Paris, France）の所に最新の脳動脈瘤治療手技の習得を目的に留学している．

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
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．再発治療抵抗性中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するアリムタ（Pemetrexede）による新規治療
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．成人グリオーマの診断，治療反応性，予後予測に有用な分子マーカーの解析
2．小児神経膠腫の予後と関連する遺伝子マーカーの解析
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
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
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2．脳血管造影術後管理についての看護研究
上宮菜穂子，神山信也，石原正一郎
1．椎骨動脈乖離性動脈瘤の流体力学による各種病態解明
上宮菜穂子，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
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
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．これを厚労省に提出し先進医療 B 指定を獲得した．
【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，症例の登録を行い，登録は終了して，追跡期間に入った．
【達成度】
60％
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．
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【達成度】
80％
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
【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％
5. 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，中枢神経原発悪性リンパ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】
50％
三島一彦
1）治療抵抗性・再発中枢神経系原発悪性リンパ腫（primary CNS lymphoma: PCNSL）で他に治療法がない症例に
対してして，アリムタ（ペメトレキセド）による治療を行いその安全性と治療効果を検討した．
【目的】再発・治療抵抗性中枢神経系原発悪性リンパ腫（PCNSL）に対し治療法は確立していない．大量メ
トトレキサート療法（HD-MTX）に治療抵抗性を示す場合に単剤で有効な薬剤は限られている．我々は HDMTX，照射に抵抗性を示し，テモゾロミド（TMZ）投与中に再発をきたした PCNSL に対して新規葉酸代謝拮抗
剤：pemetrexed を投与し，有効であった症例を経験した．【症例】60 歳

男性．左片麻痺で発症した右前頭

葉 PCNSL に対し，2013 年 3 月 28 日，部分摘出術施行．Diﬀuse larger B cell lymphoma の組織診断確定後，
rituximab（375mg/m2）と HD-MTX 療法（3.5g/m2）3 サイクル施行するも腫瘍が増大．全脳照射 30 G ｙ＋局
所照射 20 G ｙ施行．造影病変が残存するため，TMZ（200mg/m2 X5 日 /28 日）を 1 サイクル投与，この時点
で KPS は 60 であった．同年 8 月 21 日，意識障害出現し，MRI で両側視床下部を中心に腫瘍の再発が確認され
KPS 40 まで低下した．Pemetrexed を 500mg/m2 で開始．21 日を 1 サイクルとし，5 サイクルで造影腫瘍病変
は消失，意識障害は改善し KPS は 80 となった．有害事象として grade 3 の好中球減少を認めた．その後は経過
観察しており，2014 年 6 月 4 日の時点で腫瘍の再発を認めていない．【考察】再発・治療抵抗性 PCNSL に対す
る pemetrexed の第 II 相試験では奏効割合が 54.5％，mPFS:5.7 ヵ月，MST:10.1 ヵ月と報告されている．Grade
3 以上の有害事象も少なく，今後再発・治療抵抗性 PCNSL に対し有望な治療法として臨床試験を検討すべきと
考えられた．
【達成度】30％
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】目的：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-RAD50-NBS1（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．方法：3 つのグリオーマ細胞株 : U251, LN229, LN428 を用い，細胞毒性を示さない MRN 阻害剤
（Mirin）の濃度 25 μ M を 3 時間作用させ，2-8Gy で放射線照射（IR）しコロニー形成能を検討した．また増
殖抑制の機序を解析するため，apoptosis の検出，細胞周期の検討を行った．結果：Mirin 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，放射線増感作用が示された．ま
た AnnexinV/PI FACS 解析により，Mirin+IR はそれぞれの単独治療に比べ有意に apoptosis を誘導することが示
された．細胞周期解析では，Mirin+IR により G2-M 期に細胞が集積することが示され，細胞の形態上，多核で
mitotic catastrophe を示す細胞の増加が確認された．DNS の double strand break repair の指標であるヒストン
H2AX のリン酸化がそれぞれの単独治療に比べ，Mirin+IR で延長していることが示され，また Akt のリン酸化が
低下することが示された．結論：以上より，MRN 阻害剤である Mirin は，apoptosis の誘導，G2-M 停止，DSB
修復阻害により照射感受性を増感することが示唆された．今後動物実験で抗腫瘍効果を検討する予定である．
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【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】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，最終報告としてまとめた．
本研究は本年度で終了となった．
【達成度】
100％
安達淳一
1．成人グリオーマの診断，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】
成人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，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解析した．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によって解析を行った．IDH1 遺伝子変異について
は，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】
70％
2. 小児神経膠腫の予後と関連する遺伝子マーカーの解析
【研究内容】
MGMT プロモーターメチル化の存在，或いは染色体 1p/19q 共欠失，IDH1 遺伝子変異の存在は一部のグリオー
マで予後良好因子と言われている．しかしながら，これらの事実は成人神経膠腫に当てはまるものであり，小児
や若年者神経膠腫での解析から得られたものではない．小児神経膠腫は，その発生や進展に関与する遺伝子異常
は成人神経膠腫とは明らかに異なり，予後予測因子として確立された分子マーカーは現時点では存在しない．そ
こで，我々は上記遺伝子異常の解析に加え，小児グリオーマに特有なヒストン H3.3，BRAF 遺伝子の変異の有
無についても解析を行った．さらに，それらの変異を有する症例の臨床的特徴について検討を行った．
【達成度】
70％
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
（メンバー）鈴木智成，和田智，江口英孝，安達淳一，三島一彦，松谷雅生，西川亮，西山正彦
【内容】脳腫瘍の摘出術において使用するアミノレブリン酸の蛍光発生機序の解明を目的とした．神経膠腫のマ
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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 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 CDH13 のノックダウンを行った
ところ蛍光の減少が認められた．
【達成度】
95％
脳血管障害研究グループ
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，論文を執筆した．
【達成度】
100％
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】
75％
栗田浩樹
1．脳卒中診療における多職種連携チーム医療が予後に与える影響（栗田）
【研究内容】
脳卒中急性期に脳卒中に専門特化したチーム医療を行う事により有意に患者の予後が好転する事が知られている
が，その機序は不明である．脳卒中 ICU における呼吸器関連肺炎（VAP），また脳卒中センターにおける誤嚥性
肺炎の発生率を通して，合併症発生率の低下が予後の向上に寄与している事を証明した．看護師との共同研究と
して，複数の学会で発表し，現在論文を執筆中である．
【達成度】
90％
大井川秀聡，栗田浩樹
1．破裂脳動脈瘤における血管内皮障害に関する電子顕微鏡学的研究
【研究内容】
破裂脳動脈瘤の内皮障害を手術標本を用いて検討した結果，現在までの数例では全例で内皮細胞が強い障害を受
けている事が電子顕微鏡下に観察されている．今後検体数を伸ばして統計学的に証明していく予定である．
【達成度】
30％
2．高難易度脳動脈瘤に対する高流量バイパス術の臨床応用（大井川・栗田）
【研究内容】
従来治療困難とされてきた内頸動脈巨大脳動脈瘤や前壁血豆状動脈瘤に対して，頸部から頭蓋内に前腕の動脈移
植による high-ﬂow bypass を行って血行再建をしながら内頸動脈を遮断する新しい術式を臨床応用し，現在まで
の 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】
80％
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
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【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．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，再発・治療抵抗性中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するアリムタ（ペメトレキセド）による治療を倫理
委員会承認のもと 1 例に施行した．本治療法は安全かつ有効であることが確認できた．次年度はさらに症例数を増
やし効果を検討したい．
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．現在論文の準備中である．次年度は動物実験などに発展さ
せていきたい．
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．ヒストン H3.3 遺伝子変異の解析は埼玉医科大学学内グラントによる助成も受け，
K27M の点突然変異を有する小児グリオーマは予後不良であることを報告した．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，小児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
目標であった英文誌への掲載が達成された．
（次年度計画）研究にて発見されたカドヘリン CDH13 と腫瘍の生物学的な働きとの関係を解明するための計画を
立案する．
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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．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
我が国の脳神経外科においては，例えば良性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い
くつか存在するが，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
る施設はまず見当たらない．更に 3 診療科お互いに切磋琢磨して，日本一の脳神経外科と呼ぶことに恥ずかしくな
いように，充実させ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（西川亮，Reviewer）
Neurologia medico-chirurgica（西川亮 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）
J Neuroendovascular Therapy（石原正一郎 Reviewer）
LINNC online（石原正一郎 Editorial Board）
Indian J Neurosurgery（石原正一郎 Editorial Board）
Acute Medicine & Surgery（石原正一郎 Reviewer）
小児の脳神経（柳澤隆昭

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）
Expert Review Anticancer Therapy（柳澤隆昭 Reviewer）
脳神経外科（西川亮

編集同人）

JSM Neurosurgery and Spine（安達淳一 Editorial Board）
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
日本がん治療認定医機構関連学会連絡委員会委員（西川亮）
日本がん治療認定医機構教育委員会委員（西川亮）
日本癌治療学会診療ガイドライン委員会専門医員（西川亮）
労働政策研究・研修機構（JILPT）労働大学校講師（三島一彦）
特定非営利活動法人日本脳腫瘍学会（副理事長，事務局長：西川亮）
日本脳神経外科学会診療報酬委員会（西川亮）
日本脳神経外科学会国際教育小委員会（西川亮）
日本脳神経外科学会用語委員会（西川亮）
日本脳神経外科学会脳腫瘍全国統計委員会地区代表委員（西川亮）
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 Iwakawa R, Takenaka M, Kohno T, Shimada Y, Totoki Y, Shibata T, Tsuta K, Nishikawa R, Nobuchi M, Sato-Otsubo
A, Ogawa S, Yokota J. Genome-wide identiﬁcation of genes with ampliﬁcation and/or fusion in small cell lung
cancer. Genes Chromosomes Cancer 52:802-816, 2013.
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② Suzuki T, Wada S, Eguchi H, Adachi J, Mishima K, Matsutani M, Nishikawa R, Nishiyama M. Cadherin 13
overexpression as an important factor related to the absence of tumor ﬂuorescence in 5-aminolevulinic acidguided resection of glioma. J Neurosurg , 119: 1331-1339, 2013
③ Nagane M, Nishikawa R. Bevacizumab for glioblastoma ? A promising drug or not? Cancers 5:1456-1468,
2013.
④ Taylor JW, Flanagan EP, OʼNeill BP, Siegal T, Omuro A, DeAngelis L, Baehring J, Nishikawa R, Pinto F,
Chamberlain M, Hoang-Xian K, Gonzalez-Aguilar A, Batchelor T, Blay J-Y, Korfel A, Betensky RA, Lopes M-BS,
Schiﬀ D. Primary leptomeningeal lymphoma. International Primary CNS Lymphoma Collaborative Group report.
Neurology 81:1690-1696, 2013.
⑤ Chinot OL, Wick W, Mason W, Henriksson R, Saran F, Nishikawa R, Carpentier AF, Hoang-Xuan K, Kavan P,
Cernea D, Brandes AA, Hilton M, Abrey L, Cloughesy T. Bevacizumab plus radiotherapy-temozolomide for newly
diagnosed glioblastoma. N Engl J Med 370:709-722, 2014.
⑥ Takeda R, Ogura T, Ooigawa H, Fushihara G, Yoshikawa S, Okada D, Suzuki Y, Araki R, Kurita H: A practical
prediction model for early hematoma expansion in deep gangliotic intracerebral hemorrhage. Clin Neurol
Neurosurg 115: 1028-1031, 2013
⑦ Maruyama K, Kurita H, Yamaguchi R, Noguchi A, Shiokawa Y: One-stage clipping of bilateral middle cerebral
aneurysms via pterional keyhole approach. Neurol Med Chir（Tokyo）53: 148-152, 2013
⑧ Uemiya N,Lee CJ,Ishihara S,Yamane F,Zhang Y,Qian Y Analysis of restenosis after carotid artery stenting :
preliminary results using computational fluid dynamics based on threedimensional angiography Journal of
Clinical Neuroscience 20（11）1582-1587 2013.11
⑨ 根木宏明，山根文孝，大沢愛子，前島伸一郎，石原正一郎 橋出血による認知機能障害の検討 脳神経外科 42（2）
109-113 2014.2
⑩ Fukuoka K, Yanagisawa T, Suzuki T, Wakiya K, Matsutani M, Sasaki A, Nishikawa R. Successful treatment of
hemorrhagic congenital intracranial immature teratoma with neoadjuvant chemotherapy and surgery. Case
report. J Neurosurg Paediatric, 13:38-41, 2014
【総数：論文 51 件，学会発表 185 件，講演 61 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）（西川亮）
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）
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
交付決定額

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 :

（三島一彦）

8. 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 ?151．20099. 平成 25 年度埼玉医科大学学内グラント「小児及び若年者神経膠腫における予後因子としてのヒストン H3.3 遺
伝子変異の解析」
（安達淳一）
10. 栗田浩樹：平成 25-27 年度文部科学省科学研究費（基盤 C）（栗田浩樹）
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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第 10 回新都心神経内視鏡症例検討会
第 41 回西関東 NeuroIVR セミナー
第 5 回脳血管内治療地域勉強会

神田

大宮

川越

2013.4.20

2013.5.18

2013.7.25

第 14 回埼玉西部地区脳血管障害病診連携の会
第 11 回新都心神経内視鏡症例検討会
第 67 回関東脳神経外科懇話会

神田

大手町

第 42 回西関東 NeuroIVR セミナー

大宮

川越

2013.9.3

2013.11.2

2013.11.30
2013.12.7

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
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 − 2013 年の手術数は順調に伸び（281 例→ 342 例→ 428 例→ 456 例→ 539 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 2.0％，
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 3 年間で後期研修医も 7 名
（脳
神経外科全体では 10 名）
が入局し，
医局も活気づいている．今後もさら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．今後も脳卒中学の発展に寄
与して参りたいと思っている．
脳血管内治療科：診療実績，診療成績は確実に向上．診断面では主に脳血管造影検査が中心となっているが，増加
した症例に対応するべく日常診療に追われているため，血管造影レポートや手術記録の確認も徹底した．また，看護
スタッフ，リハビリスタッフなどとの相互コミュニケーションは良好で，関係スタッフ一同がお互いの理解と協力の
もとに信頼感をもって，
よりよい治療ができる環境を構築しつつある．また手術治療件数は年々増加してきているが，
治療レベル，内容が下がらないよう一例一例慎重に検討した上で治療に望めるよう努力したい．学生実習や若い医師
への教育，トレーニングなどにも積極的に取り組んでおり当科において充実した実習や研修が行われている．脳血管
内治療科としての全般評価は概ね満足できる活動ができていると考える．
脳神経外科全体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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3．17）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：組織移植，頭頚部再建，
微小血管外科：博士
横川秀樹 （YOKOGAWA, Hideki）
：講師：副診療科長：教育主任 : 頭頸部再建，乳房再建，微小血管外科
栗原

健 （KURIHARA, Takeshi）
：助教：皮弁移植，微小血管外科 （〜 H25 年 9 月）

石川昌一 （ISHIKAWA, Shouichi）: 助教：難治性潰瘍，皮弁移植 （H25 年 10 月〜）

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，その他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（多施設共同研究：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：神戸大学形成外科が中心となって進めている上記多施設共同研究に参加し，合併症が遊離
組織移植におよぼす影響を研究する．
3-4．自己評価と次年度計画：データを収集中である．次年度も引き続き研究を継続する．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
当科の診療は，包括的がんセンターの各診療科と連携した悪性腫瘍切除後の再建手術を中心に，難治性潰瘍，外傷，
熱傷，慢性創傷，先天奇形の治療に至るまで多岐に及ぶ．平成 25 年度の新患数は 315 名，入院患者数 63 名，入院
手術数 268 件，外来手術数 26 件，総手術数 293 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
日本形成外科学会常務理事

中塚貴志

日本マイクロサージャリー学会理事長

中塚貴志
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日本頭頸部癌学会理事

中塚貴志

日本形成外科手術手技学会理事

中塚貴志

日本創傷外科学会評議員

中塚貴志

日本癌治療学会代議員

中塚貴志

日本頭蓋顎顔面外科学会評議員

中塚貴志

日本創傷治癒学会評議員

中塚貴志

日本乳房ｵﾝｺﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸｻｰｼﾞｬﾘｰ評議員

中塚貴志

日本美容外科学会評議員

中塚貴志

日本外科系連合学会評議員

中塚貴志

Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, Co-Editor

中塚貴志

International Journal of Clinical Oncology,?Associate Editor

中塚貴志

Japanese Journal of Clinical Oncology, Review Board

中塚貴志

雑誌「形成外科」編集委員

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石川昌一，市岡滋：創傷を合併した透析患者の栄養管理：透析スタッフ，医学出版，2 巻 2 号，p61 〜 67，
2014 年 2 月
②中塚貴志：
【消化器外科医必修 !「形成外科」のエッセンス】形成外科の基本手技

マイクロサージャリー：手術

（0037-4423）68 巻 3 号 Page325-330（2014.03）
学会発表
①栗原

健，中尾

阿沙子，廣川

詠子，横川

移植による頭頚部再建症例の検討

秀樹，中塚

貴志，百澤

明，菅澤

第 56 回日本形成外科学会総会・学術集会

正：当院における遊離組織

2013/04/04

東京

②中尾 阿沙子 , 菅澤 正 , 横川 秀樹 , 栗原 健 , 小村 豪 , 中塚 貴志：下顎区域切除後に遊離腓骨皮弁または腹直筋皮
弁を用いて一期再建を行った 40 例の検討：第 37 回日本頭頸部癌学会，2013 年 6 月 13 日，東京
③中塚貴志：頭頸部再建の基本

Knack & Pitfall：日本マイクロサージャリー学会 40 周年記念学術集会，2013 年

9 月 26 日，盛岡
④石川昌一，大出佑美，保坂利男：アバンド TM が腎機能に与える影響についての検討：第 29 回日本静脈経腸栄
養学会，2014 年 2 月 27 日，横浜
総数：論文

2 篇，学会発表

6-2．獲得研究費：

4回

該当せず

7．自己点検・評価
当科は他科からの依頼手術が多いが，開院以来他科と良好な連携体制を確立しているため，再建手術などもスムー
ズに行うことができ，また遊離組織移植を含めた手術症例数も右肩上がりに増加してきた．教育においては，頭頸部
外科，乳腺腫瘍科を学ぶ学生および研修医に積極的に頭頸部再建，乳房再建を理解してもらえるよう取り組んできた．
研究においては，合併症が遊離組織移植にいかなる影響をおよぼすか研究しており，次年度も引き続き研究継続予定
である．以上より，教育，研究，診療のいずれにおいても概ねの目標は達成されたと考えている．
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3．18）
（1）小児心臓科（小児心臓科）
1．構成員
住友直方（SUMITOMO, Naokata）
：教授：診療科長：小児循環器病学：博士
小林俊樹（KOBAYSHI, Toshiki）
：教授：診療科長：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：小児循環器病学
戸田紘一（TODA, Kouichi）：非常勤医師：小児循環器病学

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．集中治療学の研修．
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 年の冬より治験開始

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．
遺伝性不整脈に関しては，症例を集め，遺伝子解析を行なうとともに，全国の症例を集計し，本邦の遺伝性不整脈
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の特徴を検討する．また乳幼児での遺伝性不整脈症例を集積することにより，乳幼児突然死症候群（SIDS）および乳
幼突発性危急事態（ALTE）をどれだけ減少させることができるかを検討することを考えている．
小児心臓移植に関しては，小児の拡張型心筋症，重症な先天性心疾患症例を集積し，本邦の移植医療を改善するた
めの努力を行なう．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
入院患者数 312 名，外来受診総数 3619 名，心臓カテーテル検査 159 名，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 49 名と少しずつ患者数は増加している．

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
編 集 委 員： 日 本 小 児 循 環 器 学 会 誌，Journal of Arrhythmia， 心 電 図，Heart & Vessels，Fetal and Perinatal
Medicine
査 読 委 員：Journal of Arrhythmia， 心 電 図，Heart and Vessels，Heart Rhythm，Journal of Arrhythmia Cases，
Pediatric International，Journal of Cardiology Cases，Journal of Pediatrics，心電図，心臓，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
1．日本小児循環器学会：学校心臓検診委員会委員長，学術委員会，小児循環器専門医試験委員会，蘇生科学委員
会副委員長，保健委員会，薬事委員会，プログラム委員会，総務委員会，将来計画委員会，広報交流委員会，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
2．日本心電学会：用語委員会，学術諮問委員会
3．日本不整脈学会：デバイス委員会，健康保険委員会，専門医認定制度委員会，総務委員会，用語委員会，植込
み型デバイス関連社会問題対策委員会，カテーテルアブレーション委員会，認定心電検査技師認定委員会委員長
4．日本循環器学会：専門医誌編集委員会，心臓移植適応検討小委員会
5．東京都医師会：都立学校心臓検診委員会
6．厚生労働省 高度医療制度：
「胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤的抗不整脈薬投与に関する臨床試験」安全性評
価委員会
7．厚生労働省 次世代医療機器評価指標作成事業：心臓カテーテルアブレーション審査 WG 委員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①富田

英，
小林俊樹，
大月審一，
矢崎

論，
金

成海；わが国における Static Balloon Atrial Septostomy の現状調査 ,

日本小児循環器学会雑誌 , 2013; 29 : 4 178
② Kato Y, Kobayashi T, Ishido H, Hayashi T, Furuya D, Tanahashi N. Migraine attacks after transcatheter closure of
atrial septal defect. Cephalalgia. 2013; 33:1229-37
③ Yasuhara J, Yamada Y, Hara K, Suhara R, Hattori Y, Yamaguchi T, Mizuno Y, Kizu R, Bamba M. Primary ciliary
dyskinesia diagnosed on nasal mucosal biopsy in two newborns. Pediatrics International. 2014; 56: 258-261
第 49 回日本小児循環器学会
④ 左 心 低 形 成 症 候 群（HLHS） に 対 す る Hybrid stage1 後 の 問 題 点 - 進 行 し た RAAO（retrograde aortic arch
obstruction）に対するカテーテルインターベンション 葭葉茂樹，小林俊樹，小島拓朗，白石昌久，鈴木孝明，山岸俊介，宇野吉雅，枡岡

歩，加藤木利行

⑤修正大血管転位（cTGA）に対する Double switch 手術の長期予後
葭葉茂樹，小島拓朗，白石昌久，小林俊樹，鈴木孝明，山岸俊介，宇野吉雅，枡岡

歩，加藤木利行

⑥ PAVSD, MAPCA に合併した肺高血圧症に対する肺高血圧治療薬の有効性
安原

潤，荒木耕生，石崎怜奈，小柳喬幸，河野一樹，柴田映道，前田潤，福島裕之，山岸敬幸

⑦妊娠糖尿病診断基準変更後の糖尿病母体児における心奇形についての検討
安原
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潤，荒木耕生，石崎怜奈，小柳喬幸，河野一樹，柴田映道，前田潤，福島裕之，山岸敬幸
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第 1 回日本肺高血圧学会
⑧肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損，主要体肺側副動脈の肺高血圧治療
安原

潤，荒木耕生，石崎怜奈，小柳喬幸，河野一樹，柴田映道，前田潤，福島裕之，山岸敬幸

第 25 回日本 Pediatric Interventional Cardiology 学会
⑨術後早期に行った心臓カテーテル検査およびカテーテルインターベンション
安原

潤，清水寛之，葭葉茂樹，小林俊樹

第 16 回日本成人先天性心疾患学会
総会シンポジウム
⑩ Test ASD occlusion and pre conditioning before percutaneous ASD occlusion dose improve long term prognosis
of ASD heart failure patient?
小林俊樹，葭葉茂樹，松永保，安原潤，清水寛之
6-2．獲得研究費
1．清水 渉，堀江 稔，青沼 和隆，蒔田 直昌，萩原 誠久，福田 恵一，吉永 正夫，堀米 仁志，住友 直方，田中 敏博，
森田 宏，牧山 武，渡部 裕，林 研至，鎌倉 史郎，白石 公，宮本 恵宏，相庭 武司，関根 章博：厚生労働科学研
究費，遺伝性不整脈疾患の遺伝子基盤に基づいた病態解明と診断・治療法の開発に関する研究（H24 一難治等
（難）一般 033）
2．清水 渉，堀江 稔，青沼和隆，蒔田直昌，萩原誠久，吉永正夫，堀米仁志，住友直方，田中敏博，森田 宏，牧山 武，
渡部 裕，林 研至，鎌倉史郎，白石 公，宮本恵宏，相庭武司：厚生労働科学研究費，致死性遺伝性不整脈疾患の
遺伝子診断と臨床応用
3．小林俊樹，葭葉茂樹 : 厚生労働科学研究費補助金「治験推進研究事業」医師主導治験 肺動脈ステント 番号
CCT-C-2522
6-3．受賞
第 25 回日本 Pediatric Interventional Cardiology 学会会長賞
1．体循環動脈管依存性先天性心疾患に対する動脈管ステント留置テクニック
葭葉茂樹，小林俊樹，安原

潤，清水寛之，白石昌久，鈴木孝明，山岸俊介，宇野吉雅，枡岡

歩，加藤木利行

第 25 回日本 Pediatric Interventional Cardiology 学会優秀ポスター演題賞
2．成人の動脈管開存症に対する Amplatzer Duct Occluder の有効性
安原

潤，
，清水寛之，葭葉茂樹，小林俊樹

6-4．特許，実用新案
無し

7．自己点検・評価
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3．18）
（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 , 基本学科運営責任者 , 代表指導教員（大学院），国際医療センター病院長代理，
医学博士：先天性心疾患外科治療
鈴木孝明（SUZUKI, Takaaki）: 教授 , 指導教員（大学院），診療科長，研究主任，教育主任，医学博士，
先天性心疾患外科治療 , 複雑心奇形手術 , ハイブリッド手術，
枡岡

歩（MASUOKA, Ayumu）: 講師，指導教員（大学院），病棟医長，医学博士
先天性心疾患外科治療 , 成人先天性心疾患，

宇野吉雅（UNO, Yoshimasa）: 講師，外来医長 , 医学博士：先天性心疾患外科治療
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，卒前教育におい
ては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ことを目標としている . 卒後教育は外科専門医 , 心臓血管外科専門医の取得を目
標とした教育を行っている．
2-2．教育内容
卒前教育では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．卒後教育は
手術症例の病態生理の理解，手術基本手技の習得，術後集中治療の実践が主たる教育内容である .
2-3．達成度
卒前教育においては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 . 卒後教育においては順調に専門医の取得が進んで
いる .
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育における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．多くの研修医の獲得を目指す．

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．
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．白血球除去フィルター使用による心肺機能保
護の研究についてはほぼデータの収集を終えた．
3-4．自己評価と次年度計画
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脳保護の研究についてはデータの解析作業を行っている．Hybrid 治療は継続中である．また MUF 中白血球除去フィ
ルターの使用の研究はほぼ終了したので，次年度には研究成果の報告が出来る予定である .

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
大学病院としては数少ない独立した診療科としての小児心臓外科である．大学病院の特色を活かした高度先進医療
を，先天性心疾患に対する外科治療に提供している．
外来は週三回月曜日，水曜日，木曜日に行っている．小児の心臓病患者は小児循環器科の外来に通うのが原則なの
で，小児心臓外科では成人になった先天性心疾患患者と他院からの紹介患者を外来診察している．
手術は週 4 例（月曜日，火曜日，水曜日，金曜日）を原則としている．今年度の手術症例数は体外循環下の手術
が 106 例で，全手術が 130 例であった．出生前診断の精度が向上し , 新生児期 , 乳児期早期の複雑心奇形の手術の
占める割合が多くなっており，約 8 割の症例が新生児期 , 乳児期の症例であった．年々重症例が多く集まる傾向にあ
る．国際医療センターにはハイブリッド専用手術室があり，これを駆使して侵襲度の少ない手術とカテーテル治療を
統合したハイブリッド治療を先進医療として左心低形成症候群に対して国内では最も多く行い実績を挙げている．順
調に手術症例数が増加しており，来年度は年間 200 例以上の手術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
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，鈴木）
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，宇野吉雅，枡岡

歩，加藤木利行，鈴木孝明

大動脈弁僧帽弁に対して同時手術を行った 3 手術治験例
第 162 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会
②鈴木孝明，枡岡

2013/6/1

歩，宇野吉雅，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予後の改善を目指した治療戦略
第 44 回日本心臓血管外科学会学術総会
③枡岡

2014/2/21

歩，山岸俊介，宇野吉雅，加藤木利行，鈴木孝明

ファロー四徴症に対する手術介入時の術式選択
第 66 回日本胸部外科学会定期学術集会
④枡岡

歩，山岸俊介，宇野吉雅，安原

2013/10/17
潤，清水寛久，白石昌久，葭葉茂樹，

小林俊樹，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
685

小児心臓科（小児心臓外科）

第 49 回日本小児循環器学会総会
⑤宇野吉雅，鈴木孝明，枡岡

2013/7/12

歩，山岸俊介，加藤木利行，葭葉茂樹，白石昌久，小島拓朗，小林俊樹

術後に残存する branch PS に対する stent 治療の効果と検討
第 49 回日本小児循環器学会総会
⑥山岸俊介，宇野吉雅，枡岡

2013/7/11

歩 , 小島拓朗，白石昌久，葭葉茂樹，小林俊樹，加藤木利行，鈴木孝明 .

カテーテル治療合併症に対して外科的処置を施行した 4 治験例
第 49 回日本小児循環器学会総会 2013/7/13
⑦ Suzuki T, Masuoka A, Yamagishi S, Uno Y, Katogi T
Early and Mid-term results of valve repair using loop-in-loop technique in congenital mitral valve disease
2013 American Association of Thoracic Surgery Mitral Conclave May 3, 2013 New York, NY, USA
⑧ Suzuki T, Yamagishi S, Masuoka A, Uno Y, Katogi T
The influence of bidirectional cavopulmonary anastomosis on the atrioventricular valve in patients with
functional single ventricles
50th Annual Meeting of the Society of Thoracic Surgeons January 28, 2014 Orland, FL USA
著書
⑨ Suzuki T, Masuoka A, Uno Y, Iwazaki M, Yamagishi S, Katogi T. Cardiopulmonary bypass through a left
thoracotomy using venous drainage from the innominate vein in congenital heart surgery. Journal of Cardiac
Surgery2013; Sep 28（5）:1455-1457.
⑩ Masuoka A, Kimura N, Katogi T, Suzuki T
A case of ventricular septal defect and mitral insuﬃciency after blunt trauma
Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 2013; Oct 9 Pli 0218492313485372 Epub
【総数：論文 2 件，学会発表 12 件】
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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これまで以上に力を入れていくつもりである．
手術成績は良好で満足している．今後の症例数の増加のためには，地域連携を密にし，母体搬送による新生児手術
の増加が重要と考える．
研究をより充実して学会発表と論文を増やしていきたいと考える．
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3．18）
（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：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が以前に比較し減少した点が気がかりであるが，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が感じられない．当方の講義内容に興味がわかない，あるいは引きつける魅力の無い講
義ではないか，考察を要する．講義後のメッセージカードにその旨，記入してもらうよう依頼していきたい．
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） 23 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，4 年間
で各 4 例，20 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，関東地区の「小児がん拠点
病院」が選定されたが，当院は惜しくも選に漏れた．しかし，埼玉北西部の医療圏全体をカバーする小児がん準拠点
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
無し
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
田中は
「埼玉県立特別支援学校医療ケア体制整備事業における相談医」として日高特別支援養護学校のアドバイザー
を担当している．

6．業績
6-1．論文・学会発表
①田中竜平， がん対策推進基本計画：成人がん治療の均てん化と小児がん治療の集約化にみる無理と矛盾， 第
11 回日本臨床腫瘍学会学術集， 2013， 仙台， ミニシンポジウム
②田中竜平

渡辺温子

小牧健

丹野修宏， Aplastic anemia treated with IST:A report ofseven consecutive cases

from a single institute.，第 75 回日本血液学会学術集会，2013， 札幌， ポスター
③丹野修宏

颯佐かおり

小牧健

渡辺温子

田中竜平， 4 回の髄腔内注射後に白質脳症をきたした急性リンパ

芽球性白血病の 14 歳女性例， 第 75 回日本血液学会学術集会， 2013， 札幌， ポスター
④田中竜平

渡辺温子

丹野修宏

阪本晴介

笠原群生， Chemotherapy and liver transplantation for advanced

hepatoblastoma.， 第 51 回日本癌治療学会学術集会， 2013， 京都， International Session
⑤池田容子

玉城末来子

菅野茜子

徳永恵土

前場富子

柳澤隆昭

渡辺温子

田中竜平， 小児がん患者の両

親付き添いによるきょうだいの精神面・身体面・行動面の変化についての現状把握， 第 55 回日本小児血液が
ん学会学術集会， 2013， 福岡， 一般口演
総説・著書
⑥田中竜平 , 抗がん剤の体腔内投与法 ?3 髄腔内投与 .（相羽恵介 編）抗がん剤の臨床薬理 . 南山堂 , pp665-671,
2013
【総数：論文

1 件，学会発表

5 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 10 床の入院ベッドに難治性小児・若年者悪性疾患を管理しつつ行った業績としては十二分
な成果と自負している．質的にまだ未熟な部分があることは否定できないが，今後の brush up に期待したい．
25 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．
Translational Research にて臨床から得た疑問に基礎的に答え，そこから新規の疾患概念や，新規治療法に結びつ
く成果が今後の活動により生まれると確信している．
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3．19）皮膚科（皮膚腫瘍科）
1．構成員
山 本 明 史（YAMAMOTO, Akifumi）
： 教 授： 運 営 責 任 者： 教 育 副 主 任， 研 究 主 任， 診 療 科 長： 代 表 指 導 教 員
（大学院）
：皮膚腫瘍学，メラノーマ：博士
中村泰大（NAKAMURA, Yasuhiro）
：准教授：教育主任，研究副主任，診療副科長，病棟医長：指導教員（大学院）
：
皮膚外科，再建外科，皮膚悪性腫瘍，化学療法：博士
寺本由紀子（TERAMOTO, Yukiko）
：助教，大学院生：専門医員，外来医長・研修担当医長：皮膚悪性腫瘍，皮膚外科，
化学療法，一般皮膚科
山田勝裕（YAMADA, Katsuhiro）
：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．すなわち，高度な知識および技術を有する，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・寺本由紀子）．
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．学会発表・論文作成を積極的に指導し，業績をあげる．（山本明史・中村泰大）
2-3．達成度
学生：皮膚悪性腫瘍に興味を抱き，その知識が向上したとの回答が多くみられる．
助教：着実に経験を積み，見識を向上させ，1 名は大学院（がんプロフェッショナルコース）にて学位論文の作成
に至った．
2-4．自己評価と次年度計画
助教は着実に知識・臨床経験を習得し，その成果を研究会や学会に発表し，確実に研鑚が積みあげられた．
研究会（日高皮膚疾患診療懇話会）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，地域患者の早期治療を着実に実行している．
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し，助教には学会発表・
論文作成により，さらなる業績をあげる．

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．
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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，さらに全科における患者の皮膚疾患および治療
に伴う皮膚有害事象発生に対する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）
（中村：日本皮膚科学会誌，The Journal of Dermatology，Melanoma Management
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，中村：日本皮膚悪性腫瘍学会評議員（財務委員），日本皮膚外科学会評議員，日本臨床皮膚外科学会評議員，日
本レックリングハウゼン病学会評議員，日本皮膚科学会皮膚悪性腫瘍学会指導専門医委員会委員，日本皮膚科学会皮
膚悪性腫瘍ガイドライン改訂委員会委員（担当：メラノーマ），日本皮膚科学会創傷・熱傷ガイドライン策定委員会
委員（担当：下肢静脈瘤）
）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
① Nakamura Y, Teramoto Y, Yamamoto A：The surgical extent of regional lymph node dissection for cutaneous
melanoma and its novel techniques and modiﬁcations. Nova Publishers, USA :115-136,2013
② Nakamura Y, Fujisawa Y, Nakamura Y, Maruyama H, Furuta J, Kawachi Y, Otsuka F: Improvement of the sentinel
lymph node detection rate of cervical sentinel lymph node biopsy using real-time ﬂuorescence navigation with
indocyanine green in head and neck skin cancer. J Dermatol 40:453-457, 2013
③ Nakamura Y, Nakamura Y, Saito A, Fujisawa Y, Kawauchi Y, Otsuka F：High-grade mucoepidermoid carcinoma of
the columella successfully reconstructed using bilateral nasolabial ﬂaps set up in a sandwich shape and auricular
cartilage graft after surgical resection. J Dermatol, 40:911-914,2013
④ Nakamura Y, Kawachi Y, Nakamura Y, Iino Y, Fujisawa Y, Otsuka F: Linear lupus erythematosus profundus
involving the muscle with an intractable deep ulcer, successfully treated with surgical excision. Eur J Dermatol
23（4）:535-536, 2013
⑤山本明史：DAVFeron 療法と Feron 維持療法，日本臨牀，71：330 − 335，2013
⑥中村泰大，寺本由紀子，山田勝裕，山本明史：RECIST と irResponse Criteria 2）Ipilimumab の効果判定，腫瘍内科，
12：382-387，2013
⑦寺本由紀子，山本明史：有棘細胞癌に対するＳ− 1 投与，日皮会誌，123：2562 − 2564，2013
⑧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，
2013
⑨ Nakamura Y, Ohara K, Kishi A, Teramoto Y, Fujisawa Y, Otsuka F, Yamamoto A: Prognosis of in situ or minimallyinvasive subungual melanoma treated by non-amputative wide local excision using skin grafts: an analysis of 76
cases. 8th World Congress of Melanoma, Hamburg, Germany, 2013
⑩ Nakamura Y: Dermatologic Surgery for Skin Malignancy. The 2nd East Asia Dermatologic Surgery Meeting,
Yokohama, 2013
【総数：論文 26 件，学会発表 12 件，講演 9 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

文部科学省科学研究費

80 万円

山本明史：Best Doctors in Japan 2014-2015
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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
日高皮膚疾患診療懇話会を 2 回開催（第 12 回 2013 年 9 月 19 日・第 13 回 2014 年 3 月 20 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質の高い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，診療のエフォートが高くならざるを得ず，教育・研究に十分な時間が割けない現状である
が，研究業績は着実に増加している．今後も積極的に論文作成・学会発表により業績をあげ，さらなる質の向上・発
展を導きたい．
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3．20）泌尿器腫瘍科
1．構成員
小山政史（OYAMA, 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）
：
内視鏡手術，分子標的療法：博士
古平喜一郎（KODAIRA, Kiichiro）
：講師：病棟医長：前立腺小線源治療：博士
城武

卓（SHIROTAKE, Suguru）助教：外来医長：博士

鈴木賢次郎（SUZUKI, Kenjiro）
：助教：博士
花島文成（HANASHIMA, Fuminari）
：助教
岡部尚志（OKABE, Takashi）
：大学院生，2011.04.01 〜 2013.3.31 間勤務（2014.4.1 からスイス留学中）
上野宗久（UENO, Munehisa）
：教授：指導教員（大学院）：泌尿器科腫瘍学：博士，2013.8.31 まで
在籍
秘書；小林

2013.09.01 〜客員教授

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構築したいと考えている．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．また，授業においてもわかり易い講義と資料作成を心掛けている．
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，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，基礎研究も考慮したい．
2-2-3．大学院教育
岡部は生理学教室・ゲノムセンターにて研究を継続，本年にて大学院修了となった．
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，膀胱癌に関しては県下で一番症例が多い．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
考えている．本年度終了時には開院 7 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，
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世界に発信していくのが目標である．また，各疾患に対して，放射線治療や化学療法を含めて，統一した治療方針を
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）
・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）
・高血圧を合併した表在性膀胱癌における Angiotensin II

Receptor Blocker（ARB）の治療効果の検討（城武）

・腎尿管全摘術が施行された上部尿路上皮癌患者の予後予測因子の検討（城武）
・前立腺癌骨転移評価時の骨シンチグラフィにおける骨転移評価指標 Bone Scan Index（BSI）を用いた治療効果，
予後予測に関する研究（小山・上野・古平）
・骨シンチグラフィ診断支援ソフトウェアに搭載する新たなデータベース構築とその診断精度に関する研究（上
野・古平）
・転移性前立腺癌患者における注射用デガレリクス酢酸塩に対する抗アンドロゲン剤の追加効果に関する研究（小
山・上野・古平）
・去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に対するドセタキセル療法（上野・城武）
・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検索（小山・上野・古平）
・骨転移を有する前立腺がんに対する 1 次内分泌療法＋ゾレドロン酸間歇投与の有用性について検討する多施設
共同臨床試験（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（放射線腫瘍科共同）
・定位放射線治療用加速器システムを用いた前立腺癌に対する寡分割照射法の前向き試験（放射線腫瘍科共同）
・前立腺癌に対する（IGRT/IMRT）併用寡分割照射法の第 II 相臨床試験（放射線腫瘍科共同）
3-3．研究内容と達成度
以前から行っている 5-ALA を用いた光学的な内視鏡診断に加え，内服による体内動態や血中マーカーとしての役
割を確認し，研究を継続している．
前立腺癌に関しては継続的に外来での紹介患者，さらには生検で診断のついた患者が多数存在し，治療選択から治
療・外来経過観察・他院への逆紹介を行っている．今年度よりその多くの症例に対して，放射線療法に対して治療方
式を増やして最先端の治療を行えるように対応し，それに対して臨床研究としての症例登録も開始した．去勢抵抗性
前立腺癌（CRPC）症例に対しては，標準的にドセタキセルでの治療を行い，骨転移症例に対しては Bone Navi によ
る骨定量化ソフトを施行し，日本での前立腺癌骨シンチソフト改訂を目指している．また，埼玉北部を中心として前
立腺癌登録を継続的に行い，
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，学会や研究会での報告を行っ
ている．
生体内リズムを通じて低酸素状態が腎細胞癌に及ぼす影響を in vitro においてデータ収集，ある腎細胞癌細胞株で
結果が認められている．
3-4．自己評価と次年度計画
基礎研究は生体内リズムと腎細胞癌について行い，岡部が学会発表ならびに学位審査を無事通過できたことが収穫
であった．
臨床研究においては前立腺癌に対する様々を中心にデータ集計が開始できることは新たなる一歩であり，今後は各
部門において症例数を増やしていくことで意味のある解析ができるように研究部門でも努力していきたいと考えてい
る．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
埼玉県下での安定した病診連携により，今年度も当科において多くの治療が行われた．昨年度と比較しても症例に
関しては概ね増減なく，臨床現場でも大きな問題なく標準的な治療を提供できたと考えている．放射線治療において
は昨年度から開始した前立腺癌に対する外照射（サイバーナイフや金マーカー留置での IMRT）が順調に症例数を増
やして，最先端の治療が臨床研究の一環として行われた．また，転移性腎細胞癌に対する分枝標的療法は年々新しい
薬剤が発売されているが，全国的にも症例が多いため，処方数では全国トップレベルに位置している．今後も最先端
の治療も取り入れながら，安定した医療を提供するよう努力していく所存である．
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5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
小山：International Journal of Urology
上野：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）
1．小山：
「おしっこの話」
．嵐山町市民公開講座（座長），嵐山町，2013.11.09
2．小山：東松山市民公開講座（座長）
，東松山市，2013.12.21
3．小山：前立腺がんの治療 - 最近の話題を含めて -．秩医クリニカルカンファレンス，秩父市，2014.03.05

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
（論文）
①初鹿野俊輔，小山政史，上野宗久：疾患・病態の診療

腫瘍

その他の主要

尿膜管腫瘍（解説 / 特集）. 臨床

泌尿器科 ,281-282,2013
② Tanaka N, Kikuchi E, Shirotake S, Kanao K, Matsumoto K, Kobayashi H, Miyazaki Y, Ide H, Obata J, Hoshino K,
Hayakawa N, Ito Y, Kosaka T, Kodaira K, Oyama M, Miyajima A, Momma T, Nakagawa K, Ueno M, Oya M. The
Predictive Value of C-reactive Protein for Prognosis in Patients with Upper Tract Urothelial Carcinoma Treated
with Radical Nephroureterectomy: A Multi-institutional Study. Eur Urol. 48.e19-26, 2013
③城武卓，小山政史，坂本博史，初鹿野俊介，古平喜一郎，渡邉
二，安原克彦，益山恒夫，北嶋将之，堀永

徹，伊藤

浩紀，松田香，中村倫之助，加藤裕

実，朝倉博孝，鈴木隆大，重城

裕，雨宮

裕，湯浅譲治，井坂茂

夫，城谷建二，角谷秀典，濵野達也，川口拓也，石引雄二，上野宗久：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 . 埼玉県医学会雑誌 ,439-444,2014
（学会発表）
①小山政史，初鹿野俊輔，坂本博史，岡部尚志，城武卓，古平喜一郎，上野宗久：新たながんスクリーニング法開
発の試み : 腎がんに対する 5- アミノレブリン酸経口投与後の尿中ポルフィリン代謝産物解析を通じて．第 101
回日本泌尿器科学会総会，札幌，2013.04.25
②坂本博史，岡部尚志，初鹿野俊介，城武卓，古平喜一郎，小山政史，上野宗久，清水道生：後腹膜脱分化型脂肪
肉腫の 1 例，第 63 回日本泌尿器科学会埼玉地方会，2013.6.1
③城武卓，渡邉徹，伊藤浩紀，松田香，中村倫之助，井坂茂夫，田中雅彦，安原克彦，清水信明，小林裕，益山恒
夫，朝倉博孝，雨宮裕，小野昌哉，石引雄二，花島文成，鈴木賢次郎，岡部尚志，古平喜一郎，小山政史，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 -2012 年），第 78 回日本泌尿器科
学会東部総会，新潟，2013.10.19.
④小山政史，花島文成，鈴木賢次郎，岡部尚志，城武卓，古平喜一郎，上野宗久：当院におけるアキシチニブ 28
症例の初期治療経験，第 51 回日本癌治療学会学術集会，京都，2013.10.24
⑤古平喜一郎，大久ミキ，高木由季絵，岡部尚志，花島文成，鈴木賢次郎，城武卓，上野宗久，小山政史：術後回
復強化プロトコールを用いた根治的前立腺全摘術パスの導入，第 14 回日本クリニカルパス学会学術集会，盛岡，
2013/11/1-2
⑥鈴木賢次郎，城武卓，花島文成，岡部尚志，古平喜一郎，小山政史，鹿間直人，加藤眞吾，上野宗久：低・
中リスク前立腺癌に対する体幹部定位放射線治療の初期経験，第 27 回日本泌尿器内視鏡学会総会，名古屋，
2013.11.09
⑦小山政史：Everolimus Topics State of The Art 〜最近の話題より〜，CORE-J

2014，2014.3.1

【総数：論文 7 件，学会発表 19 件，講演 1 件】
（大学院）
①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：HIF1 α /ARNT による Per2 転写活
性の促進．第 101 回日本泌尿器科学会総会，札幌，2013.04.26
② Takashi Okabe, Megumi Kumagai, Masaaki Ikeda, Suguru Shirotake, Kiichiro Kodaira, Masafumi Oyama,
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Munehisa Ueno：The impact of HIF1 α /ARNT on the Per2 transcriptional activity in renal cancer cells. AUA
Annual Meeting 2013, San Diego, 2013.05.05
③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と Per2 概日
リズムの関連，第 51 回日本癌治療学会学術集会，京都，2013.10.26
【総数：論文 0 件，学会発表 3 件，講演 0 件】
6-2．獲得研究費
6-2-1．厚生労働省
治験推進事業（CCT-C-2332）
（医師主導型治験 :5- アミノレブリン酸（5-ALA）による蛍光膀胱鏡を用いた膀胱癌の光力学診断に関する多施設共
同試験）
：平成 23 年度 100 万円，平成 24 年度 100 万円
《治験》平成 25 年度
・血管新生阻害薬（VEGF 標的薬及び mTOR 阻害薬）が無効であった転移性腎細胞癌患者を対象に TKI258 とソラ
フェニブの安全性及び有効性を比較する非盲検，ランダム化，多施設共同，第Ⅲ相試験
・NMK36 後期第Ⅱ相臨床試験

前立腺癌患者を対象に NMK36 の単回投与（静注）における有効性および安全性

を探索的に評価するオープン試験
・ITK-1 の前立腺癌に対するプラセボ対照第Ⅲ相二重盲検比較試験

− HLA-A24 陽性の去勢抵抗性ドセタキセル

治療抵抗性前立腺癌患者を対象とした ITK-1 の有効性および安全性評価＜検証的試験＞−
《臨床研究》
・ 高 血 圧 を 合 併 し た 表 在 性 膀 胱 癌 に お け る Angiotensin Ⅱ Receptor Blocker（ARB） の 治 療 効 果 の 検 討
2012.07.04
・腎尿管全摘術が施行された上部尿路上皮癌患者の予後予測因子の検討

2012.08.01

・前立腺癌骨転移評価時の骨シンチグラフィにおける骨転移評価指標 Bone Scan Index（BSI）を用いた治療効果，
予後予測に関する研究

2012.09.05

・
「骨シンチグラフィ診断支援ソフトウェア」に搭載する新たなデータベース構築とその診断精度に関する研究
2012.11.14
・転移性前立腺癌患者における注射用デガレリクス酢酸塩に対する抗アンドロゲン剤の追加効果に関する研究
2013.01.09
・
「骨シンチグラフィ診断支援ソフトウェア」に搭載する新たなデータベース構築とその診断精度に関する研究
2013.03.06
・骨転移を有する前立腺がんに対する 1 次内分泌療法＋ゾレドロン酸間歇投与の有用性について検討する多施設
共同臨床試験

2014.02.07

6-3．受賞
第 101 回日本泌尿器科学会総会賞

演題

副腎・腎腫瘍：マーカー・臨床部門「新たながんスクリーニング法開

発の試み：腎がんに対する 5- アミノレブリン酸経口投与後の尿中ポルフィリン代謝産物解析を通じて」2013.04.26
6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
・北埼玉前立腺がんカンファランス

当院主催・運営事務局（平成 19 年〜：年 2 回開催）

・第 3 回埼玉前立腺ワ−クショップ

2014 年 3 月 15 日

7．自己点検・評価
（学部）
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．実
験結果も揃ってきたので，来年度には論文にまとめたいと考えている．
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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，城武が泌
尿器内視鏡技術認定医試験を合格し，小山，古平に次いで 3 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．
（大学院）
基礎研究は日内サイクルと腎癌について行い，岡部が学位取得したことが大きな実績となった．
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3．21）耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科）
1．構成員
菅澤

正（SUGASAWA Masashi）
：教授：運営責任者，診療科長，教育主任，代表指導教員（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

12 月まで
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

林

崇広 （HAYASHI Munehiro）
：助教：医員

松村聡子（MATUMURA Satoko）
：助教：専門医員
9 月から
久場潔実（KUBA Kiyomi）
：助教：医員
8 月まで
野島淳也（NOJIMA Jyunya）
：助教：医員

口腔外科：医学博士

3 月まで
中本紀道（Nakamoto Norimichi）
：講師：専門医員

口腔外科

12 月まで
佐野良恵 （SANO Yoshie）
：助教：医員 : 口腔外科
嶋村由美子（SHIMAMURA Yumiko）
：

非常勤医員：大学院生，口腔外科

2．教育
2-1．目的，目標
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，扁桃炎，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，耳鼻咽喉科の BSL 受け入れは中止している．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，頭頸部外科の手術実習を行った．手術実習を通じて再建手術を中心に頸部郭清
術，喉頭全摘術などを中心とする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 学生を受け入れ，頭頸部領域の基本手技，解剖，基本術式を中心として頭頸部外科実習
を行った．
本年度に Clinical clerk ship で当科を選択した学生は 1 名であった．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，看護師，病棟薬剤師，言語聴覚士）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．
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後期研修の一環として，後期研修医を交代で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
している．
今後のがん治療認定医，頭頸部がん専門医など 2 階建て部分の専門医取得を目標とする．
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，
薬剤感受性試験が終了し，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．この
成果により，医学博士が授与された．
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ので，資料等を充実させこれを補いたい．
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．今後は専門医制度の改革に伴い，後期研修中に当科で
の研修を義務つける方向で合う．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，南，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，南，松村，久場，井
上，佐野
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，南，松村
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，松村，野島，中本，佐
野
頭頸部癌機能画像診断法の評価：菅澤，中平，南，松村，久場，井上
頭頸部癌がんと papilloma virus 感染：菅澤，中平，南，久場，井上
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，頭頸部がんに対する Papilloma virus の関与について研究中
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
進行中である．現在も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，現在薬剤感受
性の指標となる候補遺伝子が同定された．臨床例で予測因子として，有用であるかが，今後の検討課題である．
3-4．自己評価と次年度計画
多忙な臨床の傍らで，臨床，基礎研究を進めている．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，周辺のみならず，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 285 名で，手術件数は 358 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，現状の病床数での運営は
限界に近いので，病診連携の確立が今後の課題である．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
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て頭頸部癌治療の EBM 確立に努めて行く使命がある．

5．その他
5-1．自治体・政府関連委員
菅澤正：
大学評価学位授与機構

専門委員

5-2．学術誌，編集委員，査読委員
菅澤正：
日本気管食道科学会会報

編集委員

Auris Nasus Larynx

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
日本喉頭科学会評議員
日本頭頸部外科学会評議員
日本耳鼻咽喉科感染症学会評議員
日本気管食道科学会評議員

6．業績
6-1．論文，学会発表
論文 , 分担執筆

12 編，学会研究会発表 30 回

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. 2013 Aug;40（4）:413-6.
② 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. 2013 Feb;43（2）:154-60
③ Sugitani I, Hasegawa Y,（ Sugasawa M）, Tori M, Higashiyama T, Miyazaki M, Hosoi H, Orita Y, Kitano H.：
Super-radical surgery for anaplastic thyroid carcinoma: A large cohort study using the anaplastic thyroid
carcinoma research consortium of Japan database. Head $ Neck

2013/6

④ 南 和 彦， 宮 崎 拓 也， 土 師 知 行： 喉 頭 全 摘 者 に お け る ボ イ ス プ ロ ス テ ー シ ス の 付 着 物 の 評 価 . 耳 喉 頭 頸
85:899-902, 2013.
⑤南和彦，土師知行：エストリオール軟膏を局所使用したオスラー病例 . 日鼻誌 52:1-7, 2013.
⑥南和彦，佐藤進一，土師知行：原発性副甲状腺機能亢進症 114 例に対する臨床的検討 . 日気食会報 65:24-31,
2014.
⑦藤さやか，南和彦，土師知行：副鼻腔真菌症症例の検討 . 日鼻誌 52:30-35, 2013.
⑧久場潔実，井上準，松村聡子，南和彦，高城文彦，盛田恵，中平光彦，菅澤 正：下咽頭癌化学放射線療法後に
化膿性脊椎炎から硬膜外膿瘍を発症した 1 例 . 日耳鼻会報 116:1326-1331, 2013.
⑨中平光彦

カラー図説 『進行下咽頭癌に対する放射線化学療法後の完全下咽頭閉鎖に対する内視鏡下アプロー

チ』. 耳鼻臨床
⑩菅澤

正：頸部郭清術後のリンパ漏への対応，耳鼻咽喉科頭頸部外科 85：5：350-353

6-2．獲得研究費
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菅澤正

研究分担者

平成 23 年度

厚生労働省科学研究費補助金「SN 理論による頭頸部微小転移の解明と個別

的治療法の開発」 50 万円
中本

紀道 文部科学省科研費

構関与の検討

若手研究 B

T 細胞介在性口腔炎症疾患における Th17 細胞及びコリン性抗炎症機

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
2013/4/4

埼玉県頭頸部腫瘍フォーラム（大宮）

2013/10/10

北関東頭頸部がん研究会 （大宮）

主催（代表世話人）
主催（代表世話人）

7．自己点検・評価
臨床面では，大学病院屈指の症例数を生かし，成果が上がっているが，マンパワー不足は深刻であり，研究，教育
活動では制限が加わった．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施行可能で，患者に
応じた適切な医療を選択している．開院後 7 年が経過し，各分野の長期の治療成績を検討した結果，当科の問題点
も明らかになってきたので，改善に努めると共に，特色を強く打ち出したい．
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3．22）産婦人科（婦人科腫瘍科）
1．構成員
藤原恵一（FUJIWARA, Keiichi）教授：運営責任者：診療部長：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：博士
長谷川幸清（HASEGAWA, Kosei）准教授：研究主任：指導教員（大学院）
：医局長・婦人科腫瘍学・癌免疫・遺伝子治療：
博士
吉田裕之（YOSHIDA, Hiroyuki）講師：教育主任：指導教員（大学院）：外来医長・研修医担当

産婦人科学，婦人

科腫瘍学：博士
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：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医
池田悠至（IKEDA, Yuji）助教（臨床フェロー）：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医
今井雄一（IMAI, Yuichi）助教（臨床フェロー）：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医
藪野

彰
（YABUNO, Akira）
助教：助教
（臨床フェロー）
：産婦人科学，日本婦人科腫瘍学会修練医 （8 月 1 日付け赴任）

矢野友梨（YANO, Yuri）助教（後期研修医）
：産婦人科学
新谷大輔（SHINTANI, Daisuke）助教（後期研修医）：産婦人科学
市川大介（ICHIKAWA, Daisuke）助教（後期研修医）：産婦人科学

2．教育
2-1．目的・目標
婦人科腫瘍科は産婦人科（基本学科）として，産婦人科の婦人科腫瘍以外の分野を担当する埼玉医科大学病院の産
婦人科の一員として，綿密な連携のもとで，婦人科悪性腫瘍に特化した教育を担当する．
卒然教育の目標は，
婦人科悪性腫瘍全般知識と主たる疾患（子宮頸癌，子宮体癌，卵巣癌，外陰癌，絨毛癌など）の病態・
疫学・診断・治療に関する知識を体系的に理解させることにある．また，婦人科悪性腫瘍に対する手術療法を遂行す
るに必要な解剖を講義・BSL を通じて理解させる．
卒後教育では，婦人科悪性腫瘍患者の診断治療を担当し，それぞれの技量を高めることを目標とする．特に後期研
修医は日本産科婦人科学会専門医，修練医は日本婦人科腫瘍学会専門医取得に必要な教育カリキュラムを達成するこ
とを目標とする．
2-2．教育内容
藤原，長谷川が全体講義を，長谷川，吉田，黒崎，西川，池田，今井，藪野，矢野が 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，長谷川，吉田，黒崎，西川，池田，今井，藪野が，婦人科腫瘍学会専門医修
練医の教育には藤原，長谷川が当たった．吉田，黒崎が日本婦人科腫瘍学会専門医試験に合格した．
2-3．達成度
卒前教育では，産婦人科全体の BSL 期間が 2 週間という短期間であるため婦人科腫瘍を系統的に教育することが
困難であった．卒後教育では，岩佐が日本婦人科腫瘍学会専門医試験に合格し専門医となった．黒崎が，新たに婦人
科腫瘍学会専門医取得を目指す修練医として研修を開始した．前年度に引き続き，長谷川，大石は，婦人科腫瘍学会
専門医の修練医としてより高度な臨床修練を継続し，順調にカリキュラムをこなしている．
黒崎は，がんプロフェッショナル養成プラン大学院生として研究を開始した．黒崎の研究指導は主に長谷川が担当
する．大学病院産婦人科所属の卒後 3 年前後の後期研修医のローテーションは順調に遂行されている．これら臨床
経験が劣る後期研修医のトレーニングには長谷川，岩佐，大石，黒崎が中心となって当たった．
2-4．自己評価と次年度計画
講義では学生の評価は昨年度と比較して向上している．さらに充実した内容を提供できるように努力したい．BSL
では短時間ではあるが，手術見学，外来実習を通じて満足な実習であったとの評価を受けている．次年度もさらに充
実した教育を提供していきたい．
卒後教育は，産婦人科医として経験十分のスタッフの高度専門知識と技術の習得に専念すればよいという，恵まれ
た状況を生かし，専門医教育，後期研修に十分な成果を上げられた．今後は初期研修医がチームに参加してくること
が予想されるので，より基本的な事項を確実に教育できるようなシステムを構築していく必要があると考えている．
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3．研究
3-1．目的・目標
婦人科癌に対する新しい標準療法確立を目指した臨床試験を院内，地域，全国，国際レベルで遂行する．
革新的な治療法開発を目指してトランスレーショナルリサーチを行う
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
米国 Gynecologic Oncology Group（GOG）との国際共同試験
・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，我が国初の先進医療 B 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） 登録終了
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） 試験終了
・JGOG2043 試験 （子宮体癌術後化学療法に関する第Ⅲ相試験）
北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム（GOTIC）での他施設共同試験
・GOTIC-001 iPocc 試験（JGOG3019 試験との共同） 藤原が研究責任者として行っている，先進医療 B 制度下で
行われる我が国発のランダム化比較試験．国際共同試験として韓国，シンガポールからの参加を得ている．
・GOTIC-002 LUFT 試験 （局所進行子宮頸がんに対するケモラジ後の UFT

2 年間内服投与の有効性を検証する

第Ⅲ相比較試験）
・GOTIC-003 iPLAS 試験 （再発卵巣癌に対するドキシル 40 mg/m2 対 50mg/m2 の有効性・安全性を比較するラ
ンダム化第Ⅱ相試験）
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

解析終了

解析終了

・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

登録終了

・ 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

解析中

3-3．研究内容と達成度
平成 21 年度に藤原が獲得した厚生労働科研もとに立案していた，カルボプラチンの腹腔内投与の有用性を検証す
る第Ⅲ相比較試験は平成 22 年 4 月に先進医療評価委員会で承認され，我が国初の高度医療評価制度を用いた第Ⅲ相
比較試験として遂行されている．他施設からの登録も始まり，登録数が伸びてきている．さらに，GOG213 試験も，
我が国初の国際共同第Ⅲ相比較試験として症例登録が始まった．GOTC-002 試験も症例登録を開始した．これらの試
験には，適切なデータマネージメントが必要とされているので，医局雇用の CRC を教育し，業務を担当させている．
これらの試験に参加する症例数が激増したため，平成 22 年 12 月，平成 23 年 3 月に一人ずつ増員し，業務が滞り
なく行えるよう注意している．
他の臨床試験は，症例登録は順調に進んでいる．CRC が関与しない臨床試験のデータマネージメントは滞りがち
であるので，これを改善する必要がある．
トランスレーショナルリサーチに関しては，
長谷川が中心となって確立した組織バンクの運営も軌道に乗ってきた．
大学院生とポスドク，研究技術員の尽力により，成果が上がりつつある．
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研究が順調に経過している．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
開院 4 年目を迎えた婦人科腫瘍科は，婦人科腫瘍に特化した高度先進医療提供を目標に，包括的がんセンターの
一員として他科と共同して婦人科癌の診断治療にあたった．先進医療の開発にも着手し，実績を上げている．診療実
績も我が国有数の症例数を取り扱っており，地域連携も定着してきた．来年度もさらなる飛躍を目指す．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
藤原恵一
Journal of International Gynecologic Cancer, Senior Editor
American Journal of Obstetrics and Gynecology 査読委員
International Journal of Clinical Oncology 査読委員
Journal of Clinical Oncology Editorial Board
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
藤原恵一
北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム
Gynecologic Oncology Group

副理事長

Principal Investigator, Ovarian Committee 委員

婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構

副理事長

米国 National Cancer Institute, Gynecologic Cancer Steering Committee 委員

6．業績
6-1．論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的な論文 10 篇以内を記載）
論文総数

13

学会発表数

16

① Takano M, Ochi H, Takei Y, Miyamoto M, Hasumi Y, Kaneta Y, Nakamura K, Kurosaki A, Satoh T, Fujiwara H,
Nagao S, Furuya K, Yokota H, Ito K, Minegishi T, Yoshikawa H, Fujiwara K, Suzuki M. Surgery for endometrial
cancers with suspected cervical involvement: is radical hysterectomy needed（a GOTIC study）? Br J Cancer.
2013 Oct 1;109（7）:1760-5
② Fujiwara K, Nagao S, Aotani E, Hasegawa K. Principle and evolving role of intraperitoneal chemotherapy in
ovarian cancer. Expert Opin Pharmacother. 2013 Sep;14（13）:1797-806.
③ Fujiwara K, Kurosaki A, Hasegawa K. Clinical trials of neoadjuvant chemotherapy for ovarian cancer: what do we
gain after an EORTC trial and after two additional ongoing trials are completed? Curr Oncol Rep. 2013 Jun;15
（3）:197-200.
④ Fujiwara K, Yoshida H, Hasegawa K. Update on nonserous ovarian cancer trials. Ann Oncol. 2013 Dec;24 Suppl
10:x46-x47.
⑤ Nagao S, Nishio S, Michimae H, Tanabe H, Okada S, Otsuki T, Tanioka M, Fujiwara K, Suzuki M, Kigawa J.
Applicability of the concept of "platinum sensitivity" to recurrent endometrial cancer: the SGSG-012/GOTIC-004/
Intergroup study. Gynecol Oncol. 2013 Dec;131（3）:567-73.
6-2．獲得研究費
藤原恵一
進 行 卵 巣 癌・ 卵 管 癌・ 腹 膜 癌 に 対 す る 腹 腔 内 化 学 療 法 確 立 の た め の 研 究（H24- 臨 研 推 - 一 般 -007）
65,000,000 円（うち間接経費 15,000,000 円）
再発卵巣癌・卵管癌・腹膜癌の予後改善のための新たな治療法確立のための研究（H24- 臨研推 - 一般 -008）
39,000,000 円（うち間接経費 9,000,000 円）
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（CCT-B-2303）
62,958,000 円
治験の実施に関する研究 [ テムシロリムス ]（CCT-C-2311） 1,000,000 円
長谷川幸清
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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 7 年目として，患者数は予想以上のペースで増加している．科員の数は前年度より 1 名減となり，科員には
相当な負担を強いる結果となっている．今後，適正な労務管理ができるよう，人材確保に全力を尽くすとともに，診
療，研究補助人員の配置を要望していきたい．
教育は大学病院産婦人科との連携が充実してきており学生，研修医の満足度も向上してきている．
研究面の体制整備は長谷川の努力によりかなり進んだが，人的支援は不足している．診療・教育面とともに前述し
た問題点を解決しながら，次年度は業務の改善を行いさらなる飛躍を目指したい．
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3．23）歯科・口腔外科
1．構成員
小林明男（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

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 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
6．業績
6-1．論文（1 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 3 号

6-2 〜 6-5．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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3．24）リハビリテーション科
1．構成員
牧田

茂（MAKITA, Shigeru）
：教授：運営責任者：教育主任 : 研究主任：診療科長：代表指導教員（大学院）
：心臓リハ，
がんリハ：博士

高橋秀寿（TAKAHASHI, Hidetoshi）
：教授：教育員：診療科長：指導教員（大学院）：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）．
「卒前教育」
：3 年生に対し臨床推論ユニット（PBL（問題基盤型学習）形式）のテュータを 1 回（胸痛について）
，
4 年生に対し講義を 1 回（社会と医学，
地域社会と健康，地域 9 −在宅介護とケアマネジメント

高橋担当，）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，脳卒中の急性期リハビリテーションである（高橋担当）．
本年度より 3 年生を対象に臨床入門として，リハビリテーション（療法士）の実施場面の見学を実施した．また 2
年生が医師業務見学として半日リハビリテーション科の診療を見学した．
「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効果についての研究（高橋）
・筋電図を用いた痙縮に関する臨床的研究（高橋）
・脳卒中における摂食嚥下障害の臨床的研究（高橋）
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
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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，筋電図
を用いた痙縮の研究を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
自己評価：全体的に「良」であると考える．
次年度計画としては，現在の研究内容をさらに発展させていく予定である．

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，2013 年心臓内科は 459 件，心臓血管外科は 562 件と昨年並みの実績となっ
た．心肺運動負荷試験は 856 件であった．多発外傷を含む救命救急関係では 438 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 630 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 7 施設 15 名を受け入れた．
脳卒中のリハビリテーションでは 943 名を実施した．内訳は，脳梗塞 372 名，脳出血 204 名くも膜下出血 109 名，
その他の脳血管障害 75 名，その他 193 名であった．年齢別では 70 歳代が最も多かった．発症からリハビリ開始ま
での日数は 1.90 ± 3.37 日で，
脳卒中ガイドライン 2009 が推奨する 2 日以内の実施を達成することができた．また，
在院日数は 16.2 ± 19.2 日で昨年度に比べ大幅に短縮された．

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），日本運動療法学会理事（牧
田）
，日本体力医学会評議員（牧田）
，日本リハビリテーション医学会代議委員（高橋），日本リハビリテーション医
学会脳性麻痺治療ガイドライン委員長（高橋）
，
柔道整復師国家試験作成委員（高橋），日本運動療法学会理事（高橋）
，
日本脊髄障害医学会保険担当委員（高橋）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
6-1-1．学会発表
① Comprehensive cardiac rehabilitation in severe heart failure patients with left ventricular assist device.
Shigeru Makita
7th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine（ISPRM 2013）. June
18,2013, China National Convention Center, Beijing
②植込み型補助人工心臓装着患者に対するリハビリテーションの経験．
牧田茂，内田龍制
第 54 回日本リハビリテーション医学会

関東地方会

2013 年 2 月 2 日

新潟

③当院におけるがんリハビリテーションの動向．
牧田茂，内田龍制，間嶋満
第 50 回埼玉県医学会総会

2013 年 2 月 24 日

さいたま市

④超急性期リハにおける循環器と体液調整からみた課題．
シンポジウム「超急性期リハビリテーションにおける医学的課題」
牧田茂
第 50 回日本リハビリテーション医学会

2013 年 6 月 14 日

東京

⑤開院から 6 年間の内科領域における当院の心臓リハビリテーション実施状況．
牧田茂，内田龍制
第 50 回日本リハビリテーション医学会

2013 年 6 月 14 日

東京

⑥補助人工心臓からの離脱前後において心臓リハビリテーションが有効であったと考えられた重症心不全の 1 症
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例．
内田龍制，牧田茂
第 50 回日本リハビリテーション医学会

2013 年 6 月 14 日

東京

⑦肺がん患者の周術期リハビリテーションと退院後の運動耐容能変化．
牧田茂，内田龍制
第 50 回日本リハビリテーション医学会

2013 年 6 月 15 日

東京

⑧加速度計を用いた男性心疾患患者の歩行速度と呼気ガス指標との関連．
樋田あゆみ，内田龍制，牧田茂
第 38 回日本運動療法学会

2013 年 6 月 22 日

別府

⑨食道癌の周術期リハビリテーションにおける心肺フィットネスの変化．
牧田茂，内田龍制，樋田あゆみ
第 38 回日本運動療法学会

2013 年 6 月 22 日

別府

⑩脳卒中．
牧田茂
シンポジウム「重複障害患者に対する心臓リハビリテーション：その実際と注意点」
第 19 回日本心臓リハビリテーション学会

2013 年 7 月 13 日

仙台

⑪補助人工心臓装着後．
牧田茂
シンポジウム「心臓外科手術後のリハビリテーション：開始時期とリハビリテーションの秘訣」
第 19 回日本心臓リハビリテーション学会

2013 年 7 月 14 日

仙台

⑫心疾患患者におけるタイプＤパーソナリティーの関連性について．
石原俊一，内田龍制，牧田茂
第 19 回日本心臓リハビリテーション学会

2013 年 7 月 13 日

仙台

⑬植込み型補助人工心臓（ＥＶＡＨＥＡＲＴ）装着術後の女性患者に対する作業療法の経験．
武田智徳，鈴木真弓，花房祐輔，牧田茂
第 19 回日本心臓リハビリテーション学会

2013 年 7 月 14 日

仙台

⑭地域のソーシャルキャピタルと運動習慣の関係−豊岡ＧＥＮＳＡＮプログラム（第一報）．
佐藤真治，山辺健司，牧田茂
第 19 回日本心臓リハビリテーション学会

2013 年 7 月 13 日

仙台

⑮急性大動脈解離術後患者の術後リハビリテーション進行に影響する因子の検討．
外山洋平，花房祐輔，西元淳司，滝沢未来，渡辺有希，内田龍制，牧田茂
第 19 回日本心臓リハビリテーション学会

2013 年 7 月 13 日

仙台

⑯当院における死亡診断書記載に関する問題点．
早川由起子，小室紀子，松本亮介，山岡望美，坂間美穂，田嶋麻友美，有賀直子，
池澤敏幸，牧田茂，松本万夫
第 39 回日本診療情報管理学会

2013 年 9 月 5 日

筑波

つくば国際会議場

⑰当院における退院サマリー完成率向上の取り組み．
田嶋麻友美，早川由起子，小室紀子，松本亮介，山岡望美，坂間美穂，有賀直子，
池澤敏幸，牧田茂，松本万夫
第 39 回日本診療情報管理学会

2013 年 9 月 5 日

筑波

つくば国際会議場

⑱当院における 3 年間の心肺運動負荷試験の心事故調査．
樋田あゆみ，内田龍制，牧田茂
第 32 回臨床運動療法研究会
シアター

2013 年 9 月 7 日

あいち健康の森

健康科学総合センター

ヘルスサイエンス

愛知

⑲心不全患者の歩行能力に影響する因子の検討．
斎藤友美，内田龍制，牧田茂
第 17 回日本心不全学会

2013 年 11 月 30 日

大宮ソニックシティ

さいたま市

⑳高齢心不全患者の自宅退院の予測因子の検討‐ADL 評価から‐
鈴木真弓，武田智徳，山崎宗隆，内田龍制，牧田茂
第 17 回日本心不全学会

2013 年 11 月 30 日

大宮ソニックシティ

さいたま市
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㉑脳卒中の急性期のリハビリテーションの重要性について
高橋秀寿
（社）日本脳卒中協会共同事業
2013 年 8 月 24 日

ストップ !NO 卒中プロジェクト

全国一斉エリア会議

埼玉支部講演会

さいたま市

㉒脳卒中の超急性期リハビリテーション
高橋秀寿
脳卒中とリハビリを考える会

013 年 9 月 10 日

川越市

㉓脳卒中の急性期･回復期のリハビリテーション
高橋秀寿
白岡医療フォーラム

平成 25 年 11 月 5 日

白岡市

㉔脳卒中急性期リハビリテーション , 脳卒中に負けない，
高橋秀寿
第 2 回埼玉医科大学国際医療センター市民公開講座

2013 年 11 月 9 日

日高市

㉕脳性麻痺ガイドライン第 2 版について -- ボツリヌス療法のエビデンスを中心にー
高橋秀寿
第 2 回多摩ボツリヌス療法講演会

2013 年 11 月 15 日

立川市

㉖健常者の前額面・矢状面における垂直認知の測定の再現性の検討 .
深田 和浩 , 藤野 雄次 , 網本 和 , 井上 真秀 , 蓮田 有莉 , 森田 菜々恵 , 細谷 学史 ,
高石 真二郎 , 牧田 茂 , 高橋 秀寿
第 37 回日本神経心理学会総会

2013 年 9 月 12 日

札幌

㉗発症早期の脳血管障害患者における垂直認知の半球間差異 .
藤野 雄次 , 網本 和 , 井上 真秀 , 深田 和浩 , 細谷 学史 , 蓮田 有莉 , 森田 菜々恵 ,
高石 真二郎 , 牧田 茂 , 高橋 秀寿
第 37 回日本神経心理学会総会

2013 年 9 月 12 日

札幌

㉘上肢痙縮患者へのボツリヌス治療の効果 −肩関節への影響に関する検討−
團志朗 , 都丸哲也 , 五十嵐有紀子 , 千野直一 , 石濱裕規 , 金森宏 , 門馬博 , 鬼塚俊朗 ,
野本達哉 , 高橋秀寿 , 岡島康友
第 50 回日本リハビリテーション医学会学術集会

2013 年 6 月 13-15 日

東京

㉙小脳性運動失調症の 3 次元書字運動解析
藤澤祐基 , 岡島康友 , 高橋秀寿 , 橋立博幸 , 中野尚子 , 潮見泰藏
第 43 回日本臨床神経生理学会

2013 年 11 月 7-9 日

高知

㉚記憶力･注意力低下を基盤とした遂行機能低下を認めた患者が調理遂行可能に至った一例 .
大木原 徹也 , 鈴木 真弓 , 久保 維子 , 牧田 茂 , 高橋 秀寿
第 37 回日本高次脳機能障害学会

2013 年 11 月 29-30 日

島根

㉛脳卒中患者におけるパンと液体の安全性〜嚥下造影検査からみた検討〜
阿部真也，北山

藍，高橋秀寿，大沢愛子，前島伸一郎，高澤千明，原美悠紀，小俣千尋，藤原綾香，田村智子，

木川浩志
第 19 回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術集会

2013 年 9 月 22-23 日

岡山

6-1-2．論文，著書
① Shigeru Makita : Editorial
Signiﬁcance of oscillatory breathing on cardiopulmonary exercise testing in chronic heart failure. Circ J 77（3）:
598-599,2013
② H.Itoh, R.Ajisaka, A.Koike, S.Makita, K.Omiya, Y.Kato, H.Adachi, M.Nagayama, T.Maeda, A.Tajima,N.Harada,
K.Taniguchi: Heart rate and blood pressure response to ramp exercise and exercise capacity in relation to age,
gender, and mode of exercise in a healthy population. J Cardiology 61:71-78,2013
③大村千穂，伊藤純平，矢内敬子，牧田茂，井口篤志：心臓移植患者に対する認知機能評価の経験．移植 48（4・
5）:253-258,2013
④ Shigeru Makita: Comprehensive cardiac rehabilitation in severe heart failure patients with left ventricular
assist device. Proceeding of the 7th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation
Medicine, p48-49, Edizioni Minerva Medica, Turin 2013
710

リハビリテーション科

⑤ Seki M, Hase K, Takahashi H, Liu M: Comparison of three ?instruments to as- sess changes of motor ?impairment
in acute hemispheric stroke: the Stroke Impairment As- sessment Set（SIAS）, ?the National Institute of Health
Stroke Scale（NIHSS）and the Canadian Neurological Scale（CNS）. Disability Rehabilitation 18（1）: 1-6, 2013.
⑥高橋秀寿：ADL の概念，わかりやすいリハビリテーション .

岡島康友編集，中山書店，東京，pp190 〜 191,

2013.
⑦高橋秀寿：ADL の評価バッテリー，わかりやすいリハビリテーション .

岡島康友編集，中山書店，東京，

pp192 〜 202, 2013.
⑧高橋秀寿：脳性麻痺（成長後の歩行障害例），100 症例から学ぶリハビリテーション評価のコツ .

里宇明元ほ

か編集企画，Monthly Book Rehabilitation, 全日本病院出版界，東京，pp380-383, 2013.
⑨高橋秀寿：脳卒中の早期リハビリテーション：すぐに起きても平気なのですか？
Nursing Care Q&A 47，脳卒中看護とリハビリテーション . 塩川芳昭監修，総合医学社，東京，pp170-171,
2013.
⑩高橋秀寿：排尿ケアは？：バルーンから解放しましょう .

Nursing Care Q&A 47，

脳卒中看護とリハビリテーション . 塩川芳昭監修，総合医学社，東京，pp220-222,2013.
⑪高橋秀寿 , 岡島康友：脳卒中リハヒ ? リテーション―脳卒中ユニットにおける早期リハビリテーションの取り組
み―．杏林医会誌 44 巻 4 号： 219-222, 2013.
⑫ 高 橋 秀 寿：46， 作 業 療 法． 今 日 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 指 針． 伊 藤 利 之 他 編 著， 東 京． 医 学 書 院 , 2013,
pp549-555.
⑬牛場直子 , 高橋秀寿：外反扁平足，100 症例から学ぶリハビリテーション評価のコツ .
里宇明元ほか編集企画，Monthly Book Rehabilitation, 全日本病院出版界，東京，
pp392-395, 2013.
⑭高橋宣成 , 高橋秀寿 : 脳卒中急性期リハビリテーションの現状と課題 , 特集

脳卒中

急性期治療の最前線 . 総合リハ 41 巻 12 号 : 1111-1118, 2013.
⑮穐村美津子，高橋秀寿：言語障害，失語症とろれつ障害はどうちがうか？ .
Nursing Care Q&A 47，脳卒中看護とリハビリテーション . 塩川芳昭監修，総合医学社，東京，pp180-181,
2013.
⑯中村みゆき，高橋秀寿：嚥下障害，食べられるかどうかは，どうやって診るのですか？ .
Nursing Care Q&A 47，脳卒中看護とリハビリテーション . 塩川芳昭監修，総合医学社，東京，pp184-186,
2013.
⑰本橋尚道，高橋秀寿：ADL の評価と訓練：日常生活動作の改善と介護の仕方のポイントは？ .Nursing Care Q&A
47，脳卒中看護とリハビリテーション . 塩川芳昭監修，総合医学社，東京，pp192-194, 2013.
⑱團

志朗，高橋秀寿：下肢装具と車いす：下肢装具はどんな場合に使うのですか？ .Nursing Care Q&A 47，脳

卒中看護とリハビリテーション . 塩川芳昭監修，総合医学社，東京，pp195-198, 2013.
⑲中村みゆき，高橋秀寿：口腔ケアとは？：誤嚥性肺炎だけではありません . 多くの病気の予防のために .
Nursing Care Q&A 47，脳卒中看護とリハビリテーション .
塩川芳昭監修，総合医学社，東京，pp209-211, 2013.
⑳中村みゆき，高橋秀寿：気管切開患者のケアは？：痰の吸引では何に注意したらよいですか？ .
Q&A 47，脳卒中看護とリハビリテーション . 塩川芳昭

Nursing Care

監修，総合医学社，東京，pp214-216, 2013.

㉑畑中 良 , 岡村 耕一 , 小松原 弘一郎 , 脊山 英徳 , 高橋 秀寿 , 塩川 芳昭：急性期脳卒中センターにて深部静脈血栓
症を合併した 3 症例 . 脳卒中の外科 41 巻 5 号 : 379-384,2013.
㉒石田 幸平 , 森 光代 , 高橋 秀寿 , 岡島 康友 , 西尾 宗高 , 海田 賢彦 , 小泉 健雄 , 後藤 英昭 , 樽井 武彦 , 山田 賢治 ,
山口 芳裕 : 熱傷専門施設におけるリハビリテーション . 重症熱傷に対するリハビリテーションの早期介入と継続
の必要性．傷 39 巻 1 号 : 15-25, 2013.
【総数：論文 5 件，学会発表 31 件，講演 10 件】
6-2．獲得研究費
1．厚生労働省科学研究費

基盤研究 C

研究機関 2011?2013 年

課題番号 23500616

研究課題：脳卒中片麻痺患者に対する下肢痙縮抑制足底版の標準化と効果の検証
研究代表者：高橋秀寿
獲得研究費：2013 年度
2．厚生労働省科学研究費

研究者番号 50206835
直接経費 500,000 円，間接経費 15,000 円，合計 65,000 円
基盤研究 C

研究機関 2013?2015 年

課題番号 25350660
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研究課題：脳性麻痺児の日常生活スキルの発達過程の層別化と詳細分析
研究代表者：近藤和泉

所属：独立行政法人国立長寿医療研究センター機能回復

診療部，部長
分担研究者：高橋秀寿

研究者番号 50206835

獲得研究費：2013 年度

直接経費 50,000 円，間接経費 15,000 円，合計 65,000 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）卒後教育委員会主催
原邦夫

講演会運営

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
「なでしこジャパンの奇跡 ：チームドクターとして
2013 年 3 月 14 日

ワールドカップとロンドンオリンピックを支えて」

大学病院本部棟第三講堂

2）卒後教育委員会後援

セミナー運営

第 14 回埼玉心臓リハビリテーションセミナー
シンポジウム「肺高血圧症に対する心臓リハビリテーション」
2013 年 4 月 13 日，14 日

国際医療センター 30 周年記念講堂

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．高橋秀寿が新たに着任して脳卒中のリハビリテーショ
ンの充実が図られた．心臓リハビリテーション，脳卒中リハビリテーションともに患者数が増えるとともに新たな課
題に向かって挑戦しており，病院経営に貢献しているといえる．
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3．25）麻酔科
1．構成員
北村

晶（KITAMURA, Akira）
：教授：運営責任者：診療科長：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
市川ゆき（ICHIKAWA, Yuki）
：助教：医員：心臓血管麻酔
今西宏和（IMANISHI, Hirokazu）
：助教：医員：臨床麻酔
上嶋浩順（UESHIMA, Hironori）
：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（FRUICHI, Masayuki）
：助教：医員：臨床麻酔：博士
寺尾和久（TERAO, Kazuhisa）
：助教：医員：臨床麻酔
酒井大輔（SAKAI, Daisuke）
：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
小林克江（KOBAYASHI, Katsue）
：助教：医員：臨床麻酔
森田蓉子（MORITA, Youko）
：助教：医員：臨床麻酔
関口淳裕（SEKIGUCHI, Atsuhiro）
：助教：医員：臨床麻酔
能美隆臣（NOUMI, Takaomi）
：助教：医員：臨床麻酔
以上 21 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．また保健医療
学部において西部，辻田を中心に構成員が臨床工学技師のための講義を担当した．
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
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臨床麻酔および周術期管理に直結した研究と，大学病院と連携した循環，呼吸，代謝管理の基礎実験研究を行い，
安全で予後の良い全身管理を追及する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
・低体温・循環停止中の脳組織酸素飽和度低下と循環再開・加温後の BIS 脳波の回復の関係に関する研究
・疼痛・鎮痛関連遺伝子多型が腹腔鏡補助下大腸切除術における術中・術後の麻薬性鎮痛
・薬必要量に及ぼす影響に関する研究
・全身麻酔薬が，中枢組織および末梢組織までの循環時間および筋弛緩薬の作用発現に及ぼす影響に関する研究
-ICG を用いての検討
・完全体外循環中の，レミフェンタニルとフェンタニルの動静脈拡張効果およびストレスホルモンに及ぼす影響の
差異に関する研究
・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 Ueshima H, Inada T, Shingu K. Suppression of phagosome proteolysis and Matrigel migration with the α 2adrenergic receptor agonist dexmedetomidine in murine dendritic cells. Immunopharmacol Immunotoxicol.
2013; 35（5）:558-566
② Mieda T, Hayashida M, Maruyama K, Nakagawa H, Yoshikawa H, Terao K, Imanishi H, Ariyama J, Kitamura
A. Pulmonary Gas Embolism as a Potential Cause of Hypoxia Immediately After Cardiopulmonary Bypass. J
Cardiothorac Vasc Anesth. 2013; 27（5）:951-954
③上嶋浩順 , 久保古寿江 , 阪本幸世 , 岡本明久 , 小野瀬亜樹 , 波多野貴彦 , 増澤宗洋 , 新宮興 . 超肥満患者の腹横筋膜
面ブロックをコンベックスプローブを使って施行できた 1 症例 . 麻酔 . 2013;62（4）:439-441
④三枝勉 , 有山淳 , 寺尾和久 , 今西宏和 , 中川秀之 , 北村晶 . 術中肺動脈腫瘍塞栓を生じた腎細胞癌右房内進展の 1
症例 . 日本臨床麻酔学会誌 . 2013.05; 33（3）:432-435
⑤有山淳 , 大野聖加 , 三枝勉 , 中川秀之 , 今西宏和 , 北村晶 . デスフルランによる全身麻酔で気管チューブ抜管後肺
水腫を生じた高度肥満患者の 1 症例 . 臨床麻酔 . 2013.06; 37（6）:959-961
⑥大野聖加 , 有山淳 , 土屋香 , 今西宏和 , 上嶋浩順 , 北村晶 . 腹臥位で施行した脳腫瘍摘出術後に生じた縦隔気腫の
1 症例 . 臨床麻酔 . 2013.08; 37（8）:1169-1171
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⑦市川ゆき , 上嶋浩順 , 北村晶 . 骨格筋異形成患者の体外循環中の適正灌流量は体表面積が基準にならない . 臨床麻
酔 . 2013.12; 37（12）:1811
⑧有山淳 , 中村智奈 , 中川秀之 , 今西宏和 , 三枝勉 , 寺尾和久 , 北村晶 . 電気メスによる術中気管断裂の 1 症例 . 麻酔 .
2013.12; 62（12）:1422-1425
⑨森田蓉子 , 有山淳 , 上嶋浩順 , 今西宏和 , 三枝勉 , 北村晶 . 巨大ブラを有する患者の食道全摘術の麻酔管理 . 臨床
麻酔 . 2014.02; 38（2）:189-192
⑩上嶋浩順 , 森本康裕 , 安宅一晃 , 駒澤康 , 有山淳 , 北村晶 . セデーショントレーニングコースの各領域への普及を
考える 神経ブロック中の鎮静を対象としたコース開発と課題 . 日本臨床麻酔学会誌 . 2014.03; 34（2）:264-268
（総数：論文 16 件，学会発表 36 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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3．26）
（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：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： 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：内科一般，急性期呼吸不全，急性期呼吸管理，
医学博士：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：救急医学全般，熱傷，
自殺企図患者に対する救急治療： 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：骨損傷急性期治療，外傷外科，脊椎・
脊髄外科：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：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： 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：日
本整形外科学会専門医，JPTEC・JATEC インストラクター

他

大谷義孝（OHYA, Yoshitaka）
：助教，専門医員，教育員，研究員：救急医学全般，外傷外科，災害医療：日本救急
医学会専門医，JPTEC・JATEC プロバイダー，ICLS インストラクター，日本 DMAT
隊員 他
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：
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：日本整形外科学会専門医，JPTEC・JATEC プロバイダー

川村耕平（KAWAMURA, Kohei）
：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：日本整形外科学会専門医，JPTEC プロバイダー
川原

毅（KAWAHARA, Tsuyoshi）
：助教，医員：救急医学全般：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：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
小川博史（OGAWA, Hiroshi）
：助教，医員：救急医学全般：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：JATEC・JPTEC プロバイダー

他

鈴木景子（SUZUKI, Keiko）
：助教，
（兼担：整形外科）
，専門医員 整形外科全般：JATEC・JPTEC プロバイダー 他
工藤智博（KUDOU, Tomohiro）
：助教，医員：救急医学全般：JATEC・JPTEC プロバイダー

他

中村一郎（NAKAMURA, Ichiroho）
：救急救命士：プレホスピタルケア，救急隊教育，DMAT 隊員
岸田全人（KISHIDA, Yoshito）
：救急救命士：プレホスピタルケア，救急隊教育，DMAT 隊員
非常勤医師
河相開流（KAAI, Kairyu）非常勤講師：救急全般，外科一般，医学博士：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：日本整形外
科学会専門医，JPTEC・JATEC プロバイダー
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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．
臨床研究では光工学測定器を用いた熱傷の重症度評価を防衛医科大学校研究部門と共同で取り組み始めた．
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
⑤重症病態の臨床的検討
⑥外傷予防学
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⑦光工学測定器を用いた熱傷重症度測定
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．
⑦ IRB 認可後，防衛医科大学校と共同で世界で初めて熱傷患者における光工学測定器を用いた熱傷深達度測定に成
功した．今後は，多施設共同研究として IRB 承認を得ているので進めていく方針である．
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．一方，新た
に共同研究として開始した熱傷重症度判定は，予測通りの成果を得ることができたため，今後は多施設共同研究と進
めていく予定である．

4．診療（詳細は病院要覧に記載）
救命救急センターとして地域救急医療に応分の対応ができたものと考える．今後は，埼玉医科大学病院，埼玉医科
大学総合医療センターとの連携をより一層強化し，埼玉県全域を対象とした救急医療体制の構築がなされるよう取り
組んでいく必要があると考える．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無：該当なし
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無：該当なし
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務：該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Shoichi Ohta, Kiyokazu Harikae, Kazuhiro Sekine, Manabu Nemoto How, when, and where have rental automated
external deﬁbrillators been used in Japan?. J of Cardiology. 2013.12.（64）:117-120
②河原章浩，古田島

太，高平修二，他

急性肺水腫と著明な乳酸アシドーシスにて搬送され，逆たこつぼ型心筋

症を併発していた褐色細胞腫の 1 例 . 日本救急医学会関東地方会雑誌 . 2013.12. 34（2）:289-291
③杉本直樹，大内道晴，根本

学

重症急性膵炎の人工呼吸器離脱困難症例に対して搬送用人工呼吸器装着下での

歩行訓練を行った 1 例 . 日本救急医学会関東地方会雑誌 . 2013.12. 35（1）:129
④龍神秀穂，根本

学

外傷蘇生の controversies： 外傷蘇生時の輸液に関する controversies

膠質液

シエチルスターチ製剤・デキストラン製剤 . 救急医学（へるす出版）. 2013.05. 37（5）:510-513
【総数：論文 4 件，学会発表 16 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
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6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
特定非営利活動法人

日本外傷診療研究機構

コースディレクター：根本

JATECTM コース

学，コースコーディネーター：龍神秀穂

日本救急医学会認定 ICLS コース
コース開催責任医師：高平修二
日本救急医学会認定 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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3．26）
（2）救急医学科（小児救命救急科）
1．構成員
森野正明（MORINO, Masaaki）
：教授：診療科長：小児救急，小児腎臓病，小児膠原病 ; 博士

2．教育（森野正明）
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

2-1．目的・目標

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
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

3-1．目的・目標

3-2．研究グループ（研究プロジェクト）該当なし
3-3．研究内容と達成度

①小児期外傷の臨床統計と自転車事故の背景の検討．事故防止啓蒙活動の評価．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の運営と，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．学術誌査読：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】
① M Morino, M Hoshino, Musya. Obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis with intestinal malrotation:
A case report. Pediatric Int. 2013 Aug;55（4）:e90-2. 2. 森野正明 . 熱傷 . 小児の治療指針 , 小児科診療 2014；
77

増刊号．

6-2．獲得研究費

該当なし

6-3．受賞

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

7．自己点検・評価
国際医療センター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，診療及び臨床指導については大学病院で腎・膠原病を，国際医療
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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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3．26）
（3）救急医学科（精神科救命救急科）
1．構成員
松岡孝裕（MATSUOKA, Takahiro）
：講師：診療科長：精神科救急医学，神経生理学（脳波））
非常勤医師：21 名
（※大学病院神経精神科・心療内科医員の協力を得て 24 時間カバーシフトを構成）

2．教育
本科は大学病院神経精神科・心療内科の診療活動のうち，自殺企図等により国際医療センター救命救急科に搬送さ
れた患者への精神科往診診療を，独立した診療科として担うことを目的として，平成 19 年度に設立された．病棟・
外来機能は有さず，必要時に 'On Call' で駆けつけるという診療科の特性上，大学病院神経精神科・心療内科医員の
全面的協力（24 時間カバーシフト）を得て，いわば一体となって運営されている．このため，教育機能の大部分は，
大学病院神経精神科・心療内科のカリキュラム内に含まれているので，そちらを参照されたい．
2-1．目的・目標
救急医学領域のうち，特に精神科救急について理解を含め，精神科救急場面に対処できる医師を育成する．
2-2．教育内容（担当者）
①卒前：救急・麻酔ユニット内において「精神科救急」の講義を担当．②卒後：

初期研修において，大学病院神

経精神科・心療内科をローテーション時に，往診診療の枠組みで，本科の診療を体験する．自殺企図等で国際医療セ
ンター救命救急科に搬送された患者のこころのケアの実際を体験する．
2-3．達成度
①卒前：
「精神科救急」の講義を円滑に実施した．今年度も学生の高い満足度を得られた（ユニット内 1 位・学年
内 6 位）②卒後：初期研修，大学病院神経精神科・心療内科をローテーション時に，自殺企図等で国際医療センター
救命救急科に搬送された患者のこころのケアの実際を体験してもらった．自殺企図後のケアの方法や，再企図危険性
の評価法について実践的に学んでもらうことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
＜自己評価＞卒前教育において，精神科救急につき理解を深めてもらい，卒後初期研修において，その実際を体験
してもらうことで，一次的な精神科救急への対処法を学んでもらうことができたと考えている．
＜次年度計画＞次年度も引き続き，卒前講義内容の充実を図るとともに，卒後初期研修での指導内容の改良を図っ
ていきたい．

3．研究
3-1．目的・目標
①自殺企図患者を対象とし，その疾患別・群別の特徴を抽出し，それぞれの予後を検討することで，より良い初動
対応が図れるよう研究を重ねていく．
②精神科救急医療システムの構成・維持についても，運営的視点で検討を行い，救急領域での貢献を継続して行え
るよう研究を重ねていく．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
プロジェクト 1） 自殺企図事例の類型化と急性・慢性の自殺企図要因の検討．
プロジェクト 2） 大学病院精神科型「スーパー救急」の継続的運営のための方策検討．
3-3．研究内容と達成度
プロジェクト 2）
（平成 22 年度に学会賞を受賞）に関連する学術発表を，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，2012 年に国際学会において発表することができた．その後
も解析を継続中である．
3-4．自己評価と次年度計画
プロジェクト 2，プロジェクト 1 につきそれぞれ，国内・国際学会で学術発表を積み重ねてきた．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．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
本科は大学病院神経精神科・心療内科の診療活動のうち，自殺企図等により国際医療センター救命救急科に搬送さ
れた患者への精神科往診診療を，独立した診療科として担うことを目的として，平成 19 年度に設立された．必要時
に 'On Call' で駆けつけるという診療科の特性上，大学病院神経精神科・心療内科医員の全面的協力（24 時間カバー
シフト）を得て，いわば一体となって運営されている．

これにより，救命救急病床における自殺企図患者のこころ

のケアを常時対応で行なえるとともに，精神科的重症例については，大学病院神経精神科センターへと入院して頂き，
継続的に治療を行うことができるしくみとなっている．
救命救急センターにおける本科の診療実績は以下の如くであった：本科診療件数 125 件（日勤帯：90 件，夜間帯：
35 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
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埼玉精神神経科診療所協会
②埼玉県入間市
③埼玉県毛呂山町
④平成 25 年度

イブニングセミナー

メンタルヘルス講演会
心の健康教室

講演

講演

埼玉精神神経科診療所協会．2013.06

入間市健康福祉センター．2013.06
毛呂山町保健センター．2014.03

第 3 回鳩山町認知症見守り講演会

鳩山町地域包括支援センター . 2014.03

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」における措置・緊急措置入院の転帰予測因子について
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 21 回大会（東京）．2013.10.

2）論文
②入院時説明文書：

松岡

孝裕

臨床精神医学

42:

18-24

2013

③精神科救急における精神・身体合併事例への対応と諸問題．松岡
人

孝裕

協会誌「さいせいしん」（一般社団法

埼玉精神神経科診療所協会）
．2014.03. 19:141-163

【総数：論文 2 件，学会発表 1 件，講演 4 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
1．教育

卒前講義が円滑に行われ，学生の高い満足度が得られた．卒後初期研修においても自殺企図患者のここ

ろのケアの実際を体験してもらうことができた．
2．診療

自殺企図患者のこころのケアを中心とした診療活動を，大学病院神経精神科・心療内科と一体となって

行うシステムを維持し，活動を展開することができた．埼玉西部地区において同領域の中核的機能を果たすこと
ができた．
3．研究

①自殺企図患者の類型化に関するプロジェクト，②精神科救急システムの運営に関するプロジェクトの

両者において，学術発表を行うことができた．以上，診療・教育・研究を一体として次年度も内容の充実を図っ
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て行きたい．
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3．27）
（1）放射線科（画像診断科）
1．構成員
木村文子（KIMURA, Fumiko）
：教授：診療部長：画像診断一般，循環器画像診断：博士
内野

晃 （UCHINO, Akira）
：教授：教育主任：神経画像診断，血管造影診断，IVR：博士

酒井文和（SAKAI, Fumikazu）
：教授：診療副部長：画像診断一般，胸部画像診断：博士
岡田吉隆（OKADA, Yoshitaka）
：教授：研究主任：画像診断一般，腹部画像診断：博士
小澤栄人（KOZAWA, Eito）
：准教授：専門医員：MRI 一般，骨髄・婦人科画像診断：博士
水越和歌（MIZUKOSHI, Waka）
：講師：研修医長，外来医長：画像診断一般，乳腺・小児画像診断：博士
中澤

賢 （NAKAZAWA, Ken）
：講師：専門医員：IVR: 博士

齋藤尚子（SAITOH, Naoko）
：講師：専門医員：画像診断一般，頭頚部画像診断：博士
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
岡野奈々美（OKANO, Nanami）: 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：診療部長：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：診療副部長：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
田村恭代（TAMURA, Yasuyo）
：講師：画像診断一般：博士
小川昌澄（OGAWA, Masasumi）
：講師：画像診断一般，中枢神経
榎本京子（ENOMOTO, Kyouko）
：講師：画像診断一般，神経画像診断：博士
根岸

幾 （NEGISHI, Chikashi）
：講師：画像診断一般，胸腹部画像診断，IVR：博士

佐藤洋一（SATOU, Youichi）
：講師：画像診断一般：博士
森下（長谷川）瑞江（MORISHITA（HASEGAWA, Mizue）：医師 2 類：画像診断一般：博士
佐藤昭寿（SATOU, Akihisa）
：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
松尾有香（MATSUO, Yuka）
：医師 3 類：画像診断一般

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）

水越

和歌（小児，乳腺の画像診断）

齋藤

尚子（頭頚部画像診断）

2-3．達成度
学生の BSL，講義，初期研修医，後期研修医に対して，十分な教育を行うことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
初期研修医，後期研修医に対しては，十分な教育を行うことができた．次年度も同様に施行の予定．
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3．研究
3-1．目的・目標
CT・MRI を中心とした画像診断による臨床研究を行い，国内外でその成果を発表すること．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
神経，呼吸器，心臓，腹部，乳腺，骨盤，頭頚部，IVR 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，膠原病肺の画像診断に関す
る研究
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．
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基礎的検討
⑥骨盤グループ：子宮悪性腫瘍や卵巣腫瘍の 3 テスラ MRI における進展範囲や質的診断の評価（継続），慢性腎臓
病に対する MRI での新しい評価検討（継続）
⑦ IVR グループ：ステントグラフト留置後エンドリークに対する IVR の有用性の検討．
⑧頭頸部グループ：頭頸部腫瘍の治療後 CT，MR 画像所見の検討（継続），頭頸部腫瘍の ADC 値 histogram 解析
による検討（継続）
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，肺癌の EGFRTKI 遺伝
子変異と画像診断の相関に関する検討
③心臓グループ： MRI による心筋症の検討（継続），HCM 患者における心筋ストレインの検討，冠動脈石灰化プラー
クおよびステントの subtraction
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 前， 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（継続）
，CT を用いた嚥下障害の評価の検討
⑧ IVR グループ：ステントグラフト留置後エンドリークに対する IVR の有用性の検討．閉塞性動脈硬化症に対す
る新たなデバイスの有用性の検討．

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
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．
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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
労働者健康福祉機構（厚生労働省委託事業）石綿疾患確定委員会委員
環境省委託（社団法人こころとからだの元気プラザ）平成 25 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 晃，小澤栄人
日本磁気共鳴医学会雑誌：内野 晃，小澤栄人
Magnetic Resonance in Medical Sciences, Cardiovascular & Interventional Radiology, Neuroradiology, Surgical and
Radiologic Anatom, Journal of Neuroimaging：内野 晃
Journal of magnetic resonance imaging，Clinical Imaging：小澤 栄人
Internal Medicine, European Journal of Radiology, European Radiology Chest 論文査読，日本画像医学会雑誌，日
本呼吸器学会雑誌，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
Clinical and Experimental Nephrology：岡田吉隆
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
該当なし

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Nakajima T, Kimura F, Kajimoto K, Kasanuki H, Hagiwara N. Utility of ECG-gated MDCT to diﬀerentiate patients
with ARVC/D from those with ventricular tachyarrhythmias. J Cardiovasc Comput Tomogr 2013;7（4）:223-33.
② Uchino A, Saito N, Takahashi M, Kozawa E, Mizukoshi W, Nakajima R, Okano N: Persistent dorsal ophthalmic
artery and ophthalmic artery arising from the middle meningeal artery diagnosed by MR angiography at 3 T.
Surg Radiol Anat 35:775-782, 2013
③ 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; 266:936-944,
④ Uchino A, Saito N, Takahashi M, Okada Y, Kozawa E, Nishi N, Mizukoshi W, Nakajima R, Watanabe Y: Variations
in the origin of the vertebral artery and its level of entry into the transverse foramen diagnosed by CT
angiography. Neuroradiology, 55（5）:585-594, 2013.
⑤ Kozawa E, Takahashi M, Meguro S, Yasuda M, Iwasa N, Fujiwara K, Kimura F. Benign and malignant tumor of
the uterine body with broccoli sign: MR imaging features for diﬀerential diagnosis. Jpn J Radiol. 2013 Jul;31
（7）:437-43.
⑥水越和歌：乳癌の 1H MR spectroscopy. 臨床放射線 58:539-546, 2013.
⑦ Saito N, Truong MT, Qureshi MM, Lee RJ, Wang JW, Ozonoﬀ A, Sakai O. Correlation of mucositis during head
and neck radiotherapy with computed tomography perfusion imaging of the oropharyngeal mucoasa. J Comput
Assist Tomogr. 2013 Jul-Aug;37（4）:499-504.
⑧高橋 正洋，木村 文子，梅澤 達也：Coronary artery calcium scoring: comparison of adaptive statistical iterative
and ﬁltered back projection reconstruction techniques. 第 71 回日本医学放射線学会総会
⑨渡邉祐亮 , 岡田吉隆 , 西直子 , 小澤栄人 , 木村文子：腎悪性腫瘍の MRI における拡散強調画像の意義：特にダイ
ナミック MRI 所見との関連について . 第 72 回日本医学放射線学会総会
⑩岡野奈々美，岡田吉隆，渡邉祐亮，小澤栄人，水越和歌，木村文子：胃 Glomus 腫瘍の一例 . 第 443 回関東地方会
【総数：論文 67 件，学会発表 32 件，講演 23 件】
6-2．獲得研究費
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①酒井

文和：厚生労働難治疾患克服事業補助金

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

びまん性肺疾患調査研究班

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
③酒井

分担研究者

分担研究者

文和：多施設共同医師主導型臨床研究・造影 CT, 拡散強調 MR, FDGPET による悪性胸膜中皮腫の診断能に

関する前向き研究
④小澤

主任研究者（継続）

栄人：平成 25 年度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）MRI 等方性ボクセル T2

強調画像による高齢者へのエストロゲンの影響の解析
⑤水越

和歌：平成 24 年度日高研究プロジェクト：造影剤による乳腺 proton ＭＲ spectroscopy の choline ピー

ク減少に関する基礎的研究
⑥齋藤

研究代表者

尚子：平成 25 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
⑦渡邉

研究代表者

祐亮：平成 24 年度日高研究プロジェクト：（CT colonography を用いた大腸癌の術前深達度評価に関する

研究）研究代表者

6-3．受賞
①齋藤

尚子：Certiﬁcate of Merit, Pictorial Review of Dysphagia in Head and Neck（頭頸部領域における嚥下障

害の画像所見）99th Scientiﬁc Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America（RSNA
2013.11, Chicago, IL）
6-4．特許，実用新案
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：2014 年 8 月 2 日（東京キャノンコミュニケーションホール）
第 27 回胸部放射線研究会（日本医学放射線学会秋季大会併催）：2013 年 10 月 14 日（名古屋国際会議場）
2013 年 4 月 16 日
2013 年 7 月 9 日
2014 年 1 月 18 日

第 2 回埼玉心臓 MRI カンファレンス
第 3 回埼玉心臓 MRI カンファレンス
第 4 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
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1 名（高橋 正洋）

臨床医学部門（日高キャンパス）

3．27）
（2）放射線科（核医学科）
1．構成員
久慈一英（KUJI, Ichiei）
：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）
：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）
：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
樋口隆弘（HIGUCHI, Takahiro）
：客員教授：心臓核医学，分子イメージング：博士
島野靖正（SHIMANO, Yasumasa）
：助教から非常勤講師：一般核医学：博士
藤島基宣（FUJISHIMA, Motonobu）
：社会人大学院生
伊藤邦泰（ITOH, Kuniyasu）
：非常勤講師：画像診断学
中塚智也（NAKATSUKA, Tomoya）
：非常勤医師

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（久慈一英）
・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（久慈一英）
大学院教育
・実用実験医学講義（核医学を用いた統計画像解析）（久慈一英）
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）
・心臓分子イメージング研究（樋口隆弘）
2-3．達成度
卒前教育：80％，卒後教育：70％，大学院教育，70％
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：BSL では，現場を見て体験することにより核医学に興味をもってもらい，ティーチングファイルの画像
を実際に見て考えてもらうことから学習につなげている．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．1 名が核医学専門医を取得できた．専門医取得のためのプログラ
ムを具体的なものにしていくことが求められている．興味のあるものには，ドイツ・ヴルツベルグ大学核医学に留学
できるルートを得た．
大学院教育：大学院生の学位論文についてまとめている．大学院講義を 1 コマ担当した．
全ての活動は，大学病院核医学診療科と一体的に運用する．
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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 の臨床応用を大学病院との
共同研究で進めている．達成度 90％ .
・SPECT/CT の臨床的有用性に関する研究
SPECT/CT 装置の定量的利用法について検討中．新しい定量的 SPECT/CT 装置の導入を検討中．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 の悪性腫瘍への集積指標である Standardized Uptake Value（SUV）を用いて治療効果判定を
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．低酸素イメージン
グ用剤である 18F-FMISO は現在対象を乳癌に絞って治療効果の判定や予測について乳腺腫瘍科と共同研究して
おり，成果が生まれている．達成度 90％ .
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．脳アミロイドイメージングの多施設研究である J-ADNI2 が開始される予定であったが，問題
が生じて不確定要素がある．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
研究を継続している．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を進めている．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おり，成果が出てきている．しかし，昨年度はスタッフの退職
があり，研究の進捗は少なかった．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，
6,333
件の検査，治療が行われ，前年度と比較して 5.5％減少した．PET/CT

2 台，SPECT/CT

1 台では検査件数が限界

になっており，機器増設および必要な人員確保が必要である．また，今後の新しい PET 薬剤製造を続けるために早
急に PET 薬剤製造設備の学会 GMP 基準に合わせた施設改修が必要である．

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
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

5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
久慈一英
日本核医学会評議員，金沢大学十全医学会評議員，日本医学物理士会「医学物理士ミニマム講習会」講師
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6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
［論文］
① Ueda S., Kuji I., Shigekawa T., Takeuchi H., Sano H., Hirokawa E., Shimada H., Suzuki H., Oda M., Osaki A., Saeki
T.: Optical Imaging for Monitoring Tumor Oxygenation Response after Initiation of Single-Agent Bevacizumab
followed by Cytotoxic Chemotherapy in Breast Cancer Patients. PLoS One 9（6）:e98715, 2014
② Ueda S., Nakamiya N., Matsuura K., Shigekawa T., Sano H., Hirokawa E., Shimada H., Suzuki H., Oda M., Yamashita
Y., Kishino O., Kuji I., Osaki A., Saeki T.: Optical imaging of tumor vascularity associated with proliferation and
glucose metabolism in early breast cancer: clinical application of total hemoglobin measurements in the breast.
BMC Cancer 13:514, 2013
③久慈 一英 :【核医学 UpDate2013 〜最新 SPECT 装置の可能性を探る〜】SPECT/CT が有効な画像診断領域 . Rad
Fan 11（13）:34-37, 2013
④島野 靖正 : 18F-ﬂuoromisonidazle（FMISO）PET/CT による低酸素イメージングの定量法の検討（Thesis）. 埼玉
医科大学雑誌 40（1）:T21-T28,2013
［学会発表］
⑤ Kuji I., Imabayashi E., Shimano Y., Seto A., Matsuda H., Ito K.: Adrenal hyperactivity after vasovagal reﬂex in FDGPET/CT imaging. Annual Meeting 2013-American Roentgen Ray Society; 2013.04. ワシントン DC
⑥ Kuji I., Seto A., Shimano Y., Imabayashi E., Ito K., Matsuda H.: Evaluation of intra-cranial germ cell tumors using
11C-methionine PET/CT. The SNMMI 2013 Annual Meeting. 2013.06. バンクーバー，カナダ
⑦久慈 一英 , 島野 靖正 , 上田 重人 , 佐伯 俊昭 , 今林 悦子 , 松田 博史 , 瀬戸 陽 : F-18-ﬂuoromisonidazole（FMISO）
PET/CT による乳癌の低酸素イメージング . 第 72 回日本医学放射線学会総会 . 2013.04. 横浜
⑧久慈 一英 , 瀬戸 陽 , 島野 靖正 , 鈴木 智成 , 西川 亮 , 今林 悦子 , 松田 博史 : メチオニン PET/CT による頭蓋内胚
細胞性腫瘍評価に関する検討 . 第 53 回日本核医学会学術総会 . 2013.11. 福岡
［著書］
⑨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
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 4 件，学会発表 9 件，著書 2 件，講演 1 件】
6-2．獲得研究費
1）平成 25 年度埼玉医科大学学内グラント一般 , 腫瘍の代謝多様性を利用した核医学診断法および治療階層化手
法への応用，主任研究者，久慈一英，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，セミナー等の開催実績
なし

7．自己点検・評価
学部教育において，本年度はティーチングファイル症例について自ら調べて検査を理解する過程を加え，体験的に
学習して理解を深めるようにした．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，
ポイントを絞り，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，社会人大学院生 1 名が脳画像について研究中である．実用実験医学講
義を核医学における統計画像解析について 1 コマ担当した．
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
メージングについて成果が現れてきた．
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診療において，本年度全体では，6,333 件の検査，治療が行われた．実施件数は昨年度より 5.5％減少し，元々実
施可能検査件数限界に近い上でのスタッフ減少による検査効率低下があったと考えられる．さらなる必要人員確保と
機器の増設による検査効率向上が課題である．また，今後の新しい PET 薬剤製造を続けるために早急に PET 薬剤製
造設備の学会 GMP 基準に合わせた施設改修が必要である．
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3．27）
（3）放射線科（放射線腫瘍科）
1．構成員
加藤眞吾（KATO, Shingo）
：教授：運営責任者：診療科長：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

熊﨑

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： BSL おいては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．
講義および BSL のコマ数は徐々に増加しているが，依然として他大学に比して少なく，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：1 名の後期研修医に対する教育では，個々の症例において指導医が後期研修医を指導した．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た．さらに研究発表および論文作成の指導を行った．指
導目標を達成した．
2-4．自己評価と次年度計画
卒前教育：講義および BSL の更なる拡充を図る．
卒後教育：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し，本プログラムに沿った教育を実践する．

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
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
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・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）
熊﨑

祐

・放射線治療多施設共同試験における包括的医学物理検証体制の構築と投与線量の品質保証に関する研究
・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
阿部孝憲
・婦人科腫瘍に対する放射線治療方法の最適化に関する研究
3-3．研究内容と達成度
加藤眞吾
・婦人科腫瘍に対する放射線治療に関する多施設共同臨床試験を立案・運営する（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（沼崎班）
・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
熊﨑

祐

・放射線治療多施設共同試験における包括的医学物理検証体制の構築と投与線量の品質保証に関する研究（西尾班）
・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）
宮浦

和徳

・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（伊丹班）
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
阿部孝憲
・Image Registration Software を用いて子宮頸癌に対する放射線治療における線量分布を解析する．
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 26 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）
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．高精度
放射線治療を積極的に行っている．また放射線治療の品質管理と安全管理に積極的に取り組んでいる．膨大な治療患
者数に比して治療機器およびスタッフは不足しており，治療機器の整備と治療スタッフの充実が急務である．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
加藤眞吾
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・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
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
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
・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）
・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
・卵巣癌診療ガイドライン編集委員
・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
・日本放射線腫瘍学研究機構（JROSG）
・理事
江原威
・日本放射線腫瘍学広報委員
・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
・北関東医学会評議員
・関東ハイパーサーミア研究会幹事
・群馬大学重粒子線がん治療臨床研究班
熊﨑

肺腫瘍研究班班員

祐
735

放射線科（放射線腫瘍科）

・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）
宮浦 和徳
・医学物理士認定機構（認定委員）
・日本医学物理士会常任幹事

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
6-1-1．論文
1．Ohkubo Y, Kato S, Kiyohara H, Suzuki Y, Nakano T, Kamada T. Granulocyte-colony stimulating factor-producing
cervical cancers treated with carbon-ion irradiation. J. Obstet. Gynaecol. Res. 39（5）: 1111-1115, 2013.
2．Tamaki T, Ohno T, Kiyohara H, Noda S, Ohkubo Y, Ando K, Wakatsuki M, Kato S, Kamada T, Nakano T. Carbonion radiotherapy for marginal lymph node recurrences of cervical cancer after deﬁnitive radiotherapy: a case
report. Radiation Oncology 2013, 8:79 e-pub.
3．Otani Y, Yamada T, Kato S, Shikama N, Funakoshi K, Kuroda I, Numasaki H, Nose T, Dokiya T, Oguch M. Source
strength assay of iodine-125 seeds sealed within sterile packaging. J Applied Clin Med Phys, 14（2）: 253-263,
2013.
4．Kato S, Ohno T, Thephamongkhol K, Chansilpa Y, Cao J, Xu X, Devi B, TS Tang, Calaguas M, Reyes R, Cho C-K,
AD To, Supriana N, Erawati D, Mizuno H, Nakano T, Tsujii H. Long-term follow-up results of a multi-institutional
phase II study of concurrent chemoradiotherapy for locally advanced cervical cancer in east and south-east Asia.
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 87（1）: 100-105, 2013.
5．MasaruWakatsuki, Tatsuya Ohno, Shingo Kato, Ken Ando, Shin-ei Noda, Hiroki Kiyohara, Kei Shibuya,
KumikoKarasawa, Tadashi Kamada, Takashi Nakano. Impact of boost irradiation on pelvic lymph node control in
patients with cervical cancer. J Radiat Res. 2014.01. 55（1）:139-145.
6．Tomoko Okada, Kazuhiro Murata, Ryoma Hirose, Chie Matsuda, Tsunehiko Komatsu, Masahiko Ikekita,
MiyakoNakawatari, Fumiaki Nakayama, Masaru Wakatsuki, Tatsuya Ohno, Shingo Kato. Upregulated expression
of FGF13/FHF2 mediates resistance to platinum drugs in cervical cancer cells.. Scientiﬁc reports. 2013.10. 3
（10）:2899.
7．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.
8．Shikama N, Sekiguchi K, Nakamura N, Sekine H, Nakayama Y, Imanaka K, Akiba T, Aoki M,Hatayama Y, Ogo E,
Kagami Y, Kawashima M, Karasawa K.Preliminary results from a multi-center prospective study（JROSG05-5）on
postoperative radiotherapy for patiens with high-risk ductal carcinoma in situ with involved margins or margin
widths 1mm or less than. columbia international publishing American journal of breast cancer research.2014; 2:1
（1）:1-8
9．Shikama N, Tsujino K, Nakamura K, Ishikura S.Surver of advanced radiation technologies used at designated
cancer care hospitals in japan.Jpn J Clin Oncol.2013;10
10．Shikama N, Kumazaki Y, Ebara T, Makino S, Abe T, Nakahira M, sugasawa M, Kato S, Tsukamoto N.Validation of
nomogram-based prediction of survival probability after salvage re-irradiation of head and neck cancer.Jpn J Clin
Oncol.2013; 4:43:154-60
11．Ebara T, Ohno T, Nakano T. Quantitative medical cost-eﬀectiveness analysis of molecular-targeting cancer drugs
in Japan. Daru. 25;21（1）:40, 2013.
12．Tashiro M, Ishii T, Koya J, Okada R, Kurosawa Y, Arai K, Abe S, Ohashi Y, Shimada H, Yusa K, Kanai T, Yamada
S, Kawamura H, Ebara T, Ohno T, Nakano T. Tatsuya Ohno, Tatsuaki Kanai, Takashi Nakano. Technical approach
to individualized respiratory-gated carbon-ion therapy for mobile organs. Radiol Phys Technol. 6（2）:356-66,
2013.
13．Takanori Abe, Takeshi Ebara, Kosaku Harada, Katsuyuki Shirai, Mariko Shioya,Yoshiyuki Suzuki, Hideyuki
Sakurai, Takashi Nakano. A case of recurrent pleomorphic liposarcoma that exhibited a remarkable response to
hyperthermoradiocherapy. Thermal Med 29（3）:63-67, 2013
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14．Kaira K, Tomizawa Y, Yoshino R, Yoshii A, Matsuura M, Iwasaki Y, Koga Y, Ono A, Nishioka M, Kamide Y, Hisada
T, Ishizuka T, Shirai K, Ebara T, Saitoh J, Nakano T, Sunaga N. Phase II study of oral S-1 and cisplatin with
concurrent radiotherapy for locally advanced non-small-cell lung cancer. Lung Cancer. 82（3）:449-54, 2013.
15．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.
16．Tomita N, Kodaira T, Teshima T, Ogawa K, Kumazaki Y, Yamauchi C, Toita T, Uno T, Sumi M, Onishi H, Kenjo
M, and Nakamura K. Japanese Structure Survey of High-precision Radiotherapy in 2012 Based on Institutional
Questionnaire about the Patterns of Care. Jpn J Clin Oncol 2014;44（6）579-586
17．Miyaura K, Kumazaki Y, Fukushima C, Kato S, Saitoh H. Construction of a patient observation system using
KINECT TM. Journal of Physics: Conference Series 489:1-4, 2014: 012036
6-1-2. 学会発表
1．Masaru Wakatsuki, Shingo Kato, Tatsuya Ohno: Prophylactic extended-field irradiation for locally advanced
uterine cervical cancer with positive pelvic lymph nodes. 第 3 回ｱｼﾞｱ婦人科腫瘍学会，第 55 回日本婦人科腫瘍
学会 . 2013.12. 京都 .
2．Daisuke Irie, Masaru Wakatsuki, Shingo Kato, Tatsuya Ohno, KumikoKarasawa, Hiroki Kiyohara, Hirohiko Tsujii,
Takashi Nakano, Tadashi Kamada, MakioShozu: Dose Escalation study of carbon ion radiotherapy for locally
advanced squamous cell carcinoma of the uterus（Protocol 9902）. ASTORO's 55th annual meeting. 2013.09.
Atlanta, USA.
3．Masaru Wakatsuki, Shingo Kato, Tatsuya Ohno, Kumiko Karasawa, Ken Ando, Hiroki Kiyohara, Daisuke Irie,
Takashi Nakano, Tadashi Kamada, Makio Shozu: Carbon ion Radiotherapy for locally advanced adenocarcinoma
of the uterine cervix. ASTRO's 55th annual meeting. 2013.09. Atlanta, USA.
4．Kato S.: Current status of chemoradiotherapy for cervical cancer in Japan. In S7 innovation radiation therapy
technologies. The 3rd Asian Congress of Radiation Research.. 2013.05. Beijinng, China.
5．若月

優，加藤真吾，唐澤久美子，鎌田

正，生水真樹夫 : 子宮頸癌に対する重粒子線治療の臨床試験 . 第 51

回日本癌治療学会学術集会 . 2013.10. 第 51 回日本癌治療学会学術集会 .
6．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
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 , 新部

隆 , 播磨洋子 , 戸板孝文 , 徳
譲 , 堤ゆり江 , 清原浩樹 : 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：経過報告 . 日本放射線腫瘍学会第 26 回学
術大会 . 2013.10. 青森 .
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．若月

優，加藤真吾，大野達也，唐澤久美子，清原浩樹，安藤

謙，入江大介，中野隆史，鎌田

正，生水真紀夫 :

局所進行子宮頸部扁平上皮癌に対する重粒子線単独の臨床試験成績 . 第 54 回日本婦人科腫瘍学会 . 2013.07. 東
京.
9．加藤真吾 : 子宮頸癌の高線量率腔内照射 . 第 19 回癌治療増感研究会．次世代がん治療推進専門化養成プランシ
ンポジウム . 2013.06. 東京 .
10．入江大介，若月

優，加藤真吾，安藤

謙，清原浩樹，大久保

悠，斉藤収三，唐澤久美子，中野隆史，鎌田

正:

膣アプリケータを用いた高線量率膣内照射における直腸線量と直腸出血の関係．第 15 回日本放射線腫瘍学会小
線源治療部会 . 2013.05. 博多 .
11．加藤真吾，熊﨑

祐，若月

優 : 低エネルギー光子線の効果．子宮頸癌の小線源治療におけるコバルトとイリ

ジウムの違いについて．第 15 回日本放射線腫瘍学会小線源治療部会 . 2013.05. 博多 .
12．Shikama N, Sekiguchi K, Sekine H, Nakayama Y, Imanaka K, Akiba T, Aoki M, Hatayama Y, Ogo E, Karasawa
K.Preliminary results from a multi-center prospective study（JROSG 05-5）on postoperative radiotherapy for
patients with high-risk ductal carcinoma in-situ（DCIS）with involved margins or margin widths not more than
1mm.America Society for Radiation Oncology（ASTRO）55th Annual Meeting.2013; 9:Atlanta
13．Shikama N, Kumazaki Y, Kato S, Ebara T, Makino S, Abe T, Miyaura Y, Onozato Y, Saeki T, Osaki A.Validation of
the utility of cranio-caudal clip distance（ccd）for identifying candidates for accelerated partial breast irradiation
（apbi）using three-dimensional conformal external beam radiotherapy（3d-crt）.America Society for Radiation
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Oncology（ASTRO）55th Annual Meeting.2013; 9:Atlanta
14．鹿間直人．
「医療と質：治療」第 27 回日本医学放射線学会総会

2013 年 4 月 , 横浜

15．鹿間直人．
「非ホジキンリンパ腫」第 27 回日本医学放射線学会総会

2013 年 4 月 , 横浜

16．鹿間直人．シンポジウム「全脳照射の位置づけ」第 21 回日本乳癌学会総会
17．鹿間直人．
「乳癌

予後因子」第 51 回日本乳癌学会学術集会

2013 年 6 月 , 静岡

2013 年 10 月 , 京都

18．齋藤淳一，白井克幸，岡野奈緒子，高草木陽介，鈴木義行，大野達也，中野隆史，江原威：I 期肺癌（肺野型）
に対する炭素イオン線治療．日本放射線腫瘍学会第 26 回学術大会．2013 年 10 月，青森
19．村田和俊，加藤弘之，小此木範之，河村英将，神沼拓也，大久保悠，江原威，高橋健夫，関原哲夫，安藤義孝，
岡崎篤，中野隆史：TomoTherapy を用いた所属リンパ節陽性前立腺癌に対する SIB 法による放射線治療の検討．
第 51 回日本癌治療学会学集会．2013 年 10 月，京都
20．齋藤淳一，
白井克幸，
岡野奈緒子，
大野達也，中野隆史，江原威：I 期肺野型肺癌に対する重粒子線（炭素イオン線）
治療の初期治療経過．第 54 回日本肺癌学会総会．2013 年 11 月，東京
21．熊﨑祐 . サイバーナイフと IMRT におけるセットアップエラー，第 5 回日本放射線外科学会，高崎，2014
22．Kumazaki Y, Tsukamoto N, Nakamura T, Miyakawa R, Kinouchi K, Ikarashi H, Miyaura K, Onozato Y, Shikama N,
Kato S: A video camera tracking-based evaluation of Synchrony accuracy. Radiotherapy and Oncology. 106（s）:
S468, 2013
23．Miyaura K, Kumazaki Y, Fukushima C, Kato S, Ssaitoh H：Construction of a patient observation system using
KINECT. International Conference on the Use of Computers in Radiation Therapy 2013. Australia. May 2013
24．宮浦和徳 , 熊﨑祐 , 福島知佳 , 鹿間直人 , 加藤眞吾 , 齋藤秀敏：KINECT を用いた体動観察システムの構築 . 日本
放射線腫瘍学会 . 2013.10. 弘前
25．阿部孝憲

江原威

白井克幸

斎藤淳一

牧野壮壱

鹿間直人

加藤真吾

大野達也

末梢型 I 期肺癌に対する重粒子線治療後の肋骨骨折発生率と DVH パラメータの関連
日本放射線腫瘍学会学術大会 . 2013 年 10 月 23 日 ,

青森

6-1-3．総説，著書
1．加藤真吾，他．卵巣がん治療ガイドライン

2014 年版

日本婦人科腫瘍学会，金原出版

2．鹿間直人．患者さんの負担軽減を考えた短期放射線治療が有望

がんサポート（エビデンス社）2013; 125;

34-37
3．鹿間直人．悪性黒色腫の診断と治療

治療法の変遷と展望 放射線療法 皮膚悪性腫瘍 - 基礎と臨床の最新研究動

向 -（日本臨床）2013; 71; 67-69
4．鹿間直人．悪性黒色腫の治療

術後補助療法

放射線療法．皮膚悪性腫瘍 - 基礎と臨床の最新研究動向 -（日本

臨床）2013; 71; 341-43
5．鹿間直人．悪性黒色腫の治療

放射線療法とその有害事象対策 皮膚悪性腫瘍 - 基礎と臨床の最新研究動向 -（日

本臨床） 2013; 71; 361-64
6．鹿間直人．治療の実際

放射線による治療

別冊きょうの健康

乳がん（NHK 出版）2013; 60-68

7．鹿間直人．乳房温存術後の放射線療法 - 非浸潤性乳がんに対する照射 決定版チームで取り組む乳がん放射線療
法（メディカル教育研究社）2013; 80-83
8．鹿間直人．乳房切除術後放射線療法 - 領域リンパ節照射 決定版チームで取り組む乳がん放射線療法（メディカ
ル教育研究社）2013; 94-96
9．鹿間直人．放射線療法
10．鹿間直人．放射線療法

臨床と研究（大道學舘出版部）2013; 90（10）; 59-62
補助療法

温存術後

症例から学ぶ

乳癌

最新治療ストラテジー（メディカルレ

ビュー社）2014.3; 126-29
11．鹿間直人．放射線療法

進行・再発治療

脳転移

症例から学ぶ

乳癌

最新治療ストラテジー（メディカル

レビュー社）2014.3; 136-40
12．鹿間直人．放射線療法

進行・再発治療

局所再発

症例から学ぶ

乳癌

最新治療ストラテジー（メディカ

ルレビュー社）2014.3; 144-47
13．臨床放射線生物学の基礎（Basic clinical radiobiology 原著 4 版）日本語訳版，監訳
20 章ポジトロン断層撮影を用いた分子レベルの画像誘導放射線治療

安藤興一，中野隆史，第

翻訳分担者；江原威

放射線医療国際協

力推進機構，群馬 2013
14．
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.
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15．宮浦和徳：外部放射線治療装置の QA. 日本放射線技術学会放射線治療分科会会誌 （1）.04.2013
.
16．宮浦和徳：AAPM TG-142 report に基づいた画像誘導放射線治療装置の精度管理 . JASTRO NEWSLETTER. 2
（108）:38-41.2013
17．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 17 件，学会発表 25 件，総説・著書 17 件】
6-2．獲得研究費
文部科学省
加藤眞吾
1．平成 25 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 25 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 〜 25 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 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
2．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：沼崎穂高）分担金 10 万円
3．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 10 万円
熊﨑

祐

1．平成 25 年度

がん研究開発費 25-B-4「放射線治療多施設共同試験における包括的医学部検証体制の構築と投

与線量の品質保証に関する研究」班（主任研究者：西尾禎治）20 万
2．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 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，セミナーなどの開催実績
加藤眞吾
1．FNCA Workshop on Radiation Oncology. Seoul, Korea, November 19-22, 2013.
2．IAEA/RCA RAS/6/062 Workshop on transitioning from 2D to 3D image-guided brachytherapy services.
Melbourne, Australia, January 28-31, 2014.

7．自己点検・評価
平成 25 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．
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1．構成員
大西秀樹（ONISHI, Hideki）
：教授：運営責任者：診療科長：教育主任：専門分野：サイコオンコロジー（精神腫瘍学）
，
死生学
石田真弓（ISHIDA, Mayumi）
：助教：専門分野：サイコオンコロジー（精神腫瘍学），臨床心理学
遠山啓亮（TOYAMA, Hiroaki）: 非常勤医師：専門分野：サイコオンコロジー（精神腫瘍学），乳腺外科
遠藤智栄子（ENDO, Chieko）: 非常勤医師：専門分野：サイコオンコロジー（精神腫瘍学），耳鼻咽喉科
堤千寿子（Tsutsumi, Chizuko）: 非常勤医師：専門分野：サイコオンコロジー（精神腫瘍学），腫瘍内科

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）
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）
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卒前教育：
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
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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
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 and Supportive care（査読委員）
Japanese Journal of Clinical Oncology（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）1 編，総説（和文）11 編，著書 0 編
（代表論文）
① Nakajima, N., Hata, Y., Onishi, H. & Ishida, M.（2013）. The evaluation of the relationship between the level of
disclosure of cancer in terminally ill patients with cancer and the quality of terminal care in these patients and
their families using the Support Team Assessment Schedule. Am J Hosp Palliat Care, 30（4）, 370-376.
学会発表

総数 7（うち，シンポジウム 2）

6-2．獲得研究費
・平成 20 年度厚生労働省科学研究費補助金
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

QOL 向上のための各種患者支援プ

がん患者家族の支援プログラムの開発（大西秀樹：120 万円）

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）
・平成 25-27 年度

文部科学省

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）
（25510009）
「が

ん患者の家族から遺族へ - 高齢者を対象とした継続的なケアシステムの開発 -」（大西秀樹：160 万円）
6-3．受賞
日本サイコオンコロジー学会

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）
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．
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今後も教育，研究，診療のいずれにおいても更なる高いレベルの達成に向け，研鑽を積まなければならないと考え
ている．
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3．29）臨床検査医学
1．構成員
池淵研二（IKEBUCHI, Kenji）
：教授：運営責任者：診療科長：代表指導教員（大学院）輸血医学，造血幹細胞移植：
博士
小林清子（KOBAYASHI, Kiyoko）
：助教：内科学

2．教育
2-1．目的・目標
①卒前教育：
医学部 5 年生にＢＳＬ実習教育は少人数 16 グループを対象に週半日実施している．大学病院では行っていない，
凝固時間，
網状赤血球算定，
尿沈査の顕微鏡観察を指導する．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．
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）に対して超音波検査の指導
を行う．初期研修医はおおむね 1 カ月間，他の施設からの研修生は週 1，2 日で半年程度，研修を担当する．
③大学院教育
女子栄養大学の修士大学院生を対象に臨床血液学の講義と実習を 12 コマ担当する．
2-2．教育内容（担当者）
①卒前教育：医学部 5 年生 BSL を池淵，田地，斉藤，品田が担当
大学病院では経験できない緊急対応の検査室の雰囲気を見学してもらい，検査検体の流れ，気送管搬送システム，
検査機器同士が連結された体制，など紹介する．実習として大学病院では行っていない尿沈渣の顕微鏡観察，網
状赤血球染色と顕微鏡観察，プロトロンビン時間測定について行い，質疑応答しながら学習してもらう．
医療学部 3 年生の臨地実習は田地，平山，棚沢が担当し各班 2 週間で見学と実習を行い，病院の検査部という
大学内では体験できない環境で実習が行えている．
②卒後教育：エコー検査を来住野，五十嵐，三村が担当．包括がんセンターと心臓病センターでは症例が多く豊富
な症例を提示できている．
③大学院教育は，臨床検査技師コースを選択した修士学生に造血幹細胞移植，血液検査，輸血検査について講義と
実習を行う．担当は池淵．
2-3．達成度
①卒前教育：医学部 5 年生の BSL では検査機器のロボットアームが少量の検体を吸引し，反応槽に移され次いで
試薬が添加されるめまぐるしい動きには学生諸君はびっくりしていた．検査機器の構造と多少の検査原理（生化
学検査では分光光度計，血清検査では抗原・抗体反応系）は理解してもらえた．生化学検査は迅速に結果が出せ
るが免疫学検査にはインキュベーション時間がかかり結果を出すのに約 1 時間程度必要であることも理解して
もらえた．
尿沈渣の顕微鏡観察，血液算定装置の画面（フローサイトメトリー）の原理なども理解してもらえた．凝固検査
では実際に 10 数秒でクロットが形成することを体験してもらえた．
医療学部 3 年生：病院の検査部門の実感を経験できたと良い感想をもらっている．
医療学部の卒業研究：今年度は希望者がいなかった．
②卒後教育．初期研修医 7 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．
2-4．自己評価と次年度計画
①卒前教育．現在技師はルーチンをこなしながら，何とか教育担当者を決めて実習に対応している．次年度も継続
する．実習の時間が限られており，学習項目はこれ以上増やせないと考えている．
②卒後教育．希望者にはできるだけ現場の負担にならない限り受け入れ研修をさせる予定である．
③大学院教育．女子栄養大学の枠以外に，医療学部の大学院生を対象に演習を新規オープンして受け入れ体制を整
える予定である．
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3．研究
3-1．目的・研究
検査技師スタッフが試薬の検討，交換，検査迅速化に向けた，ルーチン業務プラスアルファの検討作業を行い，適
宜，検査学会へ発表することを目的に活動している．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
①試薬検討グループ：池淵，田地，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
試薬検討グループでは，外注検査から院内検査への取り込みの検討を随時行っている．
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木下博美，田地功忠，斉藤妙子，光武耕太郎，池淵研二：白血球数異常高値を示した症例の検討
②山本哲也：臨床検査のピットフォール

腎動脈狭窄における最高血流速度の計測

医学検査

検査と技術

41（7）
：

625-629,2013
③山本哲也：人工血管置換術とステントグラフト置換術後のエコー診断

Vascular Lab 増刊号

10：25-33,2013

学会・研究会発表
④舘

良美，他：当院における 5 年間の MRSA 検出率の推移

第 62 回日本医学検査学会

⑤数野直美，他：心筋 2D ストレイン値の超音波装置間誤差は壁運動に異常領域において小さい

日本超音波医学

会第 86 回学術集会
⑥渡辺香織，他：当院における脳梗塞患者の経食道心エコー検査の現状について

日本超音波医学会第 86 回学術

集会
⑦島田典子，他：当院における心電図検査のパニック値報告に対する臨床側の対応〜その 1

第 42 回埼玉県医学

検査学会
⑧堀川
合

恵，他：当院における心電図検査のパニック値報告に対する臨床側の対応〜その 2

心臓病センターの場

第 42 回埼玉県医学検査学会

⑨塩田祥子，他：乳癌と鑑別困難であった結節性筋膜炎の一例
る臨床側の対応〜その 1

当院における心電図検査のパニック値報告に対す

第 42 回埼玉県医学検査学会

⑩青木政典，他：全血血小板凝集能測定装置と血小板凝集測定装置を用いた抗血小板約不応例の解析
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第 42 回埼
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玉県医学検査学会
⑪松本雅子，他：当センターにおける抗酸菌陽性患者の年次推移

第 42 回埼玉県医学検査学会

⑫久保嘉紀，他：イムライト 2000XPi による可溶性インターロイキン 2 受容体測定の基礎的検討

第 42 回埼玉

県医学検査学会
⑬渡辺保加，他：RhD（0）陰性 RCC 輸血後に抗 D 抗体を産生した Rh0（D）陰性患者の一症例

第 42 回埼玉県

医学検査学会
⑭関

紗織，他：創部から検出された Clostridium tetanini について

第 25 回日本臨床微生物学会総会

（総数：著書 4 件，論文 3 件，学会発表 15 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．
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3．30）病理診断科
1．構成員
＜医師＞
清水道生（SHIMIZU, Michio）
：教授：運営責任者：診療科長：指導教員（大学院）
：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：代表指導教員（大学院）：診断病理，婦人科病理，細胞診：医
学博士
長谷部孝裕（HASEBE, Takahiro）
：教授：教育副主任：診断病理，乳腺病理，消化管病理，膵・胆道病理：医学博士
永田耕治（NAGATA, Koji）
：講師：研究副主任：指導教員（大学院）：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
金

玲（JIN, Ling）
：助教：医員：診断病理：医学博士

李

治平（LI, Chih-ping）
：助教：医員：診断病理：医学博士

河合亜希子（KAWAI, Akiko）
：助教：医員：診断病理
山口絵理子（YAMAGUCHI, 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
杉山迪子（SUGIYAMA, Michiko）
：大学院生
＜臨床検査技師＞
鎌田孝一（KAMADA, Kouichi）
，瀬山
Yasuo）
，中村

敦（SAYAMA, Atsushi），後藤義也（GOTO, Yoshiya），鎌倉靖夫（KAMAKURA,

勝（NAKAMURA, Masaru）
，佐瀬智子（SAZE, Tomoko），加藤智美（KATO, Tomomi），細沼祐介

（HOSONUMA, Yusuke）
，鈴木

隆（SUZUKI, Takashi），矢島沙紀（YAJIMA, Saki），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
＜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

藤野

節（FUJINO, Takashi）
：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．近年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」講義：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：長谷部，3 時間：
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安田，3 時間：清水道）
，実習 8 時間（ 担当：スタッフ全員）
〈3 年生〉
「ヒトの病気」コース病理各論講義：呼吸器（3 時間：清水禎），循環器（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，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 34 例，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 人程度の小グループに分け，各グループに担当教官をおき細か
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．幅広い専門領域のエ
キスパートを講師陣として有しており，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・乳腺・造血器・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 44 編を発表した．その内訳は英文 16 編，邦文 28 編である．学会発表は，海外 7 回，国内 32 回，講
演 24 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 8,875 件，術中迅速診断は 1,035 件，細胞診は 6,738 件，染色体検査は 339
件であった．病理解剖数は 36 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（脳脊髄腫瘍科，皮膚腫
瘍科・皮膚科，消化器病センター，呼吸器病センター，婦人科腫瘍科，泌尿器腫瘍科，乳腺腫瘍科，造血器腫瘍科，
頭頸部腫瘍科・耳鼻咽喉科，骨軟部腫瘍科，心臓内科）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．
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
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Archives Pathology & Laboratory Medicine, International Editorial Board：Michio Shimizu
Pathology International，Associate Editors: Michio Shimizu
Pathology International，Editorial Board: Masanori Yasuda, Takahiro Hasebe
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
日本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）
胃癌取扱い規約委員（永田耕治）
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，長谷部孝裕）
IAP 日本支部広報委員会委員長（清水道生）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
① Shimizu M, Giovanni Zaninotto, Nagata K, David Y. Graham, Gregory Y. Lauwers: Esophageal squamous cell
carcinoma with special reference to its early stage. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013;27
（2）:171-186.
② Meguro S, Yasuda M, Shimizu M, Kurosaki A and fujiwara K.: Mesonephric adenocarcinoma with a sarcomatous
component, a notable subtype of cervical carcinosarcoma: a case report and review of the literature. Diagnostic
Pathology 2013;8（1）:74-8.
③ Hasebe T. Tumor-stromal interactions in breast tumor progression-signiﬁcance of histological heterogeneity of
tumor-stromal ﬁbroblast. Expert Opin Ther Target 2013;17:449-460
④ Shuto M, Warigaya K, Watanabe H, Shimizu M, Fukuda T and Murata S: Correlation analysis of nuclear
morphology, cytokeratin and Ki-67 expression of urothelial carcinoma cells. Pathology International 2013;63
（6）:311-317.
⑤ Yamaguchi H, Aishima S, Oda Y, Mizukami H, Tajiri T, Yamada S, Tasaki T, Yamakita K, Imai K, Kawakami F, Hara S,
Hanada K, Iiboshi T, Fukuda T, Imai H, Inoue H, Nagakawa T, Muraoka S, Furukawa T and Shimizu M.: Distinctive
Histopathologic Findings of Pancreatic Hamartomas Suggesting Their "Hamartomatous" Nature. A Study of 9
Cases. Am J Surg Pathol 2013;37（7）:1006-1013.
⑥ Hasebe T, Iwasaki M, Hojo T, Shibata T, Kinoshita T and Tsuda H:Histological factors for accurately predicting
ﬁrst locoregional recurrence of invasive ductal carcinoma of the breast. Cancer Science 2013;104（9）:1252-61.
⑦ Yamaguchi H, Kuboki Y, Hatori T, Yamamoto M, Shimizu K, Shiratori K, Shibata N, Shimizu M, Furukawa T.:
The discrete nature and distinguishing molecular features of pancreatic Intraductal tubulopapillary neoplasms
and Intraductal papillary mucinous neoplasms of the gastric type pyloric gland variant. J Pathol. 2013;231
（3）:335-341
学会発表
① Yasuda M: Significance of Peritoneal Cytology in Endometrial Cancer: Reconsideration of Revised Figo
Classiﬁcation. 18th International Congress of Cytology Scientiﬁc Committee. May 26-30, 2013 Paris, France
② Shimizu M, Masaoka A, Arai E, Tsuchida T, Sasaki A, Yamaguchi H, Nagata K, Yasuda M: Metaplastic Synovial
Cyst: Clinicopathologic Features. 50th annual Meeting of the American Society of Dermatopathology. October
10-13,2013, Washington DC, USA
③ 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, Baltimore, USA
【総数：論文 44 件，学会発表 39 件】
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6-2．獲得研究費
1）清水道生：基盤研究（C）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．

期間：24-26
2）安田政実：基盤研究（C）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．期間：24-26
3）長谷部孝裕：基盤研究（C）24590439

癌間質の組織形態像並びに生物学的性状に基づく癌悪性度評価．期間：

24-26
4）山口

浩：若手研究（B） 24790358

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：

24-25
6-3．受賞
山口

浩：NPO 法人パンキャンジャパン

PanCAN Basic Research 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 25-26 日の両日，“ 第 11 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 “HE 標本診断から分
子病理診断まで ” を取り上げた．今回は外部講師 5 名が招聘され全 7 講演と Self-Assessment 方式の症例解説が 2 回
行われた．顕微鏡実習では，計 3 回に分けて全 48 例が提示された．質の高い講義に加えて，他に類をみない豊富な
症例による顕微鏡実習は，きわめて好評であった．加えて，過去 11 回のセミナー実習症例アーカイブから 40 症例
が提示された slide library は，自由参加形式にも関わらず多くの受講生が遅くまで参加していた．本セミナーには日
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．

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 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 13 回研
究発表会を 2014 年 1 月 25 日に行った．お互いを鼓舞することで，研究を推進する原動力として機能している．
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3．31）輸血・細胞移植科
1．構成員
池淵研二（Ikebuchi, Kenji）
：教授：運営責任者：大学院代表指導教員．輸血学，血液内科学：博士
小林清子（Kobayashi, Kiyoko）
（兼担）
：助教：内科学

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大学院教育は，女子栄養大学修士学生に造血幹細胞移植全般について講義を行い議論を通して理解を深める．担
当は池淵．
2-3．達成度
①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大学院教育のうち，女子栄養大学からの希望者が今年度はいなかった．
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
んだ．

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，
，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．前採血検
体をヘパリン，EDTA で採血することで両者の比較を行う．
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．
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．
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4．診療（詳細は病院要覧に記載）
安全で適正な輸血医療のため，臨床側への情報提供および指導を行っている．自己血輸血を推進し，再生医療分野
では末梢血単核球移植治療を支援した．緊急輸血体制として O 型ノンクロス輸血および同型ノンクロス輸血の体制
整備ができた．

5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
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
1）論文・学会発表（論文総数，学会発表総数と代表的なもの 10 編以内を記載）
（論文総数 0

，学会発表総数 2）

論文発表
該当なし
学会発表
1）渡辺保加，新井瑞紀，前田麻衣，他：Rho（D）陰性 RCC 輸血後に抗 D 抗体を産生した Rho（D）陰性患者の
一症例

第 42 回埼玉県医学検査学会

2）新井瑞紀，渡辺保加，前田麻衣，他：当院の時間外輸血業務における 6 年間の実績と現状

第 42 回埼玉県医

学検査学会
6-2．獲得研究費
6-3．受賞

該当なし

該当なし

6-4．特許，実用新案

該当なし

6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績

該当なし

7．自己点検・評価
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：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，人体の構造と機能 II の構造系実習（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」
人体の構造と機能 II の構造系実習（肉眼解剖学）では，人体の構造と機能 I との連携をはかりながら，
解剖体を通して臨床的事項との関連性より深めたい．「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，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
択必修では老化や寿命について解説し，疾患発生に細胞老化が深く関連すること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し，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，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，血管新生についての研究特に幹細胞マーカーの血管新生における形態学的解析．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（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，肝芽腫におけるがん幹細胞の同定と分離），本学保健医療
学部（消化管粘膜上皮と亜鉛，パネート細胞と小腸幹細胞の解析），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ペルオキシソームの形態学的解析），本学産婦人科学（子宮内膜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，幹細胞マーカーである CD133 陽性からの血管新生について Stem Cells Int に論文とし
て掲載された．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，
その一環として臨床分子形態学会においてシンポジウムで発表した．さらに，Microsc Res Tech に論文として掲載さ
れた．
大島；前年度に引き続き正常ヒト線維芽細胞より作製した 4 倍体細胞の解析を行ない，発癌機序を解析する為の
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．また不死化したヒト線維芽細胞より増殖
性 4 倍体細胞を作製することに成功した．
3-4．自己評価と次年度計画
穐田；血管新生，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シンポジウムならび
に 2 編の論文として掲載された．海外から招待講演の依頼もあり成果を上げたと評価している．本学口腔外科学教
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室が進めている咀嚼筋腱・腱膜過形成症に関する研究が Oral Dis に掲載され，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；CD133 だけでなくその他の幹細胞のマーカーについて検討する．
大島；不死化したヒト線維芽細胞より増殖性 4 倍体細胞を作製できたため，多倍体細胞について解析するための
強力なツールを得ることができたと評価している．次年度はこの細胞を用いてさらに解析を進めたい．

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
Stem Cells Research, Development and Therapy（STRDT）編集委員
The Scientiﬁc World Journal 論文査読（1 件）
Medical Molecular Morphology 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，学会発表
論文
① Akita M, Tanaka K, Matsumoto S, Komatsu K, Fujita K. Detection of the hematopoietic stem and progenitor cell
marker CD133 during angiogenesis in three-dimensional collagen gel culture. Stem Cells Int. 2013:927403. doi:
10.1155/2013/927403
② Akita M, Tanaka K, Murai N, Matsumoto S, Fujita K, Takaki T, Nishiyama H. Detection of CD133（prominin-1）in
a human hepatoblastoma cell line（HuH-6 clone 5）. Microsc Res Tech. 2013.08. 76（8）:844-852.
③ Sato T, Hori N, Nakamoto N, Akita M, Yoda T. Masticatory muscle tendon-aponeurosis hyperplasia exhibits
heterotopic calciﬁcation in tendons. Oral Dis. 2013.05. 20（4）:404-408.
④ Prechapanich J, Kajihara T, Fujita K, Sato K, Uchino S, Tanaka K, Matsumoto S, Akita M, Nagashima M, Brosens
JJ, Ishihara O. Effect of a dienogest for an experimental three-dimensional endometrial culture model for
endometriosis. Med Mol Morphol. 2013 Oct 20. DOI 10.1007/s00795-013-0059-3
⑤ Ohshima S, Seyama A. Establishment of proliferative tetraploid cells from normal human fibroblasts. Front
Oncol. 2013, 3:198. doi: 10.3389/fonc.2013.00198
学会発表 ;
⑥シンポジウム「バイオイメージングと病態応用の接点を探る」
穐田真澄，松本幸子，田中嘉代子，村井則子，小松久美子，藤田恵子．光顕・電顕シームレス解析法によるヒト
肝芽腫由来細胞株における CD133 と IL-6R の発現．第 44 回日本臨床分子形態学会，2013 年 9 月，福岡
⑦シンポジウム「消化管の分子形態学：密かなる最近の進歩」
村田栄子，松本幸子，穐田真澄 .

ラット小腸陰窩における幹細胞マーカー，Lgr5,

CD133 （Prominin-1）,

Nestin の発現．第 44 回日本臨床分子形態学会，2013 年 9 月，福岡
⑧水野由美 , 穐田真澄 , 伊関美緒子 , 水野洋介 , 岡崎康司ペルオキシソーム脂質代謝異常を示す Tysnd1 欠損マウス
の脳における解析．第 11 回 RCGM フロンティア国際シンポジウム．2013 年 11 月 , 埼玉
⑨大島

晋，瀬山

敦．ヒト線維芽細胞 BJ を用いた増殖性 4 倍体細胞の樹立，第 23 回日本サイトメトリー学会

学術集会，2013 年 6 月，東京
⑩大島

晋．Establishment of proliferative tetraploid cells from normal human ﬁbroblasts, 第 72 回日本癌学会学

術総会，2013 年 10 月，横浜
［総数：原著論文 5 件，学会発表 12 件］
6-2．獲得研究費
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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
医学生物学・超薄切片法（含む免疫電顕）

7．自己点検，自己評価
平成 25 年度の形態部門への登録者数は 218 名で，24 年度の 206 名から若干増加した．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 11 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．
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2．中央研究施設

実験動物部門

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（保健医療学部実験動物施設担当：飼育業務係長），堀切一美（飼育業務係長）
大久保，池田，塩野，佐藤，齋藤（飼育業務），鈴木，山﨑，（飼育業務・非常勤）秋田，金本（洗浄業務・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，
適正な動物実験の実施が求められている．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．
平成 17 年の法改正において『動物の愛護及び管理に関する法律』に「3R」が盛り込まれ，同時に飼養保管基準，
基本指針が各省庁から告示され，日本学術会議のガイドラインが作成された．実験動物部門では，これらの法令等に
基づく実験動物の日常の飼育管理を実施すると共に，動物実験実施者および飼養者（飼育技術者）へは動物福祉の理
念を理解・徹底し，実験動物の正しい取り扱いを習得することを目的とする．
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）（講義：仁科，実習：仁科，石原）
・医学部 4 年：地域社会と健康ユニット実習（冨永）
・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：寄生虫ワールドの探索（仁科，冨永，石原）・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，石原）
・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，石原，冨永）
2-3．達成度
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．
○卒前教育
・医学部 1 年生 30 名の学生が選択した．
（実験動物学入門）
・講義 6 コマ，実習 10 コマを担当した．
（感染講義・実習）
・調査解析実習の学生 4 名を担当した．
（地域社会と健康）
・保健医療学部大学院の 1 名が選択した．
（実験動物学概論）
・
［寄生虫］医学部学生 2 名，
［見学と実験手技］保健医療学部学生 1 名が参加した．
（夏期プログラム）
○卒後教育
・登録のための利用者教育訓練を 24 回実施し，計 61 名が受講した．
・個別実技講習を 1 回実施した．
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，動物実験について説明を行い，受講者の理解
ができたと考えられる．
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3．研究
3-1．目的・目標
・睡眠時無呼吸症候群モデルマウスの脳 Glucose 代謝の研究
・スピルリナのマウス固形癌形成抑制効果の検討
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
該当無し
3-3．研究内容と達成度
・閉塞性睡眠時無呼吸症候群のモデルマウスとして間欠的低酸素負荷マウスと継続的低酸素負荷マウスを作成し，
脳 Glucose 代謝を 1H- 核磁気共鳴分光法を用い測定した．
第 23 回体力・栄養・免疫学会で発表した．
・マウス固形癌移植後，栄養補助食品であるスピルリナを 15 日間経口投与したマウスの固形癌の定着と発育抑制
効果およびスピルリナの色素であるフィコシアニンの固形癌細胞の発育抑制効果を検討した．第 23 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
・栄養補助食品飲用の条件を考慮し，スピルリナ長期投与マウスを作成し，マウス固形癌の発育抑制効果およびス
ピルリナの色素のフィコシアニン経口投与による固形癌の発育抑制を検討する．

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 Survival of neuroblastoma cells may be related with expression level of stathmin1: ○吉村和法，仁科正実

他：

ASCB（2013）
②睡眠時無呼吸症候群における脳 Glucose 代謝の研究モデルマウスを用いて：○仁科正実，鈴木正彦，冨永信子，
石原由夏：第 23 回体力・栄養・免疫学会（2013）
③水によって SOD 活性は，どれだけ変わるか：○松下和弘，仁科正実：第 23 回体力・栄養・免疫学会（2013）
④スピルリナにおけるマウス固形癌形成抑制効果の検討：○冨永信子，石原由夏，仁科正実

他：第 23 回体力・

栄養・免疫学会（2013）
【総数：論文 0 件，学会発表 4 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，138 件（継続 114 件，新規 24 件）が承認され，組換え DNA 承認実験お
よび感染実験は 79 件であり全体の約 57％を占めた．動物実験計画書に基づき，他施設からの実験動物の搬入 92 匹
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を含む合計 2,664 匹の実験動物が導入され，マウスが約 79％を占めた．動物実験のために一年間に供した動物数は
16,540 匹となり，前年度より 558 匹増加し，全動物の約 93% がマウスであり，遺伝子改変マウスが多数を占めた．
また，一年間の延べ飼養匹数は，1,504,607 匹であり，一日平均 4,123 匹を飼養した．
7-3．実験動物施設利用状況
平成 25 年度の利用登録者数 291 名，一年間に約 6,000 人が利用した．
7-4．慰霊祭
平成 25 年 11 月 9 日（土）に実験動物慰霊祭を主催，執り行い，63 名が参列した．
7-5．利用者協議会
平成 26 年 3 月 31 日（木）に利用者協議会を開催し，24 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．
7-7．課題
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：指導教員（大学院）：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，再教育訓練（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概ね目的を達成できた．（達成度 80％）大学院教育は工夫の余
地がある．
（達成度 70％）
新規放射線安全教育訓練は 5 月に，再教育については 3 月に行った．利用者の要望に応えて実施できた．（達成度
90％）
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，講義内で臨床検査技師国家試験に対応した小テストを行い，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指導
をした．次年度は，実習内容の充実を図りたい．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．スライ
ドの作成が少し遅れたことから，次年度はより良いプレゼンテーションができるように丁寧な指導をし，早期にスラ
イドを完成したい．
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．次年度は最新の実験内容を具体的に伝えてい
きたい．
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
大学院生の住田崇が研究成果（ラット視床下部のインスリン情報伝達，摂食および糖代謝における役割）に関する
論文をまとめ，医学博士の学位を取得した．また，大学院生の酒井豪太が肝臓のインスリン情報伝達に関与する分子
の研究を継続している．
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．また，広島大学の医学生の研究留学の受け入れを計画し
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ている．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
小野講師と大学院生でインスリン作用機序とその障害をテーマに基礎研究に従事している．

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
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」
，
「日本医科大学」，「埼玉大学」，「麻布大学」，「宇宙航空研究開発機構筑
波宇宙センター」
，
「エーザイ筑波研究所」
，
「産業技術総合研究所つくばセンター」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）
・高等学校放射線実習セミナー：埼玉県立熊谷西高等学校，群馬県立桐生高等学校（文部科学省事業）（飯塚）
・小学校，中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）
・消費者庁，埼玉県共催

コミュニケーター養成研修の講師（飯塚）

・埼玉県，戸田市共催「食品を介する放射性物質の子供への影響」について講演（飯塚）
・NPO 法人青果物健康推進協会主催

放射線・放射能についての基礎知識の講演（飯塚）

〇 RI 研究施設の管理内容
平成 25 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：16 講座（基礎系 8，臨床系 8）
2）実験計画：24
3）実験者数：28 名（基礎系 18 名，臨床系 10 名）
4）延べ実験立ち入り者数：4365 名
5）放射線教育訓練 :46 名 /3 回（再教育含む）
6）RI 入庫量（MB ｑ）
：3H

（268.25）

51Cr

（925.00）

125I

（0.20）

35S

（129.50）

7）RI 廃棄量（MB ｑ）
：可燃物

（20.57）

難燃物

（356.78）

不燃物

（24.57）

無機液体

（561.44）

有機廃液

（25.92）

排気

（6.91）

排水

（0.84）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
①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・理解度調査の分
析結果」
（第 45 回日本医学教育学会）
【総数：学会発表 1 件 , 論文
6-2．獲得研究費
該当なし
6-3．受賞
該当なし
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6-4．特許，実用新案
該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
平成 26 年 3 月 18 日に横浜薬科大学の加藤真介先生をお招きし，再教育訓練を開催した．

7．自己点検・評価
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おり，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
動物の乾燥作業も開始し，安全管理に関する装置の充実も図られてきている．今後は，さらなる研究環境の改善を行
い，RI 施設利用者の利便性の向上をし，施設の利用者を増やしていきたい．
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4．中央研究施設

機能部門

1．構成員
坂本

安（SAKAMOTO, Yasushi）
：教授：運営責任者：施設長：機能生物化学：博士

廣澤成美（HIROSAWA, Narumi）
：助教：研究員 教育員：博士
鈴木悠子（SUZUKI, Yuko）
： 実験助手

2．教育
2-1．目的･目標
主要な血液疾患の症候や病態生理を学習するための基盤として，血漿（pH，浸透圧），造血組織，赤血球の基礎的
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），塗沫標本作成実習（坂本・廣澤・鈴木）ならびに機
能系実習（2 年生）
；消化（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，学生側から理解が難し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．選択必修ユニットでは，環境汚染問題を取入れた実験「環境中の Nox 測定」を行っ
た．実験結果は，
Excel により図・表の作成を行い，Power Point による結果報告のプレゼンテーション資料を作成した．
Power Point ついては，昨年度同様に，作成に特に問題がみられなかったが，Excel の図・表作成については苦手と
する学生が多数みられた．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施設の特性を生かし設
置されている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，昨年度か
ら受入れ人数を 14 名まで増やしたが，実習形式の授業であるため，65 分間で授業内容を終わらせるためにさらな
る効率が必要となった．大学院教育においては，歯科・口腔外科の大学院生が昨年学位を取得（業績①）した後，新
入生が「咀嚼筋腱腱膜過形成症のプロテオーム解析」の研究を引継ぐこととなった．

3．研究
3-1．目的・目標
フェニトロチオンは近年，抗アンドロゲン作用が報告され問題となっている．このことから，有機リン系農薬の
曝露による内分泌系への影響に関して調査することを目的として，最も一般的に使用されているフェニトロチオン
をラットに長期曝露を行い，生殖機能への影響について検討している．この結果について今年度国際は学会（HUPO
12th Annual World Congress）で報告を行った．今後，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 2012 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
ルギー検査機器のモデル機と測定チップを 2014 ビジネスアリーナ（2014 年 1 月 29 〜 30 日）に出展し発表を行った．
また昨年度より，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」の共同研究を遂行中である．
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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い HUPO 12th
Annual World Congress（業績③）で報告を行った．また，東洋大学バイオ・ナノエレクトロニクス研究センターと
の共同研究結果を国際学会（ICFPAM-2013，業績②）や研究会（業績④，⑤）で発表した．
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．次年度は蛋白の機能解析を行い，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．また，今年度は東洋大学との共同研究を推進し，学
会等で成果を発表した．大学間の連携を重視し次年度も継続して研究を進める．

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 Proteomics-based identification of novel proteins in temporal tendons of patients with masticatory muscle
tendon-aponeurosis hyperplasia. Nakamoto A, Sato T, Hirosawa N, Nakamoto N, Enoki Y, Chida D, Usui M, Takeda
S, Nagai T, Sasaki A, Sakamoto Y, Yoda T.. Int J Oral Maxillofac Surg.. 2013.07. S0901-5027（（13））:00267-1.
② Synergistic targeting of cancer and associated angiogenesis In vivo using triple-targeted drug loaded silica
nanoformulations for theragnosticst. S. Veeranarayanan, M.S. Mohamed, A.C. Poulose,（N. Hirosawa）, Y.
Sakamoto, Y. Yoshida, T. Maekawa and D.S Kumar International Conference on Frontiers of Polymers and
Advanced Materials（ICFPAM-2013）. 2013.12. Auckland, New Zealand.
③ Proteome analysis of fenitrothion exposed adrenal and pituitary gland. Narumi Hirosawa, Takeshi Sakamoto,
Yasushi Sakamoto. HUPO 12th Annual World Congress.（HUPO2013）. 2013.09. 横浜
④ Label-free analysis of protein-protein interactions occurring on the surface of microparticles utilizing an
electrophoretic mobility measurerment system. A. Aki, S. Yamamoto, U. Ukai, N. Hirosawa, Y.Sakamoto, T.
Maekawa. The 11th International Symposium on Bioscience and Nanotechnology. 2013.11. 東京
⑤ Interaction of Mesoporous Silica Nanoparticles In Vivo. Srivani Veeranarayanan, Aby Cheruvathoor Poulse, M.
Sheikh Mohamed, Narumi Hirosawa, Yasushi Sakamoto, Yasuhiko Yoshida, Toru Maekawa and D. Sakthi Kumar
The 11th International Symposium on Bioscience and Nanotechnology. 2013.11. 東京
⑥ Pluripotent stem cell-derived myeloid cells expressing TRAIL as a possible cell medicine for cancer. MAKI
Hiroyuki, UEMURA Yasushi, ZHANG Rong, LIU Tianyi, SUZUKI Motoharu,（HIROSAWA Narumi）, TAKEDA
Kazuyoshi, SAKAMOTO Yasushi, SENJU Satoru,KUZUSHIMA Kiyotaka. 第 42 回 日本免疫学会総会・学術集会 .
2013.11. 千葉
⑦ Pluripotent stem cell-derived proliferating myeloid cells as a possible cellular vaccine for cancer immunotherapy.
Rong Zhang, Tianyi Liu, Satoru Senju,（Narumi Hirosawa）, Kunio Tsujimura, Hayao Nakanishi, Yoshiaki Sonoda,
Yasushi Sakamoto, Yasuharu Nishimura, Kiyotaka Kuzushima, Yasushi Uemura. 第 72 回 日 本 癌 学 会 学 術総会 .
2013.10. 横浜
論文 1 件・学会発表 4 件
6-2．獲得研究費
坂本

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最先端の質量分析技術〜生体分子を「見つける」から「可視化」 平成 25 年（2013）11 月 13 日

13:30 〜
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基礎医学棟地下 2 階カンファレンスルーム
② BIO-RAD 社製 "ChemiDoc" 使用説明会

島津製作所

平成 26 年（2014）1 月 16 日

15:00 〜

基礎棟 3 Ｆカンファレンスルーム
③サーモ社製 "VarioskanFlash" 使用説明会

平成 26 年（2014）1 月 20 日

15:00 〜

基礎棟 3 Ｆカンファレン

スルーム
④ベリタス社製 "RoboSep" 使用説明会

平成 26 年（2014）1 月 21 日

15:00 〜

基礎棟 3 Ｆカンファレンスルー

ム
⑤ Beckman 社製 超遠心機 "Optima-xpn80" 使用説明会

平成 26 年（2014）1 月 21 日

16:00 〜

基礎棟 2 Ｆ

遠心機室
⑥ Auto 2D テクニカルセミナー
ム

平成 26 年
（2014）1 月 31 日

14:00 〜 17:00 基礎医学棟 3F カンファレンスルー

島津製作所 / シャープ社

7．自己点検・評価
昨年度より共同利用施設運営部門が管理・運営する「共同利用実験室」運用が開始された．今年度は，実験室利用
者の為にフェローステーションが開設された．これにあたり，室内の整備，ホームページの追加作成を行った．また，
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．今後，ホームページの管理方法について検討
が必要であると思われる．
機能部門の利用登録者数は，平成 25 年度は 210 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．今年度は，私学助成金にて 4 台の機器が新規に設置された．使用方法についての説
明会を行ったが，どの機器についても多くの参加者が見られた．今後も利用率の高い機器の設置を推進する．
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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・研究副主任：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
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）
：主任（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」に基づき教育および訓練を行った．
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：11 回，受講人数：11 人）
．
微生物モニタリングを内部検査 4 回，外部検査 1 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，2 回の新規教育および訓練（受講
人数：2 人）
・2 回の再教育および訓練（受講人数：25 人）を行った．RI 管理区域内外での線量を日々法令の限度内
に維持・管理した．共同利用研究施設では，利用者個別に研究測定機器の使用説明を行い，円滑に機器を維持・管理
した．
2-4．自己評価と次年度計画
各施設での教育・訓練は円滑に行われ，衛生管理および RI モニターを含めた環境管理が滞りなく行われた．今後
も感染防止・RI 汚染防止の観点から「研究部」が安全且つ効率よく利用できるよう指導・教育体制を整えたい．

3．研究
3-1．目的・目標
2001 年 1 月，埼玉医科大学総合医療センターの正式な組織として「研究部」が発足した．「研究部」の目標は，
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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 6 科 21 件，マウス 5 科 13 件，ウサギ 1 科 1 件，ブタ 2 科 5 件，スンクス 1 科 1 件，RI
研究施設：5 科 5 件，電子顕微鏡施設：5 科 12 件，共同利用研究施設：9 科 20 件の実験計画書の提出数および遂
行実験件数であった．この内，動物実験施設で遂行される全ての動物実験計画書は，動物実験委員会により新規・継
続問わず 41 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：
155,366 匹，ラット：30,191 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，年間で小児科（474
回）
，消化器・肝臓内科（147 回）
，呼吸器内科（147 回），胆肝膵外科・小児外科（45 回），腎・高血圧内科（15 回）
，
形成外科（14 回）
，
消化管外科・一般外科（13 回），病理部（5 回），歯科口腔外科（4 回），脳神経外科（3 回）であった．
研究部の研究支援も行なわれ，年間で（270 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：小
児科（198 回）
，研究部（170 回）
，胆肝膵外科・小児外科（62 回），神経内科（4 回），呼吸器内科（2 回），電子顕
微鏡施設：病理部（204 回）
，消化管外科・一般外科（48 回：329 パラッフィンブロック薄切支援），腎・高血圧内
科（27 回）
，呼吸器内科（7 回）
，産婦人科（2 回：4 パラッフィンブロック薄切支援），共同利用研究施設：リウマチ・
膠原病内科（68 回）
，小児科（40 回）
，消化管・一般外科（32 回），胆肝膵外科・小児外科（24 回），血液内科（21
回）
，呼吸器内科（20 回）
，産婦人科（23 回）
，研究部（18 回），病理部（11 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．
5．その他 該当なし .
6．業績
6-1．論文･学会発表
① 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.
② 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.
③ Antoinette R. Bailey, Huayan Hou, Min Song, Demian F. Oregon, Samantha Portis, Steven Barger, Doug Shytle,
Saundra Stock, Takashi Mori, Paul G. Sanberg, Tanya Murphy, Jun Tan. GFAP expression and social deﬁcits in
transgenic mice overexpressing human sAPP α . Glia, 61（9）: 1556-1569, 2013.
④ She-Qing Zhang, Darrell Sawmiller, Song Li, Kavon Rezai-Zadeh, Huayan Hou, Shufeng Zhou, Douglas Shytle,
Brian Giunta, Frank Fernandez, Takashi Mori, Jun Tan. Octyl gallate markedly promotes anti-amyloidogenic
processing of APP through estrogen receptor-mediated ADAM10 activation. PLoS ONE, 8（8）: e71913, 2013.
⑤ Ahsan Habib, Juan Deng, Huayan Hou, Qiang Zou, Brian Giunta, Yan-Jiang Wang, Demian Obregon, Darrell
Sawmiller, Song Li, Takashi Mori, Jun Tan. Mycoplasma hyorhinis markedly degrades β -amyloid peptides
in vitro and ex vivo: a novel biological approach for treating Alzheimer's disease? Am J Transl Res, 5（6）:
634-642, 2013.
⑥ Johnathon Alex Grizzell, Alexandre Iarkov, Rosalee Holmes, Takashi Mori, Valentina Echeverria. Cotinine
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reduces depressive-like behavior, working memory deﬁcits, and synaptic loss associated with chronic stress in
mice. Behav Brain Res, 268: 55-65, 2014.
⑦ Seiichiro Inoue, Yumiko Setoyama, Akio Odaka. Doxorubicin treatment induces tumor cell death followed by
immunomodulation in a murine neuroblastoma model. Exp Ther Med, 7: 703-708, 2014.
総数：論文 9 件，学会発表 8 件
6-2．獲得研究費
①独立行政法人日本学術振興会

科学研究費補助金（基盤研究（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）．
②㈱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脳アミロイド症に対する植物種

子由来フェルラ酸と緑茶由来エピガロカテキギャレートの併用投与の有効性の検討」（2013-2014）．
6-3．受賞

該当なし．

6-4．特許，実用新案

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―」
：
「医学概論―社会保障」
：
「
「医学概論―社会保障としての医療」
：
「医学概論―地域健康危機管理―」

大学院修士課程：医学研究科「医療政策学概論」
：看護研究科「地域保健医療福祉の現状」
保健医療学部

：看護学科 「保健医療行政論」

短期大学

：看護学科「関係法規」
：専攻科 「地域母子」

2-3．達成度
社会保障制度成立の背景が激変する中で，社会保障制度改革と時代背景との関連を具体的に伝えるとともに，数次
にわたる医療制度改革が目指す日本の医療の姿を共に考え，具体的に動かす気概を持つよう学生に接した．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，関心を高める上で効果があった．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，あるいは今後展開し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「毛呂山町総合振興計画審議会委員」
（毛呂山町）
②「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）
③「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）
④「埼玉県地域医療奨学金運営委員会」
（埼玉県・埼玉医大）
⑤「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）
⑥「川越市介護保険事業推進委員会委員」
（川越市）
⑦「川越市健康づくり推進委員会委員」
（川越市）
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
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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 3 回学会学術集会を所属の医療者及び県内の医療者を対
象に開催し，
「在宅療養と多職種連携」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）
③埼玉医科大学キャリアアップセンターが主催する看護学生実習指導者講習会において，「医療政策：日本の医療
はどこへ向かう」をテーマに，看護人材の育成に関する基本的姿勢について講義した．
④公益社団法人日本病院協会が主催する第 55 回全日本病院学会において，「2025 年のあるべき医療の姿」をテー
マとしたシンポジウムの座長を担当し，地域基幹病院，療養機能を担う病院，在宅医療を担う開業医，多職種連
携に取り組む大学教員（本学）などからあるべき姿を発信した．

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，変革期にある医療の現状を踏まえ，既
成概念にとらわれることなく，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
に努めている．
自治体関連委員については，埼玉県や近隣市町村との緊密な関係を構築することが学生教育や基幹的医療機能の充
実強化などにおいて有効であることから，積極的に参加し，緊密な連携の構築に役立った．
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7．寄附研究部門（責任基本学科：大学病院

眼科）

1．構成員
黒田寛人（KURODA, Hiroto）
：教授：運営責任者：先端レーザー医学：博士
ラシッド ガネーエフ (GANEEV, Rashid)：特任教授：研究及び教育担当者 :
先端レーザー医学：博士
鈴木将之（SUZUKI, Masayuki）: 准教授：研究及び教育担当者：先端レーザー医学：博士
馬場基芳（BABA, Motoyoshi）: 特任研究員：研究及び教育担当者 : 先端レーザー医学 : 博士
三谷文野（MITANI, Fumino）: 事務及び研究補佐員：事務及び研究補佐

2．教育
2-1．先端レーザー医学の研究および教育者を育てる．
2-2．先端レーザー研究への参加を通して新しい医学研究者としての錬成をはかる．
2-3．概ね目的を達成している．
2-4．大変よく行われている．次年度もさらに一層の達成を図りたい．

3．研究
3-1．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．先端レーザー医学新領域開拓プロジェクト
3-3． （1）レーザー分光による先端医療診断
（2) 軟 X 線コヒーレントイメージングの開発
（3）蛋白蛍光共鳴エネルギー分光法の研究
（4）医学用新世代レーザー開発
（5）臨床医療のための計測・治療用システムの開発
（6）新型 PDT の研究 (Photo Dynamic Terapy)
（7）レーザーによる新物質生成のナノ構造制御
3-4．順調に伸展している．さらなる加速をする予定．
3-5．世界に先駆けて開発した軟Ｘ線レーザーと，これを用いてナノテクノロジー，ライフサイエンス，生物物理，
医学的の未踏分野への応用に挑戦している．従来では捉えられない脂質ラフトと呼ばれる数十ナノメートルの細胞微
細構造が生体反応の分子機構を理解する上で重要であることが認識されてきている．微細で動的な構造を生きた細胞
で観察するには，
「水の窓」の波長 (2.4 〜 4.3nm) を持つ軟 X 線レーザーの高い空間コヒーレンスを利用した全く新
しい手法の開発が必要であり，ラフト構造に存在する脂質や膜タンパク質を特異的にラベルするプローブの開発を進
め，タンパク質相互作用の観察を進行中である．これらの成果を生かし，高強度軟Ｘ線レーザーによるコヒーレント
Ｘ線イメージングを実証し，細胞の微細構造イメージングとシグナル伝達の関わりの解明を目指している．先端医療
として眼科 ( 米谷

新教授 ) と密接な共同研究の下，昨年度に開発した超高分解能 Spectral Domain Optical

Coherent Tomography (SD-OCT) を用いた中途失明疾患の画像診断の解析を進め加齢黄斑変性症眼におけるブルッ
フ膜の物性変化を直接的に観察することに成功した．さらに網膜深部におけるコリオキャピラリシスの可視化実現
に向けた長波長域の光源を搭載した SD-OCT の開発に着手した．その結果，波長 1000nm 帯におけるスペクトル幅
120nm の Yb ファイバーレーザーの開発に成功した．次年度は光照射部の開発を行い，高速，高侵達，高分解能 SDOCT の開発を進め，臨床応用への展開を図る．

4．診療 該当なし
5．その他 該当なし
6．業績
6-1．
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寄附研究部門（責任基本学科：大学病院 眼科）

① High-order harmonic cut-off frequency in atomic silver irradiated by femtosecond laser pulses: thory and
experiment,
A.V.Andreev, R.A.Ganeev, H.Kuroda, S.Y.Stremoukhov, and O. A.Shoutova,
Eur.Phys. J.D (2013) 67:22 DOI:10.1140/epjd/e2012-30527-0
② A high speed three-dimensional spectral domain optical coherence tomography with <2 μ m axial resolution
using wide bandwidth femtosecond mode-locked laser, Hiroto Kuroda, Motoyoshi Baba, Masayuki Suzuki, and
Shin Yoneya, Appl. Phys. Lett. 102 (2013) 251102-1-5
③ Ultra-high sensitive and high resolution optical coherence tomography using
a laser induced electromagnetic dipole, Hiroto Kuroda, Motoyoshi Baba, Masayuki Suzuki, and Shin Yoneya, Appl.
Phys. Lett. 103 (2013) 141118-1-5
④ Quasi-phase-matching of high-order harmonics in multiple plasma jets, R. A. Ganeev, M. Suzuki, and H. Kuroda,
"" Phys. Rev. A 89, 033821/1-6 (2014).
⑤ Quasi-phase-matching of laser harmonics using variable multi-jet plasmas, R. A. Ganeev, M. Suzuki, P.V.Redkin
and H. Kuroda, Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 23 (2014)1450013-1-10
⑥ Enhanced harmonic generation using diﬀerent second-harmonic sources for the two-color pump of extended
laser-produced plasmas, R. A. Ganeev, M. Suzuki, and H. Kuroda, Journal of the Optical Society of America B 31 (4),
pp. 911-918 (2014).
⑦ Quasi-phase-matching-induced enhancement of high-order harmonics during two-colour pump of multi-jet
plasmas, R. A. Ganeev, M. Suzuki, and H. Kuroda, J.Phys. B At. Mol. Opt.Phys.47 (2014)105401
6-2．公益財団法人内藤記念科学研究財団研究助成「網膜疾患テーラーメイド治療に向けたリアルタイム三次元光干
渉断層計（3D-OCT）による超精密フェムト秒レーザー治療の開拓」
研究代表者：鈴木将之
金額：3,000,000 円
6-3．該当なし
6-4．該当なし
6-5．該当なし

7．自己点検・評価
教育，研究双方いずれに於いてもおおむねの目標は達成され，一昨年立ち上げた研究センターの活動が去年順調な
活動として受け継がれ，今年の成果に結びついている事は喜ばしい．今後もなお一層の進展があるべく一同力を合わ
せていきたい．
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1．看護学科
1．構成員
大野良三（OHNO, Ryozo）
：特任教授：学部長：内科学，医学教育学：博士
千田みゆき（CHIDA, Miyuki）
：教授：学科長：代表指導教員 ( 大学院 )：地域看護学：博士
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：博士
佐久間肇（SAKUMA, Hajimu）
：教授：内科学，リハビリテーション医学：博士
佐鹿孝子（SASHIKA, Takako）
：教授： 代表指導教員 ( 大学院 )：小児看護学，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
大賀淳子 (OGA, Junko)：准教授：代表指導教員 ( 大学院 )：精神看護学：修士（7 月から）
大堀

昇 (OHORI, Noboru) ：准教授：大学院教員（大学院）：基礎看護学：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
小倉邦子 (OGURA, Kuniko)：准教授：大学院教員（大学院）：基礎看護学：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：代表指導教員 ( 大学院 )：成人看護学：博士
辻脇邦彦 (TSUJIWAKI, Kunihiko)：准教授：指導教員 ( 大学院 )：精神看護学：修士
原田真里子（HARATA,Mariko）
：准教授：大学院教員（大学院）：成人看護学：博士
本山仁美（MOTOYAMA, Hitomi）
：准教授：大学院教員（大学院）：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
青森広美 (AOMRI Hiromi)：講師：基礎看護学：修士
大澤優子 (OSAWA, Yuko)：講師：精神看護学：修士
大野明美（OHNO, Akemi）
：講師：成人看護学：修士
藤井美穂子（FUJII,Mihoko）
：講師：母性看護学：博士（5 月から）
藤沼小智子（FUJINUMA,Sachiko）
：講師：小児看護学：修士
藤村博恵（FUJIMURA, Hiroe）
：講師：母性看護学：修士
秋葉沙織 (AKIBA, Saori)：助教：修士
小田沙矢香（ODA,Sayaka）
：助教：修士
熊本まや子（KUMAMOTO,Mayako）
：助教：修士
小林由起子 (KOBAYASHI,Yukiko)：助教：修士
佐々木千佳（SASAKI,Chika）
：助教：修士
杉山智江（SUGIYAMA, Tomoe）
：助教：修士
テイラー栄子（TAYLOR, Eiko）
：助教：修士
富樫和枝（TOGASHI,Kazue）助教：修士
成田みぎわ (NARITA, Migiwa)：助教：修士
橋本志麻子（HASHIMOTO, Shimako）
：助教：修士
樋口美樹（HIGU ＣＨＩ ,Miki）
：助教：修士
鈴木優子（SUZUKI,Yuko）
：助手
町田貴絵（MACHIDA, Takae)：助手
丸山惠子（MARUYAMA, Keiko）
：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，
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病むことの心理，看護におけるコミュニケーション論を含む医療と人間に関する科目の履修を通じて，看護学の視点
から看護の対象としての人間理解を深める．
「看護専門職者に必要な基本的知識，技術，態度の修得」では，看護師
および保健師国家試験の受験に必要な，基礎看護学，成人看護学，老年看護学，母性看護学，小児看護学，精神看護学，
在宅看護学，地域看護学と看護学実習を通じて，看護の基本を修得するとともに，社会の動向に応じて看護の変革を
していける能力を養うために「ケアの質向上のための看護」からなる．「ケアの質向上のための看護」は，感染看護学，
家族看護学，看護過程論，看護管理，国際看護学，看護倫理，看護研究概論，看護研究セミナーを通じて看護の質を
向上させ，問題解決能力や研究的・科学的判断力をより高める．各領域の目的・目標は以下の通りである．
基礎看護学領域：基礎看護学領域では，看護専門職者に必要な基本的知識として看護の概念や本質を追究し，科学
的な看護実践の視点を身につけ，看護の対象者と看護職者との関係を考えつつ，生活行動援助技術の原理と実際を学
ぶ．臨地実習では，対象を生活者としてとらえ，健康上の問題によって対象の生活行動がどのように変化するのか，
また，対象が必要としている生活行動への援助を実施することを学習目標とする．
成人看護学領域：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た授業を構築した．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・回復の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は健康レベルの急
激な変動のある人および手術を受ける人とその家族の特徴を理解し，回復促進のための援助を，Ⅲはがんとともに生
きる人また終末期にある人とその家族の特徴を理解し，全人的な支援を，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，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．公衆衛生看護学概論ではその理念，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 , 坂本文子，湯澤八江）
・病むことの心理：2 年生，1 単位 30 時間

( 佐鹿孝子 , 大澤優子）

・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（大堀昇 , 辻脇邦彦）
・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，菊池チトセ )
・疾病の成り立ちⅠ：2 年生 , 2 単位 60 時間（大野良三 , 佐久間肇ほか）
・疾病の成り立ちⅡ：2 年生 , 1 単位 30 時間（大野良三ほか）
・疾病の成り立ちⅢ：2 年生 , 2 単位 60 時間（大野良三ほか）
・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（大野良三ほか）
【看護専門職者に必要な基本的知識，技術，態度の修得】
・看護学概論Ⅰ：1 年生 ,2 単位 30 時間（冨田幸江）
・看護技術論：1 年生 ,1 単位 15 時間 ( 冨田幸江 , 小倉邦子 , 大堀昇 , 青森広美，秋葉沙織，小田沙矢香，小林由起
子，樋口美樹 )
・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 , 青森広美，秋葉沙織 , 小田沙矢香 , 小林
由起子，樋口美樹 )
・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 , 青森広美，秋葉沙織 , 小林由起子，樋口美樹 )
・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 , 青森広美，秋葉沙織 , 小林由起子，樋口美樹 )
・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 , 青森広美，秋葉沙織 , 小田沙矢香 , 小林
由起子，樋口美樹 )
・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 , 青森広美，秋葉沙織 , 小田沙矢香 , 小林
由起子，樋口美樹 )
・看護方法演習：2 年生 ,1 単位 30 時間（小倉邦子 , 青森広美，秋葉沙織，小田沙矢香，小林由起子，樋口美樹）
・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（坂本文子 , 原田真里子）
・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 ( 辻脇邦彦 , 大賀淳子 )
・在宅看護学概論：2 年生 ,2 単位，30 時間（千田みゆき）
・公衆衛生看護学概論：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 , 藤井美穂子）
・成人看護方法論Ⅱ：3 年生 ,1 単位 30 時間（本山仁美 , 大野明美）
・成人看護方法論Ⅲ：3 年生 ,1 単位 30 時間（原田真里子 , 坂本文子 )
・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 , 坂本文子 , 大野明美 , 丸山惠子 )
・老年看護学活動論：3 年生 ,2 単位 60 時間（浅川典子 , 橋本志麻子 , 佐々木千佳 , 熊本まや子 , テイラー栄子）
・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 ( 辻脇邦彦 , 大賀淳子 , 大澤優子 )
・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 , 富樫和枝，町田貴絵）
・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 , 富樫和枝，町田貴絵）
・看護学概論Ⅱ：4 年生 ,1 単位 15 時間 ( 湯澤八江 )
・基礎看護学実習Ⅰ：1 年生 ,1 単位 45 時間 ( 冨田幸江 , 湯澤八江 , 小倉邦子 , 大堀昇 , 青森広美，秋葉沙織 , 小林
由起子 , 樋口美樹 )
・基礎看護学実習Ⅱ：2 年生 ,2 単位 90 時間 ( 冨田幸江 , 湯澤八江 , 小倉邦子 , 大堀昇 , 青森広美，秋葉沙織 , 小林
由起子 , 樋口美樹 )
・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 , 大野明美 , 丸山惠子）
・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 , 丸山惠子 )
・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 , 坂本文子）
・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 , 大野明美 , 丸山惠子 )
・老年看護学実習Ⅰ：2 年生 ,1 単位 45 時間（浅川典子，橋本志麻子，佐々木千佳 , 熊本まや子 , テイラー栄子）
・老年看護学実習Ⅱ：3 年生 ,3 単位 135 時間（浅川典子 , 橋本志麻子 , 佐々木千佳 , 熊本まや子 , テイラー栄子）
・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 , 藤井美穂子）
・精神看護学実習：3 年生 , 2 単位 90 時間 ( 辻脇邦彦 , 大賀淳子 , 大澤優子 , 成田みぎわ )
・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 , 富樫和枝，町田貴絵）
・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，町田貴絵）
・実践応用の看護学実習：4 年生 ,2 単位 90 時間 ( 千田みゆき , 古地順子 , 佐鹿孝子 , 湯澤八江 , 浅川典子 , 大賀淳子 ,
大森智美 , 菊池チトセ , 坂本文子 , 辻脇邦彦 , 原田真里子 , 本山仁美 , 山路真佐子 , 大野明美 , 大澤優子 , 藤沼小智子 ,
藤村博恵 , 藤井美穂子 , 秋葉沙織 , 熊本まや子 , 杉山智江 , 富樫和枝，成田みぎわ , 鈴木優子 , 町田貴絵 , 丸山惠子 )
【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，千田みゆき，冨田幸江，浅川典子 , 大賀淳子 , 大森智美，菊池チトセ ,
辻脇邦彦 , 原田真里子 , 山路真佐子，藤沼小智子，藤村博恵 , 熊本まや子，富樫和枝，町田貴絵）
・パリアティブケア論：2 年生 ,1 単位 15 時間（原田真里子 , 坂本文子 , 本山仁美 , 大野明美 , 杉山智江 , 樋口美樹 ,
丸山惠子）
・生殖医療と看護：2 年生 ,1 単位 15 時間（大森智美 , 藤村博恵，藤井美穂子 )
・リハビリテーション看護：2 年生 ,1 単位 30 時間（本山仁美 , 佐鹿孝子 , 佐久間肇 , 藤沼小智子）
・クリティカルケア論：3 年生 ,1 単位 15 時間（古地順子 , 本山仁美 )
・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））：健康医療学科 1 年生，1 単位 30 時間（佐久間肇ほか）
・医療の基本Ⅰ（医の倫理，診療の基本）
：医用生体工学科 1 年生，1 単位 30 時間（佐久間肇ほか）
・医療の基本Ⅰ（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ／患者−医療人関係））：理学療法学科 1 年生，1 単位 30 時間（大野良三ほか）
・医療の基本Ⅱ
（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ／患者−医療人関係）：医用生体工学科 2 年生，1 単位 30 時間（大野良三，佐久間肇ほか）
・医療の基本Ⅲ（医療安全管理とチーム医療）：健康医療科学科 3 年生，1 単位 30 時間（大野良三，佐久間肇）
・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 , 佐久間肇ほか）
・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，佐久間肇ほか）
・ヒトの病気Ⅲ：医用生体工学科 3 年生，2 単位 30 時間（大野良三ほか）
・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，佐久間肇ほか）
・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，佐久間肇ほか）
・リハビリテーション医学：理学療法学科 1 年生，2 単位 30 時間（佐久間肇ほか）
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，学習目標は達成できた．基礎看護技術科目の
技術習得のため実技試験項目を 6 項目実施し，個別指導やグループへの指導を行った．その結果，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，看護師の役割や保健医療チームのあり方について理解を深める
ことができ，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．実践応用の看護学実習では，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を教授し，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，患者の健康レベルの特徴とそれにより異なる生活の仕方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た生活療養支援，方法論Ⅱは健康レベルの急激な変
化に応じた患者と家族の看護，方法論Ⅲはがん患者の看護を，方法論Ⅳは成人看護に必要な技術の意味を考察・実施
できた．実習Ⅰ -A 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 -A
は患者の健康レベルの変化に対応できる看護を，実習Ⅱ -B は通院治療中の患者・家族への自己管理を促進する継続
看護を，実習Ⅱ -B は生命危機に直面している患者とその家族の看護について考察を深めることができた．
老年看護学領域：老年看護学概論では資料を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．
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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．
今年度で 2 年目になる実践応用の看護学実習では学外施設も担当した．教員は昨年度の経験を活かし実習指導に
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．公衆衛生看護学概論は保健師活
動指針の改定など最新の情報を提供するよう努めた．地域看護学活動論は事例を用いた教材を工夫し，地域診断の演
習では実際の実習市町のデータを用いて実習と直結する演習を行った．地域看護管理論はパワーポイントの図表を取
り入れわかりやすくなるよう工夫した．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，実習
指導者との調整も円滑にでき，充実した実習ができた．限られた授業時間内で大量の学習内容を教授することに課題
があり，全体的には 70% 程度の達成度と考える．
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，実技試験を導入している．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Ⅰ・Ⅱについては，次年度から実習中の学生の学習環境を整え，
実習目標の達成度を上げるため，国際医療センター 1 箇所で実施する予定である．今後も，実習目標の達成に向け，
臨床との連携をさらに強化していきたい．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．次年度は，総
合医療センターでの実習となるが，実習施設との意見交換会で出された意見を生かし，充実した実習としていきたい．
成人看護学領域：成人看護学概論は実習との連携を強調し看護実践に有用な理論などにより授業への興味関心を引
き出せた．しかし学生の能力には幅がありクラス全体の向学心を向上するには長期的な課題を残しており，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ことは急務である．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 や視聴覚教材等を取り入れ，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
法に工夫した．これについては今後も継続を要する．方法論Ⅳでは継続的課題として実習に活用できる状況判断能力
の育成方法を取り入れ，効果的な授業構築に取り組む．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ための具体的検討が必要である．
老年看護学領域：前年度に引き続いて，更に資料を工夫し，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，昨年度工夫した学内での演習内容を再検討し，学生
が虚弱な要介護高齢者について理解を深めることができるようにしていく．老年看護学実習Ⅱでは，昨年度検討した
事前学習課題を用いて学生の認知症高齢者に対する理解が深まる実習としていく．
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
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．
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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，授業内に記入するための空欄を設けるなどの主
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は今年度開
講したが，さらに内容を精選し要点を明確にして教授したい．次年度は 3 年次から公衆衛生看護学関連の専門的な
科目が開講するため，学生の理解度を見ながら授業と演習の工夫をする必要がある．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．看護師及び保
健師国家試験出題基準が改正されたため，授業内容がこれに対応しているか検討し授業を進めていきたい．

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：倫理，患者−医療人関係，医療安
全など（大野良三ほか）②医療人教育におけるコミュニケ−ション能力の開発（大野良三ほか）
3-3．研究内容と達成度：学部開設以来 8 年間にわたり，上記テーマにて小グループ演習を実施し，学生によるカリキュ
ラム評価を通じて授業方法の改善方策，学科間の比較などにつき検討を重ねている．
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．②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看護系大学における看護学生の日常生活援助技術を学ぶ意欲に関する要因について明ら
かにし，看護技術教育のあり方について示唆を得る．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
：①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 , 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 )，②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 , 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 ) ③小林由起子 , 樋口美樹 , 冨田幸江：看護系大学における看護学生の日常生活援助技術を学ぶ意欲に関する要
因（平成 25 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：3-2 の①については，予備調査，本調査を予定している．達成度 50％．3-2 の②は，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，それらを明らかにするための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中であり，今後，調査予定している．達成度 50％．3-2 の③については，
倫理審査申請中であり，今後，予備調査，本調査を予定している．達成度 50％
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．
＜成人看護学領域＞
3-1．目的・目標：がん看護およびクリティカルケア看護の専門性探求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）
：なし
3-3．研究内容と達成度：なし
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．
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＜老年看護学領域＞
3-1．目的・目標：介護保険制度の 2006 年の改正で，地域の包括的な支援・サービス提供体制構築のための中核的
組織として地域包括支援センターが創設された．主任ケアマネジャーが担う包括的・継続的ケアマネジメント支援業
務を遂行するためには，主任ケアマネジャー自身が高いケアマネジメント力を有することが必要であるため，地域包
括支援センターの主任ケアマネジャーのケアマネジメント実践能力について検討する．
3-2．研究グループ：地域包括支援センターの主任ケアマネジャーのケアマネジメント実践能力に関する研究（浅川
典子 , 佐々木千佳）
3-3．研究内容と達成度：調査方法について検討し，郵送調査を行う準備を進めた．達成度 30％
3-4．自己評価と次年度計画：郵送調査によるデータ収集を行う．
＜小児看護学領域＞
3-1．目的・目標：①予防接種を受ける幼児に対する親のかかわりへの影響要因を明らかにし，親から子どもへのか
かわりを充実させる方策を考察することを目的として取り組んだ．②予防接種を受ける子どもと家族に対する地域の
看護職のかかわりの実態を調査し，看護職への支援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：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 )
②予防接種時における看護職の子どもへのかかわりに関する研究：( 藤沼小智子，佐鹿孝子，杉山智江，鈴木優子他：
埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 )
3-3．研究内容と達成度：①質問紙調査を行い，分析，考察をした．埼玉医科大学看護学科紀要第 7 巻 1 号に投稿した．
達成度 100% ② 480 施設の診療所および保健センターを対象に質問紙調査を行い，返送された質問紙を順次集計中
である．達成度 60%
3-4．自己評価と次年度計画：①質問紙調査結果より予防接種時の親から子どもへの説明は 8 割弱で実施されていたが，
子どもと親がプレパレーションを経験できる場を整えていくことが，親から子どもへの説明を促すことにつながるこ
とが明らかとなった．地域でのプレパレーションの実態調査としてプロジェクト②にて継続している．②分析，考察
を加え学会発表および学会誌へ投稿できるよう準備していく．
＜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，
藤井美穂子）②有職の高年初産婦に関する研究（藤村博恵，大森智美）③生殖補助医療後に双子の母親となっ
た女性の体験− 1 〜 2 歳の双子を育児する女性に焦点をあてて−（藤井美穂子：埼玉医科大学保健医療学部プロジェ
クト研究）
3-3．研究内容と達成度：①分析を終了し，結果は日本「性とこころ」関連問題学会第 6 回学術研究大会にて発表し，
また論文は学会誌「性とこころ」に掲載された．達成度 100％．②分析を終了し，結果は第 54 回日本母性衛学会学
術集会にて発表した．現在，投稿準備中である．達成度 90％．③研究参加者へのインタビューを実施し逐語録を作
成した．現在，第一分析に入ろうとしているところである．達成度 15％．
3-4．自己評価と次年度計画：①②は前年度から継続したプロジェクト研究であったが，結果の公表まで終了した．
今年度も領域内に欠員があり，教育活動と研究活動の両立は困難であった．③については分析を進め，学会発表を目
指す．
＜精神看護学領域＞
3-1．目的・目標：研究活動とその発表を通じて精神看護学の発展に寄与することを目的とする．
3-2．研究グループ ( 研究プロジェクト )：①森林環境が精神科デイケア利用者の心身に与える影響（大賀淳子，辻脇
邦彦，大澤優子，成田みぎわ：平成 25 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）②看護系大学生の共依存
傾向の実態とその関連因子に関する研究（大澤優子，辻脇邦彦，大賀淳子，成田みぎわ：平成 25 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埼玉県内の精神科デイケア 2 施設を利用している 20 名程度を対象として，森林での活
動前後に心身の変化（脈拍，血圧，唾液アミラーゼおよび気分）を測定し，街中あるいは院内での活動におけるこれ
らの測定値と比較することによって，森林環境の効果について検討する．その際，性，年齢，疾患および内服量（重
症度）との関連を含めて検討する．活動および測定は，平成 26 年 3 月下旬〜 5 月中旬に実施予定である．②関東圏
の看護系大学を対象として，共依存傾向の実態とその関連因子を探る調査をし，関連因子について検討する．それに
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ついての郵送式質問紙調査が現在進行中である．今後は，調査を進行させ解析を行い，共依存に向けた具体的な知見
を得ることを目標としている．
3-4．自己評価と次年度計画：①研究責任者（大賀）の着任が年度途中（7 月）であり対象施設の選定が遅れたこと，
屋外活動に適切な季節を待ったことが研究実施の時期を遅らせた原因である．次年度は，年度当初から計画的に進め
ていくことが課題である．

②保健医療学部研究プロジェクトは順調に進んでいる．次年度以降も計画に沿うよう継

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，地域住民の健康の現状
についての調査を継続し，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：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 24 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）③平成 25 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 , 富樫和枝 , 町田貴絵）④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・継続）
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の分析が継続しており，今年度は，中堅
保健師と教育担当者，プリセプターを対象とした調査内容について学会発表を 3 件行った．残りのデータの分析及
び報告書を作成中であるため，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．一部を論文として発表
できたが，心の健康部分については一部分を学会に発表し残りの部分を分析中である．達成度 80%

③保健事業の

事業前，事業直後，事業半年後の評価を行うための研究であるが，現在事業前のデータを収集したところである．達
成度 20%

④地域住民を対象とする心の健康に関する調査である．昨年に引き続き分析中である．達成度 65%

3-4．自己評価と次年度計画：①は論文投稿を目指す．②③は引き続き分析をすすめ，学会発表を目指す．④は分析
を終了し，論文作成に取り掛かる．

4．診療
神経内科専門外来（週 1 回午後）
（大野良三）, 神経内科専門外来（週 1 回午前）（佐久間肇）

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）共同プロジェクト委
員会埼玉医科大学看護系委員 ( 代表古地順子 , 原田真里子 )，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 ),
5-2．学術誌，編集委員，査読委員
日本地域看護学会査読委員（千田みゆき）
，リハビリテーション医学学会誌「リハビリテーション医学」査読委員
（佐久間肇）
，日本小児看護研究学会誌専任査読委員（佐鹿孝子），日本赤十字看護学会論文専任査読委員（古地順子 )，
日本看護倫理学会専任論文査読委員（古地順子），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）
，日本看護学会論文集看護教育論文選考委員 ( 小倉邦子，大堀昇 )，日本手術
看護学会編集委員 ( 坂本文子 ), 日本看護学会

看護総合

論文選考委員（大野明美），日本助産学会誌査読委員（藤

井美穂子）
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】
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），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）
，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（千田みゆき，古
地順子，冨田幸江，小倉邦子，大森智美，辻脇邦彦，本山仁美 , 藤村博恵），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），埼玉医科大学市民公開講座「毎日
を爽やかに・・・私の尿もれ対策」
（大森智美）
，横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻非常勤講師（辻脇邦彦）
，
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日本精神科看護技術協会認定看護師制度，精神科薬物療法看護領域育成担当（辻脇邦彦），埼玉医科大学市民公開講
座「こころの病気 , うつ病と向き合う〜あなたのこころは何色ですか〜」（辻脇邦彦），公立大学法人首都大学東京大
学院人間健康科学研究科非常勤講師（藤村博恵）
【学会役員・その他の学会関連】
日本医学教育学会名誉会員（大野良三）
，日本神経治療学会功労会員（大野良三），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），第 36 回日本アルコール関
連問題学会学術大会実行委員（小倉邦子）
，第 5 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）
，
日本循環器管理病予防学会評議員 ( 菊池チトセ ), 日本手術看護学会指名理事 ( 坂本文子 ) ，第 24 回日本精神保健看
護学会企画委員（辻脇邦彦）
，日本アディクション看護学会事務局（辻脇邦彦，大澤優子，成田みぎわ），第 12 回日
本アディクション看護学会学術大会企画委員（大澤優子），第 12 回日本アディクション看護学会学術集会実行委員（成
田みぎわ）
【その他】
川越市新人保健師集合研修講師（千田みゆき）, 川越市地域包括支援センター職員研修講師（千田みゆき）, 日本子
ども家庭総合研究所嘱託研究員 ( 佐鹿孝子 )，埼玉県浦和区中部圏域地域包括支援センター事例検討会アドバイザー
（浅川典子）
，NPO 法人高齢社会をよくする女性の会理事（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）
，埼玉県川口市神根地域介護支援専門員連絡会事例検討会講師（浅川典子）,

東京都足立区居宅介

護支援部会研修会講師（浅川典子）, 国立療養所多磨全生園看護部看護研究指導（大堀昇），埼玉医科大学総合医療セ
ンター看護部院内研修講師 ( 大堀昇 ), 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），独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業依存症者家族
教室モデル開発普及事業検討委員（小倉邦子）
，日高市要援護高齢者等支援ネットワーク実務者研修講演会講師（山
路真佐子）, 埼玉県市町村保健師協議会第 2 支部成人部会Ｂ研修会講師（山路真佐子）, 川島町自殺予防対策事業「ゲー
トキーパー養成講座」講師（山路真佐子）, 秋田県美郷町メンタルヘルスサポーターフォローアップ研修講師（山路
真佐子）
，日本精神科看護技術協会埼玉県支部教育委員長（大澤優子），日高市立高麗小学校エピペン講習会講師（町
田貴絵 , 千田みゆき）

6．業績
＜専門基礎領域＞
6-1．論文・学会発表
①有田和恵 , 有田彰 , 森田孝夫，別所正美，大野良三：学生の自己評価行動に与える確信度の影響 , 医学教育 ,44(3),
113-119,2013.
②大野良三：臨床工学技士 / ブルー・ノート基礎編，見目恭一編 , メディカルビュー社 , 2013．
③大野良三：臨床工学技士 / イエロー・ノート臨床編 , 見目恭一編 , メディカルビュー社 , 2013．
④稲山貴代 , 横瀬道絵 , 角田伸代 , 内山久子 , 佐久間肇 , 樋口幸治 , 岡純 , 加園恵三：推定方法の違いによる在宅の脊
髄損傷者の推定エネルギー必要量についての検討，栄養学雑誌，71(2) , 59-66，2013.05.
⑤山中京子 , 田村玉美 , 佐久間肇：脊髄損傷者の排便に関する調査−退院時の排便の問題は在宅生活でどう変化し
たか−，国リハ研紀，(33),27-31，2013.10.
【総数：論文 3 件，著書 2 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：なし
＜基礎看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①秋葉沙織，石津みゑ子：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，北日本看護学
会誌，16（2）
，11-20，2014.2．
②大堀昇：看護管理者が合意する就職時の新卒看護師に求める看護技術と水準−裁量権の拡大と業務委譲を伴う
チーム医療の推進の視点から− , 日本看護医療学会誌 ,15（2）,1-9,2014.2．
③青森広美：3 年課程看護専門学校の教員が臨地実習において指導した倫理上の問題場面，埼玉医科大学看護学科
紀要，7(1)，19-28，2014.3．
④清水典子，大堀昇：経皮的冠動脈ステント留置術後に抗血栓薬を処方されている患者の服薬に対する受け止めと
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服薬対応との関連，看護教育研究学会誌，5(1)，33-39，2013.5．
⑤西川京子 , 岡崎直人 , 小倉邦子他：平成 25 年度独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業依存症家族教
室モデル開発普及事業報告書 , 特定非営利活動法人ジャパンマック ,2014.3．
⑥小林由起子 , 樋口美樹 , 冨田幸江 , 青森広美：看護学生の生活体験・生活習慣に関する研究の動向 , 第 24 回日本
医学看護学教育学会学術学会 , 2014.3, 島根 .
⑦小倉邦子：精神科病院・クリニックの依存症者家族支援担当者の抱える困難 , 第 13 回日本外来精神医療学
会 ,2013.7, 札幌 .
【総数：論文 5 件，学会発表 2 件】
6-2．獲得研究費
①小林由起子 , 樋口美樹 , 冨田幸江：看護系大学における看護学生の日常生活援助技術を学ぶ意欲に関する要因（平
成 25 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究費 18.6 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
＜成人看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①安藤早紀 , 原田真里子 ,Michael A Weitzner, 他 4 名：Caregiver Quality of Life Index-Cancer（CQOLC）日本語版
の信頼性・妥当性の検証 ,Palliative Care Research,8(2),286-292,2013.
②古地順子：心臓・大血管の解剖と生理 ,Heart,3(5),17-25,2013.
③原田真里子：研究課題の明確化，臨床実践に役立つ看護研究ガイド , 29-48, 看護の科学社 ,2013.4.
④原田真里子 , 中村美知子：同種造血幹細胞移植患者の QOL に対する医療者の認識，第 28 回日本がん看護学会学
術集会．2014.02. 新潟市
【総数：論文 1 件，著書 2 件，学会発表 1 件】
6-2．獲得研究費：該当なし
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
①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」採択事業

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 , 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 8 大学共同プロジェクト 国際協力型包括的がん治療・ケア医療者・指導者コース主催「緩和ケア多職
種養成コース（インテンシブ短期コース）
」2013 年 10 月 8 日〜 2014 年 1 月 24 日計 8 回 ,( 古地順子 , 原田真
里子 )
②日本看護学教育学会第 23 回学術集会，交流セッション「看護基礎教育の急性期実習における手術室実習‐現場
のニーズを反映した急性期実習のために‐，2013 年 8 月，仙台（坂本文子）
＜老年看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①浅川典子 , 細谷たき子 , 小林淳子 , 叶谷由佳：『独居認知症高齢者に対するケアマネジメント実践』を測定する項
目の検討 , 第 18 回日本在宅ケア学会学術集会講演集 ,124,2014.
②浅川典子 , 細谷たき子 , 小林淳子 , 叶谷由佳：ケアマネジャーが独居認知症高齢者のケアマネジメントにおいて
感じる困難の内容 , 第 16 回北日本看護学会学術集会抄録集 ,101,2013.
③内野聖子，浅川典子，橋本志麻子：グループ回想法実践能力尺度（質問式）の開発，第 33 回日本看護科学学会
学術集会講演集，554, 2013.
④佐々木千佳，大竹まり子，森鍵祐子，小林淳子，細谷たき子，叶谷由佳：午前入浴と夕方入浴における夜間睡眠
への影響，第 16 回北日本看護学会学術集会抄録集，47，2013.
【総数：論文 0 件，学会発表 4 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）20 万円）
②浅川典子 , 佐々木千佳：地域包括支援センターの主任ケアマネジャーのケアマネジメント実践能力に関する研究
（保健医療学部プロジェクト研究
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6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績： 該当なし
＜小児看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①佐鹿孝子：在宅療養児の観察と看護，水戸美津子編集 ; 在宅看護，分担，中央出版，250-265,2014．
②藤沼小智子，佐鹿孝子 , 杉山智江，鈴木優子他：予防接種を受ける幼児に親が行う説明の実態〜 A 市内保育園で
の調査を通して〜，埼玉医科大学看護学科紀要 7（1），9-17，2014.3.
③大見サキエ．髙橋由美子．佐鹿孝子他 3 名：学生が子どもの立場に立った看護が実践できるようになるプロセ
スの妥当性の検討 (1)，小児看護，ヘルス出版．37(2)，246-253，2014.2.
④鈴木優子，佐鹿孝子：小児看護を実践する看護師の抱える困難に関する文献検討‐1997 年から 2013 年の 21
文献の分析‐，埼玉医科大学看護学科紀要 7（1），29-37，2014.3.
⑤藤沼小智子，佐鹿孝子 , 杉山智江，鈴木優子他：予防接種を受ける幼児に親が行う説明の実態 , 第 60 回日本小
児保健協会学術集会 , 2013.9，東京 .
⑥杉山智江，佐鹿孝子：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かか
わりのプロセス，第 60 回日本小児保健協会学術集会，2013.9，東京 .
⑦坂口由紀子，佐鹿孝子 , 藤沼小智子，杉山智江，鈴木優子：医療機関を受診する際の子どもへの説明について，
第 33 回日本看護科学学会学術集会，2013.12，大阪 .
【総数：論文 3 件，著書 1 件，学会発表

3 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：予防接種時における看護職の子どもへのかかわりに関する研究
( 平成 25 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究

17.9 万 )

6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 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，河口朝子，原田美智，大森智美，藤村博恵：日本人男性高齢者の性意識について−予備的インタビュー
調査の結果より−，日本「性とこころ」関連問題学会第 5 回学術研究大会，2013.6，東京．
②大森智美，松下年子，河口朝子，藤村博恵，藤井美穂子：女性高齢者の性意識，日本「性とこころ」関連問題学
会第 5 回学術研究大会，2013.6，東京．
③松下年子，大森智美，原田美智，河口朝子，藤村博恵，藤井美穂子：高齢者の性意識と性行動―インタビュー調
査の結果から―，第 54 回日本母性衛生学会学術集会，2013.10，大宮．
④藤村博恵，大森智美：有職の高年初産婦に関する研究，第 54 回日本母性衛生学会学術集会，2013.10，大宮．
⑤藤井美穂子：生殖補助医療によって双胎妊娠した女性が妊娠期から出産後 6 か月までに母親となっていくプロ
セス , 第 33 回日本看護科学学会学術集会 ,2013,12, 大阪 .
⑥藤井美穂子：生殖補助医療によって双胎妊娠した女性が妊娠期に母親像を形づくるプロセス , 第 28 回日本双生
児研究学会学術講演会 ,2014,1, 大阪 .
⑦藤井美穂子：生殖補助医療によって双胎妊娠した女性が出産後に母親像を形づくるプロセス , 第 28 回日本双生
児研究学会学術講演会 ,2014,1, 大阪 .
⑧松下年子，河口朝子，原田美智，大森智美，藤村博恵：日本人男性高齢者の性意識について−予備的インタビュー
調査の結果より−，日本「性とこころ」関連問題学会学会誌，5(2)，139-145，2013．
⑨大森智美，松下年子，原田美智，河口朝子，藤村博恵，藤井美穂子：日本人女性高齢者の性意識，日本「性とこ
ころ」関連問題学会学会誌，5(2)，152-157，2013．
【総数：論文 2 件，学会発表 7 件】
6-2．獲得研究費
①藤井美穂子（平成 25 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 ,6.3 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
783

看護学科

＜精神看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①井伊暢美，李笑雨，大賀淳子：BPSD と要介護度および認知症高齢者の日常生活自立度の関係，日本認知症ケア
学会誌，12（4）
，742-752，2014．1．
②市川絵里，大澤優子，丸山昭子：震災時における子どもへの心理的影響の実態に関する文献検討，日本看護学会
誌精神 ,2014.3.
③丸山昭子，大澤優子，デッカー清美：セックスレスに関する和文献の検討，性と心の関連学会誌，32（2）
，
114-117，2013．
④デッカー清美，松下年子，丸山昭子，大澤優子：看護大学生の携帯電話の使用状況，依存傾向と社会性スキル ,
携帯依存，医学と生物学，157（6）
，787-791，2013．
⑤大賀淳子：森林環境を利用した精神科デイケア活動の効果（第 2 報），第 72 回日本公衆衛生学会，2013．10，
三重．
⑥大賀淳子：精神科における接遇についての精神科看護師の意識，第 33 回日本社会精神医学会，2014．3，東京．
⑦大澤優子，田中瞳，松下年子，丸山昭子，渡邉裕見子：看護大学生が認識している自身の親の養育態度と自己価
値観の関連性，第 12 回日本アディクション看護学会，2013．9，埼玉．
⑧ Hitomi TANAKA, Yuko OSAWA, Kaori WATANABE, Toshiko MATSUSHITA, Kiyomi Decker, Akiko MARUYAMA：
Factors related to codependence tendencies in nursing students，3rd World Academy of Nursing Science，
2013，Seoul, Korea．
⑨田中瞳，大澤優子，松下年子，丸山昭子，デッカー清美：看護大学生の共依存傾向〜他者とのかかわりでの経験
との関連〜 , 第 12 回日本アディクション看護学会，2013．9，埼玉．
⑩成田みぎわ：子育ての悩みを抱える母親にとっての「赤ちゃん登校日」授業の有用性‐子育てのエンパワメント
の側面から（報告 1）
‐，第 12 回日本アディクション看護学会，2013．9，埼玉
【総数：論文 6 件 , 学会発表 15 件】
6-2．獲得研究費
①大賀淳子，辻脇邦彦，大澤優子他：森林環境が精神科デイケア利用者の心身に与える影響（平成 25 年度埼玉医
科大学保健医療学部プロジェクト研究

研究費 15.8 万円）

②大澤優子，辻脇邦彦，大賀淳子，成田みぎわ：看護系大学生の共依存傾向の実態とその関連因子に関する研究（平
成 25 年度埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究 ,276 千円 )
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許 , 実用新案： 該当なし
6-5．学会 , 研究会 , セミナー等の開催実績：
①第 38 回日本精神科看護学術大会，企画セミナー , 薬物漫才 - 服薬心理教室のジレンマについて考えよう -,2013
年 6 月 , 宮城（辻脇邦彦）
②第 23 回日本精神保健看護学会学術集会･ワークショップ , 高齢者のアディクションとその看護 ,2013 年 6 月 , 京
都 ( 辻脇邦彦）
③第 20 回日本精神科看護学術集会専門Ⅰ，分科会②精神科薬物療法看護シンポジウム，今試される精神科薬物療
法における精神科認定看護師の力 - 地域移行支援を目指す中で精神科薬物療法看護領域の精神科認定看護師は何
をしてきたのか -，2013 年 8 月，群馬（辻脇邦彦）
④第 20 回日本家族看護学会学術集会 , 交流集会，精神科医療における保護者制度と医療保護入院見直しに基づく
今後の家族看護の展望 ,2013 年 8 月 , 静岡（辻脇邦彦）
⑤第 33 回日本看護科学学会学術集会･交流集会 , アディクションを知って看護に生かす ,2013 年 12 月 , 大阪（辻
脇邦彦）
＜在宅看護学・地域看護学領域＞
6-1．論文・学会発表
①千田みゆき , 山路真佐子 , 菊池チトセ , 桑原清美：A 市住民の生活習慣と主観的健康感の実態 , 平成 25 年度埼玉
医科大学看護学科紀要 ,7(1),1-7,2014.3.
②富樫和枝：大学生に対する精神保健対策シートの考案と実践：Open Forum 第 9 号

放送大学大学院教育研究成

果報告 [ 学生論文集 ],2014.3.
③千田みゆき , 山路真佐子 , 菊池チトセ：A 市住民の主観的健康感と生活習慣 , 第 16 回日本地域看護学会学術集会，
2013.8, 徳島．
④町田ふさ子 , 千田みゆき：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，第 16 回日本地域看
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護学会学術集会，2013.8, 徳島．
⑤菊池チトセ , 千田みゆき , 山路真佐子：行政で働く中堅保健師を取り巻く新任期現任教育の現状とニーズ，第 16
回日本地域看護学会学術集会，2013.8, 徳島．
⑥菊池チトセ , 千田みゆき , 山路真佐子：新人保健師の現任教育における新人教育担当の現状 , 第 72 回日本公衆衛
生学会 ,2013.10, 三重 .
⑦菊池チトセ , 千田みゆき , 山路真佐子：新人保健師の現任教育におけるプリセプターの現状 , 第 33 回日本看護科
学学会 ,2013.12, 大阪 .
⑧山路真佐子 , 千田みゆき , 菊池チトセ：A 市住民のソーシャルキャピタルと精神的苦痛に関する実態 , 第 16 回日
本地域看護学会学術集会，2013.8, 徳島．
⑨富樫和枝 , 千田みゆき：担任教員による大学生の「自覚症状チェックシート」の活用性 , 第 16 回日本地域看護
学会 ,2013.8, 徳島 .
⑩富樫和枝 : 精神的な不調を早期に発見する自覚症状チェックシートの有効性

GHQ30 によるスクリーニング効

率の比較 , 第 33 回日本看護科学学会学術集会 ,2013.12, 大阪 .
【総数：論文 2 件，学会発表 8 件】
6-2．獲得研究費
①千田みゆき , 菊池チトセ , 山路真佐子 , 富樫和枝 , 町田貴絵：平成 25 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 25 年度日高市受託研究費 10 万円）
6-3．受賞：該当なし
6-4．特許，実用新案： 該当なし
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
①第 5 回保健師活動研究会「新人保健師に本当に必要な研修とは」2014 年 3 月（千田みゆき , 菊池チトセ , 山路
真佐子 , 町田貴絵）
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）2014 年 3 月（山路真佐子 , 千田みゆき , 菊
池チトセ , 町田貴絵）

7．自己点検・評価
平成 25 年度は 5 回生を送り出した．看護師国家試験は既卒者を含め合格率は 100% であった．保健師国家試験は
95.7％ ( 新卒 ) で全国平均 88.8％を大きく上回った．看護師国家試験の全員合格は，開学以来初の快挙である．これ
は，国試対策委員会・担任会をはじめ全教員の協力に学生が応えてくれた結果であると考える．1 年次からの教員の
働きかけの効果は大きいと実感した．平成 26 年度も全員合格を目指し，引き続き試験対策を続けていく．
本年度は大学認証評価があり，教育及び研究活動，組織運営にわたる細部の見直しをする機会を得ることとなった．
その結果，指摘された問題点はなかったが，今後はさらに内容を充実させていくことが重要であると考える．昨年度
から開講した実践応用の看護学実習は 2 年目を迎え，実情に合わせて実習要項の修正を行った．年度末には実習施
設との意見交換会のテーマを実践応用の看護学実習とし，改善点について実習施設の意見を聞くことができた．また，
その他の各看護学実習の実習施設との連絡調整も円滑に実施できた．平成 24 年度改正カリキュラム該当の学生は 2
年生となり，保健師教育課程の選択制に伴う選抜のガイダンスを行って周知に努めた．
各委員会は，それぞれに計画した活動を目標に沿って遂行できた．それにより，学科運営も円滑に進めることがで
きた．公開講座は前年度より 39 名多い 228 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（第 2
弾）〜研究をどうすすめるのか〜」というテーマで講演を行い好評を得た．看護学科 FD は昨年と同様の「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すことを目指した．短い時間ではあったが，教育に奔走している日常
の中にあっては，研究マインドを奮起させる貴重な時間となった．教育及び研究活動・組織運営に，各教員は力を尽
くしてそれぞれの役割を遂行した．欠員を補充できなかった領域もあったが，このことにより学科全体としては円滑
な業務が遂行できたと考える．
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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：免疫学，臨床免疫学，輸血移植学：博士
奥崎政美（OKUZAKI, Masami）
：教授：食品学，食品分析学：博士
有田

彰（ARITA, Akira）
：教授：医用工学概論，情報科学：博士

北村邦男（KITAMURA, Kunio）
：教授：人体の構造と機能Ⅰ（生理学）：博士
市岡正適（ICHIOKA, Masayuki）
：教授：独文学：修士
鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：教授：薬理学，医薬品安全性学，薬事関係法規：博士
村田栄子（MURATA, Eiko）教授：人体の構造と機能Ⅰ（解剖学）：博士
長谷川正博（HASEGAWA, Masahiro）
：准教授：人体の構造と機能Ⅱ A，B：博士
渡辺宏志（WATANABE, Hiroshi）
：准教授：病理学：博士
野寺

誠（NODERA, Makoto）
：准教授：予防医学，労働衛生学：博士

佐藤正夫（SATOH, Masao）
：准教授：微生物学，医動物学：博士
間山

伸（MAYAMA, Shin）
：准教授：英文学：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：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：博士
下垣里河（SHIMOGAKI, Satoka）
：助教：博士
髙橋

俊（TAKAHASHI, Shun）
：助教：修士

小糸寿美（KOITO, Hisami）
：助教：博士
宮嶋由佳（MIYAJIMA, Yuka）
：助教：修士
細田裕貴（HOSODA, Hiroki）
：助手

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 8 年目に当たる平成 25 年度は，いままであった２つのコース制を廃止し，臨床検査技師養成を主とす
る学科に改変を開始した（食品衛生管理者・監視員と診療情報管理士養成を廃止し関係する科目の閉講を暫時行うこ
ととした）
．臨床検査技師の国試合格率向上を目指し，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，ヒトの解剖学，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，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，
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臨床生理学Ⅱ･Ⅲと実習，検査管理学，検体情報処理科学，検体採取処理技術などを開講して，幅広く充実した臨床
検査医学教育を行うことを目標にした．加えて，臨地実習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，食品衛生管理者・監視員と診療情報管理士養成を廃止することから有機化学と実習，分析化学，
保健栄養学，医療管理論，診療情報管理論，医療情報学は本年度で閉講することとなった．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），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･ 6 時間（有田），医用工学概論･ 6 時間（有田）
，
検査情報処理科学･ 8 時間（有田）
，人体の構造と機能Ⅰ･ 26 時間（北村），ドイツ語･ 30 時間（市岡），薬理学･ 30
時間（鈴木）
，
医薬品安全性学･ 16 時間（鈴木）
，
薬事関係法規･ 16 時間（鈴木），人体の構造と機能Ⅰ･ 7 時間（鈴木）
，
人体の構造と機能Ⅰ･ 32 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），病理組織細胞検査学・28 時間（渡辺），臨床病
理学・28 時間（渡辺）
，公衆衛生学･ 16 時間（野寺），環境保健学･ 10 時間（野寺），産業保健学･ 30 時間（野寺）
，
衛生管理学･ 10 時間（野寺）
，保健社会学 22 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･ 26 時間（間山），英会話･ 26 時間（間山），医学英語･ 26
時間（間山）
，基礎臨床化学･ 14 時間（伴塲）
，臨床化学･ 12 時間（伴塲），栄養学･ 30 時間（伴塲），臨床生理学Ⅰ・
8 時間（内田）
，臨床生理学Ⅱ･Ⅲ･ 18 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）
，
検査機器総論･ 4 時間（木村），検体採取処理技術･ 8 時間（木村），検体採取処理技術･ 2 時間（周
東）
，基礎臨床化学･ 10 時間（下垣）
，臨床化学･ 10 時間（下垣），検査機器総論･ 2 時間（下垣），情報科学 24 時間
（髙橋）
，医用工学概論・24 時間（髙橋）, 検査情報処理科学･ 22 時間（髙橋），人体の構造と機能Ⅰ･ 16 時間（小糸）
，
公衆衛生学･ 16 時間（宮嶋）
，保健社会学･ 2 時間（宮嶋），産業保健学 4 時間（宮嶋），検査学特論・90 時間（和合，
村田，渡辺，野寺，佐藤，小峰，内田，木村，周東，髙橋 , 下垣，宮嶋）
【当学科実習等】
臨床免疫学実習･ 84 時間
（和合 , 木村）
，
輸血移植学実習･ 84 時間（和合 , 木村），企業実習･ 40 時間（和合 , 奥崎 , 野寺 ,
下垣）
，
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 , 髙橋 , 内田）
，
医用工学実習･ 90 時間（有田 , 髙橋）
，臨床生理学Ⅰ実習･ 84 時間（有田 , 内田），臨床生理学Ⅱ実習･ 84 時間（有田 ,
内田）
，臨床生理学Ⅲ実習･ 42 時間（有田）
，人体の構造と機能Ⅰ（機能系実習）･ 84 時間（北村 , 鈴木 , 小糸）
，卒
業研究･ 180 時間（鈴木）
，人体の構造と機能Ⅰ（構造系実習）･ 90 時間（村田 , 周東），卒業研究･ 180 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 , 小峰），病理組織細胞検査学実習･ 84 時間（渡辺 , 周東）
，
病理細胞検査診断学（演習）
・56 時間（渡辺 , 周東），公衆衛生学実習･ 45 時間（野寺 , 宮嶋），医動物学実習･ 84 時
間（佐藤 , 周東 , 細田）
，臨床微生物学実習･ 120 時間（佐藤 , 小糸 , 髙橋），卒業研究･ 20 時間（佐藤），臨床検査総
論実習･ 90 時間（小峰 , 宮嶋 , 細田）
，
基礎臨床化学実習･ 90 時間（伴塲 , 下垣 , 小峰），臨床化学実習･ 90 時間（伴塲 ,
小峰 , 下垣）
，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･ 66 時間（内田）
，
生物学実験･ 84 時間（木村）
，臨床血液学実習･ 84 時間（周東 , 細田），物理学実験･ 78 時間（髙橋），化学実験･ 84
時間（小糸）
，有機化学実習･ 42 時間（小糸）
【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 , 髙橋），情報科学演習（理学療法学科）･ 30 時間（有田 ,
髙橋）
，
人体の構造と機能実習（機能系実習）
（理学療法学科）･ 50 時間（有田 , 内田），人体の構造と機能Ⅰ（看護学科）
･ 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）･ 30 時間（市岡），ドイツ語（理学療法学科）
･ 28 時間（市岡）
，薬理学（看護学科）･ 30 時間（鈴木），薬理学（医用生体工学科）･ 16 時間（鈴木），ヒトの病気
Ⅳ（理学療法学科）･ 8 時間（鈴木）
，人体の構造と機能Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ（看護学科）･ 70 時間（村田），細胞生物学（医用
生体工学科）･ 6 時間（村田）
，人体の構造と機能Ⅱ（医用生体工学科）･ 30 時間（村田），病理学総論（医用生体工
学科）･ 14 時間（渡辺）
，ヒトの病気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）･ 22 時間（野寺），公衆衛生学（医用生体工学科）･ 10 時間（野寺），公衆衛生学（理
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学療法学科）･ 10 時間（野寺）
，
病原微生物学（看護学科）･病理･微生物学演習（理学療法学科）
（合同）･ 30 時間（佐
藤）
，英語Ⅰ（看護学科）･ 28 時間（間山）
，英語Ⅱ（看護学科）･ 28 時間（間山），英語Ⅲ（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Ⅰ（医用生体工学科）･ 26 時間（間山），英語Ⅱ（医用生体
工学科）･ 26 時間（間山）
，英語Ⅰ（理学療法学科）･ 26 時間（間山），食物・栄養学Ⅰ（看護学科）･ 14 時間（伴
塲）
，公衆衛生学（医用生体工学科）
・18 時間（宮嶋），公衆衛生学（看護学科）・8 時間（宮嶋），公衆衛生学（理学
療法学科）
・22 時間（宮嶋）
【本学医学部および法人関連学校の講義･実習等】
情報科学（本学短期大学）･ 58 時間（有田 , 髙橋），CALL ドイツ語Ⅰ（医学部）･ 8 時間（市岡），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）
，
地域医学（医学部）･ 2 時間（野寺）
，
呼吸器（医学部）･ 2 時間（野寺），公衆衛生学（総合医療センター看護専門学校）
･ 14 時間（野寺）
，
公衆衛生学特論（総合医療センター看護専門学校）･ 8 時間（野寺），良医への道 2 ･栄養学総論（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）･ 24 時間（下
垣）
，情報科学（本学短期大学）
・58 時間（髙橋），公衆衛生学（総合医療センター看護専門学校）・12 時間（宮嶋）
【他大学等の講義･実習】
免疫生物学（首都大学東京大学院）
（和合）
，輸血学（新渡戸文化短期大学）（和合）, 医学概論（尚美学園大学）
（和
合）
，
臨床医学各論Ⅰ（尚美学園大学）
（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），生化学（秩父看護
専門学校）
（長谷川）
，病理学（西部文理大学）
（渡辺），生化学（飯能看護専門学校）（伴塲），解剖生理学Ⅱ（秩父看
護専門学校）
（内田）
，臨床免疫学（帝京大学）
（木村），生化学（上尾中央医療専門学校）（木村），日本メディカルハー
ブ協会認定資格ハーバルセラピスト養成講座（クラウターハウス大宮本校）
（木村），生化学（上福岡高等看護学院）
（下
垣）
，統計学（上福岡高等看護学院）
（宮嶋）
，公衆衛生学（上福岡高等看護学院）（宮嶋）
【大学院教育】
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）
，
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（大学院看護学研究科修士課程）･ 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），病理学概論（埼玉医科大学大学院）･ 26 時間（渡辺）
，
環境微生物学特論（埼玉医科大学大学院）･ 30 時間（佐藤）
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．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．臨床検査技師国家試験を受験した新卒学生の全員が合格したことは
一定の評価ができる．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）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完成できるように学生への課題負担
を軽減させた．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ていくとともに，国家試験対策になるように過去の重要な実習内容に関連す
る出題問題を解答してもらった．
b）免疫学および臨床免疫学，輸血移植学では，授業内で学ぶ内容をポイントとしてまとめ，すぐに復習できるよ
うに配慮した．この成果が試験結果にも表れていた．この方法を効果的と考え，次年度も継続させていく．
c）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
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た，昨年度に続いて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．
d）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．
e）moodle は教師としても使い勝手がよく，学生諸君も楽しんで勉強しており，ドイツ語を読むという目標はおお
むね達成されたと感じている．ただし，昨年度は大人数が同時にアクセスする場合の設定に関するノウハウを蓄
えて臨んだ医学部の 50 人の授業では，どうしても反応速度に不満が残ったので，今年度は OS を ubuntu に変
更した．その結果，反応速度は改善された上に，ハングすることもなく，操作性が随分と改善された．
f）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
夫などにより理解しやすい講義が出来た．次年度はポイントを決めてさらに明解に解説することを心がけたい．
g）健康医療科学科の構造系実習では非常に高い評価をもらい，概ね達成できた．
h）教育は学生に対してであり，相手の学生集団がどれほどの理解を示してくれるか

に左右される．学生が考え

る力を付けるよう教育するとは言っても基礎的知識は記憶してもらわねばならない．近年の学生は覚えることを
しない風潮があり，これをどうするか，さらに研鑽を続けて行きたい．
i）各種国家試験対応の面では，
いずれの学校・学科においても良好な成績であったため満足いく結果と考えている．
次年度も，継続したいと考えている．
j）どの授業も概ね良好に推移したと実感している．次年度は学習内容・授業構成をさらに発展させて，学生の授
業内容の理解度が高まり，学生が達成感を強く実感できる授業を展開できるように更なる工夫をしていきたい．
k）何故生化学的知識が必要なのかを当該学年までの基礎知識を振り返りながら講義は出来た．自発的に深くて勉
強できる姿勢を養えるように工夫したい．
l）臨床生理学では昨年度に引き続き項目終了毎に小テストを実施し，定期試験および国家試験勉強につながるよ
うに，問題の解説をノートにまとめさせた．また 3 年後期には国家試験問題集を取り入れ，国家試験に対する
意識を高めさせた．しかし取り組み方に個人差が大きく，その対応は引き続き検討する必要があると思われた．
m）今年度の国家試験対策では，一年を通して的確な学生指導ができた．しかし受験希望者全員が受験までには至
らなかったので更なる検討が必要であると思われた．
n）講義は国家試験ガイドラインにある内容を網羅できるよう心掛けた．また，実習は少人数でより効果的な形で
進められるように工夫した．次年度では，講義や実習の内容をさらに理解が深められるようも努めたい．
o）4 年後期の検査学特論の成績不良者へのフォローを早めに行いたい．2・3 年生へは縦割りのグループ担任制度
を利用して，上下の繋がりをできるように心がけ，将来について早い段階から意識させたい．
p）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．次年度は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．
q）授業中に復習の時間を設けたことで学生が理解しやすい授業ができたと思う．平成 26 年度は健康医療科学科
に加え，看護学科や大学院の授業を受け持つことになるので，それぞれのレベルにあった授業ができるように努
めたいと考えている．実習では，食品関係の実習である栄養学実習や食品分析化学実習が最後の年なので，より
気を引き締めて頑張りたい．
r）学生の視点に立った講義を念頭に置いて講義・実習を行うことが出来た．来年度も引き続き学生の立場で考え，
気軽に質問出来るような雰囲気の講義を行いたい．
【大学院教育】
a）25 年度は 3 名の研究指導を行ったが，水準以上の修士論文の指導ができた．H26 年度は社会人大学院生が入
学してくるため，仕事との両立を考えながら，データの解釈，論文作法等，きめ細かい指導に努めたい．
b）受講者が数名であるのデイスカッションが多くとれる内容に工夫したい．
c）社会人１年目とはいえ臨床知識を有した学生が聴講している．経験した疾患等については，強い関心を持って
学習していた．
【学科全体としての自己評価と次年度計画について】
平成 25 年度は当学科設立 8 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補講も展開した．この方法は，学力が低迷
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していた学生にとって大きな学力向上へと波及し，新卒学生の国家試験合格率１００％が示すように，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いっそう高めていきたい．
3．研究
3-1．目的・目標
健康医療科学科の研究の目的・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，下垣：埼玉医
科大学保健医療学部プロジェクト研究）
（2）ラット小腸上皮細胞幹細胞マーカーの発現からみたパネート細胞の機能（村田，周東：埼玉医科大学保健医
療学部プロジェクト研究）
（3）OSAS のモデル動物の神経変性解明と同動物の認知機能改善薬探索への応用（鈴木，埼玉医大・薬理学教室と
の共同研究：平成 25 年度埼玉医科大学学内グラント研究）
（4）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）
（5）亜鉛欠乏が生活習慣病に及ぼす影響（上原記念財団から研究助成金を獲得）（野寺）
（6）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）
（7）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（伴塲裕巳，高橋
里河：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）

（8）より効果的な臨床化学実習に向けての基礎的な検討（小峰，下垣，伴塲：平成 25 年度保健医療学部プロジェ
クト研究）
（9）
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：平成 25 年度保健医療学部プロジェクト研究）
（10）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）
（11）尿路上皮癌細胞の構造異型の発生機序について（周東 , 渡辺：埼玉医科大学保健医療学部プロジェクト研究）
（12）誘電泳動インピーダンス計測法（DEPIM）による出力周波数と菌捕集率との関係（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）
（13）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）
（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（下垣里河，小峰伸一，渡辺宏志，
長谷川正博：平成 25 年度保健医療学部プロジェクト研究）
【基礎教育・外国語系】
（15）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，細胞増殖抑制およびアポトーシス誘導の観
点で調べた．達成度：60％
（2）糖尿病モデルラットを用い小腸と膵臓の幹細胞について組織化学的に検討した．達成度は 60％．
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（3）OSAS のモデル動物である間欠的低酸素負荷動物において，記憶障害を起こす内在性タウタンパク質のリン酸
化が亢進することを明らかにした．これは野生型動物で は初めてのモデルで，行動解析も可能である．今後，
本モデルを使用し，記憶・学習のメカニズム解明や神経変性疾患治療薬の創出につなげたい．達成度：80％
（4）Diazepam によるウサギ舌下神経活動の抑制が，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．達成度：70％
（5）
「亜鉛欠乏が生活習慣病に及ぼす影響」は，亜鉛欠乏モデルにおける糖代謝の変化について実験を遂行中．
（6）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：50％
（7）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．腸上皮細胞モデルの変更を試みるも，有用な手がかりを得ることが出来なかった．達成度：40％．
（8）臨床現場の実情に近い測定法で，学生がより測定原理を理解するための効果的な臨床化学実習の実現を目指
した基礎的な研究である．実習に POCT 対応機器を導入することで原理や患者心理の理解を含めた総合的な教育
効果が期待できる．達成度 65％．
（9）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した．実験協力者を
募集するにあたり倫理審査の申請を行い承認され募集を開始した．達成度：40％
（10）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：30％
（11）昨年までは国際医療センター病理診断科の機材を使ってすべての実験を行っていたが，保健医療学部でも一
部の実験を可能にするための環境整備に時間を要した．しかしながら，一部の実験では有用な成果が得られた．
達成度：60％
（12）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％
（13）ニューロンとオリゴデンドロサイト培養時期のタイミングが合わすことが難しかったため，回収できたリン
酸化タンパク質の量が少なくなってしまった．しかしながら，リン酸化タンパク質を単離する方法は確立できた
ので，初代培養の回数を増やすことや，細胞株を用いる系を使用することでリン酸化タンパク質の同定を進めて
いきたいと考えている．達成度：60％
（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 70％
【基礎教育・外国語系】
（15）Charles Dickens Little Dorrit 論．達成度：50％
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
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．昨年度に続いて，マルチメディア独和辞書の記述の編集に取り組んだが，原初的
課題として，OS を Windows2003 Server から ubuntu に変更して反応速度の課題を乗り越える必要があった．来年
度に向けて，moodle のバージョンアップ（1.9 から 2.5 へ）の対応や Windows2008 Server での moodle の快適な
運用法の検討など，基本的課題を解決していく予定である．2）25 年度は医学部薬理学教室との共同研究（学内グ
ラント取得）で，閉塞型睡眠時無呼吸症のモデル動物作成法（慢性間欠的低酸素負荷）によって，野生型動物でタウ
タンパク質リン酸化（痴呆）モデルを作成できることを示した．H26 年度の目標は，同モデル動物を使用し，病状
進行に伴う中枢内 GABAB 受容体機構変化を明らかにすることを目標としている．3）成果の一部を学会発表したが，
原著としてまとめたい．4）
「亜鉛欠乏が生活習慣病に及ぼす影響」については研究のまとめと関係学会に中間報告
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を行う予定．また，
「労働者の抱える健康問題への対応」については，関係団体と協力しながら，出来るだけ現場に
出向いて情報を得る予定である．5）あまり多くの進展がなく，次年度も今年度の研究を継続していく．6）立案し
た研究計画に変更が生じたが，改良の発想が貧困で問題解決に至らず満足できる研究が出来なかった．研究の企画
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．7）実験協力者を募集するため，倫理審査の申請を行
い承認され募集を開始した．しかし未だ本実験には至らなかったため，次年度は本実験を進めていきたい．8）限ら
れた少ない時間の中で 2 つのプロジェクト研究を遂行できたことは良かった．次年度は研究活動の時間を見直して，
研究の達成度が上げられるようにさらに努力したい．9）保健医療学部で行える実験環境が整ったことで作業効率が
上がった．今後はデータの集積と解析に力を入れることができると考えている．10）論文として成果を出すことが
出来た．次年度は新規治療薬としてその他の疾患に対して効果があるかを検討したい．11）中央検査部との共同研
究を進め，DEPIM を用いた検査法の開発に取り組む．12）本年度は授業準備に追われてしまい計画通りに実験がで
きなかったので，計画を立てて実験を行い，学会発表が出来るようにしたいと考えている，などの自己評価と次年度
の豊富が寄せられた．

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：埼玉県製菓衛生師試験委員，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，日本臨床検査学教
育学会・大学大学院教育部会長 , 日本保健医療学会理事 , 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，本学保
健医療学部 IR 委員 , 本学危機管理運営委員
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，日本食物繊維学会評議員，
本学保健医療学部プロジェクト研究審査委員会委員，本学保健医療学部図書館分館長（図書委員）
有田

彰：日本生理学会評議委員，本学保健医療学部学務委員，本学保健医療学部情報機器運営会議委員，本学情

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，本学保健医療学部倫理委員会委員
市岡正適：日本ドイツ語情報処理学会企画委員，e-Learning 教育学会会員，
本学保健医療学部入試副委員長，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，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，本学保健医療学部防災訓練実施
小委員会委員長，本学動物実験委員会委員，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，本学医学研究センター（安全管理部門）動物分野担当委員，本学医学研究センター（安全管理部門）薬物分
野担当委員
村田栄子：日本解剖学会選挙管理委員，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
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執筆委員，日本臨床検査学教育学会評議員，
本学医学研究センター（安全管理部門）廃液等環境分野担当
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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・入試委員会委員
間山

伸：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

伴塲裕巳：本学ヒト胚性幹細胞研究倫理審査専門部会部会員，
本学組換え DNA 実験安全委員会委員，
本学医学研究センター（安全管理部門）DNA 分野兼担
本学保健医療学部プロジェクト研究審査委員会委員
木村美智代：日本臨床検査学教育学会評議員 , 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
周東真代：平成 25 年度第 23 回埼玉県細胞診ワークショップ実行委員
小糸寿美：本学保健医療学部オリエンテーション実施小委員会委員
髙橋

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
【代表的な当学科著書】
（11）
①和合治久：音楽療法元年（単著）
，展望社，2013 年 7 月
②和合治久：臨床検査技師

グリーン・ノート（共著），Medical View 社，2013 年 8 月

③和合治久，野寺誠：第 1 種・第 2 種衛生管理者テキスト（監修），高橋書店，2013 年 8 月
④和合治久，木村美智代，内田康子：臨床工学技士
⑤和合治久：聴くだけで心と体が安らぐ周波数

イエロー・ノート（共著）, Medical View 社，2013 年 9 月

528Hz

CD ブック（単著），イーストプレス，2013 年 11 月

⑥和合治久：心音レインボートレーニング（共著），CK パブリシング，2014 年 2 月
⑦村田栄子，鈴木正彦，野寺誠，木村美智代：（見目恭一編）臨床工学技士

ブルー・ノート

基礎編，Medical

View 社，2013 年 9 月
⑧鈴木正彦：新訂版

パワ - アップ問題演習：薬理学

⑨鈴木正彦：新訂版

ニューワークブック

⑩鈴木正彦：新訂版

クイックマスター薬理学

改訂 2 版，サイオ出版，東京，2013 年 4 月 .

薬物と看護改訂 2 版，サイオ出版，東京 2013 年 4 月
第 2 版，サイオ出版，東京 2014 年 3 月

⑪周東真代：
（土屋眞一監修）
（金子千之編集）臨床検査技師を目指す学生のための細胞診
，

改訂新版 . 医療科学社 .

2013 年 10 月
【代表的な当学科論文】
（2）
①有田和恵，
有田 彰，
森田孝夫，
別所正美，
大野良三：学生の自己評価行動に与える確信度の影響 . 医学教育 44（3）
，
113-119，2013
② Satoka Shimogaki, Sayaka Ito, Sachiyo Komatsu, Ryuji Koike, Nobuyuki Miyasaka, Kazuo Umezawa, Tetsuo
Kubota：Inhibition of the NF-kappa B pathway as a candidate strategy for treatment of cryopyrin-associated
periodic syndrome. Mod Rheumatol. 24（3）517-524.2014.
【代表的な当学科学会発表】
（A）基礎医学系 （8）
① Nakamura, S., Terao, H., Suzuki,M., Nishida, M., Terayama, K., Mieda, T., Arai, T., Nagasaka, H., Matsumoto,
N., Kitamura, A.: GABAA-Receptor Antagonists, Bicuculline and Picrotoxin, show the Diﬀerential Eﬀects on the
Diazepam-Induced Hypoglossal and Phrenic Nerve Inhibition in Anesthetized Rabbits. American Society of
Anesthesiologists 2013 Annual Meeting, SanFrancisco, CA, USA, 2013, 10/12-16.
② Yoshimura, K., Miyawaki, Y., Kato, K., Nonaka, A., Suzuki, M., Nishina, M., Kametani, F.: Survival of neuroblastoma
cells may be related with expression level of stathmin1. American Society for Cell Biology 2013 Annual Meeting,
New Orleans, LA, USA, 12/14-18, 2013.
③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における脳 Glucose 代謝の研究−モ
デルマウスを用いて．第 23 回体力栄養免疫学会大会，東京，2013, 8. 31-9.1
④鈴木星也，柳下聡介，淡路健雄，鈴木正彦，丸山敬：内在性タウのリン酸化亢進マウスモデルの作製．第 86 回
日本生化学会，横浜，2013. 9.11-13
⑤鈴木星也，柳下聡介，淡路健雄，鈴木正彦，丸山敬：間歇的低酸素負荷による内在性タウのリン酸化亢進モデル
マウスの作製 .

第 129 回日本薬理学会関東部会，東京，2013.10.19
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⑥鈴木星也，柳下 . 聡介，淡路健雄，鈴木正彦，丸山敬：野生型マウスを用いた内在性タウのリン酸化亢進モデル
の作製 .

第 32 回日本認知症学会学術集会，松本，2013. 11. 8（8-10）

⑦鈴木星也，柳下聡介，反町 文香，森泉 茉耶，淡路健雄，鈴木正彦，丸山敬：内在性タウのリン酸化亢進モデル
マウス．第 87 回日本薬理学会年会，仙台，2014. 3. 19-21
⑧内田康子：
「定期試験出題形式を利用した学習方法誘導の試み−臨床生理学教育の立場から−」，第 8 回日本臨
床検査学教育学会学術大会，大阪，2013,8.27
（B）臨床検査医学系（10）
①木村美智代，池田サユミ，井上喬介，下垣里河 , 和合治久：抗腫瘍性生薬による腫瘍化細胞のアポトーシス誘導
への影響，第 8 回日本臨床検査学教育学会，大阪，2013.8.27
②長谷川友哉，古屋智裕，那須野智美，永縄真央，周東真代，渡辺宏志，村田栄子：肉眼解剖による大動脈動脈硬
化の発生部位の観察．第 8 回日本臨床検査学教育学会 , 大阪，2013.8.27
③永縄真央，那須野智美，古屋智裕，長谷川友哉，周東真代，渡辺宏志，村田栄子：分析型走査電子顕微鏡による
動脈硬化とくに石灰化部位の観察 . 第 8 回日本臨床検査学教育学会，大阪，2013.8.27
④村田栄子，小峰幸子，穐田真澄：ラット小腸陰窩における幹細胞マーカー，Lgr5，CD133（Prominin-1）
，
Nestin の発現 . 第 45 回日本臨床分子形態学会総会 , 福岡 ,2013.09.14
⑤村田栄子，小峰幸子，穐田真澄：小腸上皮幹細胞マーカー，Lgr5，CD133（Prominin-1），Nestin のラット小腸
陰窩での発現．第 119 回日本解剖学会総会，宇都宮，2014.3.27
⑥宮崎孝，高橋里河，木村美智代，宮嶋由佳，野寺誠，竹中恒夫，木戸尊將，柳沢裕之，鈴木洋通：亜鉛欠乏ラッ
トの海馬におけるグルタミン酸デカルボキシラーゼの発現．第 30 回微量栄養素学会，京都，2013.6.
⑦宮﨑孝，野寺誠，木村美智代，下垣里河，竹中恒夫，大野洋一，柴崎公美，鈴木洋通：亜鉛欠乏ラットでのエリ
スロポエチン，エリスロポエチンリセプターおよび低酸素誘導因子１αの遺伝子発現．第 86 回日本生化学大会，
横浜，2013.9.
⑧村田晋一，周東真代：尿路上皮癌における染色体・遺伝子異常と細胞核異型の関係，第 54 回日本臨床細胞学会
総会，東京，2013 年 .6.
⑨周東真代，瀬山敦，後藤義也，中村勝，鎌田孝一，鎌倉靖夫，佐々木直美，渡辺宏志，清水道生，村田晋一：尿
路上皮癌における核極性形成と中心体の関係，第 52 回日本臨床細胞学会秋期大会，大阪，2013.11.
⑩髙橋俊：DEPIM を利用した薬剤感受性検査への応用−測定周波数と電極間コンダクタンス変化量との関係−，
第 25 回日本臨床微生物学会総会，名古屋，2014.2.
（C）基礎教育・外国語系（1）
①有田和恵，森茂久，有田彰，大西京子，川村勇樹，柴崎智美，山田泰子，辻美隆 , 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 参加型医療面接実習におけるフィードバックの分析．第
45 回日本医学教育学会，千葉，2013.7.
総数：著書

11 件，論文

2 件， 学会発表

19 件

6-2．獲得研究費
1．和合治久，木村美智代，下垣里河：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」（29.3 万円）
2．鈴木正彦，栁下聡介，吉川圭介，淡路健雄：平成 25 年度埼玉医科大学学内グラント研究「神経変性疾患モデ
ルマウスを用いた新規行動解析法の構築と認知機能改善薬の探索 ｣（70 万円）
3．小峰伸一，下垣里河，伴塲裕巳：平成 25 年度保健医療学部プロジェクト研究「より効果的な臨床化学実習に
向けての基礎的な検討」
（98 万）
4．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）
5．内田康子 : 平成 25 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−」
（10 万）
6．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 ,「尿路上皮癌組織の構造異型の発生機序
について」
（56 万円）
7．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 ,「ラット小腸上皮細胞幹細胞マーカーの
発現からみたパネート細胞の機能」
（70 万円）
8．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）による出力周波数と菌捕集率との関係」（71.5 万円）
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9．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」（80 万円）
10．下垣里河，小峰伸一，渡辺宏志，長谷川正博：平成 25 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」：（45 万）
6-3．受賞
「該当なし」
6-4．特許，実用新案
「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
和合治久 : 西日本新聞社健康シンポジウム，福岡 , 平成 25 年 6 月
和合治久 : 国立情報学研究所セミナー，軽井沢，平成 25 年 10 月
和合治久 : 第１回長野県がん撲滅シンポジウム，長野，平成 25 年 10 月

7．自己点検・評価（総括）
平成 25 年度は，本学科が設立されて 8 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．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結果，新卒で受験した学生全員が
合格することができた．
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．
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．
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
査医学などの研究を遂行しているが，研究成果の学会での発表や学術論文としての公表も一部であり，さらなる研鑽
が必要である．なお，5 期生の卒業研究結果を「平成 25 年度生卒業研究論文集，Vol. 5 :2013」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．

795

保健医療学部

3．医用生体工学科
1．構成員
下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：教授：学科長：生体工学：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
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
石川雅浩（ISHIKAWA, Masahiro）
：助教：博士
川邉

学（KAWABE, Manabu）: 助教：修士

三輪泰之（MIWA, Yasuyuki）
：助教
丸山直子（MARUYAMA, Naoko）
：助教：博士

2．教育
2-1．目的･目標
医用生体工学は医学と工学の学際領域として発展してきた分野であり，本学科では工学系科目と医学系科目，およ
び，臨床工学系科目を学ぶ．新カリキュラムへの移行が進み，今年度は 1 〜 3 年生は新カリキュラム，4 年生のみ
旧カリキュラムが実施される．今年度は，4 年生は前期に，3 年生は後期に臨床実習を行うため 1 年を通して臨床実
習が実施される．その他の講義・実習等の通常科目に関しては，ほぼ新カリキュラムに移行するので，昨年度程の問
題は生じない見込みであるが，引き続き再履修・留年に関しては不利にならないように配慮する．
工学系基礎科目は，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．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が相当数存在するのは例年通
りである．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．選択必修といえども必ず受講はするように指導を強め，基礎学力の
維持に努め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 年次に開講の生体工学総合演習Ⅰ，2 年次の生体工学総合演習Ⅱは当該学年までに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．主として，各科目の定期試験に合格して単位
を取得しても，その後は短期間で修得したはずの知識を失ってしまう学生群に対する知識の定着を目指している．
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3 年次には新カリキュラムを初めて適用した．上述したが，新カリキュラムでは 3 年次後期に臨床実習を実施する．
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．また，現場に触れることで自己
の職業意識と現状を認識し，国家試験や就職活動に向けての目的意識の向上を目指した．生体工学総合演習Ⅲは通年
で実施する演習科目で，4 年次に進級する時点で国試合格を確定できるだけの知識の定着を目標とした．生体工学実
習は，単一分野の実習ではなく，これまで学習してきた医用生体工学・臨床工学に関する事項全域を扱う総合的実習
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実習を行っ
た．卒業研究への橋渡しとて，医用生体工学・臨床工学に関連する課題に対して自主的に取り組む姿勢を育むことを
目標とした．
4 年次は従来の旧カリキュラムが適用され，臨床実習，卒業研究，および国家試験対策演習を実施した．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：
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：
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（戸井田，
駒形）
，電磁気学演習・30 時間（戸井田，駒形，石川），電気回路・30 時間（宮本，駒形），電気回路演習・30 時間（宮
本，加藤，駒形）
，情報と計算機・26 時間（中島），電子工学・28 時間（加藤），電子工学演習・28 時間（加藤，駒形）
，
通信工学・30 時間（小林）
，計算機アーキテクチャ・30 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・
16 時間（田邊，村田，脇田）
，システム制御論・14 時間（下岡），デジタル信号処理・14 時間（小林），
専門講義科目：
センサ・計測工学・26 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・28 時間（加納），医用画像機器・28 時間（戸井田，宮本）
，
医用材料学・30 時間（脇田）
ヒトの病気Ⅰ・28 時間（大野，田邊，辻，渡邊，小山），ヒトの病気Ⅱ・30 時間（大野，田邊，辻，西岡，佐久間）
，
ヒトの病気Ⅲ・30 時間（大野，田邊，辻，西岡，野口），
臨床工学概論・60 時間（加納，見目，山下，奥村，三輪，川邊，丸山），代謝機能代行機器・30 時間（山下）
，循
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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）
，
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），プログラミング実習・56 時間（小林，中島，駒形，石川），電気・
電子実験・104 時間（宮本，加藤，駒形，石川），
工学系専門実習，実験科目：
（旧カリキュラム留年生対象）：応用工学実験・98 時間（小林，下岡，戸井田，若山，
石川）
，
臨床工学系実習科目：
機能代行機器実習Ⅰ・56 時間（山下，奥村，三輪，川邊，丸山），機能代行機器実習Ⅱ・56 時間（見目，奥村，丸山）
，
機能代行機器実習Ⅲ・56 時間（山下，奥村，三輪，川邊，丸山），医用機器安全管理学実習・56 時間（加納，奥村，
三輪，川邊，丸山）
，臨床実習・10 週（加納，見目，山下，奥村，三輪，川邊）
総合演習・実習科目：
生体工学総合演習Ⅰ・28 時間（下岡，宮本，田邊，加藤，中島，駒形，三輪，石川），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），生体工学総合演習Ⅲ（下岡，三輪）
生体工学実習・94 時間（所属全教員）
，
総合演習：
（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）
，
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
3 年次まで新カリキュラムが進行し，臨床実習以外の科目のスケジュールはほぼ常態に復し，支障なく実施された．
臨床実習は，上述のように 4 年生が前期，3 年生が後期に実施される運営側にとって厳しいスケジュールとなったが，
幸い病院側のご協力を得られて無事に実施することができた．ここで改めてお礼を申し上げたい．4 年次の卒業論文
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．昨年度に問題となった国家試験対策演習科目（選択科目）
については改善したものの，やはり欠席する者が相当数存在した．3 年次では 2 名が留年したが，過去にも留年を経
験している旧カリキュラムの者たちで，新カリキュラムの学生は，ギリギリの成績のものはいるものの全員が臨床実
習，総合演習試験も突破し，まずまずの達成度と考えられる．2 年次でも旧カリキュラムの学生 3 名が留年となって
しまった．新カリキュラムの学生は，全員が進級は出来たものの相当数の学生の総合演習の成績が思わしくなく，既
に単位をとった科目の知識が定着していないことが浮き彫りとなり，現 3 年生と比較すると達成度としては不満が
残る結果となった．1 年次の学生については前期前半での演習等での状況から既に全体的に基礎学力の不足が懸念さ
れていたが，最終的に 4 名の留年者がでてしまった．留年者が例年よりも若干多く，その意味では満足のいく結果
とはいえないが，概ねは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，学部からの入学 1 名，社会人 2 名であったが，講義の履修はサテライトや TV 講義を利用しなが
ら進められ，計画通り遂行された．また，2 年次の修士 2 名はは外部発表など行うなど研究を順調に履行し，修士論
文発表会，修士論文審査を経て学位（修士）を取得，修了し，目標をどおりの達成度であった．
2-4．自己評価と次年度計画
国家試験の結果，今年度は新卒合格率が 91.9％に回復し，既卒を含んだ全体でも 87％と全国平均を 10％以上上
回ることが出来た．合格率の低下傾向を払しょくすることが今年度の最大の課題であり，まずは評価できる結果とい
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える．しかし，新卒で 3 名の不合格者が出たため，来年度に受験するであろう既卒者の数は 3 名減っただけでもある．
今年度は新カリキュラムで初の受験を迎えることもあり，新卒の 100％合格を実現するため指導に注力したい．
各学年に実質的な進級判定となる総合演習を設けて，3 年次まで進行した．本来の目的である短期記憶から長期記
憶への定着に取り組んでいる学生は成績上位の者に限られており，演習の実施による低成績層の学力向上の手ごたえ
は今一つではある．しかし，総合演習の結果，個々の学力が 1 〜 2 週に一度は明確に示されるため，学生も自身の
実力不足は認識するようになっている．留年者の成績も常日頃より留年するのはやむを得ないにふさわしいものであ
ることが明確になっている．総合演習は学生の評価，指導に有用な科目として評価できる．次年度は，4 年生の総合
演習Ⅳが新規に実施されることになるが，これが国家試験対策の主手段となる．模擬試験も総合演習に組み入れて，
早期から学生の受験意識を高めていきたい．ただし，各学年に対する演習問題の準備など，教員にとっては国試対策
が何倍にも増えた形でかなりの負荷になっており，それに見合うだけの成果が上がっているとは言い切れない．次年
度は各科目と総合演習の連携を深めていっそうの効果を望みたい．
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．上述したが，今年度は，これまででも最多レベルの留
年者を出すことになった．1 年生以外の留年者は複数回の留年経験者であり，当該学生への指導の強化が必要かと思
われる．しかし，この状況にあって，さらに幾度も面談を繰り返し，それでも学業に取り組む姿勢が一向に改善され
ないことに対しては手詰まり感があるのも事実である．1 年次で 4 名の留年者が出たことには苦慮している．入学成
績を精査して問題となるであろう新入生を把握した上で早期の対処を試みたい．しかしながら根本的な解決はそれ相
応の能力を持った者に入学してもらう他にはなく，立地の条件では太刀打ちできない競合校が増えていることから，
見通しは明るくないのが実情である．
なお，来年度から入学試験において，数学および理科で高校の新課程への対応が求められる．旧課程学生と両対応
が求められることになるので，手落ちがないように対処したい．
《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．特に，
1 名は東北大学との連携契約に基づき東北大学に拠点をおいて研究を進める．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．
一方，医学研究科に医学専攻（博士課程）生体医工学領域の入学予定者は決まっていないことから，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）定量的病理診断を可能とする病理画像認識技術 （小林，駒形，石川，篠田，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）
（2）細胞診断のための細胞核画像による定量的評価法の検討 （小林，駒形，石川，国際医療センター病理診断室
との共同研究）
（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）個人特性を考慮したストレス評価均一化条件の検討（小林，（一財）機械システム振興協会

受託研究費）

（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）透析液清浄化のための生菌数カウント技術の開発（石川，川邉，加納，小林，保健医療学部学内プロジェク
ト研究等）
（7）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）
（8）Coherent Anti-stokes Raman Scattering による無侵襲血糖値モニターの研究（戸井田，H22 年度学内グラント
研究後の継続研究）
（9）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
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学部プロジェクト研究）
（10）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
度

平成 24 年度〜平成 25 年

株式会社山恵との共同研究）

（11）医療機器保守管理の適正実施に向けた諸課題の調査研究（平成 25 年度厚生労働科研 .
中島章夫，加納

隆，廣瀬

石原美弥，櫛引俊宏，

稔，髙倉照彦，中野壮陛，須田健二，中村淳史）

（12）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）
（13）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）
（14）紫外域縦電場分光スペクトルの発生装置（若山，平成 25 年度 JST ASTEP 探索化タイプ）
（15）1 時間以内で個別最適化した手術を完了できる人工関節手術ナビゲーションによる 3D 手術支援サービスの実
用化（若山，平成 25 年度 JST ASTEP ハイリスク挑戦化タイプ）
（16）義肢ソケットの高品位・高精度適合を目指した 3D スキャナ・システムの開発（若山，平成 25 年度保健医療
学部プロジェクト研究）
（17）ラットレーザー刺激による腫瘍縮小効果の研究（田邊）
（18）ナノ振動刺激下における平滑筋細胞の増殖能の検討（加藤，丸山

保健医療学部プロジェクト研究）

（19）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（小林，駒形）
（20）3 次元病理画像の自動構築と形態特徴量解析の基礎検討（駒形，石川，平成 25 年度保健医療学部プロジェク
ト研究）
（21）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）
（22）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）
（23）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）
（24）初代培養筋細胞の配向制御法および分離法の開発（脇田，田邊，宮本：平成 25 年度保健医療学部プロジェク
ト研究）
（25）病院内における各種通信端末が医療現場に及ぼす影響（川邊：H25 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）病理画像認識技術の研究では，肝臓がんの病理画像を対象に，索構造にもとづく，定量的指標の研究は，病
理画像の核配列構造に基づく定量的指標の研究および脂肪滴の抽出および脂肪化定量技術の研究を進めた．結果
は，日本医用画像学会などで成果発表するともに，定量的診断支援システムのプロトタイプにプログラム提供し，
評価システムを構築した．
（外部発表 3 件，特許 1 件）（達成度 100％）
（2）細胞診断のための細胞核画像による定量的評価法の検討は，国際医療センターとの共同研究として進め，核
画像の輪郭複雑度という特徴量が有効であることを示した．（外部発表 1 件，修士学位論文 1 件）（達成度
95％）
（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は，操作を伴う画像と体動との関
係を明らかにし，その結果，生体指標及び胎動の影響から映像酔いを推定できる可能性を示した．結果は国際シ
ンポジウムにて成果発表を行った．
（外部発表 1 件）（達成度 95％）
（4）個人特性を考慮したストレス評価均一化条件の検討は，従来検討していきた視覚刺激に加えて，嫌悪映像課題，
数独課題，動画の視覚探索課題，不快音課題を加え，さらに生体信号＋瞳孔反応により評価実験を行った．その
結果，瞳孔変化が重要になる点，刺激としては動画の視覚探索課題が有望であることを明らかにした．（外部発
表 1 件）
（達成度 80％）
（5）ドーム筐体における映像酔い軽減の研究は，4 種類の視野および揺れ方のことなる映像における生体影響を測
定し，その結果，単純に視野が狭くなれば良いというわけでない点を明らかにするとともに，その原因を映像か
ら検証した．
（外部発表

1 件）（達成度 90％）

（6）透析液清浄化のための生菌数カウント技術の開発は，コロニーに対して色および形状を用いた画像処理により，
光源などの環境に左右されにくい検出法を生出し，実用的プログラムとして実行できるようにした．（外部発表
1 件，特許 1 件）
（達成度 90％）
（7）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 42.5℃制御群とレーザー
照射 37℃制御群との比較を行い，両群がコントロール群（レーザー照射なし保定のみ）に対し腫瘍成長率が抑
制されていること，および HsP70 の産生がみられないこと，を確認した．（達成度 90％）
（8）埼玉県産業振興公社の次年度プロジェクト採択へ向けて関係部門へのテーマ周知を進めた．（達成度 80％）
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（9）非侵襲血糖計測における皮下血管内への光ビーム集束ガイドへの応用を企画・検討した．（達成度 100％）
（10）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．現在，プロトタイプを作成し，大学附属病院の透析室において臨床評価を行って
いる．
（達成度 90％）
（11）医療機器保守管理の適正実施に向けた諸課題の調査研究の中で，輸液ポンプの保守管理状況ならびに医用テ
レメータの電波管理の状況についてのアンケートを実施し，その結果の分析を行った．（達成度：70％）
（12）シスプラチン（CDDP）およびパクリタキセル（TXL）耐性 HeLa 細胞に対して，PDT を実施し，耐性低減が
図れるかどうかを評価した．CDDP 耐性 HeLa 細胞に CDDP を負荷し，顕著な細胞傷害性を有しない PDT を適
用した結果，通常の HeLa 細胞に CDDP を添加した群と，ほぼ同等の細胞傷害効果を得ることができ，PDT が
CDDP の解毒化機構に何らかの影響を与えたことが示された．一方，TXL 耐性 HeLa 細胞に対しても同様の条件
で PDT を実施したが，TXL の細胞傷害性を回復するには至らなかった．このことは，本耐性 HeLa 細胞が光増
感剤の排出をも促してしまうことを示唆しており，多剤排出トランスポーターが亢進状態にある抗癌剤耐性細胞
に対しては，PDT が効果的に作用しない可能性が考えられた．（達成度 80％）
（13）薬事法改正において予定されている高度管理医療機器の登録認証機関への移行を適切に進めるためには，登
録認証機関の質の確保，維持が不可欠である．本研究においては，国内の登録認証機関の現状調査，および海外
認証機関の比較を行い，国内の登録認証機関の実力を確認すること，及び海外の認証機関の質の確保の取り組み，
IMDRF において議論されている認証機関の質の確保に関する関連文書を踏まえ，改正後に求められる登録認証
機関の質の確保に向けた提言を行った．
（達成度 100％）
（14）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紫外域に対応した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．さらに，回転検光子法を用いてこのビームの
偏光状態を調査したところ，ベクトルビームになっていることを確認した．現在，化学分野への応用実験を進め
ている．
（達成度 80％）
（15）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，NPO 三次元工学会の 5 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．現在，臨床応用に
向けて調整に入っている．
（達成度 85％）
（16）内面形状計測技術を用いて義足ソケットの内面形状を測定する装置の開発を行った．修正前後の寸法が定量
的に比較することが可能となった．臨床現場にこれを応用することが今後重要になる．（達成度 85％）
（17）ラットに腫瘍を移植し，その後，ラット皮膚にレーザー光（Nd:YAG レーザー）を照射し，腫瘍の縮小効果に
ついて研究した．
（達成度 70％）
（18）防水，シャーレ底部の材質などを再検討し，ナノ振動刺激下培養装置のプロトタイプ（以下本装置）を完成
させた．ナノ振動が接着能に及ぼす影響を比較するため，細胞播種後インキュベータ内で静置したものとナノ振
動刺激を加えたものとで 2 時間後の接着細胞数を計測した．ナノ振動の有無による細胞数の優位差は見られな
かった．今後は細胞内の接着因子の可視化を試みる．（達成度 80％）
（19）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，
ベッドからの転落に繋がる予測される動作を解析し，警報を鳴らすシステムを構築している．（達成度 50％）
（20）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．現在は位置補正処理の自動化に取り組んでいる．（達成度 60％）
（21）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％）
（22）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％）
（23）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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（24）実験動物から調整した筋芽細胞に分化誘導を行い，筋管細胞へと分化させた．この筋管細胞に伸展刺激を加
え細胞の長軸方向の向きを変化させることに成功した．（達成度 70％）
（25）無線 LAN 用のスペクトラムアナライザを用いて院内の 125 ポイントでの無線 LAN 環境を調査した．この結
果を基に 1 ポイントごとの利用可能な AP の台数とその使用チャネル，SSID より推測される AP の使用者又は設
置者の調査を行った．電子カルテ用 AP は 1ch,6ch,11ch を使用しており電波干渉対策を行っていたが，その他
の AP が使用しているチャネルは無秩序にチャネルが使用されていることが判明した．このような環境では，無
線通信を使用した電子カルテやオーダリングシステムを利用する場合に，通信速度の低下や接続不良が生じる可
能性がある．この結果を受けて，無線 LAN のチャネル管理も医療用テレメータと同様に厳密に行う必要がある
ことがわかった．
（達成度 70％）
3-4．自己評価と次年度計画
学部に関しては，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，夏季休暇期間中も学業不振者の指導に充
てることが常態となっているが，国家試験という関門がある以上，現在の状況では研究時間は犠牲にせざるを得ない．
新カリキュラムでは総合演習および実習が増加しているため，学期期間中は，従来よりもさらに研究に関する状況は
悪化している．
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ことは，評価できる．しかし学術論文・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り，全体的に論文等の
成果は横ばいから減少の傾向が続いることは憂慮している．そのような状況で，今年度採用になった教員も含め，若
手教員が実績を上げているところは将来の展望も踏まえて評価できる．時間資源の他，工学系の研究・器材の老朽化
をもあって貧弱であり，研究環境はとしては望ましい状態ではないが，若手教員の研究時間を確保して業績を上げて
いけるように，教育を含めた全体の負荷のバランスを統制していきたい．
《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 , 中間発表会の実施により，
研究活動が加速された．
修士論文の研究内容は，対外的外部発表を行っているものもあり，そのレベルにおいては十分評価できる研究内容
であった．
今年度は，博士課程を含め大学院の研究体制の整備が重要な課題となる．

4．診療 該当なし
5．その他
5-1．自治体，政府関連委員の有無
1．加納隆，医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会（厚生労働省）
2．加納隆，電波の医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．加納隆，JIS 原案作成委員会委員（経済産業省）
4．加納隆，医療機関における携帯電話等の使用に関する作業部会（総務省，座長）
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，東京都臨床工学技士会誌（編集委員）
3．小林直樹，画像電子学会（論文査読委員）
4．見目恭一，日本集中治療医学会（論文査読委員）
5．下岡聡行，電気学会 E 部門（論文査読委員）
6．山下芳久，日本医工学治療学会（編集委員）
7．山下芳久，臨床透析（日本メディカルセンター）（編集委員）
8．山下芳久，日本透析医学会（論文査読委員）
9．山下芳久，日本集中治療医学会（論文査読委員）
10．山下芳久，日本急性血液浄化学会（論文査読委員）
11．山下芳久，日本臨床工学技士会（論文査読委員）
12．T.Wakayama，Optical Engineering，Reviewer
13．T.Wakayama，Chinese Optics Letters，Reviewer
802

医用生体工学科

14．T.Wakayama，Thin Solid Films，Reviewer
15．若山俊隆，精密工学会会誌，Reviewer
16．加藤綾子，ライフサポート（編集委員，論文査読委員）
17．駒形英樹，画像電子学会（査読委員）
18．駒形英樹，IEEE GCCE 2013（査読委員）
19．駒形英樹，電子情報通信学会（臨時査読委員）
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（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，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

26．山下芳久

埼玉透析医学会（役員幹事）

27．山下芳久

日本臨床工学技士連盟（監事）

監事）

28．若山俊隆，精密工学会（アフィリエイト委員）
29．若山俊隆，精密工学会（メカノフォトニクス専門委員会委員 , 幹事）
30．若山俊隆，精密工学会会誌編集委員
31．若山俊隆，日本光学会（偏光計測研究会委員）
32．加藤綾子，日本生体医工学会（精神・睡眠医療と ME 研究会幹事）
33．加藤綾子，ライフサポート学会（評議員）
34．加藤綾子，ライフサポート学会（細胞機能制御研究会委員）

6．業績
6-1．論文・学会発表
メディカルエンジニアリング系
① Toshitaka Wakayama, Oscar G. Rodriguez-Herrera, J. Scott Tyo, Yukitoshi Otani, Motoki Yonemura, and Toru
Yoshizawa, "Generation of achromatic, uniform-phase, radially polarized beams,"Optics Express, Vol. 22, Issue 3,
pp. 3306-3315（2014）
② Toru Yoshizawa, Toshitaka Wakayama, "State of the art of compact optical 3D proﬁle measurement apparatuses:
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from outer surface to inner surface measurement", Proceedings of SPIE Vol. 8769, 87691G（2013）
③ Toshitaka Wakayama, Toru Yoshizawa, "Uni-axial inner proﬁle measurement", Proceedings of SPIE Vol. 8839,
88390L（2013）
④ Tositaka Wakayama, Kazuki Komaki, Israel J. Vaughn, et al., "Evaluation of Mueller matrix of achromatic axially
symmetric wave plate", Proceedings of SPIE Vol. 8873, 88730P（2013）
⑤ Daisuke Nishikiori, Yuichi Miyamoto, Enhancement of the cytotoxic eﬀects of bleomycin with permeabilization
of the plasma membrane by Photofrin-mediated photodynamic therapy in vitro. IFMBE Proceedings. 43:711-713
（2013）
⑥ Kazuyoshi Fukunaga, Masaya Onuki, Yoshinori Ohtsuka, Taichi Hirano, Keiji Sakai, Yasuharu Ohgoe, Ayako
Katoh, Toshiyuki Yaguchi, Akio Funakubo, Yasuhiro Fukui, Blood viscometer applying electromagnetically
spinning method, Journal of The Japanese Society for Artiﬁcial Organs, 16, p368-375, 2013
⑦ Masahiro Ishikawa, Sercan Taha Ahi, Fumikazu Kimura, Masahiro Yamaguchi, Hiroshi Nagahashi, Akinori
Hashiguchi, Michiie Sakamoto：Segmentation of Sinusoids in Hematoxylin and Eosin Stained Liver Specimens
Using an Orientation-Selective Filter. Open journal of medical imaging. 2013.12. vol.3（No.4）:pp.144-155,2013
⑧古澤俊彦，後藤好文，小林直樹，園田重昭，飯島淳彦，原直人，山家智之，木竜徹，田中明，塩入俊樹，原正朝，
◎坂東武彦 , " ストレス計測技術の検証に関する調査開発 ",（一財）機械システム振興協会 （2014）
.
⑨山口雅浩 , 長橋

宏 , 坂元亨宇 , 橋口明典 , 齋藤彰 , 小林直樹 , " 定量的病理診断に向けた病理画像解析技術 ", 電

子情報通信学会 , J96-D（4）, pp782-790（2013）
総数：論文・総説

9 件，学会発表

21 件

クリニカルエンジニアリング系
①加納隆，病院内の医療機器に対する携帯電話対策 . Clinical Engineering. 2014.03. 25（3）:209-216
②加納隆，医療現場に工学技術を生かす―いのちのエンジニア「臨床工学技士」. 精密工学会誌 . 2014.03. 80
（3）:240-246
③川邉

学 「医療機関内における電磁環境」医工学治療 . 2014.03. 26（1）:p52-p55

④山下芳久，塚本功：モニタリング機器

抗凝固モニタ（ACT・APTT 等），血液浄化器 2013，Vol.29，No7，

1063-1068，2013
⑤山下芳久，透析医療に関する教育制度

臨床工学技士

血液浄化における各種認定資格とその役割，臨床透析，

Vol.29，No12，1693-1698，2013
⑥山下芳久，透析技術―透析装置の自動化とモニタリング―，人工臓器，Vol.42，No3，221-225，2013
⑦ Maruyama N, Kokubo K, Shinbo T, Hirose M, Kobayashi M, Sakuragawa N, Kobayashi H, Hypoxia enhances the
induction of human amniotic mesenchymal side population cells into vascular endothelial lineage. Int J Mol Med.
2013
⑧村上佳弥，小久保謙一，栗原佳孝，上羽正洋，塚尾浩，丸山直子，松田兼一，小林弘祐：間歇的血液透析と持
続的血液濾過を組合せた治療における尿素窒素濃度変化のシミュレーション解析．日本血液浄化技術学会雑誌，
21（2）
：162-165，2013
⑨海老根智代，小久保謙一，栗原佳孝，丸山直子，塚尾浩，小林弘祐：急性血液浄化療法において濾過流量や膜の
細孔半径がクリアランスに与える影響―細孔モデルおよび物質移動モデルを用いたシミュレーション評価―．日
本急性血液浄化学会雑誌，4（1）
：49-56，2013.06
総数：論文・総説
分野共通

著書

23 件，学会発表

56 件

2件

①見目恭一，大野良三，野寺誠，小林浩，脇田政嘉，鈴木正彦，山下芳久，木村美智代，村田栄子，田邉一郎，戸
井田昌宏，駒形英樹，加藤綾子，
（中島孔志），下岡聡行，若山俊隆，臨床工学技士

ブルー・ノート 基礎偏 編

集 見目恭一 , 株式会社メジカルビュー社 , 2013.09.30, 単行本 ,
②見目恭一，
三輪泰之，山下芳久，奥村高広，宮本裕一，
（中島孔志），戸井田昌宏，川邉学，小林浩，田邉一郎，辻美隆，
西岡亮治，大野良三，木村美智代，菊田知宏，前山昭彦，内田康子，脇田政嘉，和合治久，臨床工学技士 イエロー・
ノート 臨床偏 編集 見目恭一 , 株式会社

メジカルビュー社 , 2013.09.30, 単行本 ,

6-2．獲得研究費
1．小林直樹（研究代表） 文科省科研究費補助金

基盤（C）「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」研究期間：平成 23 年度〜平成 25 年度，平成 25 年度

65 万円

2．小林直樹（研究分担：埼玉医大代表）
，駒形英樹（研究員），石川雅浩（研究員），篠田一馬（研究員），独立行
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政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）受託研究「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〜平成 26 年度，平成 25 年度埼玉医大経費
3．小林直樹（研究代表）一般社団法人

機械システム振興協会

1340 万円

受託研究「個人特性を考慮したストレス評価均

一化条件の検討」研究期間：平成 25 年度，平成 25 年 100 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 25 年度直接経費：90 万円
5．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 25 年度直接経費：90 万円．
6．宮本裕一（研究分担）
，厚生労働科学研究費補助金

医薬品･医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事

業「医療機器の登録認証機関の国際整合に向けた課題の可視化に関する研究」研究期間：平成 25 年度〜 26 年度 ,
平成 25 年度直接経費：700 万円（研究代表者一括計上）
7．戸井田昌宏（研究代表）
，H25 年度科学研究費補助金

挑戦的萌芽的研究，研究期間：H25 年度 4 月〜 H26

年度 3 月，H24 年度直接経費：250 万円．
8．若山俊隆（研究代表）
，紫外域縦電場分光スペクトルの発生装置（若山，平成 25 年度 JST ASTEP 探索化タイプ）
平成 25 年度：169 万円
9．若山俊隆（研究代表）
，1 時間以内で個別最適化した手術を完了できる人工関節手術ナビゲーションによる 3D
手術支援サービスの実用化（若山，平成 25 年度 JST ASTEP ハイリスク挑戦化タイプ）平成 25 年度：208 万円
6-3．受賞

なし．

6-4．特許，実用新案
1．篠田一馬，小林直樹，加藤綾子，駒形英樹 , " 画像符号化装置，画像符号化方法，画像符号化プログラム "，特
許第 5396559 号（2013.10）
2．石川雅浩，川邉学，駒形英樹，加納隆，小林直樹，" コロニー数計測装置，コロニー数計測方法，及びコロニー
数計測プログラム "，特願第 2014-30106 号（2014.02）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1．加納隆，第 42 回日本医療福祉設備学会（学会長）日本医療具櫛設備協会 . 2013.10.23 - 24
2．山下芳久，第 40 回

日本血液浄化技術学会

学術大会・総会（大会長）．2013.4.27-28

7．自己点検・評価
平成 25 年度は，第 5 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昨年度
の 85％から 91.9％に回復した．カリキュラム外の各研究室での地道な指導が成果を上げ，ここしばらくの合格率下
降傾向に歯止めをかけることが出来た点は評価できる．不合格の新卒は 3 名であるが，毎年，この数名のラインは，
留年経験者などの教育する側からいうと相当の難物揃いで効果的な手段はないのが実情である．既卒では昨年度の不
合格者 4 名が全員合格するなど，予想以上の結果が得られた．これまでと違ってこの 4 名には卒業後も連絡がつき，
校内の模擬試験の受験や指導がある程度可能であったことが功を奏したと考えられる．この辺りは全くのカリキュラ
ム外の仕事で，対応した教員はいわばボランティアであり，既卒込の合格率を押し上げてくれたことは高く評価でき
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．新カリキュラムでも留年者は減少していな
い．総合演習による進級判定システムは，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り，学生自身の低
学力であること自体への認識も高まっている．しかし，自己認識した結果，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．努力を心がけるよりも退学を指向する傾向があるようにも見受けられる．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．教
育面に関しては，決して満足すべき成果を出せているとは考えていないが，よく状況に耐えているというのが妥当な
評価であると考える．
編入学制度は 3 年目を実施し，初の合格者が出た．しかし，本来想定していた状況とは異なり，依然，本学科に在籍，
退学した者であり，
いわば形を変えた復学である．編入制度が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が多く，学内独自での研究の成果が出てこ
ない状況が続いている．
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た状態で固定化されつつある．
本学科の場合，低学力者の教育に多大な時間と労力を費やさざるを得ず，この状況の改善の見込みが薄い．卒業論文
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も研究成果に直結するとはいえない状態であるが，これは，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少傾向にあるのはある意味やむを得な
いことである．今後，大学院のあり方が研究方面の進展の鍵を握ることとなるが，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，さらに学科開設後 10 年をむかえる現在では，上述のように機器類の老朽化や陳腐化か進ん
でいる．その意味でも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官も充実し，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る，論文のレベルは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ゆく必要がある．
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4．理学療法学科
1．構成員
黒川幸雄（KUROKAWA, Yukio）
：教授：学科長：理学療法教育学：博士
高倉保幸（TAKAKURA, Yasuyuki）
：教授：副学科長：指導教員（大学院）：神経理学療法学：博士
赤坂清和（AKASAKA, Kiyokazu）
：教授：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
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
新井智之（ARAI, Tomoyuki）
：講師：大学院教員（大学院）：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
西岡亮治（NISHIOKA, Ryoji）
：講師：内科・神経内科学
細井俊希（HOSOI, Toshiki）
：講師：地域理学療法学：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：修士
丸谷康平（Maruya, Kohei）
：助手
師岡祐輔（Morooka, Maruya）
：助手

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 25
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 26 年 2 月 23 日（日）
に実施された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，新卒 45 名と既卒 5 名が受験し，新卒 43 名と既卒 3 名が無事合格を
果たした．合格率は新卒 95.6％，全体で 92.0％となり全国平均（新卒 90.2％，全体 83.7％）を大きく上回った．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 4 期生 45 名中，国家試験合格者 43 名の就職については 100％であった．
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
を育成することを教育目標としている . 医科学専攻理学療法分野では 6 名が全員卒業し修士号の学位を取得した．
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
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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），リハ
ビリテーション医療学概論（乙戸，黒川，赤坂，高倉，藤田，福田，細井，新井），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，藤田），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 25 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．国家試験合格率は新卒
95.6％，全体で 92.0％となり全国平均（新卒 90.2％，全体 83.7％）を大きく上回ったが．さらに合格率 100％を目
指していくべきであると考えられた．
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
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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 25 年度は，平成 24 年度に修士課程医科学専攻に入学した大学院 3 期生 6 名全員がいずれも必要な単位を修
得し，修士号の学位を取得して卒業することができた．
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）
大学院教育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
③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
④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
3-3．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
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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
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
赤坂清和：
「Physical Therapy Science」editorial board & reviewer,「理学療法科学」編集委員・査読委員 ,「徒手理
学療法」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
小島龍平：
「Journal of Human Ergology」編集委員，「Journal of Human Ergology」査読
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
乙戸崇寛：
「理学療法科学」査読委員 ,「理学療法 - 臨床，研究，教育」編集委員
時田幸之輔：
「理学療法学」査読委員
澤田

豊：
「理学療法科学」査読委員 ,「理学療法 - 臨床，研究，教育」編集委員

西岡亮治：American College of Physicians 日本支部 Publication Committee 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
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
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，日本がんリハビリテーション研究会副理事長，
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，日本私立医科大学理学療法研究会理事，埼玉
県包括的リハビリテーション研究会会長，理学療法プログラム研究会会長
赤坂清和：日本運動器理学療法学会運営幹事，日本スポーツ理学療法学会運営幹事，日本理学療法科学学会理
事・評議員，日本運動器科学学会評議員，日本徒手理学療法学会幹事 , International Physical Therapy Journal
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Editor,member
藤田博暁：理学療法科学学会（理事，評議員），日本運動器科学学会（評議員），日本骨粗鬆症学会（メディカルス
タッフ認定事業員会委員，
「運動器の健康」普及・連携委員会委員）
福田敏幸：理学療法科学学会評議委員
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，体表解剖学研究会理事，埼玉理学療法学会編
集委員
神子嶋誠：埼玉県理学療法士会小児福祉部部員
澤田

豊：理学療法科学学会評議員，日本徒手理学療法学会評議員，埼玉理学療法学会編集委員

西岡亮治：日本脳循環代謝学会評議員
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
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
高倉保幸：がんのリハビリテーション研修会合同委員会副委員長，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，埼玉県がんリハビリテーション研修会実行委員会副委員長
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
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
〈筋骨格理学療法領域〉
代表的な業績
①赤坂清和：テニス . スポーツ理学療法学 ? 競技動作と治療アプローチ，陶山哲夫，赤坂清和，時田幸之輔 編集，
メジカルビュー社，2014 年 3 月 (ISBN 978-4758314763)
②戸塚裕亮 , 赤坂清和 , 乙戸崇寛，澤田豊，大久保 雄：無意識的な対側膝関節伸展運動の違いは膝関節伸展筋力
とパフォーマンスを変化させる要因になりうるか．運動器リハビリテーション 24(4):390-397, 2013 乙戸崇寛，
河上敬介：理学療法評価における超音波検査の役割と今後の展望．理学療法 31(1)17-23, 2014
③ Okubo Y, Kaneoka K, Shiina I, Tatsumura M, Miyakawa S. Abdominal muscle activity during a standing long
jump.J Orthop Sports Phys Ther 43(8):577-582, 2013.
④ Hasebe K, Sairyo K, Hada Y, Dezawa A, Okubo Y, Kaneoka K, Nakamura Y. Spino-pelvic-rhythm with forward
trunk bending in normal subjects without low back pain. Eur J Orthop Surg Traumatol, 2013.
⑤神舘盛充，金岡恒治，成田崇矢，大久保雄，辰村正紀．水中への飛び込み入水角度と頭部最大到達度の関係．日
本罹臨床スポーツ医学会誌 22(1):30-35, 2014.
⑥ Imai A, Kaneoka K, Okubo Y, Shiraki H. Effects of two types of trunk exercises on balance and athletic
performance in youth soccer players. Int J of Sports Phys Ther 9(1):46-57, 2014.
⑦大久保雄．腰痛における core exercise の実際．臨床スポーツ医学 30(8):721-726, 2013.
⑧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．埼玉医科大学雑誌 40(1):36-41, 2013.
⑨ 大 久 保 雄．Core stabilization exercise の 効 果 検 証． 埼 玉 ア ス レ テ ィ ッ ク・ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 研 究 会 誌
4(1):32-37, 2013.
⑩白岡岳人，雨宮克也，小中一輝，名塚健史，西村ひとみ，杉山真一，大久保雄，山田睦雄，森芳久．頸髄不全損
傷後に外来リハビリテーションで歩行能力が向上した一症例．埼玉アスレティック・リハビリテーション研究会
誌 4(1):2-4, 2013.
総数：論文 9 件，著書 1 件，学会発表 23 件（国際学会 4 件）
〈神経理学療法領域〉
代表的な業績
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①國澤洋介，高倉保幸，武井圭一，藪﨑純，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
実習における指導者継続の意欲に影響する要因

第 48 回日本理学療法学術大会抄録集．2013

②三本木光，武井圭一，森本貴之，岩崎寛之，小関要作，高倉保幸：移乗時の左手関節の荷重痛軽減を目的に義足
作成を検討した両側下腿切断例

第 6 回義肢適合支援のあり方研究会．2014/3/21，東京

③ 國 澤 洋 介， 高 倉 保 幸： が ん 患 者 に 対 す る 理 学 療 法 士 に よ る 心 理 的 サ ポ ー ト の 要 点

理 学 療 法．30 巻

P1287-1293，2013
④國澤洋介，高倉保幸，國澤佳恵，武井圭一：臨床活動に必要な症例検討

理学療法―臨床・研究・教育

21 巻

P8-11，2014
⑤高倉保幸，國澤洋介：ビジュアルレクチャー「内部障害理学寮法学」 第 5 章
橋哲也編

医歯薬出版

がんのリハビリテーション．高

267-290，2014

⑥高倉保幸，國澤洋介：
「がんのリハビリテーションガイドライン」準拠・「がんのリハビリテーション研修会」準
拠

骨転移の診療とリハビリテーション
医歯薬出版

⑦中村

第2部

第6章

骨転移患者の理学的評価と対応．大森まいこ他編

144-147，2014

徹，新垣

鮎香，鈴木

俊博，神子嶋

誠 . 施設に入所している知的障がい者の ADL 能力と転倒の関連性 ,

理学療法科学学会 . 2013.04. 埼玉県川越市
⑧緑川紗織，神子嶋

誠.

運動療法特化型デイサービスにおける利用者満足度の検討 , 理学療法科学学会 .

2013.04. 埼玉県川越市
⑨稲田

愛，堤

俊介，豊泉

元歩，神子嶋

誠 . ダウン症児におけるアルバータ乳幼児運動発達検査の有用性 ,

理学療法科学学会 . 2013.04. 埼玉県川越市
総数：著書 2 件，論文 2 件，学会発表 6 件
〈理学療法科学領域〉
代表的な業績
①新井智之，石橋英明：必読ロコモティブシンドローム（第 6 回）ロコモティブシンドローム対策

ロコモーショ

ントレーニング指導の実際とコツ . 整形外科 64(12)：1305-1308.
②海老原知恵，新井智之，藤田博曉，加藤剛平，筱岡世英良，森田泰裕，丸谷康平，細井俊希，石橋英明：地域在
住中高年者のロコモティブシンドロームと Quality of Life の関連 . 理学療法科学 28(5): 569-572, 2013.
③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(4): 407-410, 2012.
④丸谷 康平 , 藤田 博曉 , 細井 俊希 , 新井 智之 , 森田 泰裕 , 荻原 健一 , 石橋 英明：介護予防教室にロコモーション
トレーニングを取り入れた運動機能改善効果 . 第 15 回日本骨粗鬆症学会（大阪），2013.10．
⑤藤田 博曉 , 清水 夏生 , 細井 俊希 , 新井 智之 , 丸谷 康平 , 石橋 英明：地域在住中高年者の咬合機能とバランス能
力との関係 . 第 15 回日本骨粗鬆症学会（大阪），2013.10．
⑥新井 智之 , 藤田 博曉 , 加藤 剛平 , 丸谷 康平 , 細井 俊希 , 石橋 英明：地域在住中高年者のロコモティブシンドロー
ムと外出頻度，生活範囲，主観的健康感，QOL との関連 . 第 25 回日本運動器科学学会（神戸），2013.7.
総数：解説 1 件，論文 1 件，学会発表 5 件
＜基礎理学療法領域＞
代表的な業績
①小島龍平，藤野健，森健人，後藤遼佑，関谷伸一：第 29 回日本霊長類学会・日本哺乳類学会 2013 年度合同大
会自由集会（2）報告

骨格筋研究の未来を語ろう．霊長類研究

29(2):173-183，2013．

②時田幸之輔：腰神経叢と下部肋骨．第 63 回 理学療法科学学会 学術大会

シンポジウム「比較に基づく肉眼解

剖学 ? 体の基本構成を探る試み ?」. 2013 年 4 月 . 埼玉県川越市，埼玉医科大学かわごえクリニック．
③小島龍平：長期保存標本における筋線維タイプの判別．第 29 回日本霊長類学会・日本哺乳類学会 2013 年度合
同大会 . 2013 年 9 月 . 岡山理科大学，岡山県岡山市．
④時田幸之輔：腰神経叢と胸部特異的肋骨形成．コ・メディカル形態機能学会第 12 回学術集会・総会 . 2013 年 9
月 . 広島県呉市，広島国際大学呉キャンパス．
⑤時田幸之輔：腰神経叢から考える胸部特異的肋骨形成．京都大学霊長類研究所共同利用研究会：ヒトを含めた霊
長類の比較解剖学 ? 末梢神経と脈管系を中心に ?．2013 年 10 月 . 京都大学霊長類研究所，愛知県犬山市．
⑥小島龍平：ニホンザル前肢近位筋の筋線維タイプ構成．京都大学霊長類研究所共同利用研究会：ヒトを含めた霊
長類の比較解剖学 ? 末梢神経と脈管系を中心に ?．2013 年 10 月 . 京都大学霊長類研究所，愛知県犬山市．
⑦時田幸之輔：腰神経後枝の分布からみるヒトの特徴．第 67 回日本人類学会大会
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軟部人類学 ? 背
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部を考える ?．2013 年 11 月 . 茨城県

つくば市

国立科学博物館筑波研究施設．

⑧小島龍平：筋線維タイプ構成および筋構築からみた固有背筋の比較機能形態学．第 67 回日本人類学会大会
ンポジウ

軟部人類学 ? 背部を考える ?．2013 年 11 月 . 茨城県

つくば市

シ

国立科学博物館筑波研究施設．

⑨小島龍平：ニホンザル胸筋群の筋線維タイプ構成．第 67 回日本人類学会大会 . 2013 年 11 月 . 国立科学博物館
筑波研究施設，茨城県つくば市．
⑩時田幸之輔：腰仙骨神経叢から考える胸部特異的肋骨形成．第 119 回日本解剖学会総会・全国学術集会
ポジウム

シン

脊髄神経及び脈管から形態形成の原則を考える．2014 年 3 月 . 栃木県下野市，自治医科大学．

総数：論文 1 件，学会発表 29 件
6-2．獲得研究費
1．赤坂清和，乙戸崇寛 , 澤田豊，大久保雄 , 簗瀬康：理学療法士養成教育における関節モビライゼーション教育
の現状 . 平成 10 年度埼玉県理学療法士会研究推進研究費補助金 , 100 千円
2．乙戸崇寛 : 追従式 3 次元形状解析法による肩甲上腕リズムから投球疲労度を推定できるか？文部科学省科学研
究費補助金，基盤研究 C, 1,300 千円
3．大久保雄：MR 拡散強調画像を用いた大腰筋活動の評価―大腰筋強化のエビデンス確立に向けて―．文部科学
省科学研究費補助金，若手研究 B，3,380 千円
4．時田幸之輔：チンパンジーの体幹と下肢帯の境界領域における脊髄神経前枝の形態的特徴．京都大学霊長類研
究所 . 2013 年度
5．時田幸之輔：ヒトを含めた霊長類の比較解剖学 ? 末梢神経系と脈管系を中心に ?．京都大学霊長類研究所 .
2013 年度．
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
高倉保幸・國澤佳恵：第 10335 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」．埼玉
高倉保幸・國澤洋介：第 10354 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」．東京
高倉保幸・國澤洋介：第 3 回リハビリテーション分野における統計・研究法講習会．東京
時田幸之輔：第 63 回理学療法科学学会学術大会．埼玉

7．自己点検・評価
（学部教育）
平成 25 年度保健医療学部理学療法学科は 7 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
クト研究には積極的な申請を行ってきた．
本学科における教員の地域社会活動への貢献についても，毛呂山町，日高市など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
813

理学療法学科

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．
さらに今年度は，乙戸講師が埼玉医科大学国際交流センターの基幹事業である教員短期留学制度を利用して，平成
25 年 6 月 25 日から 9 月 23 日までの 90 日間，米国ロサンゼルス州に滞在し，Select Physical Therapy という理学
療法クリニックで 10 週間，スポーツ理学療法及び筋骨格理学療法の研修を行った．教員を海外に送り出し世界的な
見識を持つ機会を与えることができたことは学科として非常に異議の大きい事であると考えられた．
（大学院）
大学院趣旨課程の完成年度であった平成 23 年度から現在に至るまで，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
藤本健太（FUJIMOTO, Kenta）
：助教：博士
鈴木志穂（SUZUKI, Shiho）
：助手：修士
丹治律子（TANJI, Ritsuko）
：特任研究補助員

2．教育
2-1．目的･目標
埼玉医科大学医学部 1 年生の臨床推論を担当した．臨床推論は，症例検討型の少人数グループ学習である．この
教科は，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）
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．1 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
医学部 1 年生の臨床推論は，知識の習得よりもグループでの意見交換を通じて医学的な推論の技術を習得するこ
とが目的である．この科目を担当して数年になるが，ここ数年学生の質の向上が顕著である．ほとんどの学生が，論
議に積極的に参加する状況が嬉しい限りである．このような学習環境で，臨床推論では学生に科学的思考の基本を説
くことができたのは大きな成果と認識している．
2-4．自己評価と次年度計画
すべての学生は少人数学習に興味を喚起したと自負している．今後の課題は医学的基礎知識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，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）
5）cyclin D1 プロモーター非コード RNA の構造と機能の解析（鈴木・黒川）
6）TLS 結合性非コード RNA のグローバル解析（藤本・黒川）
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3-3．研究内容と達成度
研究部門開設年 9 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，複数の国内学術誌からの総説執筆の依頼があり，海外からの総説執筆依頼も
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 9 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
応用を目指した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
研究が順調に進み，大学院生の学位論文に結実した．さらに，共同研究による大型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．

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
黒川理樹：PLOS ONE，Molecular Sciences，BBRC

査読委員

黒川理樹：Cell Biology，Science Research，Insights of Translational Medicine

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．医学部 1 年生のアドバイザーとして学生の生活等の
指導を行った．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 Wada, T., Araki, Y., Sato, K., Yokota, K., Kim, Y., Oda, H., Kurokawa, R., and Mimura, T. Abnormal histone
acetylation contributes to elevated interleukin-6 production in rheumatoid arthritis synovial ﬁbroblasts. BBRC
444: 682-686（2014）
② Fujimoto, K., Arai, S., Matsubara, M., Du, K., Araki, Y., Matsushita, A., Kurokawa, R. Implicated role of liposarcoma
related fusion oncoprotein TLS-CHOP in the dysregulation of arginine-speciﬁc methylation through PRMT1. Cell
Biology 1: 18-23（2013）
．
③黒川理樹

RNA が DNA メチル化を制御していた‐長鎖非コード RNA の新たな機能

実験医学 32：63-65

（2014）
④黒川理樹

低温電子顕微鏡と擬似原子モデルが解く転写開始の未解決問題

実験医学 31: 1751-1752（2013）

［学会発表 / 講演］
⑤ Kurokawa, R. Mechanism of Transcription of Long Noncoding RNA. Keystone Symposia

Santa Fe, New Mexico,

USA（2014/3/1）
⑥ Fujimoto, K., Suzuki, S., and Kurokawa, R. Transcriptional regulation by the long non-coding RNA transcribed
from cyclin D1 promoter via protein arginine methylation of nuclear hormone receptor-cofactor TLS. ENDO
2013 San Francisco, California, USA（2013/6/15）
⑦黒川理樹 長鎖非コード RNA 作用の分子機構の解析 第 36 回日本分子生物学会年会
【総数：論文

4 件，学会発表

1 件，講演

兵庫県神戸市（2013/12/3）

2 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：950 万円
黒川理樹（代表）
文部科学省 科学研究費 基盤研究（B）
「メチル化シグナルによる長鎖非コード RNA 機能の発現機構の解明」配分額：
600 万円
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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：110 万円
藤本健太（分担）
（代表：黒川 理樹）
文部科学省 科学研究費 基盤研究（B）
「メチル化シグナルによる長鎖非コード RNA 機能の発現機構の解明」配分額：
70 万円
6-3．受賞
Fujimoto, K., Suzuki, S., and Kurokawa, R.： ポ ス タ ー 賞 Transcriptional regulation by the long non-coding RNA
transcribed from cyclin D1 promoter via protein arginine methylation of nuclear hormone receptor-cofactor TLS.
ENDO2013（2013/06/15）
6-4．特許，実用新案
発明の名称 :「抗 TLS モノクローナル抗体及びその製造方法，ハイブリドーマ及びその製造方法，並びに抗 TLS モ
ノクローナル抗体含有組成物」
，
出願番号 : 特願 2013-099962（国内），出願日 :2013 年 5 月 10 日，発明者 : 黒川 理樹，
藤本 健太
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
第 36 回日本分子生物学会 ワークショップ（2013/12/3）
長鎖非コード RNA の分子機構の探索‐構造と機能からのアプローチ
ゲノム医学研究センター運営委員会承認学術集会（2013/12/13）
X 染色体不活性化をモデルシステムとした哺乳類長鎖非コード RNA による遺伝子発現制御機構
小川裕也（Cincinnati Children's Hospital Medical Center）

7．自己点検・評価
この年度で遺伝子構造機能部門も開設から 9 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．

817

ゲノム医学研究センター

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

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
北村

茜（KITAMURA, Akane）
：特任技術員：修士

藤谷美和（FUJITANI, Miwa）
：特任技術員：修士
川島沙紀（KAWASHIMA, Saki）
：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）を担当した．保健医療学部学生の研究体験指導は池田が中心で行い，佐藤が指導
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（朝倉受康氏）の副査を担当した．学外におけ
る教育活動として，池田は，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 2
時限の講義を行った．
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，実際に生化学実験や細胞培養を
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．他研究機関からの複数の大学院生が，
特別研究学生として当部門で研究教育を man to man で受けており，基礎・トランスレーショナル・臨床研究の研鑽
とそれに基づく学位取得を目標としている．
大学院生には，学会や科学雑誌での発表を行えるレベルまでの指導を行っ
ており，学位取得後も各機関において研究を継続し，研究指導ができる実力の養成を目指している．
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3．研究
3-1．目的・目標
当部門では，遺伝子情報の制御に関してホルモン作用機構の解明を目指し研究を進めている．特に骨粗鬆症や加齢
性神経疾患などの老年病と，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．ゲノム医学，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．特に新しいゲノム医学技術
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・編集技術を応用した疾患動物モデルと遺伝子治療モデルの開発と応用，3）オーダーメー
ド医療をめざした加齢性疾患の遺伝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，氏平，丸山，宮崎，大石，北村，川島，井上）
2）骨粗鬆症，生殖系におけるビタミンＫ作用機構の解明（堀江，池田，柴，井上）
3）リングフィンガー蛋白質の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ホルモン・ビタミンシグナルの in vivo での解析（池田，宮崎，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）筋・骨格系における核内受容体・転写因子・応答遺伝子の機能の解明（池田，井上）
3-3．研究内容と達成度
ステロイドホルモン，ビタミ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・ビタミン K の作用を中心に研究を行っている．25 年度は，
「文
部科学省セルイノベーション事業」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」において，
分担機関として 5 年目の研究業務を遂行した．
セルイノベーション事業については，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にかかわる新規アンドロゲン応答性非コード RNA 遺伝子として，転写抑制因
子として知られる CTBP1 のアンチセンス遺伝子である CTBP1-AS の作用を明らかにした．国際医療センター・乳腺
腫瘍科との共同研究においては，エストロゲン標的遺伝子である EBAG9 発現の乳がん予後との関連について論文発
表を行った．先駆的医薬品・医療機器研究発掘支援事業事業については，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の標的因子やビタミン 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．ビタミン K が補因子として作用する蛋白質γ - カルボキシル化を行う
γ - カルボキシラーゼ（GGCX）遺伝子を肝臓特異的に欠失させたマウスを作製し，ビタミン K 血液凝固系の作用阻
害により，寿命短縮がもたらされるメカニズムを明らかにして論文発表を行い，日本産業新聞等で紹介された．エス
トロゲン受容体標的因子として同定されてきたミトコンドリア呼吸鎖作用にかかわる COX7RP の遺伝子改変マウス
の作製により，COX7RP が特に呼吸鎖複合体間の会合であるスーパー複合体形成を促進し，筋肉などにおけるエネ
ルギー産生亢進させる作用をもたらすことを明らかにし，論文発表した．この内容は「タフなマウスできた」という
標題にて朝日新聞において報道された．さらに，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，加齢性疾患・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
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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がん病
態との関連が注目されており，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，今後，さらに次
世代シーケンス解析を導入して，新しい診断・治療法の開発への応用を目指していく．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を行うことを達成しており，今後も世界的レベルの
成果を得て臨床応用に至るトランスレーショナル研究にも繋がるよう研究を推進している．
26 年度においては，特に核内受容体とその標的遺伝子についての研究，ビタミン K 作用に関連する遺伝子に関す
る研究を一層発展させる．乳がんにおいては，がん臨床検体において，がん病態の進行にかかわるマイクロ RNA や
長鎖非コード RNA 遺伝子に注目し，その機能を明らかにし，診断・治療の標的分子として臨床応用されることを目
指す．乳がん，前立腺がんに加え，子宮がんの臨床検体における遺伝子発現にも注目し，次世代シーケンス解析によ
り新規の標的遺伝子の同定と機能解析を進めていく．ビタミン K 研究においては，GGCX の組織特異的遺伝子欠失マ
ウスの作製を行い，組織別の機能の解明を行っていく．眼科トランスレーショナル研究においては，次世代シーケン
サーを用いた遺伝子変異解析を行い，従来のマイクロアレイによる一塩基変異解析では明らかにされなかった，黄斑
変性疾患の病態進展にかかわる稀な遺伝子変異の同定を行っていく．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，オミックス医療学会理事，
日本アンドロロジー学会理事，ホルモンと癌研究会理事，山口内分泌疾患研究振興財団審査委員
堀江 公仁子：日本抗加齢医学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表
① Takayama K, Horie-Inoue K, Katayama S, Suzuki T, Tsutsumi S, Ikeda K, Urano T, Fujimura T, Takagi K, Takahashi
S, Homma Y, Ouchi Y, Aburatani H, Hayashizaki Y, Inoue S: Androgen-responsive long noncoding RNA CTBP1-AS
promotes prostate cancer. EMBO J 32, 1665-1680, 2013. DOI: 10.1038/emboj.2013.99.
② Yamaga R, Ikeda K, Horie-Inoue K, Ouchi Y, Suzuki Y, Inoue S: RNA-sequencing of MCF-7 breast cancer cells
identiﬁes novel estrogen-responsive genes with functional estrogen receptor-binding sites in the vicinity of their
transcription start sites. Horm Cancer 4, 222-232, 2013. DOI: 10.1007/s12672-013-0140-3.
③ Ikeda K, Shiba S, Horie-Inoue K, Shimokata K, Inoue S: A stabilizing factor for mitochondrial respiratory
supercomplex assembly regulates energy metabolism in muscle. Nat Commun 4, 2147, 2013. DOI: 10.1038/
ncomms3147.
④ Ijichi N, Shigekawa T, Ikeda K, Miyazaki T, Horie-Inoue K, Shimizu C, Saji S, Aogi K, Tsuda H, Osaki S, Saeki T,
Inoue S: Association of positive EBAG9 immunoreactivity with unfavorable prognosis in breast cancer patients
treated with tamoxifen. Clin Breast Cancer 13, 465-470, 2013. DOI: 10.1016/j.clbc.2013.08.015.
⑤ Azuma K, Tsukui T, Ikeda K, Shiba S, Nakagawa K, Okano T, Urano T, Horie-Inoue K, Ouchi Y, Ikawa M, Inoue S:
Liver-speciﬁc γ -glutamyl carboxylase-1 deﬁcient mice display bleeding diathesis and short life span. PLoS ONE 9,
e88643, 2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0088643.
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⑥ Ijichi N, Ikeda K, Horie-Inoue K, Inoue S. FOXP1 and estrogen signaling in breast cancer. Vitam Horm
2013;93:203-212. doi:10.1016/B978-0-12-416673-8.00006-X.
⑦ Horie-Inoue K, Inoue S. Genome-wide integrated analyses of androgen receptor signaling in prostate cancer
based on high-throughput technology. Curr Drug Targets 2013 Apr;14（4）:472-480.
⑧井上聡：[ シンポジウム ] アンドロゲン応答性アンチセンス長鎖非コード RNA による前立腺がん増殖のエピゲノ
ム制御（2013.10.3-5）第 72 回日本癌学会学術総会（横浜）
⑨ Inoue S: [Symposium] COX7RP is a critical factor for the formation of mitochondrial respiratory supercomplexes
and for the maintenance of muscular and bone strength.（2013.10.31-11.2）Asian Aging Core for Longevity,
Asian Aging 2013: Japan-Korea Joint Conference on Genes, Metabolism, and Neurodegeneration, Kyoto, Japan.
⑩ Inoue S: [Symposium] Roles of estrogen-responsive gene COX7RP, a critical factor for the formation of
mitochondrial respiratory supercomplexes, in muscle and cancer metabolism.（2013.11.4-8）Cold Spring HaborAsia, Nuclear Receptors and Diseases, Suzhou, China.
［論文］13 編 ［学会発表］34 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：950 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：2,600 万円（内，間接経費 236.3 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：566 万円（内，間接経費 1,306,153 円）
池田和博（代表）
科学研究費補助金

新学術領域研究「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わる生体作用の

解明」
配分額：494 万円（内，間接経費 114 万円）
宮崎

利明（代表）

平成 25 年度学内グラント「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：60 万円
柴

祥子（代表）
平成 25 年度学内グラント
「ビタミン K 依存性γ - グルタミルカルボキシラーゼの生体における新たな役割の解明」
配分額：60 万円

6-3．受賞
1．堀江公仁子，兒玉啓輔，高山賢一，池田和博，井上聡：[ 優秀演題賞 ] ホルモン療法耐性前立腺がん細胞のエク
ソーム解析

2013.6.28-30

第 13 回日本抗加齢医学会総会（横浜）

2．堀江公仁子，伊地知暢広，池田和博，大石貴史，井上聡：[ 最優秀演題賞：基礎 ][ ワークショップ ] 乳がん細
胞のエストロゲン受容体シグナルにおけるフォークヘッド転写因子 FOXA1 および FOXP1 の異なる転写調節作
用（2013.7.12-13）第 14 回ホルモンと癌研究会（東京）
3．柴祥子，東浩太郎，池田和博，浦野友彦，堀江公仁子，井上聡：[ 学会賞 ] ビタミン K 依存性γ−グルタミル
カルボキシラーゼをセリトル細胞特異的に欠失したマウスは雄性不妊を呈する

2013.7.26-27

第 32 回日本ア

ンドロロジー学会（大阪）
4．柴祥子，池田和博，堀江公仁子，井上聡：[ 鈴木紘一メモリアル賞 ]COX7RP は動物個体レベルで糖・脂質代謝
を調節する

2014.10.15-18

第 87 日本生化学会大会（横浜）

5．Endo H, Ikeda K, Urano T, Horie-Inoue K, Inoue S.：[JB 論 文 賞 ] Terf/TRIM17 stimulates degradation of
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kinetochore protein ZWINT and regulates cell proliferation Vol.151 No.2, 139-144（2012）出版 2014.10.15-18
第 87 日本生化学会大会（横浜）にて表彰
6．池田和博，堀江公仁子，井上聡：[ 学術奨励賞 ] ミトコンドリア呼吸鎖スーパー複合体形成因子 COX7RP は生
体内で骨量を制御する

2013.10.12

第 15 回日本骨粗鬆症学会（大阪）

6-4．特許，実用新案
1．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」
，出願番号：PCT/JP2013/074452，出願日：2013 年 9 月 11 日，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
2． 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 」， 出 願 番 号：PCT/
JP2014/057471，出願日：2014 年 3 月 19 日，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
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
1．第 14 回ホルモンと癌研究会

2013.7.12-13

東京大学山上会館（東京）

2．第 173 回ゲノム医学研究センター承認学術集会 Dr. Debabrata Chakravarti（Northwestern University）"Novel
Zn-ﬁnger proteins in transcriptional regulation and cancer cell function." 2013.9.13

埼玉医科大学ゲノム医学

研究センター
3．第 182 回ゲノム医学研究センター承認学術集会（埼玉）Prof. Michiru D. Sugawa（ChariteUniversity Medicine
Berlin）"Unique Contribution of Mitochondrial Supercomplexes in Hippocampal Ageing." 2013.11.13

埼玉医科

大学ゲノム医学研究センター
4．第 181 回ゲノム医学研究センター承認学術集会（埼玉）Prof. Norbert A. Dencher（Technische Universitat
Darmstadt）"Structure, function and activity of the evolutionarily conserved supramolecular organisation of
respiratory chain complexes." 2013.11.13

埼玉医科大学ゲノム医学研究センター

5．第 183 回ゲノム医学研究センター承認学術集会（埼玉）田中 正人 教授（東京薬科大学）「死細胞貪食と免疫制御」
2013.12.25

埼玉医科大学ゲノム医学研究センター

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

鈴木

歩（SUZUKI, Ayumu）
：ポストドクトラルフェロー：博士

上田

篤（Ueda, Atsushi）
：ポストドクトラルフェロー：博士

奥田知子（OKUDA, Tomoko）
：研究補助員

2．教育
2-1．目的･目標
最近，いわゆる系統講義を依頼されることはほとんどなく，それ故，課外学習プログラムなどに参加して，学生と
接触する機会を積極的に持とうと考えている．大学院博士過程の学生の講義に関しては，例年，最新医学特別講義の
中に 1 コマを担当しており，ES 細胞，iPS 細胞について講義することにしているが，この分野は，研究の進展の速
度が極めて速く，自分が持っている資料の内容が古くなってしまいがちではあるが，そうならないように，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．また，当部門に所属する修士，もしくは博士の大学院生が現れた
場合は，
実験技術を教え込むことのみならず，
どういった研究を行うべきか自分自身で考えることができる能力を持っ
た研究者に育てることに重きをおいて指導したいと考えている．
2-2．教育内容（担当者）
平成 25 年度において当部門は，シラバスに組み込まれている講義への貢献としては，平崎助教の医学部 2 年生へ
の講義である，
「医学推論」の講義に参加したのみである．但し，夏期プログラムには iPS 細胞に関係するプログラ
ムを提案し，実際，1 人の医学部学生に応募していただき，3 日間の集中講義，及び実験を行った．このプログラムは，
自分たちの研究成果を含め，最新の医学研究について紹介するにより，学部学生に研究マインドを持っていただく絶
好のチャンスと考えており，それ故，今後も積極的に学生の参加を募集したいと考えている．また，保健医療学部の
学生 1 名が，当研究室で，
「2 次元電気泳動を利用した，リン酸化レベルと定量」という卒業研究を行い，その研究
成果を卒業研究論文集にまとめる過程で，実験，及び研究成果の記載方法等を指導した．
2-3．達成度
博士課程大学院生の講義に関しては，毎年，同じテーマの講義を行っており，かつ，その年に発表された最新の情
報を取り入れるために随時資料をアップデートしている．それ為，講義の資料が大変洗練されたものになっており，
それ故，分かりやすく，かつ内容のある講義ができていると自負している．課外学習プログラムに関しては，夏休み
に，医学部の学生が 1 名，研究室に来てくれて，partial iPS 細胞から，iPS 細胞への変換の過程を見ていただくことで，
細胞のリプログラミングの一部を実際見てもらった．保健医療学部の学生 1 名の卒業研究に関しては，2 次元電気泳
動を利用し，特定のタンパク質のリン酸化フォームと非リン酸化フォームの相対的な量比を明らかにする方法を開発
し，その研究成果をまとめた．
2-4．自己評価と次年度計画
平成 25 年度は，学部学生への系統講義を担当していないという点から，学生教育に大いに貢献したとは言い難い
が，博士過程大学院講義，課外学習プログラム，及び保健医療学部の学生の卒業研究といったように，学生と触れ合
う機会はそれなりにあるので，折に触れて，研究の醍醐味，重要性等について，今まで，説明してきたつもりである
し，今後もそれらの点において教育に積極的に貢献したいと考えている．

3．研究
3-1．目的・目標
本部門では，2001 年の発足時から，分化多能性，無限の自己増殖性といった ES 細胞が持つ特筆すべき特徴がど
のような分子メカニズムでもって規定されているかを明らかにすることを目標に研究してきた．かつ，2006 年の
iPS 細胞の登場からは，iPS 細胞についても精力的に研究を行っている．ES 細胞研究に関しては，ES 細胞特異的な性
質についての研究に加え，癌細胞との共通の性質についての研究にも力を注いでおり，一方，iPS 細胞研究に関しては，
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体細胞がリプログラミング因子の導入により iPS 細胞へと変換する分子メカニズムを解明することに的を絞って研究
を行っている．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1．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
6．Max ホモ欠失 ES 細胞からの減数分裂細胞誘導
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ついての研究に関しては，c-Myc タンパク質が転写因子
として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する遺伝子をホモ欠失させた ES 細胞を用いた
解析を中心に行ってきた．まず，
平成 23 年度には，その細胞を用いて，Cell 誌の姉妹誌である Cell Stem Cell に掲載し，
その翌年の平成 24 年度には，やはりその細胞を用いて，Max と Sirt1 との関係を明らかにし，STEM CELLS に論文
を発表した．そして，平成 25 年においては，c-Myc と PI3K の間に協調作用があることを見出し，解析を進め，現
在，論文投稿中である．研究項目 2 の Nucleostemin 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軸に論文をまとめ，現在，論文投稿中である．研究項目 3 の UTF1 の研究に関しては，本遺伝子
の発現と分化細胞に見られる contact inhibition との関係を探っている．研究項目 4 の partial iPS 細胞に関する研究
に関しては，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，partial iPS 細胞から，真の iPS 細
胞への変換に寄与する遺伝子の一つとして Cnot2 遺伝子を捉えることができ，現在，論文が in press の状態にある．
研究項目 5 の研究は，研究項目 1 の研究と関連する研究であるが，Max ホモ欠失 ES 細胞が元来呈する筈の激しい細
胞死のフェノタイプが Nanog の強制発現により無くなるという発見に対して，その分子メカニズムを探ろうとする
研究である．まだ，論文を投稿するといったレベルには全然達していないが，今後の展開が最も期待される研究項目
である．研究項目 6 の Max 遺伝子と減数分裂に関する研究は，Max ホモ欠失 ES 細胞を樹立した時点では全く考え
ていなかった研究であるが，この想定外の発見は，今後，生殖細胞関連の分野に大変大きなインパクトを与える可能
性のある研究であると考えており，それ故，今後も精力的に研究を進めていきたいと考えている研究テーマである．
3-4．自己評価と次年度計画
当該年度において，他大学との共同研究を併せると，計 5 報の原著論文を輩出することができた．特に，Max 遺
伝子と減数分裂との関連を明らかにした論文は，当研究室の今後の研究の方向性を定めるであろうキーとなる論文
であると考えている．その他，ES 細胞の未分化性維持における Myc と PI3K の協調作用に関する論文であるとか，
Nucleostemin に関する論文に関しては現在論文投稿中であるので，平成 26 年度のできるだけ早い時期に決着をつけ
たいと考えている．ES 細胞における Max 遺伝子発現と減数分裂に関係する研究に関しては日々，新規な研究結果を
得ている状況で，今後の進展が大いに期待される研究テーマとなっている．なお，ES 細胞と癌細胞の両者に共通す
る特質を規定する上での Myc 遺伝子の役割を明らかにしようとする研究プロジェクトは，本研究室で遂行されてい
る最もユニークでインパクトの大きい研究プロジェクトであると考えており，それ故，平成 26 年度中というのは難
しいかもしれないがそれ程遠くない将来，Big Science を完成させ，全世界にその成果を発信したいと考えている．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
平成 23 年に ES 細胞における c-Myc/Max 転写複合体の役割に関する論文を Cell Stem Cell に発表したことがきっ
かけとなり，Max 遺伝子と減数分裂との関連に関する研究と Max とは結合していない遊離 c-Myc タンパク質と
Nanog との関連に関する研究といった新たな 2 つの研究テーマが浮上し，実際，現在，それら 2 つの研究テーマを
軸に研究を進めている．いずれの研究テーマも，完成出来れば，科学の世界のみならず，一般社会に大変大きな波及
効果を示すであろうと考えているので，粘り強く頑張って，これらの研究を達成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
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1．PLoS One 2013 年 4 月
2．Biochemical Biophysical Research Communication 2013 年 5 月
3．Biochemical Biophysical Research Communication 2013 年 7 月
4．Stem Cell Reports 2013 年 9 月
5．PLoS One 2013 年 3 月
6．Molecular and Cellular Biology 2014 年 3 月
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
「該当なし」

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Hirasaki M, Hiraki-Kamon K, Kamon M, Suzuki A, Katano M, Nishimoto M, Okuda A. Striking similarity in the
gene expression levels of individual Myc module members among ESCs, EpiSCs, and partial iPSCs. PLoS One
e83769, 2013 ＜論文＞
② Nishimoto M, Katano M, Yamagishi T, HishidaT, Kamon M, Suzuki A, Hirasaki M, NabeshimaYok, Nabeshima Yo-i,
Katsura Y, Satta Y, Deakin JE, Graves JA, Kuroki Y, Ono R, Ishino F, Ema M, Takahashi S, Kato H, Okuda, A. In vivo
function and evolution of the eutherian-speciﬁc pluripotency marker UTF1 PLoS One 8, e68119, 2013 ＜論文＞
③ Uema N, Ooshio T, Harada K, Naito M, Naka K, Hoshii T, Tadokoro Y, Ohta K, Ali MA, Katano M, Soga T,
Nakanuma Y, Okuda A, Hirao A. Abundant nucleostemin expression supports the malignant properties of germ
cell tumors Am J Pathol 183: 592-603, 2013 ＜論文＞
④ 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 110: 6412-6417, 2013
＜論文＞
⑤ 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. 4:
1754, 2013 ＜論文＞
⑥ Okuda A. "Underlying the molecular bases of cell death phenotype of Max-null embryonic stem cells"Small RNAs
to Stem Cells & Epigenetic Reprogramming Asia-2013 Meeting（ 東 京， 東 京 大 学

山 上 会 館 2013 年 11 月

25-26 日）＜口頭発表＞
⑦ Iseki H, Nakachi Y, Hishida T, Tanimoto Y, Sugiyama F, Yagami K, Okuda A, Okazaki Y. "Jarid2 improves the
kinetics and eﬃciency of transcription-based reprogramming." 11th annual meeting of ISSCR（Boston, United
State, 2013 年 6 月 14 日）＜ポスター発表＞
⑧平崎正孝，片野

幸，鈴木

歩，西本正純，奥田晶彦 「Myc モジュール遺伝子メンバーのほとんどが，ES 細胞

と Epiblast 幹細胞の両者で同レベルの発現を示す」 第 36 回日本分子生物学会年会 （神戸，神戸ポートアイラ
ンド，2013 年 12 月 3-6 日）＜ポスター発表＞
⑨鈴木

歩，菱田友昭，平崎正孝，曽我朋義，奥田晶彦 「Max ノックアウト ES 細胞の激しい細胞死はヌクレオ

チド欠乏に伴う複製ストレスにより引き起こされる」 第 36 回日本分子生物学会年会 （神戸，神戸ポートアイ
ランド，2013 年 12 月 3-6 日）＜ポスター発表＞
⑩加藤英政，平木啓子，栄徳勝光，清澤秀孔，川上秀史，奥田晶彦 「ヒト分化多能性細胞の分化の改善」 第 36
回日本分子生物学会年会 （神戸，神戸ポートアイランド，2013 年 12 月 3-6 日）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＞
【総数：論文 5 件，学会発表 5 件，講演 1 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 B

課題名：Max 及び Nucleostemin 遺伝子の発現制御による癌細胞の根絶
配分額

5,700 千円

奥田晶彦（代表）文部科学省科学研究費

挑戦的萌芽研究
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課題名：c-Myc による Max 非依存的なアポトーシス誘導機構とその回避メカニズム
配分額

1,800 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：18,650（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：9,500（千円）
6-3．受賞
「該当なし」
6-4．特許，実用新案
「該当なし」
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
「該当なし」

7．自己点検・評価
平成 23 年度の Cell Stem Cell への論文の発表が一つのブレークスルーとなって，順調に研究成果を積み上げるこ
とができていると考えている．但し，それらの成果を世界に発信しなければ，何も研究していないのと同じなので，
必ずや近い将来，現在持っている研究データをより確固たるものにし，最終的には権威のある雑誌に論文を発表した
いと考えている．教育に関しては，通年学習プログラム，卒業研究，大学院講義等で学生と触れ合い，その中で，研
究の醍醐味を伝え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おける解明に関する研究：博士

大澤賢次（OHTE, Satoshi）
：助教：研究員：教育員：大学院教員（大学院）：博士
塚本

翔（TSUKAMOTO, Sho）: 助手：修士課程大学院生

宮本

阿礼（MIYAMOTO, Arei）
：リサーチフェロー：博士

水田

誉人（MIZUTA, Takato）
：博士課程大学院生

藤本

舞（FUJIMOTO, Mai）
：特別研究学生

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 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，博士課程大学院生及び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）を担当した．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，
博士課程の大学院生 1 名と特別研究学生 1 名，修士課程大学院生 1 名については，
毎日，
研究計画の立案，実施，結果の解釈についてディスカッションを行い，さらに，毎週，論文抄読会による勉強，研究
データの報告会，毎月の月例報告会で指導した（片桐，大澤）．さらに，海外を含む学会発表を積極的に経験させ学
位取得へ向けて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 1 名については，実験の基本的操作，計
画，結果の解釈等を指導し，4 年生の 3 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
1 名と医学部大学院生 1 名が参加し，
難病・進行性骨化性線維異形成症について 3 日間にわたり実験を交えながら，
ディ
スカッションを行った（片桐，大澤，塚本）
．
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」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．修士課程大学院生（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，3
月末に修士課程を修了した．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，研究内容を国内外の学
会において発表した．博士課程大学院生（水田）は実験の基本操作と実験計画の立て方，結果の解釈を身につけるこ
とが出来た．保健医療学部からの卒業研究生は，充実した研究期間を過ごし，4 年生の 3 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た．3 年生の 1 名も，主に休暇中な
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と考えている．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，大澤，塚本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 研究に携わった．病態生理部門は，我が国における FOP の基礎研究の
中心的研究グループとなりつつあり，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 の異所性骨化の発症メカニズムに関わる新たな知見を発表した．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，FOP 研究開始当初の目標は達成できたと考えるが，今後も 1 日も早い FOP 治療法の確立を目指し
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いると考える．次年度も発展的に FOP 研究を進め，
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
片桐岳信：
歯科基礎医学会評議員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Katagiri T, Tsukamoto S.
The unique activity of bone morphogenetic proteins in bone: a critical role of the Smad signaling pathway. Biol
Chem. 2013 Jun;394（6）:703-14.
② Kokabu S, Nguyen T, Ohte S, Sato T, Katagiri T, Yoda T, Rosen V.
TLE3, transducing-like enhancer of split 3, suppresses osteoblast diﬀerentiation of bone marrow stromal cells.
Biochem Biophys Res Commun. 2013 Aug 16;438（1）:205-10.
③ Nakahara Y, Katagiri T, Ogata N, Haga N.
ACVR1（587T>C）mutation in a variant form of ﬁbrodysplasia ossiﬁcans progressiva: second report. Am J Med
Genet A. 2014 Jan;164A（1）:220-4.
④ Kokabu S, Sato T, Ohte S, Enoki Y, Okubo M, Hayashi N, Nojima J, Tsukamoto S, Fukushima Y, Sakata Y, Katagiri T,
Rosen V, Yoda T.
Expression of TLE3 by bone marrow stromal cells is regulated by canonical Wnt signaling. FEBS Lett. 2014 Feb
14;588（4）:614-9.
⑤ Fujimoto M, Ohte S, Tsukamoto S, Miyamoto A, Suda N, Katagiri T.
Mutant ALK2 Receptors Identiﬁed In Patients With A Typical And A Variant Fibrodysplasia Ossiﬁcans Progressiva
Show Diﬀerent Sensitivities To Type 2 Receptors.
2013.6. 2nd Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society for Bone and Mineral Research. 神戸国際
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会議場（兵庫県神戸市）
⑥ Tsukamoto S, Ohte S, Fujimoto M, Mizuta T, Miyamoto A, Osawa K, Kokabu S, Murata E, Jimi E, Katagiri T.
Smad8 is a Novel Type Regulator of BMP Signaling.
2013.10. 2013 ASBMR Symposium Cutting Edge Discoveries in Muscle Biology, Disease and Therapeutics.
Baltimore（米国）
⑦ Tsukamoto S, Ohte S, Fujimoto M, Mizuta T, Miyamoto A, Osawa K, Kokabu S, Murata E, Jimi E, Katagiri T.
Smad8 is a Novel Type Regulator of BMP Signaling.
2013.10. 2013 ASBMR Annual Meeting. Baltimore（米国）
⑧ Fujimoto M, Ohte S, Tsukamoto S, Mizuta T, Miyamoto A, Osawa K, Katagiri T
Mutant ALK2 receptors identified in patients with typical and variant cases of fibrodysplasia ossificans
progressiva are activated through phosphorylation at Thr203 by
⑨片桐岳信
筋組織で起こる異所性骨化の研究から
2013.12 第 3 回柔道整復師基礎医科学シンポジウム , 名古屋大学医学部（愛知県名古屋市）, 招待講演
⑩片桐岳信
骨が増える難病・FOP の研究から
第 28 回日本臨床リウマチ学会 , 2013.11, 幕張メッセ（千葉県幕張市）, 招待講演
【総数：論文 4 件，学会発表 18 件，講演 6 件】
6-2．獲得研究費
片桐 岳信（代表）
文科省科学研究費

基盤研究（B）
：

「骨格筋の調和を保つ新たな細胞間コミュニケーションの解明」
配分額：910 万円
片桐 岳信（代表）
文科省科学研究費

挑戦的萌芽研究：

「BMP の骨格制御活性を司る新規因子の解析」
配分額：286 万円
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：
「次世代医療を指向するケ ? ノム医学総合研究拠点の創生と展開」
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：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：米山克美）
文科省科学研究費

基盤研究（C）
：

「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」
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

共同研究

配分額：420 万円
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大澤 賢次（代表）
文科省科学研究費
「Src − p130

研究活動スタート支援：

Axis による破骨細胞の機能発現機構の解明」

配分額：143 万円
塚本 翔（代表）
文科省科学研究費

研究活動スタート支援：

「転写因子 Smad8 による新たな BMP シグナル制御機構の解明」
配分額：143 万円
宮本 阿礼（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型受容体の解析に基づく骨代謝機序の解明」
配分額：234 万円
6-3．受賞
藤本舞：Travel Grants for the 2nd Joint meeting of the IBMS and JSBMR
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 11 月 8 日（水）16：00?17：30
「筋萎縮のメカニズムとその治療法の開発」
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部生体栄養学分野

教授

二川

健

先生

7．自己点検・評価
今年度も，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，治療薬となり得る物質の開発
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
ズムの解明と治療法の開発に向けた前進であると考えられる．一日も早く，FOP を克服できるよう部門全体で取り
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，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を行っており，今後も引き続き学会・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していく．

830

ゲノム医学研究センター

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：分子生物学・内分泌代謝学：学位論文審査教員（大学院）：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，ゲノム科学部門兼担）：教育副主任，研究副主任：大学
院教員（大学院）：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，ゲノム科学部門兼担）：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，ゲノム科学部門兼担）：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
伊関大敬（ISEKI, Hiroyoshi）
：特任研究員：博士
水野由美（MIZUNO, Yumi）
：研究員，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）：特任研究員：博士
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
大久保桃絵（OKUBO, Momoe）
：特任研究補助員
鈴木聡美（SUZUKI, Satomi）
：特任研究補助員
番匠谷研吾（BANSHOYA, Kengo）
：協力研究員：修士
布施雅規（FUSE, Masanori）
：研究員：博士
延原

愛（NOBUHARA, Ai）
：共同研究員：修士

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を盛り込んだ医学・生物学の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はじめ，遺伝
子と各種疾患との関連性を明らかにすることを目標として，学生指導を行っている．このため，学生教育では単に知
識の暗記を行うのではなく，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査・研究を行い，細胞機能
や疾患の根源となる遺伝子をどのように探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．大学院生を積極的に受け入れて研究マインドをもつ医療人を育てることを
意識すると共に，主に夏期プログラムや卒業研究などを通して学部学生の指導を積極的に行い，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
医学部 1 年生の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，岡﨑）．前者は保健医療学部より 8 名の学生が参加し，ＰＣＲ法を用
いて遺伝子型の違いにより疾患や薬剤応答に個人差があることを体感してもらった．後者では保健医療学部より 4
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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 3 名は，
昨年度の参加者である．まだ参加していないもう一方のプログラムにも興味を持ち，
今年度改めて受講してくれた．このように当部門で行われている 2 つのプログラムには例年多数の受講希望があり，
参加者が翌年もう一方のプログラムへの参加を希望するケースも多い．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，本学産婦人科教室より受け入れている博士課程 2 名（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，岡﨑）
．
保健医療学部 4 年生 3 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（佐藤達也，松村瞭の 2
名について，松本，山下，仲地，松谷，岡﨑．飛田郁恵について，水野洋，八塚，神田，岡﨑）．佐藤・松村は「ヒ
ト iPS 細胞から膵β細胞の分化効率を向上させるための基盤研究」をテーマとし，内胚葉細胞分化における分化誘導
効率と転写因子誘導の検証を目的とした細胞生物学・分子生物学実験を行った．飛田は「ミトコンドリア DNA 枯渇
症候群の分子遺伝学的解析」をテーマとし，患者検体におけるミトコンドリア DNA 欠失・欠損の検出を目的とした
遺伝学実験を行った．またこれら 3 名は卒業論文執筆も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，効果的な実習・講義・指導を行うことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
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たと考えている．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 12 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，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 3 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 1 名についても，次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．次年度はこの 1 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，細胞内小器官の機能
低下によって起こる脂質代謝異常症などの発症機構を解明するため，ペルオキシソームの機能を調節する因子の解明
や，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）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）
2）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）
3）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）
4）iPS 細胞誘導の為の分子基盤の解明による安全性の確保（伊関大，仲地，山下，岡﨑）
5）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）
6）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，田丸，山下，栃木，八塚，水野洋，
神田，仲地，平田（TR 部門）
，岡﨑）
7）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）
8）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）
9）糖尿病の再生医療を目指した多能性幹細胞または体細胞から膵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）
10）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）
11）ミトコンドリア呼吸鎖異常症患者由来の皮膚線維芽細胞を用いた 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，田丸，栃木，岡﨑）
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3-3．研究内容と達成度
消化管特異的分泌タンパク IBCAP の解析を引き続き進めた．膵β細胞の増殖について焦点をあてて検討を行った
結果，IBCAP の機能として膵ラ氏島の増殖と深く関与する可能性を示唆していた．また，IBCAP には膵β細胞増殖刺
激作用を持つと言う事を強く示唆する結果を得た．
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 などの転写因子によって調節されるマイクロ 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し，
論文作成に必要なデータをほぼ取得することができた．
CAGE（Cap analysis of gene expression）法と超並列シーケンサを組み合わせた deepCAGE 法のデータからセン
ス - アンチセンス RNA ペアによる脂肪細胞文化と骨芽細胞分化の 2 方向性分化についての論文を現在準備中であ
る．またこのデータを利用した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）を汎用化し，ゲノミクスデータ統合解析環境として再構築した．
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・効率化因子 Jarid2 の機能解析を行った．本
年度は，Jarid2 が iPS 細胞誘導の後期課程に起こる DNA 脱メチル化及び多能性遺伝子の発現誘導を促進することを
明らかにした．また，マイクロアレイ解析により Jarid2 がマウス胎児繊維芽において発生・分化関連遺伝子発現を
抑制すること，Myc の転写活性を制御することを明らかにした．さらに，Jarid2 を用いて樹立したヒト iPS 細胞の
多能性を明らかにした．本研究結果に関して特許出願及び学会発表を行った．
昨年度に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い，プラス
マローゲン合成機能の低下が精子奇形の一因になる事を明らかにした．今年度は，昨年度の結果をもとに，Tysnd1
欠損マウスの奇形精子の症状を改善する方法を開発した．現在，特許申請に向けて手続きを進めている．
昨年度より引き続き H25 年度は 82 検体の MRCD 患者検体のミトコンドリア DNA 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．この解析によって延べ 9 検体で既知の疾患
変異を同定した．残りの検体について超並列シーケンサを用いた変異解析及び 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い，さらに文献情報，公共データベース，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．平成 25 年度は家系解
析により 172 カ所，
Long-PCR や cDNA 配列解析により 23 カ所の変異解析を完了した結果，25 遺伝子（劣性変異 :24,
優性変異 : 1）の原因変異を同定した．ミトコンドリアとの関連が示唆される遺伝子やそれ以外の遺伝子に存在する
変異に関しては，家系解析を行い de novo 変異と確認できた 3 遺伝子を同定できた．残りの変異を持つ遺伝子は機
能回復実験や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．結果的にミトコンドリア関連遺伝子 3 個
を新規の MRCD 原因遺伝子として同定した．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を実施した．現在は 19 系統の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 8 系統について神経細胞へ分化誘導し，ミトコンドリアのライブイメージング解析や電
子顕微鏡を用いた形態観察を行った．
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- アミノレブリン酸のミトコンドリア呼吸鎖活性に対する効果を検討した．現在は得られた結果を踏まえて医
師主導治験の実施に向けた活動を進めている．
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，昨年度，新たに数種類を同定
した．今年度は同定したマイクロ 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行い，脱落膜化マーカーである IGFBP1 を制御するマイクロ RNA を同定した．
また絨毛細胞に関する産婦人科との共同研究では，前年度の研究で，ヒト絨毛細胞株において低酸素環境で発
現が低下することが明らかとなった miR-135b の機能解析を進めた．その結果，ヒト絨毛細胞株では miR-135b が
CXCL12 を直接の標的遺伝子とすること，miR-135b が CXCL12 の発現を制御することにより，細胞浸潤能の調節を
行っていることが初めて明らかとなった．この miRNA を介した絨毛細胞の浸潤能調節機構は，ヒト胎盤形成におい
て重要な役割を果たすと考えられ，現在これらの研究成果を，論文投稿する準備を進めている．
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，転写共役因子
Grg6 を介してマスター制御因子 NFATc1 の転写活性化能を介して抑制することを明らかにし，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分子機序を提示した．
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膵内分泌前駆細胞から膵β細胞の分化を追跡する 2 重蛍光標識遺伝子改変マウスおよび ES 細胞，膵内分泌前駆細
胞株などのオリジナル性の高い研究ツールを活用し，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．約 20 種類の候補遺伝子を導入した結果，β細胞分化が有意に促進される
ことを見出し，現在キードライバーとなる候補の絞り込みをおこなっており，将来糖尿病の再生医療の進展に寄与す
る可能性が期待される．
3-4．自己評価と次年度計画
今年度は，ミトコンドリア呼吸鎖異常症の原因遺伝子を進めている中で，2 検体についてミトコンドリア DNA と
核ゲノムにそれぞれ新規変異を 1 個ずつ同定し，論文として報告することができた．来年度は 150 検体についての
ミトコンドリア DNA 全周解析とエキソーム解析，SNP マイクロアレイ解析の統合データとその検証結果についての
論文化を TR 部門や臨床グループと連携しながら進めていきたいと考えている．また，細胞内小器官ペルオキシソー
ムに関してペルオキシソームの機能低下が原因の奇形精子症の症状を改善する方法を開発する事が出来た．この結果
は，現在特許出願に向けて手続き中である．さらに，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．来年度はこれまでに得られたデータを詳細に解析し，また必要な実験データを逐次
取得しながら，その成果を論文化するべく積極的に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：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：一般財団法人化学物質評価研究機構 評議員
5-2．学術誌，編集委員，査読委員の有無
岡﨑康司：情報計算化学生物学会（CBI 学会）ジャーナル編集委員
岡﨑康司：Journal of Biomedicine and Biotechnology エディター
5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
岡﨑康司：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）評議員
岡﨑康司：オミックス医療研究会 理事，評議員
岡﨑康司：2013 年 CBI 学会年会プログラム実行委員
岡﨑康司：第 36 回日本分子生物学会年会一般演題編成委員
神田将和：オミックス医療研究会 幹事

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Uehara N, Mori M, Tokuzawa Y, Mizuno Y, Tamaru S, Kohda M, Moriyama Y, Nakachi Y, Matoba N, Sakai T,
Yamazaki T, Harashima H, Murayama K, Hattori K, Hayashi J, Yamagata T, Fujita Y, Ito M, Tanaka M, Nibu K,
Ohtake A, Okazaki Y. New MT-ND6 and NDUFA1 mutations in mitochondria respiratory chain disorders. Annals
of Clinical and Translational Neurology. 1（5）:361-9（2014）
② Kogawa M, Hisatake K, Atkins GJ, Findlay DM, Enoki Y, Sato T, Gray PC, Kanesaki-Yatsuka Y, Anderson PH,
Wada S, Kato N, Fukuda A, Katayama S, Tsujimoto M, Yoda T, Suda T, Okazaki Y, Matsumoto M. The Pairedbox Homeodomain Transcription Factor Pax6 Binds to the Upstream Region of the TRAP Gene Promoter and
Suppresses Receptor Activator of NF- κ B Ligand（RANKL）-induced Osteoclast Diﬀerentiation. J Biol Chem.
288（43）:31299-312（2013）
③ International Symposium on Mitochondria 2013/The 13th Conference of Japanese Society of Mitochondrial
Research and Medicine（J-mit）: Generation of iPS Cells from Patients with Mitochondrial Respiratory Chain
Disorder（MRCD）
（2013/11/7）Tokyo, Japan: Yamashita-Sugahara Y, Kishita Y, Moriyama Y, Hiraki K,
Harashima H, Tokuzawa Y, Kohda M, Mizuno M, Yamazaki T, Murayama K, Ohtake A, Kato H, Okazaki Y.
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④ International Symposium on Mitochondria 2013/The 13th Conference of Japanese Society of Mitochondrial
Research and Medicine（J-mit）: Favorable Eﬀect of 5-aminolevulinic Acid on Respiratory Chain Enzyme Activity
in Skin Fibroblasts from Patients with Mitochondrial Respiratory Chain Disorder.（2013/11/7）Tokyo, Japan:
Tokuzawa Y, Kishita Y, Kanesaki-Yatsuka Y, Moriyama Y, Tamaru S, Tochigi H, Harashima H, Mizuno Y, Kohda M,
Nakachi Y, Yamazaki T, Murayama K, Nakajima M, Tanaka T, Ohtake A, Okazaki Y.
⑤ International Symposium on Mitochondria 2013/The 13th Conference of Japanese Society of Mitochondrial
Research and Medicine（J-mit）: Large- scale Phenotypic Analysis of Fibroblasts from Patients with
Mitochondrial Respiratory Chain Disorder.（2013/11/7）Tokyo, Japan: Kishita Y, Tokuzawa Y, Moriyama Y,
Kohda M, Yamashita-Sugahara Y, Tamaru S, Tochigi H, Mizuno Y, Uehara N, Nakachi Y, Kanesaki-Yatsuka Y,
Hirata T, Matoba N, Kato H, Mori M, Ajima M, Murayama K, Harashima H, Yamazaki T, Ohtake A, Okazaki Y.
⑥ International Symposium on Mitochondria 2013/The 13th Conference of Japanese Society of Mitochondrial
Research and Medicine（J-mit）: Whole Sequence Analyses of Mitochondrial DNA in Children with Mitochondrial
Respiratory Chain Disorder.（2013/11/6）Tokyo, Japan: Tamaru S, Uehara N, Mori M, Tokuzawa Y, Mizuno Y,
Kohda M, Moriyama Y, Kishita Y, Yamashita-Sugahara Y, Nakachi Y, Matoba N, Tochigi H, Kanesaki-Yatsuka Y,
Hirata T, Yamazaki T, Harashima H, Murayama K, Hattori K, Hayashi J, Tanaka M, Nibu K, Ohtake A, Okazaki Y.
⑦ ISSCR 11th Annual Meeting: JARID2 improves the kinetics and efficiency of transcription factor-based
reprogramming.（2013/6/14）Boston, USA: Iseki H, Nakachi Y, hishida T, Tanimoto Y, Sugiyama F, Yagami K,
Okuda A, Okazaki Y.
⑧第 36 回日本分子生物学会年会（2013/12/5）兵庫県神戸市 : CAGELOH（CAGE Loci Oriented Heatmap）による
マウス間葉系幹細胞の脂肪細胞・骨芽細胞分化トランスクリプトーム統合解析 . 仲地 豊 , 水野 洋介 , 徳澤 佳美 ,
山下 泉 , 八塚 由紀子 , 岡﨑 康司
⑨第 36 回日本分子生物学会年会（2013/12/3）兵庫県神戸市 : 間葉系幹細胞分化を調節するキー転写因子による ,
マイクロ RNA を介した細胞分化制御 . 水野 洋介 , 仲地 豊 , 徳澤 佳美 , 兼先 - 八塚 由紀子 , 岡﨑 康司
⑩第 86 回日本生化学会大会 Tysnd1 欠損によるペルオキシソーム脂質代謝異常の病態と分子メカニズムの解
析 Pathological condition and molecular mechanism of peroxisomal lipid metabolism abnormality in Tysnd1
deﬁcient mice（2013/9/11-13）神奈川県横浜市 : 水野由美 , 二宮裕一 , 仲地豊 , 伊関美緒子 , 岩佐泰靖 , 穐田真澄 ,
津久井通 , 伊藤千鶴 , 年森清隆 , 下澤伸行 , 西向めぐみ , 原博 , 前場良太 , 岡﨑具樹 , 洞井康 , 渡辺光博 , 茂木浩未 ,
若菜茂晴 , 野田哲生 , Igor V. Kurochkin, 水野洋介 , Christian Schoenbach, 岡﨑康司
【総数 : 論文 8 件，学会発表 32 件，講演 3 件】
6-2．獲得研究費
岡﨑康司（代表）
革新的細胞解析研究プログラム（セルイノベーション）「神経細胞機能に着目した，ミトコンドリア呼吸鎖異常
を起こす遺伝子変異の系統的な探索」
配分額 : 3,491 万円
岡﨑康司（分担）
（代表 : 奥田晶彦）
戦略的創造研究推進事業（CREST）
「iPS 細胞誘導の為の分子基盤の解明による安全性の確保」
配分額 :500 万円
岡﨑康司（代表）
科学研究費助成事業 基盤研究（C）
「hiPSC を用いた新規β細胞分化誘導因子の探索・化合物ライブラリーから
段階的探索」
配分額 :208 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「次世代医療を指向する医学総合研究拠点の創生と展開」
配分額 : 950 万円
岡﨑康司（代表）
武田科学振興財団 2013 年度特定研究助成「ミトコンドリア病の遺伝子診断システムの標準化ならびに新規病因
遺伝子同定」
配分額 : 3,400 万円
岡﨑康司（分担）
（代表 : 萩原弘一）
厚生労働科学研究費補助金 創薬基盤推進研究事業「高速シークエンサーを用いた包括的臨床遺伝子検査システ
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ムの構築」
（研究代表者一括計上）
豊島秀男（代表）
科学研究費補助金 基盤研究（C）
「消化管ホルモン IBCAP の膵β細胞機能調節と生理的意義の解明」
配分額 : 195 万円
松本征仁（代表）
科学研究費補助金 基盤研究（C）
「ロコモティブ症候群とメタボリック症候群のクロストークの分子メカニズム
の解明」
配分額：180 万円
八塚由紀子（代表）
科学研究費補助金 挑戦的萌芽「人工制限酵素を用いたミトコンドリア DNA への変異導入法の開発と確定診断へ
の応用」配分額：90 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：80 万円
6-3．受賞
水野洋介
平成 25 年度学内グラント丸木記念特別賞

統合的トランスクリプトーム解析で明らかにする脂肪・骨芽細胞分

化調節メカニズム 助成額：150 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；H25 年 5 月 24 日
特許（国内）
名称 : 新規ペプチド及びその用途
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；特願 2013-109801
出願日；H25 年 5 月 24 日
特許（国外）
名 称；INSULIN CECRETION-INDUCER, AND ACCELERATOR FOR INCREASING THE NUMBER OF PANCREATIC
BETA-CELLS（膵臓β細胞増加促進剤及び膵臓β細胞増加促進組成物）
発明者；豊島秀男，横尾友隆，山田信博
出願人；学校法人 埼玉医科大学
特許番号；EP2168589
登録日；H25 年 5 月 6 日
特許（国内出願）
名称；人工多能性幹細胞製造用組成物，及び人工多能性幹細胞の製造方法
発明者；伊関大敬，岡﨑康司，奥田明彦
出願人；学校法人 埼玉医科大学
出願番号；特願 2013-100311
出願日；H25 年 5 月 10 日
特許（国内出願）
名称；人工多能性幹細胞製造用組成物，及び人工多能性幹細胞の製造方法
発明者；伊関大敬，岡﨑康司，奥田明彦
出願人；学校法人 埼玉医科大学
出願番号；特願 2013-100312
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出願日；H25 年 5 月 10 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
研究面では，まず MRCD 原因遺伝子探索プロジェクトにおいて，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，論文として発表できた．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．また，当研究部門でこれまで蓄積してきた大量のゲノム情報・発現データ等を昨年度に引き続き
活用し，生活習慣病・骨粗鬆症・細胞内小器官・幹細胞・癌細胞の病態や機能の解析を効率良く進めることができた．
教育面では，学部学生に対しては，夏期プログラムや卒業研究等の指導を通して，遺伝子には様々なタイプの個人
差があり，それの病態との関連性や問題点など，また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，2 名について論文作成に必要なデー
タを無事取得することができた．今後も原著論文，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

吉田

哲

（YOSHIDA, Tetsu）
：助教：研究員，教育員：学位論文審査教員（大学院）：博士

城戸

淳

（KIDO, Jun）
：助手：博士

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

田代

（TASHIRO, Jo）
：共同研究員

浄

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）．
「卒後教育」
7 月に Oregon Health Sciences University の足立圭博士，2 月にエーザイ・カン研究所の赤城剛博士，3 月に東
京大学医学系大学院の北潔博士による学術集会を企画した．
「大学院教育」今年度は該当なし
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」
米国で非上衣に独創的なアデノ随伴ウイルスベクターの研究を進めている足立博士，初代正常培養細胞へ遺伝子
を導入することによりがん幹細胞を誘導することに成功した赤城博士，ミトコンドリアの代謝調節や寄生虫感染
症に対する薬の開発で世界的に有名な北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」今年度は該当なし
2-4．自己評価と次年度計画
「卒前教育」
平成 26 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，リサー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，リサー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，城戸淳，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
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
吉田哲，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
城戸淳
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
田代浄，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．
3-5．上記 3-1 〜 3-4 の要約
ヘルパー依存型アデノウイルスベクターを用いることによって，マウスやヒト iPS 細胞において，種々の遺伝子ノッ
クアウト株や，また遺伝病病因遺伝子の修復を行った．また，ウイルスベクターを用いることの利点を利用し，治療
目的により適した遺伝子修復プロトコールを確立中である．

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
学 術 誌 査 読

Journal of Gene Medicine, Development, Growth & Diﬀerentiation, Biochemical and Biophysical

Research Communications
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5-3．その他，社会あるいは医学貢献に関わる業務
学会活動（委員会）
日本遺伝子治療学会（理事）
日本ウイルス学会
米国遺伝子治療学会
国際幹細胞学会
日本分子生物学会

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Mitani K. "Gene targeting in human-induced pluripotent stem cells with adenoviral vectors."Methods Mol Biol.
2014;1114:163-7.
②三谷幸之介，栗原佳絵，岩長ゆずる . " ウイルスベクターと人工制限酵素とを組み合わせたヒト多能性幹細胞に
おける高効率遺伝子ターゲッティング法の開発 ". 第 36 回日本分子生物学会年会．横浜．2013 年 12 月 3 日．
【総数：論文 1 件，学会発表 1 件，講演 0 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
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）：研究主任・教育副主任：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

江口英孝（EGUCHI, Hidetaka）
：准教授：研究副主任・教育副主任：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
神田将和（KOHDA, Masakazu）: 助教（ゲノム科学部門兼担）：研究員・教育員：修士
仲地

豊（NAKACHI, Yutaka）
：助教（ゲノム科学部門兼担）：研究副主任・教育副主任：大学院教員（大学院）
：
博士

水野由美（MIZUNO, Yumi）
：特任研究員：博士
的場奈々（MATOBA, Nana）
：研究員，特任研究員：修士
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
OCAK, Zaynep：研修生：MD
嶋村由美子（SIMAMURA, Yumiko）
：助教，大学院生
寺本由紀子（TERAMOTO, Yukiko）
：助教，大学院生

2．教育
2-1．目的･目標
埼玉医科大学において次世代医療指向型ゲノム医学総合研究拠点として現在運営されているゲノム医学研究セン
ターの中でも，当部門は基礎と臨床のシームレスな相互連携が主体となるトランスレーショナル研究を特徴としてい
る．この利点を活かして当部門では最新のトランスレーショナル研究を卒前・卒後教育の場で紹介し，次世代医療に
適した人材の育成を目的とした教育プログラムを実施している．
2-2．教育内容（担当者）
課外学習プログラム（神田，仲地）
ゲノム科学部門と共同で「#033：一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」
（8/8-9 および 8/19-21，参加者計 8 名）および「#034：法医学や親子鑑定で用いる DNA 鑑定をやってみよう」
（8/22-24，参加者計 4 名）を実施した．ゲノム科学部門における卒業研究「ヒト iPS 細胞から膵β細胞の分化効率
を向上させるための基盤研究」についても研究協力をおこなった．
卒業研究（神田，仲地，岡﨑）
学部生に対する卒業研究として，保健医療学部 4 年生の 3 名について，「ミトコンドリア DNA 枯渇症候群の分子
遺伝学的解析（飛田郁恵）
」および「ヒト iPS 細胞から膵β細胞の分化効率を向上させるための基盤研究（佐藤達也，
松村瞭）
」をテーマとした卒業研究・論文作成への指導をおこなった（ゲノム科学部門年報を参照）．
試験監督（神田，仲地）
医学部一般入学試験（前期）1 次試験（仲地 1/16，神田 2/16）の試験監督にも従事した．
2-3．達成度
課外学習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
なった．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．また学部生教育では保健医療学部 4 年生の卒業研究に対して適切な指導をおこなうことができた．
2-4．自己評価と次年度計画
課外学習プログラム終了後に受講生へのアンケートを実施しフィードバックを得たところ大変好評であった．前年
度受講した学生が別プログラムで再度受講もしており，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，
課外学習プログラムを実施して教育面での貢献を続ける．またアンケート結果をよく吟味して次年度のプログラムを
より良いものにしていく．またこれまでは学部生の卒業研究に積極的な貢献をすることが難しかったが，3 名の卒業
研究に関与できたことは大きな前進といえる．
次年度からはトランスレーショナルリサーチ部門が主体となった卒業研究や課外学習プログラムなども実施できる
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よう計画する．日程調整が困難な教員もいるが各自可能な範囲で対応し，引き続き積極的な教育貢献をしていく予定
である．

3．研究
3-1．目的・目標
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業として「次世代医療を指向するゲノム医学総合研究拠点」研究を推進するに
あたり，当部門は臨床各科と連繋して遺伝子配列解析，遺伝子発現解析，および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解明および疾患遺伝子同定を基本とした研究をおこ
なっている．最終的には埼玉医科大学から世界に発信できるような診断・オーダーメード医療への展開を目指してい
る．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
1）SNP アレイ・高出力シーケンサーを用いた遺伝性疾患の解析（神田将和，平田智子，岡﨑康司）
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．
2）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と目的し，150 症例をめどにエクソーム解析および遺
伝学的・バイオインフォマティクス的な解析をおこなう．
3）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）
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 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
5）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する．
6）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）
本研究で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す．
7）エクソーム解析による悪性高熱症の新規原因遺伝子の同定（的場奈々，岡﨑康司；麻酔科との共同研究）
悪性高熱症の新規原因遺伝子の同定を目指したエクソーム解析をおこなっている．
8）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する．
9）エクソーム解析による日本人 1 型糖尿病感受性遺伝子の探索（仲地豊，岡﨑康司；内分泌・糖尿病内科との共
同研究）
患者サンプルをもちいたエクソーム解析から日本人 1 型糖尿病感受性遺伝子を探索する．
10）性同一性障害に対する遺伝子解析研究（仲地豊，岡﨑康司；大阪医科大学との共同研究）
当事者サンプルをもちいたエクソーム解析などから若年性同一性障害の早期診断基準の開発を目指す．
11）
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（神田将和，平田智子，岡﨑康司）
本研究は，DNA エクソームで得られる情報と RNA シーケンスで得られる情報を統合した解析をすることで，実
際の疾患において単体の解析方法では解読できない発現制御を見出すことを目的とする．
12）マイクロアレイ解析を用いた脳腫瘍におけるポルフィリン代謝経路の解析 ?5- アミノレブリン酸を用いた脳腫
瘍術中蛍光診断および蛍光治療へ向けての基礎研究（江口英孝 ; 国際医療センター・脳脊髄腫瘍科・群馬大学と
の共同研究）
13）根治切除不能卵巣癌および腹膜癌に対する TC 療法の新規投与法（腹腔内 Carboplatin/weekly-Paclitaxel）の検
討−ゲノム薬理学的解析を加えた第Ⅱ相試験−（江口英孝 ; 国際医療センター・婦人科腫瘍科・群馬大学との共
同研究）
14） 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 ±
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Bevacizumab および FOLFIRI ± Bevacizumab −（江口英孝 ; 群馬大学ならびに総合医療センター・消化管一般
外科等国内医療機関との共同研究）
15）
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（江口英孝 ;
国際医療センター・頭頸部腫瘍科・群馬大学との共同研究）
16）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（江口英孝 ; 国際医療センター・皮膚腫瘍科・群馬大学との共同研究）
17）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探索 （江口英孝，国際医療
センター・婦人科腫瘍科・群馬大学との共同研究）
18）分子疫学コーホート研究の支援に関する研究（江口英孝 ; 愛知県がんセンター等，国内研究機関との共同研究）
19）低酸素誘導転写因子の肺癌発生・進展に関する研究（江口英孝 ; 広島大学・島根大学との共同研究）
20）放射線甲状腺発がんにおける EML4-ALK 融合遺伝子の生物学的役割に関する研究（江口英孝 ; 公益財団法人
放射線影響研究所との共同研究）
3-3．研究内容と達成度
1）厚生労働省精神・神経疾患研究委託費「精神遅滞リサーチ・リソースの拡充と病因・病態解明をめざした遺伝
学的研究」班については，委託費の終了に伴い，データのとりまとめをおこなった．
2）これまでにおよそ 150 検体を対象にエクソーム解析をおこなった．同時に SNP マイクロアレイによる染色体
構造異常についても解析をおこなった．
3）ゲノム科学部門の当該項目を参照（共同研究）
4）ゲノム科学部門の当該項目を参照（共同研究）
5）DNA メチル化の網羅的解析や既存の発現データなどとの統合により，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しており，現在共同研究先と共に論文投稿の準備
を進めている．
6）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についてバイオイン
フォマティクス解析をおこない，性ホルモン受容体や他転写因子による性決定期の転写制御を予測した．これら
の結果は新学術「性差」第 5 回領域会議（佐賀）にてポスター討論をおこなった（平成 25 年 9 月 6 日）．また
GID（性同一性障害）学会第 16 回研究大会（沖縄）でも口頭発表をおこなった（平成 26 年 3 月 22 日）．各阻
害剤を添加した条件による発現解析も並行して現在進めている．
7）悪性高熱症発症者を含む 4 家系についておこなったエクソーム解析の結果から，原著論文投稿に向けた準備を
進めている．
8）昨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をおこない，エストロゲン受容体およびその共役転
写因子による組織特異的な転写制御機序を予想した．これらの成果を報告書にまとめ赤枝医学研究財団に提出し
た．
9）エクソーム解析およびバイオインフォマティクス解析の結果について，第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会（熊
本）にて口頭発表をおこなった（
「次世代シーケンサーをもちいたエクソーム解析による日本人 1 型糖尿病感受
性遺伝子の網羅的探索」平成 25 年 5 月 16 日；菅原泉，仲地豊，栗原進，宮下由美，岡﨑康司，粟田卓也．一
般演題 I-3-14）
．
10）大阪医科大学精神神経学講座（米田教授）の康純准教授および金沢徹文講師と，性同一性障害当事者サンプル
をもちいたゲノム解析に関する共同研究を開始した．埼玉医科大学・大阪医科大学ともにそれぞれの倫理委員会
に研究計画を提出し承認を得た．現在は大阪医科大学にてサンプル収集と当部門によるエクソーム解析が進めら
れている．
11）DNA エクソームに加えて，RNA シーケンスをおこない，それぞれのシーケンスの違いを同定していった．こ
の 2 つの手法により DNA/RNA レベルでのシーケンス差異がある候補遺伝子を 290 得ることができた．染色体
を受け継いだ親の性別により片アレル発現を示すことが知られているインプリント遺伝子が 23 含まれていた．
12） 脳 腫 瘍 に お け る ポ ル フ ィ リ ン 代 謝 経 路 に お い て カ ド ヘ リ ン 13 が 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る こ と を，J
Neurosurg 誌で発表した．これに基づき，がんプロフェッショナル養成プラン大学院生である鈴木智成が本学の
学位取得を行った．
13）パクリタキセルの血中動態と遺伝子多型との関連について学位論文をまとめ，がんプロフェッショナル養成プ
ラン大学院生である岩佐紀宏が本学の学位を取得した．
14）平成 26 年 2 月 15 日に登録作業を終了した．登録症例数は，本登録 37 症例，仮登録のみが 11 症例であった．
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引き続き臨床情報の追跡調査を行っている．
15）15 種の咽頭癌由来細胞株を用いて，オリゴマイクロアレイによる網羅的遺伝子発現解析を行い，併せてドセ
タキセル，シスプラチン，5-FU3 剤それぞれの IC50 値を MTT アッセイにより決定した．遺伝子発現レベルと
IC50 値との相関解析から効果予測候補因子を抽出し，siRNA を用いたノックダウン実験を行い，薬物感受性へ
の影響について検討した．これに基づき，がんプロフェッショナル養成プラン大学院生である嶋村由美子が博士
（学位）を取得した．第 2 相臨床試験は継続中である．
16）悪性黒色腫由来細胞株を用いて，テモゾルミド，ビンクリスチン，ニムスチン塩酸 IC50 値を MTT アッセイに
より決定した．
17）卵巣癌組織におけるマイクロ RNA の発現をオリゴマイクロアレイを用いて測定を進めている．
18）非常災害時に対応できるような生体試料保管方法の提言を行った．コーホートは目標対象者数である 10 万人
達成に向け，進んでいる．
19）低酸素誘導転写因子である EPAS1 の遺伝子多型に着目し，肺癌の発生特に女性・非喫煙者における腺癌の発症
との関連について症例対照研究を行った．
20）原爆被爆者で発生した甲状腺がんで見つかった EML4-ALK 融合遺伝子の生物学的役割について繊維芽細胞への
導入実験等により検討を行った．
3-4．自己評価と次年度計画
1）研究班の終了に伴い，プロジェクトとしての研究を平成 25 年度で終了するに至った．いとこ婚家系での精神
発達遅滞を解析し，1 家系より得られた候補遺伝子群について，今後は他プロジェクトでの類縁疾患で同様の候
補遺伝子が得られるかを検討していく．
2）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．150 症例を超え，解析精度も向上したことで 1 検体あたり 2 弱の候補遺伝子を抽出
できるようになった．これにより 49 症例において原因と考えられる変異を見出すことができた．この中には，
これまでに原因遺伝子として報告されていないものも複数含まれる．この解析結果の取りまとめを平成 25 年度
末からおこなっている．
3）ゲノム科学部門の当該項目を参照（共同研究）
4）ゲノム科学部門の当該項目を参照（共同研究）
5）次年度に最新の解析結果も含めて原著論文として投稿する予定である．
6）今年度は暴露条件の一つについて論文投稿に充足する結果を得ることができた．次年度はこの結果を論文とし
て投稿すると共に，別途進めていたホルモン曝露条件での発現解析を進める予定である．
7）今後も詳細な検討と議論をすすめ，次年度には原著論文として投稿する予定である．
8）解析により予測された結果について，次年度は確認実験データを含めて原著論文として投稿する予定である．
9）次年度以降は主だった研究計画はないが，本プロジェクトでおこなった解析条件の妥当性を再検証後，本研究
での成果・ノウハウを今後の類似研究に応用していく予定である．
10）次年度は順次当事者サンプルのエクソーム解析を進めていく予定である．
11）擬陽性を完全に取り除くことが難しい点がありつつも，候補遺伝子を得て，それらの中に既存の遺伝子も含ま
れていたことから，ある一定の正しさを持ちつつアプローチできたと考えている．今後は，これらの遺伝子の制
御について，より詳細に調べることで疾患における関わりも明らかにしていく．
12）論文が受理され，プロジェクトは予定通り終了した．この知見を基に新たな研究への展開を検討する．
13）パクリタキセルの血中動態と遺伝子多型との関連について，新たな知見を得ることが出来た．この遺伝子多型
について，さらに毒性や治療効果にも着目し，投稿論文を作製する．
14）目標症例数に達することは出来なかったが，登録作業を終了した．症例の追跡調査を続行する．
15）ドセタキセル，シスプラチン，5-FU

3 剤の効果予測候補因子の抽出に成功した．その生物学的機能について

追加実験を行い，投稿論文にまとめる．第 2 相臨床試験は登録作業も含め継続する．
16）悪性黒色腫由来細胞株のテモゾルミド，ビンクリスチン，ニムスチン塩酸の感受性と関連する遺伝子の抽出を
試みる．
17）卵巣癌組織におけるマイクロ RNA の発現と臨床病理学的因子との相関について解析を進める．
18）5 カ年計画の最終年度として，分子疫学コーホートの目標対象者数の達成に向けてさらなる支援を行う．
19）EPAS1 の遺伝子多型と肺発癌の関連について投稿論文にまとめる．
20）原爆被爆者で発生した甲状腺がんで見つかった EML4-ALK 融合遺伝子の生物学的役割についてマウスへの導入
を行うなどさらに検討を進める．
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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
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
一般財団法人化学物質評価研究機構 評議員
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
Journal of Biomedicine and Biotechnology エディター
江口英孝：
Carcinogenesis 編集委員（Editorial Board）
Cancer Science 査読委員
Journal of Epidemiology 査読委員
Breast Cancer 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
岡﨑康司：
日本学術会議連携会員
情報計算化学生物学会（CBI 学会）評議員
オミックス医療研究会 理事，評議員
第 36 回日本分子生物学会年会一般演題編成委員
2013 年 CBI 学会年会プログラム実行委員
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
広島大学原爆放射線医科学研究所 非常勤講師
群馬大学大学院医学系研究科病態腫瘍薬理学 非常勤講師
財団法人放射線影響研究所 専門委員
学校法人香川栄養学園 女子栄養大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会 学外委員
神田将和：
オミックス医療研究会 幹事
仲地豊
一般社団法人 gid.jp 日本性同一性障害と共に生きる人々の会 正会員

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
① Ohtake A, Murayama K, Mori M, Harashima H, Yamazaki T, Tamaru S, Yamashita Y, Kishita Y, Nakachi Y, Kohda
M, Tokuzawa Y, Mizuno Y, Moriyama Y, Kato H, Okazaki Y. Diagnosis and molecular basis of mitochondrial
respiratory chain disorders: Exome sequencing for disease gene identification. Biochim Biophys Acta. 1840
（4）:1355-1359（2014）. 原著論文．
② Suzuki T, Wada S, Eguchi H, Adachi J, Mishima K, Matsutani M, Nishikawa R, Nishiyama M. Cadherin 13
overexpression as an important factor related to the absence of tumor ﬂuorescence in 5-aminolevulinic acidguided resection of glioma. J Neurosurg. 119（5）:1331-1339（2013）. 原著論文．
③ Taga M, Eguchi H, Shinohara T, Takahashi K, Ito R, Yasui W, Nakachi K, Kusunoki Y, Hamatani K. Improved PCR
ampliﬁcation for molecular analysis using DNA from long-term preserved formalin-ﬁxed, paraﬃn-embedded lung
cancer tissue specimens. Int J Clin Exp Pathol. 6（1）:76-79（2013）. 原著論文．
④第 86 回日本生化学会大会「Tysnd1 欠損によるペルオキシソーム脂質代謝異常の病態と分子メカニズムの解析」
（2013/9/12）神奈川県横浜市；

水野由美，二宮裕一，仲地豊，伊関美緒子，岩佐泰靖，穐田真澄，津久井通，
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伊藤千鶴，年森清隆，下澤伸行，西向めぐみ，原博，前場良太，岡崎具樹，洞井康，渡辺光博，茂木浩未，若菜茂晴，
野田哲生，Kurochkin Igor V.，水野洋介，Schoenbach Christian，岡崎康司．口頭発表・ポスター発表（2LBA-021，
2T19p-13）
．
⑤ American Society of Human Genetics 2013. A comprehensive disease-mutation search of mitochondrial
respiratory chain disorder.（2013/10/24）Boston, USA; Kohda M, Tokuzawa Y, Moriyama Y, Kato H, Kishita Y,
Uehara N, Tamaru S, Yamashita-Sugahara Y, Nakachi Y, Matoba N, Yamazaki T, Mori M, Murayama K, Mizuno Y,
Ohtake A, Okazaki Y. ポスター発表．
⑥第 51 会日本癌治療学会学術集会 "Exploration of sensitivity/resistance-related genes for docetaxel, cisplatin and
5-ﬂuorouracil used for the TPF treatment of hypopharyngeal cancer."（2013/10/26）京 都 府 京 都 市； Yumiko
Shimamura, Hidetaka Eguchi, Satoru Wada, Mitsuhiko Nakahira, Yasushi Okazaki, Testuya Yoda, Reidar Grenman,
Masashi Sugasawa, Masahiko Nishimyama. ポスター発表．
⑦日本人類遺伝学会第 58 回大会「ミトコント ? リア呼吸鎖異常症の包括的ゲノム解析」
（2013/11/20）宮城県仙
台市 ;

神田将和，徳澤佳美，森山陽介，加藤英政，木下善仁，上原奈津美，田丸俊輔，菅原泉，的場奈々，仲地豊，

八塚 - 兼先由紀子，山崎太郎，森雅人，村山圭，水野洋介，大竹明，岡崎康司．口頭発表（一般口演 6 細胞・臨
床遺伝学）
．
⑧第 36 回日本分子生物学会年会 “A comprehensive genomic analysis for mitochondrial respiratory chain disorder.”
（2013/12/3） 兵 庫 県 神 戸 市 ;

Kohda M, Tokuzawa Y, MoriyamaY, Kato H, Kishita Y, Uehara N, Tamaru S,

Yamashita-Sugahara Y, Nakachi Y, Hirata T, Kanesaki-Yatsuka Y, Matoba N, Yamazaki T, Mori M, Murayama K,
Mizuno Y, Ohtake A, Okazaki Y. 口頭発表（1PW12 ミトコンドリアを内外から理解する）
⑨第 36 回日本分子生物学会年会「ペルオキシソーム脂質代謝異常を示す Tysnd1 欠損マウスのエネルギー代謝と
耐糖能についての解析」
（2013/12/5）兵庫県神戸市；

水野由美，水野洋介，伊関美緒子，仲地豊，二宮裕一，

洞井康，渡辺光博，下澤伸行，茂木浩未，若菜茂晴，野田哲生，Kurochkin Igor V.，Schoenbach Christian ，岡
崎康司．ポスター発表（P3-0357）
．
⑩ GID（性同一性障害）学会第 16 回研究大会「マウス新生仔脳の発現解析による性同一性障害関連遺伝子の探索」
（2014/3/22）沖縄県那覇市；

仲地豊，伊関美緒子，横尾友隆，水野洋介，岡﨑康司．口頭発表（一般演題

9-4）
．
【総数：論文 6 件，学会発表 27 件，講演 3 件】
6-2．獲得研究費
岡﨑康司（代表）
：
革新的細胞解析研究プログラム（セルイノベーション）「神経細胞機能に着目した，ミトコンドリア呼吸鎖異常
を起こす遺伝子変異の系統的な探索」
配分額：3,491 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「次世代医療を指向する医学総合研究拠点の創生と展開」
配分額：950 万円
江口英孝（分担）
文部科学省科研費新学術領域研究「がん研究分野の特性等を踏まえた支援活動」
（代表 : 東京大学医科学研究所
今井浩三，2013 年度）
配分額：500 万円
江口英孝（分担）
文部科学省科研費基盤研究（C）
「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」
（代表 : 埼玉医科大学 長谷川幸清 総額 130 万，2013 年度）
配分額：8 万円
江口英孝（分担）
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「次世代医療を指向する医学総合研究拠点の創生と展開」（代表 : 埼玉医
科大学 岡﨑康司，2013 年度）
配分額：200 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」
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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：490 万円
仲地豊（分担）
：
文科省科学研究費基盤研究（C）
「ロコモティブ症候群とメタボリック症候群のクロストークの分子メカニズム
の解明」
（代表 : 埼玉医科大学 松本征仁，2013 〜 2015 年度）
配分額：20 万円 / 年（合計 60 万円）
仲地豊（分担）
：
平成 25 年度学内グラント丸木記念特別賞（埼玉医科大学）「統合的トランスクリプトーム解析で明らかにする
脂肪・骨芽細胞分化調節メカニズム」
（代表 : 埼玉医科大学 水野洋介 総額 150 万，2013 年度）
配分額：20 万円
6-3．受賞
水野由美：
鈴木紘一メモリアル賞（第 86 回日本生化学会大会，平成 25 年 9 月 12 日）
「Tysnd1 欠損によるペルオキシソーム脂質代謝異常の病態と分子メカニズムの解析」演題番号 2T19p-13
6-4．特許，実用新案
出願日：平成 24 年 6 月 7 日
発明者：西山正彦，江口英孝，和田智
MARKER FOR DETERMINATION OF SENSITIVITY TO TRIPLET COMBINATION ANTI-CANCER AGENT
（WO/2012/074085）
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
NGS 現場の会第三回研究会 平成 25 年 9 月 4-5 日 神戸（神田）

7．自己点検・評価
平成 23 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．性同一性障害研究に関してモデル動物だけでなく当事者
サンプルをもちいた研究をスタートさせたことなど，今後のトランスレーショナル研究の進展が大いに期待できる．
平成 25 年度も埼玉医科大学の臨床との綿密な連携とともに埼玉医科大学独自の基礎研究がトランスレーショナルリ
サーチ部門にておこなわれたことは評価すべき点である．
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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：教育副主任・研究副主任：大学院教員：博士
室伏

孝（MUROFUSHI, Takashi）
：実験動物施設主任（実験動物技術者 1 級）

村松大介（MURAMATSU, Daisuke）: 動物飼育員（実験動物技術者 1 級）
伊藤順子（ITO, Junko）
：動物飼育員（実験動物技術者 2 級）
林

明子（HAYASHI, Akiko）
：動物飼育員（実験動物技術者 2 級）

2．教育
2-1．目的･目標
実験動物施設は，ゲノム医学研究センターの登録者のみが利用できる共同利用施設のため , 学生を対象とした教育
は行わない．
2-2．教育内容
該当なし
2-3．達成度
該当なし
2-4．自己評価と次年度計画
該当なし

3．研究
3-1．目的・目標
実験動物施設は，ゲノム医学研究センターの共同利用施設として，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．
生命科学の研究において動物実験は必要不可欠で，動物実験から信頼できるデータを得るためには実験動物が安定
した環境で良く管理されていることが必要である . また，人間に対する安全への配慮や生命倫理の立場からルールに
基づいた実験を行うことが求められる . そのため，ゲノム医学研究センター実験動物施設では，動物の愛護及び管理
に関する法律 , なかでも 3R の原則に基づき施設の飼育管理を行い , 利用希望者に対する教育訓練を実施する．
3-2．研究グループ（研究プロジェクト）
該当なし
3-3．研究内容と達成度
当施設では , 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，林 明子》）を行い , 基本技術・感染防止・動物福
祉に関する教育を行った . 平成 25 年度には，施設利用者 5 名の利用者説明会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．
さらに , 微生物モニタリング（内部検査 3 回，
外部検査 1 回［実験動物中央研究所：ICLAS］）に関連して，衛生管理・
安全管理に関する業務を実施し施設管理・環境保全を実施した . 微生物モニタリングでは , 本施設で定義された微生物・
ウイルス等は検出されず , 基準以上の安全な管理環境が維持され , 目標は達成された .
平成 25 年度における実験計画書の遂行実験数は，マウス 26 件（左記の実験のうち組換え DNA 実験該当数 22
件）. そのうち当施設との共同研究として，4 件が遂行中で概ね順調に計画通り遂行されている．また , 共同利用研
究施設として平成 25 年度の利用実績は , 維持管理数 1 日平均 680 ケージ , 飼育匹数 1 日平均 2,525 匹 , 年間延べ飼
育数 921,549 匹であった．搬入・搬出実績に関しては，アメリカ , 東京大学，からマウスの搬入・搬出を実施した．
3-4．自己評価と次年度計画
本施設利用者およびスタッフ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．
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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・著書
①第 86 回 日本内分泌学会学術集会 , 消化管ホルモン IBCAP による膵β細胞分化増殖に与える影響 : 豊島秀男 , 横
尾友隆 , 鈴木浩明 , 島野仁 , 石川三衛 , 川上正舒 , 山田信博 , 岡﨑康司 （2013/4/25）仙台市
,
②第 56 回 日本糖尿病学会年次学術集会 , 新規消化管ホルモン IBCAP による膵β細胞分化・増殖の解析 : 横尾友隆 ,
渡邊和寿 , 飯田薫子 , 鈴木浩明 , 島野仁 , 石川三衛 , 川上正舒 , 山田信博 , 岡﨑康司 , 豊島秀男 ,（2013/5/16）熊
本市
③ GID（性同一性障害）学会 第 16 回研究大会 , マウス新生仔脳の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 , 岡﨑康司 （2014/3/22）沖縄市
,
【総数：論文 0 件，学会発表 5 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：182 万円
横尾友隆（代表）
平成 25 年度 学内グラント「消化管ホルモン IBCAP を用いた生活習慣病治療への分子基盤の確立」
配分額：100 万円
6-3．受賞
該当なし
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；H25 年 5 月 25 日
特許（国内）
名称；新規ペプチド及びその用途
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；特願 2013-109801
出願日；H25 年 5 月 25 日
特許（国外）
名 称；INSULIN CECRETION-INDUCER, AND ACCELERATOR FOR INCREASING THE NUMBER OF PANCREATIC
BETA-CELLS（膵臓β細胞増加促進剤及び膵臓β細胞増加促進組成物）
発明者；豊島秀男，横尾友隆，山田信博
出願人；学校法人 埼玉医科大学
特許番号；EP2168589
登録日；H25 年 5 月 6 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
当施設は，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，今年度は特に問題も無
く維持管理ができた．これからも現状に慢心することなく , 共同利用研究施設として，適正な動物実験実施の実施，
849

実験動物施設

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．
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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（ゲノム医学研究センター発生・分化・再生部門兼担）
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（国際医療センター放射線安全管理室兼担）

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）に基づき原子力規制委員会より運営が許可され，また法令遵守を前提に運営がなされている．
また本施設は，中央研究施設 RI 部門とは法律的には別施設として設置が許可されており，したがって人的な面で独
立した形で運営がなされている．これら本施設の特殊性を理解してもらうため，法令に基づき，利用希望者，及び既
登録者に対する教育訓練の実施が義務付けられている．また放射線の人体に及ぼす影響を鑑み健康診断も法令により
義務付けられており，利用者の安全性が守られている．以上の法令に基づいた健康診断の受診，教育訓練の受講を修
了した者に対してのみ本施設の利用が認められている．以上のような理由によりこの施設では，学生を対象とした教
育は原則行われない．
2-2．教育内容（西本正純，飯塚裕幸）
目的・目標に記したように法的に義務付けられた，新規登録希望者（大学院生を含む）に対する教育訓練をゲノム
医学研究センターにて 1 度，
全既登録者に対する，再教育訓練をゲノム医学研究セセンター RI 実験施設において 1 度，
中央研究施設 RI 部門の協力のもと 1 度開催した．
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．
「卒前教育」
（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）大学院生を対象とした「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，25 年度において受講したことで，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 細胞において腫瘍性が維持されていた．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．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．以上のことについ
て論文として纏めることができた．
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 マウスの解析が終了し，ようやく論文として
発表することができた．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ことから，ES 細胞におい
ては UTF1 と同様の機能を持つ別の遺伝子が存在する可能性が示唆され，今後この点を手がかりとして ES 細胞の腫
瘍性維持の分子機構解明へとつなげていきたいと考えている．また UTF1 ノックアウトマウスでは，胎盤の発育遅延
に起因する発育遅延を見出したことから，一つの可能性としてヒトにおける胎児の発育遅延の原因遺伝子である可能
性も考えられ，
この点について埼玉医科大学産婦人科との共同研究も視野に入れ研究を進めていきたいと考えている．

4．診療 該当なし
5．その他 該当なし
6．業績
6-1．論文・学会発表
① Hirasaki M, Hiraki-Kamon H, Kamon M, Suzuki A, Katano M, Nishimoto M, Okuda A. PLoS ONE. 2013.12. 8（12）:
e83769
② Nishimoto M. Katano M. Yamagishi T. Hishida T. Kamon M. Hirasaki M. NabEShima Y. NabEShima Y. Katsura
Y. Satta Y. Deakin JE. Marshall GravES JA. Kuroki Y. Ono RIshino F. Ema M. Takahashi S. Kato H. Okuda A. PLoS
ONE. 2013.07. 8（7）:e68119
③平崎正孝，片野幸，鈴木歩，西本正純，奥田晶彦 日本分子生物学会年会
④西本正純，奥田晶彦

日本癌学会学術総会

【総数：論文 2 件，学会発表 2 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
6-5．学会，研究会，セミナー等の開催実績
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2013 年

一般発表

2013 年

一般発表
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該当なし

7．自己点検・評価
1）施設の運営
RI 実験施設への RI 受け入れ実績（単位：MBq）
核種

45

Ca

125

I

32

P

33

P

35

S

3

H

14

C

51

Cr

25 年度

0

0

84.4

0

0

0

0

0

24 年度

0

0

253,5

0

0

0

0

0

23 年度

0

0

300.1

0

74

0

0

0

22 年度

0

0

190.1

0

0

9.25

0

0

21 年度

0

0

245.4

0

0

9.25

0.37

0

RI 実験施設登録者数：平成 25 年度，30 名：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，
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．他の研究室との共同研究，研究費の獲得といったことへのさらなる努力が今後の課題であると考
えている．
3）教育
共同施設であり，また RI 利用施設という点で本来学生の教育に関わる点はほとんど無いが，教育の項で述べたよ
うに，各人の専門性を生かし微力ながらも教育に寄与できればと考えている．
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1．教育主任部門
1．構成員（すべて兼担）
部門長

土田哲也（TSUCHIDA, Tetsuya）
：皮膚科教授（任期：平成 26 年 3 月 31 日）

部門員

笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）
：教養教育教授

永島雅文（NAGASHIMA, Masafumi）
：解剖学教授
渡辺修一（WATANABE, Shu-Ichi）
：生理学教授
穂苅

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）
：総合医療センター臨床検査医学教授
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．教養教育部門
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

吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）：教養教育：教授（任期：H26.3.31）

部門員
＜物理学＞
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）
：准教授：研究員，教育員：場の理論，物理教育：博士
鈴木

正（SUZUKI, Sei）
：講師：研究員，教育員：物性理論，物理教育：博士

西脇洋一（NISHIWAKI, Yoichi）
：講師：研究員，教育員：物理教育，物性物理学：博士
＜化学＞
吉田喜太郎（YOSHIDA, Kitaro）
：教授：教育副主任：医学部における化学教育 , 博士
森口武史（MORIGUCHI, Takeshi）
：講師：研究副主任：無機化学，有機化学 , 博士
土田敦子（TUCHIDA, Noriko）
：講師：量子化学 , 博士
＜生物学＞
山崎芳仁（YAMAZAKI,Yoshihito）
：准教授：教育副主任・研究副主任：脊椎動物の神経解剖学：博士
大間陽子（OMA,Yoko）
：講師：教育員・研究員：分子生物学および生化学：博士
川村勇樹（KAWAMURA,Yuuki）
：助教：教育員・研究員：神経化学：博士
＜人文＞
（英語）
笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）: 教授 : 教育主任 : 研究副主任

Chad Godfrey : 講師
藤森千尋（FUJIMORI, Chihiro）:

講師

小島さつき（KOJIMA, Satsuki） : 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 O'Toole : 非常勤講師
Frances Gleeson : 非常勤講師
Riu Santos: 非常勤講師
（教育）
米岡裕美（YONEOKA, Yumi） 講師
＜兼担＞
中平健祐（NAKAHIRA, Kensuke）
：准教授：生理学：博士
魚住尚紀（UOZUMI, Naonori）
：講師：生化学：博士

2．目的
教養教育部門は，2013 年 4 月に，それまでの医学基礎基本学科を改組して医学教育センターに直属する部門とし
て発足した．2011 年より山内前学長と別所現学長のもと，より時代に即応した医学教育の姿を模索し，教員間の共
通理解を持つ試みが続けられた．建学の精神である「優れた医療人育成」のための卒業時アウトカムを意識した上で，
初年次，低学年時の教育のあり方と教員の態勢が検討された．その中で，基本的能力，素養として，言語リテラシー，
生命科学理解のための科学的思考力，幅広い教養，などが確認された．導入教育では，少人数，積極的自主参加型グ
ループ学習などに柔軟に対応できることを目指し，専門性にとらわれることなく，臨機応変な機動性の高いチームワー
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クを発揮することが求められた．その結果，それまで本部棟などに分散していた，物理学，化学，生物学，英語科の
各教員は全員が 7 号館に集結し，専門領域の壁を廃し風通し良く混成化された新組織が発足した．新たに 7 名の新
人教員が補充され，英語科の教員は新たに「人文」グループとしてまとめられた．また医学専門教育，特に基礎医学
との連携を密にするため部門長は生化学から，また 2 名の兼担教員も生理学，生化学から招聘された．
以下に，主に教育面での活動報告を行い，研究面では「教養教育基本学科」欄に記載する．また，部門の統一的全
体的な活動をまず述べ，その後で物理学，化学，生物学，人文各グループの活動を記載する．これはあくまでも報告
上の便宜的な区分であり，部門内にこれらのセクションが分かれているものではない．
＜物理学＞
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，医学
や他の諸科学を学ぶための基礎とすることにある．
＜化学＞
「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医学ならびに日常的な現象に
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ている．
＜生物学＞
生物学では，他の基本学科と連携した統合教育と，生物学独自の教育を担当した．前者では「細胞生物学 1 コース」
「選択必修」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「課外プロ」を行った．以下，個々に概説するが，いずれも医学の学習に必要な生物学的知識および概念を学
生が把握す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」および「臨床推論」「臨床入門」
も担当した．
＜人文＞
＊今年度に関しては，暫定的に，人文として英語と教育という文科系の領域が 1 つのセクションとなっているので，
以下の項目において，A 英語，B 教育として分けて記載する．
A 英語

医学の基礎コース・英語ユニット

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．
B 教育

医学の良医への道コース・臨床入門ユニット

臨床入門などにおいて，教育系の立場から，主体的な学び，相手（クライアント，他職種）の理解，共感など，将
来の医療人として基礎を養う．

3．活動報告
新体制の下に，2013 年 4 月より，以下に述べるように教育センターに直結した様々な活動を部門全体の運営会議
の意思統一を図りながら進めつつ，従来の各専門科目の教育と合わせて行って来た．
＜教養教育部門新人研修会＞
4 月 2 日に開催した．参加者：荒木信夫教育センター長，渡辺修一カリキュラム室長，中平健祐，向田寿光，永島
雅文，森茂久，村越隆之，柴崎智美，椎橋美智男，鈴木正，西脇洋一，土田敦子，大間陽子，藤森千尋，小島さつき
内容は以下の通りである．
＜部門会議＞
毎月卒前教育合同会議後の水曜日に開催した．村越部門長が議事進行し，兼担教員である中平講師（生理学）
，魚
住講師（生化学）も参加した．また，引き続き基本学科会議も開いた．
＜物理学＞
［リメディアル教育］
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高校物理未履修者に対し，以下のユニットにおいて講義を行った．
自然科学の基礎（赤間，赤羽，鈴木，西脇）高校で学ぶ力学
［物理学］
高校物理未履修者，履修者に分け，学生の基礎知識に配慮しつつ，以下のユニットにおいて講義を行った．この中
では，医学・生命科学に取材した題材を多数用いた．
医学の物理学 1（勝浦，向田，鈴木，西脇）力学，弾性体，流体
医学の物理学 2（赤間，勝浦，鈴木，西脇）熱学，電磁気
医学の物理学 3（赤間，赤羽，勝浦，鈴木）音・光，近代物理学，物理の医学利用
物理学演習（赤間，赤羽，勝浦，鈴木，西脇）物理未履修者に対する演習
［選択必修］
次の選択必修のユニットにおいて，からだと生命の物理学を中心とする課題について基礎学習と課題研究の指導を
行った．
からだと生命の物理学 1（全構成員）
からだと生命の物理学 2（赤間，赤羽，勝浦，鈴木，西脇）
［物理学実験］
次のユニットにおいて，物理学に関わる以下の 6 テーマについて実験の指導を行った．
基礎科学実験 1（全構成員）オシロスコープ，レーザー，放射線，コンピューター，直流回路，液体窒素
［数学］
数学に関係する以下のユニットにおいて，コンピューター利用，解析学，統計に関連する講義，演習を行った．
医学の数学 1（赤間，勝浦，向田，鈴木，西脇）コンピューター利用
医学の数学 2（赤間，勝浦，向田，鈴木，西脇）解析学
医学の数学 3（赤間，勝浦，向田，鈴木，西脇）エクセルを用いた統計処理
［少人数教育，チーム基盤型学習］
以下のユニットにおいて，講義，チューター等を担当した．
人体の科学入門 1（赤間，鈴木，西脇）チューター
臨床推論（勝浦，向田，鈴木，西脇）チューター，まとめの講義
人体の構造と機能 1-1（向田）タスクフォース
［OSCE］
（鈴木，西脇，向田）2013 年 4 月に行われた advanced OSCE および 2014 年 2 月に行われた OSCE の運営
に携わった．
［センター入試］
（鈴木，西脇）大学入試センター試験の監督業務に加わった．
＜化学＞
「人体の科学入門 1」
（1 年，土田・吉田担当）
テューターを担当した .
「人体の科学入門 2（医学セミナー）
」
（1 年，土田・森口担当）
テューターを担当した .
「自然科学の基礎（化学）
」
（1 年，吉田・森口担当）
1 年の 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・土田担当）
エンタルピー , エントロピー , 自由エネルギー , 原子軌道 , 混成軌道について講義した . 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，土田・吉田担当）
反応速度（1 次反応 , 2 次反応 , ミカエリ・スメンテン式）および化学平衡，溶液の濃度と束一的性質（沸点上昇・
凝固点降下・浸透圧）
，
酸と塩基について講義した . 定期試験およ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 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
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義を行った . 定期試験を行った結果，履修者 128 名中 5 名が再試験該当者となったが，再試験後，全員を合格とした．
［基礎科学実験 2（化学実験）
］
（1 年，37 時間，吉田，森口，土田，鈴木，磯部担当）
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」
「化学懐炉」
，
「ブロモチモールブルーの紫外可視吸収スペクトル」,「赤外線分光法による医用プラスチッ
，
クの構造解析」
，
「薄層クロマトグラフィーによる風邪薬成分の分析」，「缶飲料の HPLC 分析（高速液体クロマトグラ
フィー）
」の 6 つについて行った．実験のクラス編成は，1 学年を 2 クラスに分け，「基礎科学実験 1（物理学実験）
」
と隔週交代で行った．成績は毎回の実習終了時に提出するレポートと実習中の態度を総合的に評価し，履修者全員を
合格とした .
［細胞生物学 1-1］
（1 年，4 時間，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」の講義を担当した．
［1 年生 臨床入門 / 臨床推論］
（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），吉田，森口，土田
担当
病院見学引率も含めて，テューターを担当した .
［2 年生 臨床入門］
（2 年，18 時間，森口担当）
2 年生「臨床入門」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．
［4 年生

共用試験 OSCE］
（4 年 , 土田担当）

4 年生の共用試験 OSCE の設営および試験の進行に携わった .
＜生物学＞
1）
「細胞生物学 1 コース」
（担当者：山崎芳仁，大間陽子，川村勇樹）
このコースは複数の基本学科による統合科目である．生物学では山崎が第 3・9・18・19 章と複数章のまとめ，
川村が第 4・7・15・17 章を受け持った．山崎が CD 補佐およびユニット 3 の UD，川村がユニット 1 の UD 補佐となっ
た．また，ユニット 3 の途中に，第 18 章の講義と関連した「細胞生物学 1 実習 6」を組み入れ，山崎，川村，大間
が実習指導を担当した．
2）
「自然科学の基礎（生物学）
」
（担当者：山崎芳仁）
山崎は UD 補佐を務めた．この講義は入学までの生物の学習が不十分であった学生に「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．物理，生物，化学のうちから学生が入
学試験で選択していない科目を指定して 4 月に集中的に 13 時限の授業を行った．生物学では，高校生物学用の図譜
を用いて，講義と演習を行った．
3）
「課外プロ」
（担当者：山崎芳仁，大間陽子，川村勇樹）
「生物の基礎をもう一度」というテーマで，
「人体の構造と機能」および「細胞生物学」の成績が振るわなかった学
生に少人数指導を行った．1 学年から 9 人の受講希望者があり，3 名の教員で分担して指導した．期間は 9 月 13 日 ?2
月 7 日までで，総指導時間数 28 時間（40 日）であった．
4）
「良医への道 1 コース，選択必修ユニット」
（担当：川村勇樹）
「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．
5）
「人体の科学入門 1」
（担当者：山崎芳仁，大間陽子）
浸透圧に関するテーマを担当した．
6）
「人体の科学入門 2（医学セミナー）
」
（担当：山崎芳仁，大間陽子，川村勇樹）
山崎が 1 班，大間と川村とで 1 班を担当し，調査，学習，2 日にわたる合同発表会までを指導した．
7）この他に，山崎，大間，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「細菌」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．山崎が生物分野を担当した．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
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佐を務めた．また，川村，大間は OSCE にも協力した．
＜人文＞
A 英語
（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 , Communication
（Interaction, Presentation）
，Reading, CLIL（Content and Language Integrated Learning）（医療系の内容を英語で学
ぶ）, Academic English の 5 つのサブユニットに分け , さらに医療用語などの学習 ,TOEFL を利用し , 学生自身による
英語力の理解とその後の学習の支援の一助とした．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
指導法を取り入れた．それぞれのサブユニットの活動を通じて , 学習者の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．
・Communication（Interaction）
（担当：笹島教授，Gilroy, Woodall, O'Toole, Gleeson 各非常勤講師）は，学生を 8
分割し，同時開講少人数クラスとして，笹島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．
・Communication（Presentation）
（担当：笹島教授，Godfrey 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，藤森講師 , 小島講師 , 斉藤 , 飯塚各非常勤講師）では，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．
・Academic English（担当：藤森講師 , 小島講師）では ,Academic writing の基礎と TOEFL 学習の支援を行った．
Academic writing では , 論理的に筋道の通ったパラグラフ構成による , まとまった文章を英語で書くことを目標
とし , そのために必要な文章構造や語彙・文法知識を提示するとともに，実際に文章を英語で書く機会をできる
だけ多く提供した．また ,Reading の授業で扱った教材の要約やそれ対する自分の意見をまとめるといった , イン
プットとアプトプットを組み合わせることにより , 総合的に学生の英語力向上を図った．TOEFL の学習に関して
は主に , 夏休みの課題演習により自学自習を行うための支援を行った．
・CLIL（担当：笹島教授，Godfrey 特任講師，Gilroy, Woodall, O'Toole, Gleeson, Santos 各非常勤講師）では，健
康科学（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 , 藤森 , 小島）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．
B 教育
ユニットの実施内容
（1）1 年次「良医への道コース（臨床入門ユニット）」
・学校教育体験実習（担当：柴崎智美教授・高橋幸子教授・米岡裕美講師）
平成 25 年度において，臨床入門実習の施設見学やコミュニケーションを学ぶローテーションの一環として，小中
学校教育体験実習が導入された．
この実習においては，学生がそれぞれ小学校あるいは中学校の教育現場で実習を行っ
た．実習は 2 回に分かれており，
1 週目は 3 〜 4 人のグループで小学校・中学校の学級の授業をサポートし，2 週目は，
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授業のサポートに加えて，ホームルームなどで 10 分ほど時間をとってもらい，学生が小学生・中学生に対して，健
康指導を行うという形とした．健康指導を行うに当たっては，何を目的とするのか，小学生や中学生にどうすれば伝
わるか等を考えながら，具体的な指導案とそのための教材を学生がグループで作成した．このために，健康指導につ
いては，必ず 1 度は事前に本学の担当教員に構成や内容を報告させることとし，必要に応じて助言を行った．
（2）3 年次「地域医療」
・IPE 体験実習（担当：柴崎智美教授・米岡裕美講師）
他の医療福祉関連職種の理解や多職種間での連携力を養うことを目的として，埼玉県立大学と合同で，医師を目指
す医学部生のほか，看護師や作業療法士，検査技師など，異なる職種を目指す学生 7 〜 8 人でグループを作り，県
内の医療・福祉施設に分かれて実習を行った．実習の目標は，実習に協力してくださるクライアントについてのケア
プランを立てることとした．このために，3 日間対象施設において，クライアントやそこで勤務する専門職にインタ
ビューを行い，また学生同士で議論を重ねた．最終日には，地域ごとにグループで集まり，どのようなケアプランを
立てたのかを発表する報告会を開催した．
具体的な実習のほか，事前事後の指導も行った．まず，事前に学生と担当教員が集まり，実習の目的，方法等につい
て説明を行うと同時に，グループ内の人間関係の形成を図った．また，埼玉県立大学の WebClass という IT システ
ムを活用し，Web 上で事前の情報収集やお互いについての理解を促進した．実習当日および報告会では，その日の
実習を終了する前に，その日の各自の体験や議論についての振り返りを行った
（2）その他のコース・ユニット
「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．
4．評価と次年度計画：
部門全体の活動に関しては，初年度で試行錯誤を重ねたこともあったが，新体制作りという点では大いに実りがあ
り，80％程度の達成度といえよう．
今後も部門内での目的意識の明確化と全メンバー間での共有化を，より進めて行きたい．特に 6 年一貫教育の中
での導入教育，初年次教育，一般教養教育の立ち位置を常に確認し，基礎医学，臨床医学との連携が緊密に行われる
ための改善を常に行ってゆく意識を再確認したい．
またそのためにも，教育センターとしての活動，保健医療学部や短大，付属学校での教育と，本務である医学部で
の授業運営，入試業務とが整合性をもって維持できるかは今後の大きな課題であろう．
達成度：
＜物理学＞
前年に引き続き 1）高校物理履修未履修による組分けと未履修組 2 組分けによる少人数教育，2）レポート，小テ
ストの添削指導，自学自習奨励，3）論理のアニメーションを用いた学習・教育システムの作成と適用，4）選択必
修の物理学での必修物理学の進度に即した少人数指導，5）高校物理未履修者に対する演習の授業，などを行ない，
成果があった．
＜化学＞
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．
＜生物学＞
1）
「細胞生物学 1」
：山崎が UD を務めたユニット 3 本試験では平均点 77.9 点，不合格者 15 名であり，不合格者
は全員再試験で合格となった．合格者は講義と実習を通じて，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）
「自然科学の基礎（生物学）
」
：受講態度とテストにより成績を決定した．授業の最後に行ったテストの平均点
は 83.2 点（100 点満点）
（昨年度 74.0 点）であり，講義の出席率も 100％であった．入学までに生物学の履修
が乏し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．
3）
「課外プロ」
：参加した学生の 2 学期以降のテスト成績は 1 学期よりも上昇しており，少人数による補習授業が
効果を上げたと思われる．
＜人文＞
A 英語
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 , 笹島教授と Godfrey 講師を
中心に , シラバスを調整し , 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
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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 Communication, 英語を書くことの基礎的な能力
を育成する Academic English 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．
B 教育
実習においては教育上の配慮や工夫を行うことで，学生の能力や姿勢の育成を図った．
・実習の目標を，学生が健康指導を行うことや，ケアプランを作成するといった，学生自身が考え，試行錯誤する
ことが要求される目標を設定することによって，学生の主体的な思考や行動
・小学生や中学生，施設のクライアントを対象とすることによって，相手の状況を踏まえ，どのようにすれば通じ
るのか，何が相手に必要なのか等，相手の立場に立って考える力
・学校教員や施設の専門職に指導される機会を得ることを通じて，専門職として働くことについての意識，および
他の大人から見た自分たちの姿を意識すること，つまり自らを客観視する能力
・医学部生同士，他学部生とチームで作業を行うことによって，他者と協働する能力
実習では，ある程度これらの能力等は育成されたと評価している．
自己評価と次年度計画：
＜物理学＞
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．
＜化学＞
前年度と同様，25 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 .
＜生物学＞
1）
「細胞生物学 1」
：担当教員による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，
分担して担当した基本学科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．ユニット 3 では本試験の成
績が想定よりも若干低かった．次年度では，体験学習を増やし，学生の実感を伴う授業を更に工夫したい．
2）
「自然科学の基礎（生物学）
」
：ここ数年生物学未履修からの「人体の構造と機能」および「細胞生物学」につ
いていけないという訴えは減少していると感じる．本講義が効果を及ぼしていると思われる．ただ，本試験不合
格者に占める生物未履修者の割合は依然として高いので，次年度では「細胞生物学 1」とも連携して，入学始め
の時期における，生物学未履修者への援助をより手厚く行いたい．
3）
「課外プロ」
：少人数による補習授業では学生は質問しやすく，成績不良学生への指導として効果があるが，教
員の負担は大きくなる．バランスを考えながら進めていきたい．
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」コースの内容を含む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．
5）その他の少人数制授業のテュータとしては，学生が学習方法の基本を理解し，実践する援助ができたと考えて
いる．
＜人文＞
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
862

教養教育部門

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．
B 教育
達成度に述べた能力は実習の目標の達成度とは直接の関係がない場合もあり，逆に失敗から学ぶこともあり得る．
ただし，体験を昇華し，学びを深めることができた学生が多かったものの，表面的な体験と理解にとどまった学生も
いた．
次年度においては，すべての学生が実習でしっかりと体験し，その体験を学びとできるよう，実習の方法や説明・
振り返りの方法などを検討し，改善を図っていきたい
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3．卒前医学教育部門
1．構成員
部門長：

持田

智

（MOCHIDA, Satoshi）

兼担（毛呂）消化器内科・肝臓内科，教授
平成 25 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）

同上

三橋知明

（MITSUHASHI, Tomoaki） 兼担（川越）臨床検査医学，教授

同上

兼担（日高）心臓内科，教授

＜カリキュラム室＞
室

長：

渡辺修一

（WATANABE, Schu-ichi） 兼担（基礎）生理学，教授，

同上

副室長：

土田哲也

（TSUCHIDA, Tetsuya）

兼担（毛呂）皮膚科，教授

同上

室

持田

智

間嶋

満

（MAJIMA, Mitsuru）

兼担（毛呂）リハビリテーション科，教授

同上

（HAGIWARA, Koichi）

兼担（毛呂）呼吸器内科，教授

同上

員：

萩原弘一

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

森

茂久

（MORI, Shigehisa）

専任，教授

辻

美隆

（TSUJI, Yoshitaka）

専任，准教授

同上

守屋

修

同上

（MORIYA, Osamu）

兼担（基礎）微生物学，准教授

同上

山崎芳仁

（YAMAZAKI, Yoshihito）

兼担（基礎）教養教育，准教授

同上

脇本直樹

（WAKIMOTO, Naoki）

兼担（毛呂）造血器腫瘍科，准教授

同上

向田寿光

（MUKAIDA, Hisamitsu）

兼担（基礎）物理学，講師

同上

森口武史

（MORIGUCHI , Takeshi） 兼担（基礎）教養教育，講師

同上

魚住尚紀

（UOZUMI, Naonori）

兼担（基礎）生化学，講師

同上

川村勇樹

（KAWAMURA, Yuki）

兼担（基礎）教養教育，助教

同上

高橋美穂

（TAKAHASHI, Miho）

専任，助手

同上

＜臨床実習推進室＞
室

満

同上

副室長：

長：

辻

美隆

同上

森

茂久

室

山田泰子

（YAMADA, Yasuko）

専任，教授

同上

藤巻高光

（FUJIMAKI, Takamitsu）

兼担（毛呂）脳神経外科，教授

同上

徳山研一

（TOKUYAMA, Kenichi）

兼担（毛呂）小児科，教授

同上

山本啓二

（YAMAMOTO , Keiji）

兼担（毛呂）心臓内科，教授

同上

員：

間嶋

同上

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

（NAMBA, Akira）

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

聡

＜試験管理室＞
室

長：

持田

智

同上

副室長：

茅野秀一

（KAYANO, Hidekazu）

兼担（基礎）病理学，准教授

同上

室

岡田浩一

（OKADA, Hirokazu ）

兼担（毛呂）総合診療内科，准教授

同上

（SHIIBASHI, Michio）

兼担

員：

辻

美隆

椎橋実智男
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情報技術支援推進センター，准教授

同上
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荒関かやの

（ARAZEKI, Kayano）

専任，講師

同上

大西京子

（OHNISHI, Kyoko）

専任，助手

同上

齋藤

（SAITOH, Megumi）

専任，助手

同上

（TOYOSHIMA, Ryoichi）

兼担（毛呂）神経精神科・心療内科，教授

同上

（SUZUKI, Satoshi）

専任，助教

（SATOH, Yoshifumi）

専任，助手

恵

＜調査解析室＞
室

長：

豊嶋良一

副室長：

椎橋実智男

室

鈴木

員：

智

同上

大西京子
佐藤義文

同上
同上
同上

＜学生支援室＞
室

長：

森

茂久

副室長：

金

潤澤

室

豊嶋良一

員：

同上
（KIM, Yoon Taek）

兼担（毛呂）整形外科・脊椎外科，教授

吉田喜太郎

（YOSHIDA, Kitaro）

兼担（基礎）教養教育，教授

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）

兼担（基礎）教養教育，教授

同上

佐々木惇

（SASAKI , Atsushi）

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

柴﨑智美

（SHIBASAKI, Satomi）

兼担

中平健祐

（NAKAHIRA , Kensuke）

兼担（基礎）生理学，講師

同上

笹島

茂

（SASAJIMA, Shigeru）

兼担（基礎）教養教育，講師

同上

齋藤

恵

山崎芳仁

2．目

同上
同上

同上
地域医学・医療センター , 准教授

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

2．活動状況
卒前医学教育部門は「カリキュラム室」
，
「臨床実習推進室」，「試験管理室」，「調査解析室」，「学生支援室」の 5
室に分かれ，役割を分担して活動している．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．同懇談会は卒前教育委員長，
医学教育センター長，卒前医学教育部門長，各室長，副室長および卒前教育委員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．
2-1．カリキュラム室
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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 25 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 26
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 回の定例会議を開催
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ている
①シラバス，講義日程の作成：

平成 25 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．今年度は 2 年生の「人体の構造と機
能 -2」コースを改編した．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てい
る．また，同コースにおける実習の内容を，「良医へのみち」コースの「臨床推論」ユニットとの関連を考慮し
て決定した．平成 26 年度のシラバスに関しては，予習に相当する「準備」の項目を設けることにした．「英語」
および「医学英語」ユニットは，カリキュラムをワーキンググループで検討し，平成 26 年度は再編成すること
にした．なお，他のコース，ユニットのシラバスも，可能な限り英語を併記することを，各教員に依頼する予
定である．6 年生の「総合学習」コースは卒業試験後の出席率が低く，実力試験の欠席者も多いため，次年度は
「総合学習 -A」
，
「総合学習 -B」および「達成度評価」ユニットに区分し，何れの演習扱いとすることを決定した．
また，今年度は 6 年生を対象として「キャリアデザインを考える会」を開催し，1 年生は「医学概論」ユニット
で「キャリアデザイン演習」を実施したが，平成 26 年度は各学年で正式のカリキュラムとすることを決定した．
ID，PW を設定し，学外からもシラバスを閲覧可能とするシステムの構築も検討している．
②オリエンテ−ション：平成 25 年度から新入生のオリエンテーションはカリキュラム室が担当することになり，
前年度の計画どおりた．4 月 8 〜 12 日に実施した．なお，終了後には例年同様にアンケートを行い，その成績
を公開した．他学年の 1 学期および 2 学期開始時のオリエンテーションで用いる共通ファイルを更新し，健康
管理，課外プログラム，成績評価の改訂，オルコスホールの利用に関して周知を図った．平成 26 年度の新入生
オリエンテーションは 4 月 7 〜 11 日に実施することを決定し．コミュニケーションゲームとグループワークの
目標を作成した．
③課外学習プログラム：昨年度から夏季休暇中プログラムの一部は，通年ないし春季休暇中にも実施していたが，
本年度からはこれらを課外学習プログラム（課外プロ」と総称することになり，全 118 課題が集まった．夏季
休暇中プログラムは 37 課題に 62 名の医学部学生が参加した．
2-2．臨床実習推進室
平成 25 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 26 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 6 月 26 日に日高キャ
ンパス，27 日に川越キャンパス，28 日に毛呂キャンパスで開催し，advanced OSCE の成績からみた CC の到達
目標と臨床実習の内容に関して意見交換した．3 月には川越キャンパスで 5 日，日高キャンパスでは 6 日，毛呂キャ
ンパスでは 7 日に，その続篇である第 2 回目の懇談会を実施した．また，教育主任と実習担当教員を対象として，
臨床実習で用いる包括的同意書に関する説明会を 11 月 12 日に毛呂および日高キャンパスで，11 月 26 日に川
越キャンパスで実施した．一方，5 年生を対象として，臨床実習後期に向けた講演会と講習会を 10 月 5 日に開
催し，1 月 8 日には CC のオリエンテーションを行った．4 年生には 3 月 31 日に臨床実習オリエンテーション
を行った．
② 5 年生の臨床実習ではログブックの利用を開始した．前年度 3 月 29 日の「臨床実習オリエンテーション」で学
生に配布し，利用方法を説明した．学生は実習中毎日記入し，実習指導医がコメントを併記またはサインする．
しかし，活用状況が不十分であったため，5 月 18 日に初回の特別演習に際して，再度，説明会を行った．その
後も活用状況の定期的に確認し，不良な学生には個別指導を繰り返した．平成 26 年度は 5 年生に iPad mini を
貸与し，これをログブックとして活用することを決定した．これに向けて，日高，川越キャンパスの学内 LAN
を整備し，2 月に 4 年生を対象として，臨床入門コースの「臨床導入実習」で試験運用した．
③ 5 年生の「特別演習」は前期に「必須の疾患」，後期は「必須の症候」を課題として実施することにした．また，
出欠は紙媒体での確認から，座席は指定として空席の場合は欠席扱いにする方式に変更した．
④ 6 年生の advanced CC は 7 名が指定学外施設，14 名がその他の学外施設，2 名が交換留学制度を利用してリン
シューピン大学で実習した．平成 26 年度は advanced CC の期間を 5 月末までと延長するが，5 年生の CC を加
えた 4 クールの中に必ず内科系と外科系の診療科を含むことと，6 年生の CC では原則的に 1 クールは学外施設
で実施することを決定した．このため，学外施設の教育責任者には客員教授の辞令を発行し，次年度に向けた担
当施設を増加させる活動を行った．学外施設の基準として，本学が指定する学外施設，大学附属病院，臨床研修
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指定病院とともに，海外施設に関しては，Student Exchange 相手校と本学教員が仲介して責任所在が明確であ
るとともに参加型実習の実施できる施設を追加した．
⑤ 6 年生の advanced CC は「医療面接」の成績が不良の学生が多かったことから，卒業試験後に成績不良者の補
講を行うとともに，5 年生に対する指導方法を再検討した．
⑥「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．
⑦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．また，同会議の決定に基づいて，本学でも「臨床医学生」
の呼称を
「Student Doctor
（スチューデント・ドクター）」に変更した．なお，同意書は 1 月から活用する予定であっ
たが，運用上も問題によって延期し，3 月の臨床実習懇談会で 3 キャンバスの教員に説明した．
2-3．試験管理室
6 年生の卒業試験，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，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．
① 6 年生の「総合試験」は呼称を「実力試験」に統一した．同試験の成績は卒業判定に反映されないため，平成
25 年度も欠席者が多かった．そこで，
平成 26 年度は「実力試験」を「総合学習」コースの「達成度評価」ユニッ
トとして，9 日間で計 27 時間の演習として扱うことを決定した．また，次年度は advanced CC の実施期間を延
長することに伴って，
「実力試験 -1」は 2 クールの間の 4 月 30 日 ~5 月 2 日に実施し，
「実力試験 -2」の解説講
義は中止して，正答率 50% 未満の問題を公開することにした．
② 4 年生「共用試験」の CBT は，全国医学部長病院長会議が推奨合格基準として，
「IRT 値（能力値）が 43 点以上」
との基準を発表した．これに伴って，平成 26 年度は CBT の合格基準を，「65 点以上ないし本学の平均点 -1.5
×標準偏差以上」と「共用試験実施評価機構が算出した IRT 標準スコアで全国医学部長病院長会議が推奨する値
以上」の両者を満たすことに変更した．
③平成 26 年度の「試験に関する規則，
総括的評価基準および評価方法」は，4 年生「共用試験」OSCE，5 年生「BSL
後 OSCE」
，6 年生「卒業時 OSCE」の合否判定に関する項目を追加した．
④ FD 部門との共催で，5 月 28 日に試験問題の作成に関わる教員を対象として，「第 107 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．
2-4．調査解析室
平成 19 年度より継続して「学生による授業評価」を実施し，学生の出欠状況を把握するとともに，その結果を介
して各教員の講義改善に役立つようにしている．また，各教員の教育に関する活動を評価することを目的として，
「教
育活動の実績記録システム」を構築している．
①講義の出席は授業ごとにクリッカーで確認するのではなく，学生証（IC カード）を用いて，登校時に読み取り
装置で認証するシステムの導入を検討した．1 〜 4 年生を対象に 5 月 20 日〜 22 日に試行運用したが，事務部
との合意が得られなかったため，採用を延期した．
②企画部門で作成した「学生の行動規範」に掲載されている 10 項目に関して，その遵守状況と感想を，1 〜 4 年
生を対象としてアンケート調査を実施した．
③平成 23 〜 25 年度における授業評価の各質問項目の回答状況を解析した．
④平成 26 年度の学生用臨床実習評価表は臨床実習推進室の要望で「ログブックが活用されたか」を問う項目を追
加することにした．
⑤平成 24 年度における全講義の授業評価を集計した結果を，各基本学科の運営責任者，教育主任に送付し，今後
の講義の参考にすることを依頼した．
⑥平成 24 年度における教員の教育実績登録をまとめて，各基本学科の運営責任者，医学教育センター役職者に送
付した．
⑦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．
⑧講義登録システムによる講義収録に同意しない教員に協力を依頼した．
2-5．学生支援室
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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「全体の会」を 2 回，
「5 分の 1 の会」を 5 回開催し，
学生全員の意見を確認する場を設けた．
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，5
月 10 日に学生と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 10 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 16~18 日に，5 年生は 5 月 18 日と 6 月 1 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．
⑤平成 25 年度における 1 〜 5 年生のアドバイザー教員にアンケート調査を行い，その結果を基に平成 26 年度の
アドバイザー候補を検討した．
2-6．OSCE 委員会
①平成 24 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 25 年度
の共用試験 OSCE は 2 月 26 日に実施した．12 月 12 日に 4 年生を対象とした共用試験 CBT と OSCE の説明会
を実施した．今年度はオルコスホールとともに学習棟も利用し，医療面接以外の模擬患者を運営スタッフは 5
年生が担当した．
② Advanced OSCE を 4 月 27 日に実施した．今年度は学生数の増加に対応するため，全ステーション 5 列で運営
することにした．今年度は百日咳で欠席した学生が発生したが，医学部長と卒前教育委員長の協議で，特例に
よって追試験を認めることにした．また，
「医療面接」に関する成績を解析し，成績不良であった項目に関しては，
各診療科に連絡して臨床実習で指導を徹底するよう依頼した．なお，平成 26 年度以降の呼称は，全国医学部長
病院長会議の動向も考慮して，
「卒業時 OSCE」に変更した．
③平成 26 年度より 5 年生を対象として「BSL 後 OSCE」を実施することを決定した．平成 27 年 1 月 10 日を予定
している．モデルコアカリキュラムにおける臨床実習の到達目標全てを試験範囲とし，学生が iPad mini を用い
て到達状況を自己評価できるように指導する．
④共用試験 OSCE 評価者認定講習会は 9 月 28 日に帝京大学 10 月 6 日に東京女子医科大学および 10 月 27 日に東
京慈恵会医科大学で開催され，本学からの希望者 37 名のうち 22 名が受講した．これによって，本学の認定評
価者は医療面接が 20 名，頭頸部診察 14 名，胸部診察 24 名，腹部診察 21 名，神経診察 17 名，基本的臨床手
技 10 名，救急 3 名となった．なお，希望者のうち 15 名は学内での評価未経験であり，本年度中に学内評価者
を担当していただく予定である．学内評価者の講習会を 2 月に 3 キャンバスで計 6 回開催した．
⑤ 9 月 4 日に実施された「共用試験医学系 OSCE 全国説明会」と 9 月 24 日に開催された「試験信頼性向上専門部
会第 7 回講演会」に委員が参加した．
⑥ 12 月 14 日に千葉大学，2 月 1 日に新潟大学，2 月 8 日に群馬大学で実施される共用試験 OSCE に，夫々 2 名，
1 名，2 名の外部評価者を派遣した．また，平成 26 年 6 月 27 日に筑波大学，9 月 21 日に信州大学で実施され
る共用試験 OSCE の派遣する外部評価者を夫々 1 ずつ選定した．
⑦共用試験 OSCE に向けて，SP 研修会を 1 月 30 日から 5 回開催した．
2-7．スキルスラボ運営委員会
①オブザーバーとして運営委員会に参加していた救命士，看護師，臨床工学技士が運営委員に加わった．また，麻
酔科と ER の教員がシミュレーション教育部門に加わった．
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平成 25 年度文部科学省「地（知）の拠点設備事業」の公募課題に申請した．
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 2 日と 16 日に開催した．
⑤ ICLS 講 習 会， 指 導 者 養 成 WS，JMECC 講 習 会，BSL 講 習 会，AHA・BLS ヘ ル ス ケ ア プ ロ バ イ ダ ー コ ー ス，
JMECC 講習会，外科レジデント縫合トレーニング「院内 Wet Lab」，シムマン 3G についての使用説明会・IPE
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演習などを開催した．
⑥私立大学等教育研究活性化設備整備事業，毛呂山後援会の研修医研修教育助成などの資金によって各種備品を購
入した．

3．自己点検・評価
医学教育センタ−の卒前医学教育部門は 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」，
「キャリアデザイン」
などに関しても学年横断的にサブユニット化し，「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 26 年度は 6 年
生の advanced CC の実施期間を 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．
（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」となった学生の予後を評価することで，定期試験の重み付け成績を基
に，
「平均− 1.5SD」以上を救済する制度の是非を再検討する必要がある．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 も拡充することが求められる．
（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．また，新たに実
施する BSL 後 OSCE と，共用試験 OSCE および卒業時 OSCE の差別化が必要となる．
（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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4．卒後医学教育部門
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

石原正一郎（ISHIHARA, 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：教授

金子公一（KANEKO, Koichi）
：国際医療センター呼吸器外科：教授
辻

美隆（TSUJI, Yoshitaka）
：医学教育センター：准教授

村松俊裕（MURAMATSU, Toshihiro）：国際医療センター心臓内科：准教授
高平修二（TAKAHIRA, Shuji）
：国際医療センター救命救急科：講師
斉藤
以下

2．目的，3．活動報告，4．評価と次年度目標については，「委員会・会議報告（医学部）卒後教育委員会」

を参照のこと
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恵（SAITO, Megumi）
：医学教育センター：助手
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5．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・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 山田泰子（YAMADA, Yasuko）
：医学教育センター：教授（任期：H26.3.31）
部 門 員 森

茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター：教授

岡

政志（OKA, Masasi）
：大学病院消化器内科・肝臓内科：教授

輿水健治（KOSHIMIZU, Kenji）
：総合医療センター ER：教授
長坂

浩（NAGASAKA, Hiroshi）
：大学病院麻酔科：教授

芳賀佳之（HAGA, Yoshiyuki）
：大学病院 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）
：教養教育：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 25 年 4 月 15 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 7 名

欠席 1 名

議事：平成 25 年度スキルスラボ運営委員会構成員に関する報告．

平成 24 年度の利用状況，物品使用・貸出状況の報告．平成 24 年度の物品取得ならびに修理・整備状況の報告．
平成 25 年度利用予約および物品貸出依頼の審議．議事録有．
②第 2 回スキルスラボ運営委員会（平成 25 年 5 月 20 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 4 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・審議．

議事録有．
③第 3 回スキルスラボ運営委員会（平成 25 年 6 月 26 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 5 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．

本年度実践セミナー，ICLS 講習会，日本内科学会認定内科救急（JMECC）ICLS 講習会，等の開催についての審議．
議事録有．
④第 4 回スキルスラボ運営委員会（平成 25 年 7 月 24 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 4 名

欠席 4 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．前

回検討した講習会の開催日程調整．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 25 年 9 月 25 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 6 名

欠席 2 名

第 1 回シミュレーション部門会議を兼ねる．出席者 4 名

欠席者 7 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．
部門員の紹介．平成 25 年度事業についての審議．議事録有．
⑥第 6 回スキルスラボ運営委員会（平成 25 年 10 月 23 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 4 名

欠席 4 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 9 月）．物品貸出依頼の審議．物品取得・整備の報告．腹

部超音波実践セミナーの開催内容の確認．議事録有．
⑦第 7 回スキルスラボ運営委員会（平成 24 年 11 月 20 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 4 名

欠席 4 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 10 月）．物品取得・整備の報告・審議．腹部超音波実践セミナー
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実施内容の報告．病室型シミュレーション施設の整備に関する検討．議事録有．
⑧第 8 回スキルスラボ運営委員会（平成 25 年 12 月 17 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 4 名

欠席 4 名

議事：利用状況等の報告（4 〜 11 月）．物品取得・整備の報告．病室型シミュレーショ

ン施設整備に関する検討．次年度へ向けての講習会等の開催について．議事録有．
⑨第 9 回スキルスラボ運営委員会（平成 26 年 1 月 21 日）於：9 号館 4 階会議室
出席 5 名

欠席 3 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．シナリオベースﾄﾞトレー
ニング実施に向けての検討．次年度臨床研修医オリエンテーション日程の報告．次年度 BLS ･ ICLS 講習会開催
日程の検討．議事録有．
⑩第 10 回スキルスラボ運営委員会（平成 26 年 3 月 3 日）於：9 号館 3 階ゼミ室 1
出席 4 名

欠席 4 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．3G

を用いたシナリオベースﾄﾞトレーニング実施に向けての日程・内容の検討．議事録有．
⑪第 11 回スキルスラボ運営委員会（平成 26 年 3 月 31 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・審議．研修医オリエンテーション内容の検討．
BLS 講習会内容変更の報告．シナリオベースﾄﾞトレーニング実施の報告．次年度 BLS ･ ICLS 講習会開催日程の検討．
議事録有．
平成 25 年度のスキルスラボ利用状況報告
①利用日数は 215 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 5639 名，その内学内者 5180 名，学外者 459 名．
③利用件数の総数 385 件，その内授業等の年間予約の利用 81 件，BSL や研修医トレーニング，各種講習会等の単
発の利用 253 件，物品の貸出は 51 件であった．
④卒前医学教育における利用は 169 件（授業・OSCE46 件，臨床実習 123 件），学生数 2578 名，指導者・スタッ
フ 588 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 55 件，研修医 241 名，指導者・スタッフ 81 名であった．
講習会等の開催
・BLS 講習会 : 開催件数 34 件，
受講者 500 名（学内 474 名，学外 26 名），指導者・スタッフは 335 名（学内 278 名，
学外 57 名）であった．
・AHA BLS 講習会 : 開催件数 1 件，受講者 14 名（学内 14 名，学外 0 名），指導者・スタッフは 7 名（学内 1 名，
学外 6 名）であった．開催日：平成 25 年 10 月 26 日．
・ICLS 講習会 : 開催件数 5 件，受講者数 119 名（学内者 109 名，学外者 10 名），指導者・スタッフ 172 名（学
内者 118 名，学外者 54 名）であった．開催日：平成 25 年 5 月 18 日，5 月 19 日，9 月 22 日，12 月 22 日，
平成 26 年 3 月 8 日．
・ICLS 指導者養成ワークショップ開催件数 2 件，受講者数 30 名（学内者 21 名，学外者 9 名），指導者・スタッ
フ 29 名（学内者 15 名，学外者 14 名）であった．開催日平成 25 年 5 月 19 日，12 月 21 日．
・日本内科学会認定内科救急 ICLS 講習会（JMECC）：開催件数 2 件，受講者数 19 名（学内者 19 名，学外者 0 名）
，
指導者・スタッフ 37 名（学内者 23 名，学外者 14 名）であった．開催日平成 25 年 12 月 21 日，平成 26 年 3
月 16 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 12 名，学外者 0 名），指導者・スタッフは 18 名（学内者 17 名，学外者 1 名）
であった．開催日：平成 25 年 11 月 2 日，11 月 16 日
・医療人育成支援センター共催の新生児蘇生講習会が 2 回開催され，受講者 29 名 （学内者 28 名，学外者 1 名）
，
指導者・スタッフ 12 名であった．開催日：平成 25 年 7 月 20 日，平成 25 年 3 月 31 日
・文部科学省

私立大学教育研究活性化設備整備事業で「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，納入された高規格全身型シミュレータ等を用いて研修を開催した．
研修医（2 名）
・看護師（4 名）を対象とした研修．開催日：平成 26 年 3 月 31 日．
医学生（2 名）
・看護学生（4 名）を対象とした研修．開催日：平成 26 年 3 月 31 日
その他
・平成 25 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が納入された．
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4．評価と次年度目標
評価
1）平成 25 年度のスキルスラボ利用状況をみると，利用日数はほぼ横ばいであるが，利用件数 15％，利用人数
20％，平成 24 年度より増加している．
2）授業関係，
5 ･ 6 年の臨床実習，
研修医のトレーニングにおける利用はやや増加しているもののほぼ横ばいであっ
た．新しく AHA の BLS 講習会，日本内科学会認定内科救急 ICLS 講習会（JMECC）が開催され，講習会・研修
の開催回数の増加がみられた．
3）高規格シミュレータを用いた多職種連携の開催等，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浸透してきたと考えられる．
次年度目標
1）授業内容に応じたスキルスラボの利用を促進し，支援する．
特に，5，6 年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）新規に納入された機器の利用を促進する．
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・トレーニングをより効果的に行うためにも，
病室型シミュレーション設備の整備を推進する．
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6．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（平成 26 年 12 月 1 日より教授，
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
・講義収録・配信システムの運用
・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
・医学教育ワークショップ，教授総会等の支援
第 36 回埼玉医科大学医学教育ワークショップ
第 12 回埼玉医科大学臨床研修指導者講習会
第 19 回，第 20 回教授総会（教員総会）
第 3 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
・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
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・出欠データの処理
・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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7．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

（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

内田和利，大久根真佐子，大塚奈緒子

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 34 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

平成 25 年 8 月 2 日〜 3 日

2 日間（実施時間 時間）

主催者

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 23 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 12 回埼玉医科大学臨床研修指導医講習会
開催日時

平成 25 年 11 月 9 日〜 10 日

2 日間（実施時間 時間）

主催者

大学病院群の 3 病院長

共催

医学教育センター FD 部門

開催場所

川越ビル（宿泊 川越東武ホテル）
参加者 28 名，スタッフ 38 名
タスクフォース 5 名（側島久典，木下牧子，伊野美幸，辻美隆，森

③第 3 回埼玉医科大学卒前医学教育部門ワークショップ
開催日時

平成 25 年 5 月 11 日〜 12 日

主催者

医学教育センター長

2 日間

開催場所

黒山鉱泉館（宿泊 黒山鉱泉館）

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

参加者 17 名
（2）講演会
④第 3 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 25 年 9 月 14 日

開催場所

日高キャンパス創立 30 周年記念講堂

内容

第1部

参加者 143 名
医学教育センターのこれまでと未来

現在（現状報告） 荒木信夫
未来（将来計画） 森
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第2部

将来に向けた取り組み

卒業時アウトカム（椎橋実智男）
カリキュラム （渡辺修一）
臨床実習 （間嶋

満）

試験と進級基準（茅野秀一）
学生支援（織田弘美）
第3部

国際認証に向けて埼玉医科大学の医学教育を検証する

医学教育の認証評価
本学の医学部教育の検証
（東京慈恵医科大学教育センター長

福島

統先生）

⑤第 107 回医師国家試験報告会 ? 卒業試験問題作成のポイントを考える ?
開催日時

平成 25 年 5 月 28 日 17:00 - 17:50

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 57 名

内容

講演 1 第 107 回医師国家試験 結果報告（持田

智）

講演 2 第 107 回医師国家試験 今回の特徴（荒関かやの）
講演 3 卒業試験の問題作成に向けて（茅野秀一）
（3）研修会
⑥医学部新任教員および講師昇格教員を対象とした研修会
開催日時

平成 25 年 5 月 24 日 17:00-18:30

開催場所

本部棟大学院講義室（テレビ会議システムで川越，日高に配信）

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）

参加者 32 名
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）
⑦臨床推論 1 年新規テュータ講習会
開催日時

平成 25 年 4 月 30 日〜，1 回 1 時間，計 5 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 1 年臨床推論ユニットディレクター補佐
参加者計 9 名
⑧臨床推論 2 年新規テュータ講習会
開催日時

平成 25 年 12 月 5 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 2 名
⑨臨床推論 3 年新規テュータ講習会
開催日時

平成 25 年 9 月 26 日〜，1 回 1 時間，計 14 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

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 30 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 26 年 2 月 13 日〜，1 回 1 時間，計 10 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
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参加者計 39 名
（4）FD 部門会議
第1回

平成 25 年 7 月 11 日（木）
，出席者：森，渡辺，有田，内田，大久根，大塚

第2回

平成 25 年 10 月 18 日（金）
，出席者：森，渡辺，側島，辻，有田，大久根，大塚

第3回

平成 26 年 3 月 28 日（金）
，出席者：森，渡辺，側島，辻，村松，大久根，大塚

4．評価と次年度目標
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職員
への SD として位置づけられる卒前医学教育部門 WS を今年度も第 3 回目として継続して開催することができた．昨
年度に続いて教員と事務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．今年度の第 3 回医学部医学教育フォーラムは，医学教育センター 10 周年を記念して開催した．臨床研修指
導医講習会は，昨年度に引き続き 3 病院の研修管理委員会主催，FD 部門は共催という形を取り，事務レベルの準備
は大学病院を中心として 3 病院の研修管理委員会の事務方が協力して担当し，実質的にも着実に 3 病院主催に移行
しつつあると言える．その他に例年行われている FD 活動については，一定の成果をあげていると考えている．
今後は医学教育分野別認証評価に向けて臨床実習を時間，内容ともに拡充が検討されていることを踏まえ，臨床
実習推進室と協力して臨床実習に関係する FD 活動が重要となる．また学外施設での臨床実習を推進しており，学外
施設での実習担当者向けの FD も検討する予定である．さらに将来の FD 部門の活動を担う若い世代の教員を発掘し，
FD 部門員として養成を計ることを継続していく．FD 活動に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方針とする．また FD 担当事務職員も FD 活動を拡充していくために養成を図るとともに，担
当事務職員の増員を要請していく方針である．
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8．企画部門
1．構成員
部門長：豊嶋良一（TOYOSHIMA, Ryouichi）
：精神医学教授，（任期 H.26.3.31）
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 25 年

4月 2日

第2回

平成 25 年

5月 7日

第3回

平成 25 年

6月 4日

第4回

平成 25 年

7月 2日

第5回

平成 25 年

9月 3日

第6回

平成 25 年 10 月 2 日

第7回

平成 25 年 11 月 5 日

第8回

平成 26 年 12 月 3 日

第9回

平成 26 年

1月 7日

第 10 回 平成 26 年

1 月 28 日

第 11 回 平成 26 年

3月 4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結果，妥当と思
われる成果を得た．
②医学生の倫理・社会的行動規範を定めた．
2）次年度の目標
医学教育センターの部門長による会議を新設し，そこに本会議を吸収する．
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9．事務部門
1．構成員（全員兼担）
部門長 小室秀樹（KOMURO，Hideki）
：大学事務部：部長（任期：H26.3.31）
部門員 内田和利（UCHIDA，Kazutoshi）
：大学事務部：次長

兼

村嶌隆義（MURASHIMA，Takayoshi）
：大学事務部：次長

教務課：課長
兼

学生課：課長

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（H25.6.30 まで）
松井幹代（MATSUI，Mikiyo）
：国際医療センター総務課：課長
小鷹徳子（ODAKA，Noriko）
：大学事務部教務課
大久根真佐子（OKUNE，Masako）
：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
近藤有寛（KONDO，Arihiro）
：大学事務部教務課
松浦直樹（MATSUURA，Naoki）
：大学事務部教務課
大塚奈緒子（OTSUKA，Naoko）
：大学事務部教務課
五十嵐勇樹（IGARASHI，Yuki）
：大学事務部教務課
相澤奈月（AIZAWA，Natsuki）
：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（H25.7.31 まで）
馬場菜穂（BABA，Nao）
：大学事務部学生課
新井菜緒（ARAI，Nao）
：大学事務部学生課
森

勇樹（MORI，Yuki）
：大学事務部学生課

岡田一観（OKADA，Kazumi）
：大学病院臨床管理センター（H25.3.31 まで）
下田裕子（SHIMODA，Yuko）
：大学病院臨床研修センター
川俣栄希（KAWAMATA，Eiki）
：総合医療センター総務課

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市民公開講座を 11 回開催した（会場は全て川越ビル）．
「動悸の話」4 月 20 日
「皮膚の話」5 月 18 日
「夏場に注意したいこと」6 月 15 日
「息切れを起こす肺の病気」7 月 13 日
「腰痛・肩こり，膝の痛み」9 月 21 日
「冬場のウィルス感染症」10 月 12 日
「高血圧と生活習慣病」11 月 16 日
「うつ病など心の病」12 月 14 日
「女性の骨盤・尿漏れ」1 月 18 日
「めまい，眼の病気」2 月 15 日
（大雪による公共交通機関の運休遅延のため中止）
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「がん緩和医療とは？−その現状と教育について−」3 月 15 日
※ 11 月 16 日の「高血圧と生活習慣病」おいて，女子栄養大学，香川靖雄副学長が「生活習慣としての高血圧」
と題した講演を行った．
③医学教育センターニュースを定期的に発行した（第 44 号〜 48 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（内 1 回は大雪による公共交通機関の運
休遅延のため中止）
，参加者は 1467 名（内新規 472 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）
副部門長：下岡聡行（SHIMOOKA, Toshiyuki）
：保健医療学部医用生体工学科：教授（任期：H25.4.1 〜 H26.3.31）
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．研究者向け情報を発信し，研究主任から各所属部署
内での周知徹底を依頼する．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 7 回学内グラント成果発表会開催（平成 25 年 7 月 19 日 17 時 00 分〜 19 時 40 分）
発表者 5 名，参加者 65 名（内大学院生 24 名）
（2）研究主任部門メール会議（メール会議：平成 25 年 12 月 11 日〜 12 月 17 日）
議案：学内グラント受賞者成果発表会（平成 26 年 2 月 28 日）司会者追加選定について
意見を募り，今後の司会者として以下 1 − 5 の先生に依頼することとなった．
1．発表会にいつも参加していただいている先生
2．次回発表予定者の研究領域に近い先生に依頼
3．学内グラント受賞経験者の先生
4．新任の先生で研究主任や研究副主任の先生
5．医学部の大学院生，保健医療学部の大学院生に司会者 B として依頼し教員と一緒に司会をする
（3）第 8 回学内グラント成果発表会開催（平成 26 年 2 月 28 日 17 時 00 分〜 19 時 40 分）
発表者 5 名，参加者 45 名（内大学院生 18 名）

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．グラント受賞者に司会をお願いする・研究副主任の中から司会を担当
していただく・発表会によく出席していただけている方に司会をお願いする，など試みることになった．また大学院
生の参加および発表会での役割を見出し，担当していただくことを計画している．
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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

副部門長：小林国彦（KOBAYASHI, Kunihiko）
：国際医療センター呼吸器内科：教授：任期：H26 年 3 月 31 日
副部門長：森

圭介（MORI, Keisuke）
：眼科：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：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
【共同利用実験室利用の啓蒙と整備】
共同利用実験室は，実験室を持たない教員に対して，最小限の機器を備えた実験場所を提供し，もって当該教員の
研究活動のセットアップに資することを目的として平成 24 年 9 月 10 日より運用が開始されました．平成 25 年度は，
生化学，薬理学，呼吸器内科学，皮膚科学，小児科学，内分泌・糖尿病内科学，歯科口腔外科学，医学研究センター
の各基本学科により有効利用された．7 月〜 12 月までの耐震工事の際には約 2 ヶ月間使用できなかったが，中央研
究施設の一部を使用するなどして補うことができた．
【研究機器・設備の整備等】
①私学助成（設備整備枠・平成 24 年度補正予算）に標的細胞分離濃縮・機能解析システムを申請，採択された．
これにより StemCell Technologies 社製 RoboSep フルオート磁気細胞分離装置，Thermo Scientiﬁc 社製 Varioskan
Flash マルチスペクトロプレートリーダ，BIO-RAD 社製 ChemiDoc MP ImageLab が中央研究施設・機能部門に設置
され，
12 月より運用が開始された．②私学助成金
（設備整備枠・平成 25 年度）に X 線 CT 微細構造解析システム（Scanco
Mdical 社製 ?CT35）を申請，採択された．当該装置は，中央研究施設・機能部門（基礎医学棟地下 2 階）に平成 26
年 6 月に設置される予定である．
③学内予算にて超遠心機
（BECKMAN COULTER 社製 Optima-xpn80）
が中央研究施設・
機能部門に，高圧蒸気滅菌装置（サクラ精機（株）社製）が中央研究施設・実験動物部門に整備され，それぞれ 12 月，
3 月より利用が開始された．また，
中央研究施設・RI 部門には法律上必要不可欠である放射性動物乾燥装置も整備され，
平成 26 年 2 月より運用が開始された．④ 10 月の中央研究施設・実験動物部門の感染調査委員会からの指摘に準じ
て感染対策を段階的に計画，遂行した．12 月：新規モニター動物発注，1 月：管理区域への入退室時の動線の見直
しと汚染交差防止に関わる検討並びにモニター動物飼育開始，2 月：従来から飼育しているモニター動物の検査外注，
3 月：サンダルの履き替え等に関する検討を行った．
【テクニカルセミナーの開催】
以下の 5 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 2014/01/16 15:00 基礎棟 3 Ｆカン
ファレンスルーム BIO-RAD 社，ChemiDoc 利用説明会，② 2014/01/20 15:00 基礎棟 3 Ｆカンファレンスルー
ム Thermo Scientiﬁc 社，Varioskan Flash 利 用 説 明 会， ③ 2014/01/21 15:00 基 礎 棟 3 Ｆ カ ン フ ァ レ ン ス ル ー
ム StemCell Technologies 社，RoboSep 利 用 説 明 会， ④ 2014/01/21 16:00 基 礎 棟 3 Ｆ カ ン フ ァ レ ン ス ル ー ム
BECKMAN 社，Optima-xpn80 利 用 説 明 会， ⑤ 2014/01/31 14:00-17:00 基 礎 棟 3F カ ン フ ァ レ ン ス リ ー ム 島 津
製作所 / シャープ社，Auto 2D テクニカルセミナー（試用デモ 2 月 12 日（水）〜 2 月末日迄），⑥ 2013/11/13
13:30-17:30 基礎棟地下 2F カンファレンス 最先端の質量分析技術〜生体分子を「見つける」〜「可視化」について
（講師：島津製作所技術者）
【講習会等】
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に講師として参加した．①
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2014/04/14 13:00-16:10 東京医科歯科大学 放射線教育訓練講習会の講師 教員，大学院生 放射性同位元素の安全
取扱いの基礎と実際について講義放射性同位元素の安全取扱いの基礎と実際，② 2014/04/11 13:00-16:10 上智
大学 放射線教育訓練講習会の講師 教員，大学院生，大学生 放射線の人体影響，法令，安全取扱いについて，③
2014/04/17 15:00 〜 病院建物 病院長巡視に同行 病院職員 衛生工学衛生管理者として職場環境の巡視を遂行，⑤
2014/03/19 8:50-14:50 埼玉県立熊谷西高等学校 高校生 理数科 1，2 年生 放射線の基礎の講義，放射線の測定実
習，⑥ 2014/03/11 10:00 〜 11:50 本庄東高等学校付属中学校 文部科学省「放射線等に関する出前授業」等，⑦
2014/02/21 11:00-12:30 麻布大学 放射線教育訓練講習会の講師 教員 放射性同位元素の安全取扱いについて，⑧
2014/02/26 9:00-10:50 さいたま市立泰平中学校 文部科学省「放射線等に関する出前授業」等，⑨ 2014/02/06
8:50-12:00 鶴ヶ島市立西中学校 文部科学省「放射線等に関する出前授業」等，⑩ 2014/01/30 13:40-15:30 狭山市
立柏原中学校 文部科学省「放射線等に関する出前授業」等，2014/01/10 9:55-12:45 川越市立名細中学校 文部科学
省「放射線等に関する出前授業」等，⑪ 2014/01/28 10:00-11:30 戸田市文化会館 埼玉県，戸田市共催の放射線に
関する講演活動 一般の方「食品を介する放射性物質の子供への影響について」講演「食品を介する放射性物質の子
供への影響について」
【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 29 日〜 30 日，第 2 段階
のプロトタイプ機種に関して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）にて説明を行った．

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各利用申請者の使用時間は 3 〜 4 時間程度であるため，この実験室を用いた研究活動には
まだまだゆとりがあると考えられる．次年度は啓蒙活動を強化して行く予定である．
実験動物施設における感染対策に関して，現状では BS 室，無菌室において肝炎を含めて重篤な感染症は検出され
ていないが，次年度 4 月におけるモニター動物の検査結果と中央研究施設・実験動物部門感染対策委員会の意見に
基づき両実験室の状況に更に良い維持管理について検討・実行する．
次年度に基礎医学棟で予定されている種々の工事に伴い，共同利用とないっている中央研究施設の管理区域，設備
の一部の移動が予定されているが，より利便性の高い施設構成を目指して設計，設備配置に関して取り組んで行く．
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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

飯野

副部門長

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

豊田浩一（TOYODA, koichi）
：医学研究センター：客員講師

部門員

菅原哲雄（SUGAHARA, Tetsuo）：医学研究センター：助教

部門員

萩原敏夫（HAGIWARA, Toshio）：医学研究センター：課長

部門員

山岸良治（YAMAGISHI, Ryoji）
：医学研究センター：参事

部門員

石川友美（ISHIKAWA, Tomomi）：医学研究センター：非常勤職員

顕（IINO, Akira）
：医学研究センター：非常勤講師

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：パーソナルゲノム時代の倫理的・社会的課題
講師：大阪大学大学院医学系研究科
加藤

和人 先生

日時：平成 25 年 11 月 1 日（金）17 時 30 分から 18 時 30 分まで
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 25 年 11 月 12 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：
1．iPS 細胞を医療福祉につなげる次世代産業
／ゲノム医学研究センター
2．医療イノベーション

発生・分化・再生部門

加藤英政

〜知的財産と共に〜

／医学研究センター 知財戦略研究推進部門

飯野

顕

3．光エリクトロニクス技術に基づく生体計測・制御
／保健医療学部 医用生体工学科

戸井田 昌宏

4．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 2014 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，併設された産学連携フェアに
産学連携活動の一貫として下記の 4 演題をパネル展示で紹介しました．
開催日：平成 26 年 1 月 29，30 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：
1．非侵襲血糖測定技術
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／

保健医療学部 医用生体工学科

教授

戸井田 昌宏

2．新画像圧縮技術による医療への応用
／

保健医療学部

医用生体工学科

教授

小林 直樹

3．急性呼吸器感染症起炎菌の鑑別装置
／

医学部 呼吸器内科

助教

平間

崇

4．埼玉医科大学 医学研究センター 知財戦略研究推進部門の紹介
／

知財戦略研究推進部門

■産学交流セミナーの開催
本学と埼玉県産学連携支援ネットワーク会議（埼玉県産業振興公社）が主催して「医工連携セミナー」を開催しま
した．
埼玉県産学連携支援ネットワーク会議は，県内中小企業の産学連携を推進するための機関として，大学・研究機関・
金融機関等で構成されており，今回のセミナーでは，医療機器分野への関心を持つ県内企業の幹部を対象に，医療機
器開発にかかわる本学の開発ニーズや事業化への事例を紹介しました．
セミナー終了後に保健医療学部と国際医療センターの見学会を企画し，参加者からは実際の医療機器を見る機会が
得られて参考になったと大変好評でした．
開催日 : 平成 26 年 3 月 6 日（木）13 時 30 分〜 17 時 00 分
開催場所 : 埼玉医科大学・日高キャンパス・
創立 30 周年記念講堂 2 階講義室
講演テーマ／講師：
1．埼玉医科大学及び知財戦略研究推進部門の紹介
／

知財戦略研究推進部門

客員講師

豊田 浩一

2．研究開発促進・事業化実現のための補助金等各種支援施策の紹介
／

経済産業省 関東経済局 ヘルスケア産業室

係長

佐伯 雅哉

3．光エレクトロニクス技術に基づく非侵襲血糖計測技術の開発
／

保健医療学部 医用生体工学科

教授

戸井田 昌宏

4．埼玉県医療系ものづくり産業参入支援における公社の役割
／

公益財団法人 埼玉県産業振興公社

新産業推進部

塚田 隆史

3-3．特許出願状況：23 件出願
特願 2013-086355

画像符号化装置，画像符号化方法，画像符号化プログラムおよび記録媒体

特願 2013-099962

抗 TLS モノクローナル抗体及びその製造方法，ハイブリドーマ及びその製造方法，並びに
抗 TLS モノクローナル抗体含有組成物

特願 2013-100311

人工多能性幹細胞製造用組成物，及び人工多能性幹細胞の製造方法

特願 2013-100312

人工多能性幹細胞製造用組成物，及び人工多能性幹細胞の製造方法

特願 2013-102114

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 2013-109801

新規ペプチド及びその用途

PCT/JP2013/064469 膵臓内分泌細胞の生産方法
特願 2013-114692

コンピュータシミュレーションシステム及びプログラム

PCT/JP2013/065679 ヘルパー依存型アデノウイルスベクター，成熟骨芽細胞の可視化方法，及び成熟骨芽細胞
の製造方法
特願 2013-130358

タウタンパク質のリン酸化が亢進された非ヒトモデル動物の製造方法

PCT/JP2013/71740

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

PCT/JP2013/077452 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
PCT/JP2013/79311

分化多能性幹細胞の製造方法

PCT/JP2013/080872 形状測定装置
特願 2013-225850

放射線治療装置における放射線照射野と光照射野との誤差分析器

特願 2013-255748

C 型肝炎ウイルスの NS5A タンパク質の 93 番目のアミノ酸の変異の検出方法，及び C 型
肝炎ウイルスの NS5A タンパク質の 93 番目のアミノ酸の変異の検出用キット

PCT/JP2014/051748 脱髄疾患治療薬
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特願 2014-013666

核酸抽出装置および核酸抽出方法

特願 2014-013438

計測装置及び計測方法

特願 2014-013437

計測装置及び計測方法

特願 2014-30106

コロニー数計数装置，コロニー数計数方法，及びコロニー数計数プログラム

PCT/JP2014/054796 MUC4 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
PCT/JP2014/057471 二本鎖核酸分子，DNA，ベクター，癌細胞増殖抑制剤，及び医薬
特許権成立：6 件
特許第 5280214 号（日本）

炎症性腸疾患の診断方法

特許第 5308208 号（日本）

偏向特性測定装置および偏向特性測定方法

特許第 5335673 号（日本）

子宮癌及び乳癌の予防乃至治療に好適な二本鎖核酸分子，癌細胞増殖抑制剤，並
びに医薬

特許第 5396559 号（日本）

画像符号化装置，画像符号化方法，画像符号化プログラムおよび記録媒体

ZL200980107903.7（中国）

急性呼吸器感染症起炎病原体の鑑別方法

特許第 5442256 号（日本）

ドーパミン受容体を標的とする薬剤，およびそのスクリーニング方法

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．
・試薬メーカー等への有体成果物提供に係る契約 2 件 80 万円
・特許を実施したことによる実施料収入及び実施許諾契約の一時金等で 4 件 1,261 万円
・知的財産権を 2 件の譲渡した対価として，571 万円
本年度は，総計 1,912 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．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 1,912 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）
：中央研究施設実験動物部門：准教授

部門員

大竹
森

（任期：H26.3.31）

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：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 25 年度は学内グラントに 47 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 2 件，一般 20 件の，計 22 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 25 年度は 11 件の報告を受けた．
3）科学研究費獲得状況の把握
H25 年度の科研費採択結果は，申請 231 件（申請率 18.8％）に対し，新規採択 55 件（採択率 23.8％），採択
総額 239,480 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・申請率は前年度に比べ伸びを見せ，採択率・採択額も増加した．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

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）

隆（MORI, Takashi）
：総合医療センター研究部：准教授（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

西川

部門員

鈴木正彦（SUZUKI, Masahiko）
：保健医療健康学科健康医療科学：教授（任期：H26.3.31）

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

仁科正美（NISHINA, Masami）
：中央研究施設

部門員

横尾友隆（YOKOO, Tomotaka）
：ゲノム医学研究センター : 助教（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

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）

亨（KISHINO, Akira）
：総合医療センター薬剤部：部長（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

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）

亮（NISHIKAWA, Akira）国際医療センター脳神経外科：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）
：教養教育：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

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）

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）

感染分野
副部門長
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赤塚俊隆（AKATSUKA, Toshitaka）：微生物：教授（任期：H26.3.31）

部門員

渡辺典之（WATANABE, Noriyuki）臨床検査医学・中央検査部：技師（任期：H26.3.31）

部門員

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）

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）

安全管理部門

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）

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 25 年 4 月から平成 26 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 51 件あった．以上の申請について審議を行い，3 月末までに承認されたのは 41 件である．また，
内容変更承認願は 15 件，譲渡関係書類提出数は 2 件であった．今年度の教育訓練は，例年同様に大学院「実用実験
医学特別講義」のコマの一つとして，赤塚部門長が行った．また，
「埼玉医科大学組換え DNA 実験安全管理規則」の
見直しを行い，
「安全主任者」を安全管理部門長（赤塚部門長）が務めることを明記することとした．それに加え，
「議
決には委員の 2 分の 1 以上の同意を必要とすること」と「委員会に関する事務局を設置すること」を明記すること
とした．
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 25 年度各キャンパスから提出された動物実験計画書 224 件，実験室設置承認申請書 33 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 42 件，施設等（実験室・飼養保管施設）廃止
届 5 件，追加変更届 49 件について審議の結果承認した．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．また，本学において承認された動物実
験計画書・実験動物の飼養保管状況・飼養保管施設・教育訓練に関する情報公開を外部に行った．
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．
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，毛呂山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センターで発生する実験廃液，実験廃棄物については，各科研究室で保管し，
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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 26 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，
法令に遵守した排水基準を保っている．
感染分野
H25 年 4 月にメール会議を開催し，H25 年 4 月 1 日に施行された「病原体等管理規則」にもとづき，新規取り扱
い者の教育訓練を行うこととした．実施は組換え DNA 実験安全委員会と共催で行うこととし，7 月の「実用実験医
学講義」の 1 コマを使って赤塚委員長が行った．

4．評価と次年度目標
本年度も各副部門は各キャンパス（または研究施設）において順調に管理活動ができている．昨年度より医学研究
センター事務部門担当が不在となり，全ての安全管理の責任を教員で負担することとなったが，各部門員の協力によ
り乗り切ることができた．しかし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）
茂久（MORI, Shigehisa）
：医学教育センター：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）

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 25 年 6 月 21 日（金）〜平成 25 年 6 月 25 日（火）：メール会議）
出席 7 人 欠席 0 人

オブザーバー（松下研究センター長，笠間（庶務課））

議事：平成 25 年度「私費外国人留学生等奨学生」の選考（議事録有，運営会議報告）
②第 2 回

平成 25 年 8 月 22 日（木）〜 平成 25 年 9 月 3 日（火）：メール会議
出席 7 人 欠席 0 人
平成 25 年 8 月 30 日（金）
：7pm 〜 9pm：通常会議
出席 6 人 欠席 1 人

議事：今後の研究支援についての総論的意見交換（議事録有，運営会議報告）
③第 3 回

平成 26 年 2 月 2 日（日）〜平成 26 年 2 月 6 日（木）：メール会議
出席 7 人 欠席 0 人

オブザーバー（松下研究センター長，渡辺（庶務課））

議事：平成 26 年度「私費外国人留学生等奨学生」の選考（議事録有，運営会議報告）
④第 4 回

平成 26 年 2 月 7 日（金）〜平成 26 年 2 月 14 日（金）：メール会議
出席 7 人 欠席 0 人
オブザーバー

髙田（法医学教室・教授），石原（産婦人科学教室・教授）
鈴木（保健医療学部・健康医療科学科・教授）
松下（研究センター長），渡辺（庶務課）

議題：部門員改定（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 24 年度と同じく，各埼玉医科大学規則に従った．
C．平成 26 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
H26 年度の非常勤研究者の生活支援制度が不確定のために，平成 25 年度に引き続き，旧制度「私費外国人留学生
等奨学生」を暫定的に再開した．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．
E．平成 26 年度からの部門員について
以下のように部門員を刷新して，各センターおよび各キャンパスの要望に効率的に対応できるようにした．
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＜平成 26 年 4 月よりの構成員＞
部門長

丸山 教授

副部門長／ゲノム医学研究センター

片桐 教授

基礎医学部門

髙田 教授

大学病院

石原 教授

総合医療センター

名越 教授

国際医療センター

木村 教授

保健医療学部

鈴木 教授

医学教育センター

森 教授

4．評価と次年度目標
平成 26 年度は，新制度への移行を問題なく行うよう常に準備するものとする．
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7．研究評価部門
1．構成員
部門長

椎橋実智男（SHIIBASHI, Michio）
：情報技術支援推進センター：准教授（平成 26 年 12 月 1 日より教授，
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（5 月）
・中央研究施設を利用した研究成果のデータの提出（7 月）
・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（12 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 まで）

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）
：病理学：准教授（兼担）
笹島

茂（SASAJIMA, Shigeru）
：教養教育：教授（兼担）

千本松孝明（SENBONMATSU, Takaaki）
：薬理学：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）
：教養教育：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 18 名の留学生の受入れを行った．7 月 2 日の留学生壮行
歓迎会の開催，
7 月 6 日から 8 日の直前準備合宿「河口湖セミナー」の実施，9 月 18 日の帰国報告会の実施などを行っ
た．また留学予定者を対象とした英会話レッスン English Cafe が 5 月から 9 月の土曜日に 4 回実施された．
平成 24 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 2 日から 16 日に実施された．
アメリカ・ロサンゼルス：
医学部 7 名，保健医療学部 14 名（視察

教養教育

笹島茂教授）

教養教育

笹島茂教授）

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 3 名（視察
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（留学者の氏名は下記の表を参照）9 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」
平成 24 年度より開始した全学生を対象とした英会話レッスン．ほぼ隔週で実施され，全 17 回開催された．のべ
参加者数は 169 名．
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っている．3 号，4 号を刊行した．
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学生相互交換留学制度

交換留学生一覧

Linkoping University

水田

愛弓

Charite University Medicine Berlin

小池

慎

高橋

石山 美咲

駿

谷木

夏妃

宮田 秀平

University of Liverpool

野中

麻衣

菅井 奏良

University of Manitoba

安藤

渚

宮口 和也

University of Bochum

天木

祥子

渡部

統

Albert Einstein College of Medicine

佐藤

翠

矢野 鉄人

Johns Hopkins University

田中

崇広

岡元 啓太

Chang Gung University

永井

里奈

齊藤 航平

Semmelweis University

橋本

ばく

惣田梨加奈

University of Pecs

目時

茂

竹島 圭悟

Linkoping University

Katarina Andreasson

Rasmus Birch Tyrberg

Charite University Medicine Berlin

Kamila Bikulowa

Liron Lechtenberg

University of Liverpool

Ashoke Shah

Neha Zubair Dar

University of Manitoba

Brittany Perija

Eric Tsang

University of Bochum

Britta Leisten

Jakob Gallert

Albert Einstein College of Medicine

Jerri Chen

Ainie Soetanto

Chang Gung University

Candy Lin

Terry Tsao

Semmelweis University

Gabor Stanicz

Gergo Horvath

University of Pecs

Adel Jungling

Dora Kollath

教員短期留学制度 留学者一覧
保健医療学部
乙戸 崇寛
理学療法学科
総合医療センター
山本 龍一
消化器肝臓内科
向田 寿光 医学基礎学科（物理学）
総合医療センター
桑原 公亀
消化管・一般外科
国際医療センター
竹田理々子
脳神経外科（脳卒中外科）

講師 Select Physical Therapy（アメリカ，カリフォルニア州）
助教 センメルワイス大学（ハンガリー，ブタペスト）
講師 理論物性物理学研究所（フランス，パリ）
助教 ペーチ大学（ハンガリー，ペーチ）
助教 ハノーバー国際神経科学研究所（ドイツ，ハノーバー）

Dorottya Frank ペーチ大学（ハンガリー共和国，ペーチ）
歯科・口腔外科
※交換留学協定によるハンガリー・センメルワイス大学からの今年度枠の留学者は来年（平成 26 年）に来
日の予定．
その他
羅琰

山西省人民医院（中国，山西省）

腎臓内科

戚秀栄

山西省人民医院（中国，山西省）

国際医療センター放射線腫瘍科

胡震

山西省人民医院（中国，山西省）

消化器・一般外科

4．評価と次年度目標
19 年目となった「学生相互交換留学制度」
，8 年目となった「春季語学研修制度」，また 5 年目となった「教員短
期留学制度」において順調に行われ成果を上げている．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

高橋幸子（TAKAHASHI, Sachiko）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）

部門員

佐藤真喜子（SATOH, Makiko）
：地域医学･医療センター：助手（任期：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 25 年 4 月 1 日）於：地域医学・医療センター教員室 出席 9 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，108 回国試分析
②第 2 回部門会議（平成 25 年 5 月 13 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 9 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 25 年 6 月 10 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 9 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 25 年 7 月 1 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 9 人

議事：教育研修の進捗状況，疫学統計支援について格プロジェクト報告
⑤第 5 回部門会議（平成 25 年 9 月 2 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 9 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，実習の状況の報告
⑥第 6 回部門会議（平成 25 年 10 月 7 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 9 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，実習報告
⑦第 7 回部門会議（平成 25 年 11 月 11 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 9 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 25 年 12 月 9 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 10 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
⑨第 9 回部門会議（平成 26 年 1 月 20 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 10 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 26 年 2 月 17 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 16 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
⑪第 11 回部門会議（平成 26 年 3 月 17 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 10 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 25 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 25 年度文部科学
省大学連携共同教育推進事業彩の国連携力育成プロジェクトに関して，さらに取り組みの強化とともに，学内外の教
員との連携を図る．今後 , 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

高橋幸子（TAKAHASHI, Sachiko）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）

部門員

佐藤真喜子（SATOH, Makiko）
：地域医学･医療センター：助手（任期：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 25 年 4 月 1 日）於：地域医学・医療センター教員室 出席 9 人
議事：選択必修の実施，医学概論の進め方，107 回国試分析について
②第 2 回部門会議（平成 25 年 5 月 13 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 9 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 25 年 6 月 24 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 9 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 25 年 7 月 8 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 9 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 25 年 9 月 2 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 9 人

議事：IPW 実習の試行第 2 弾についての報告
⑥第 6 回部門会議（平成 25 年 11 月 18 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 9 人

議事：地域社会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 25 年 12 月 16 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 10 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
⑧第 8 回部門会議（平成 26 年 1 月 20 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 10 人

議事：地域社会実習評価について
⑨第 9 回部門会議（平成 26 年 2 月 17 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 16 人

議事：4 大学連携事業について
⑩第 10 回部門会議（平成 26 年 3 月 24 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 10 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 25 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
108 回国家試験についても高い合格率を達成し，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

高橋幸子（TAKAHASHI, Sachiko）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）

部門員

佐藤真喜子（SATOH, Makiko）
：地域医学･医療センター：助手（任期：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 25 年 4 月 1 日）於：地域医学・医療センター教員室 出席 9 人
議事：今年度特定健診・保健指導について
②第 2 回部門会議（平成 25 年 10 月 28 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 9 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 26 年 2 月 17 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 16 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 26 年 3 月 17 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 10 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，日高市において，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

高橋幸子（TAKAHASHI,Sachiko）
：地域医学･医療センター：助教（任期：H27.3.31）

部門員

佐藤真喜子（SATOH, Makiko）
：地域医学･医療センター：助手（任期：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 25 年 4 月 1 日）於：地域医学・医療センター教員室 出席 9 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 26 年 2 月 17 日）於：地域医学・医療センター教員室

出席 16 人

議事：毛呂山町に対する支援、埼玉県がん対策，県内での性教育講演会について

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．また，12 月より着任した高橋助
教による埼玉県内小中高校での性教育講演会についても，学生の参加等も呼びかけるとともに、地域の健康づくりの
支援として協力をして行く．
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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（平成 26 年 12 月 1 日より教授，
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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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．講義内容と担当者を示す．
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 18 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

アレルギー科領域の臨床

永田

アレルギー性皮膚疾患の病態・治療

中村

3 年呼吸器ユニット
気管支喘息

永田

慢性咳嗽を呈する症候群
呼吸器と免疫

永田

杣

免疫学的機序による呼吸器疾患

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

杣

6 年生小児科総論
小児の呼吸器疾患，アレルギー疾患

徳山

6 年生皮膚疾患
薬疹

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）アレルギー関連疾患
の BSL を 5 年生に行った．
4）アレルギー疾患関連診療科のクリニカルクラークシップにおいてアレルギーセンター実習参加を促した．
5）5，6 年生に対し，学内外にて開催されるアレルギー関連の研究会への出席を促した．
6）以上につき，平成 25 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（任期：H25.3.31）

部門員

加瀬康弘（Kase, Yasuhiro）: 埼玉医科大学病院耳鼻科：教授
中村晃一郎（NAKAMURA, Koichiro）: 埼玉医科大学病院皮膚科 : 教授

2．目的
本部門は，埼玉医科大学アレルギーセンター規程第 7 条（2）に基づき，「包括的で，かつ高度な診療能力をもっ
たアレルギー専門医の育成」のために設立された．

3．活動報告
年に数回行う学内講演会（埼玉医科大学「アレルギー・フォーラム」），及び 2 週毎に行う院内勉強会の開催が主
な活動である
①アレルギーフォーラム
第 33 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 25 年 5 月 30 日）
帝京大学呼吸器・アレルギー内科

山口正雄教授

「知っておきたい薬剤アレルギーの知識」
第 34 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 25 年 9 月 26 日）
国立病院機構福岡病院副院長

小田嶋博先生

「気管支喘息に対する大気汚染物質の影響〜 PM2.5 を中心に」
第 35 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 25 年 11 月 24 日）
埼玉医科大学皮膚科

中村晃一郎教授

「アトピー性皮膚炎の正しい外用治療」
日本医科大学千葉北総病院皮膚科

幸野健教授

「抗アレルギー薬の正しい使い方」
第 36 回埼玉医科大学アレルギーフォーラム（平成 26 年 2 月 13 日）
千葉大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

米倉修二助教

「スギ花粉症治療の最前線」
②院内勉強会
アレルギー専門医による 15 分程度のミニクルズス．原則 2 週に 1 回実施している．

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．特にアレルギーフォーラムは計 4 回開催でき，多くの話題提供ができたと考える．
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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
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
上條

篤（KAMIJYO, Atsusi）
：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科：准教授

古賀健史（KOGA, Takeshi）
：埼玉医科大学病院小児科：助教
板野篤志（ITANO, Atsushi）
：埼玉医科大学病院小児科：助教
植田

穣（IATNO, Yutaka）
：埼玉医科大学病院小児科：助教

盛田英司（MORITA, Eiji）
：埼玉医科大学病院小児科：助教
野口

哲（NOGUCHI, Satoshi）埼玉医科大学病院総合診療内科：助教

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：16 名．
プリックテスト 116 名，局所麻酔アレルギーテスト 9 名．
アドレナリン自己注射システム（エピペン）導入・処方 200 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，慢性
湿疹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．難治性蕁麻疹に対して新規抗ヒスタミン薬の使
用，増量などの治療を行った．
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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 6 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

祥（MATSUSHITA Sho）: 埼玉医科大学医学部免疫学：教授

中村晃一郎（NAKAMURA Koichiro）：埼玉医科大学病院皮膚科：教授
森

圭介（MORI Keisuke）
：埼玉医科大学病院眼科：准教授

上條

篤（KAMIJYO Atsushi）：埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科 : 講師

杣

知行（SOMA Tomoyuki）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科 : 講師

中込一之（NAKAGOME Kazuyuki）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科 : 講師
小林威仁（KOBAYASHI Takehito）
：埼玉医科大学病院呼吸器内科 : 助教
野口

哲（NOGUCHI Toru）
：埼玉医科大学病院総合診療内科：助教

盛田英司（MORITA Eiji）
：埼玉医科大学病院小児科：助教
古賀健史（KOGA Takeshi）
：埼玉医科大学病院小児科：助教
板野篤志（ITANO Atsushi）
：埼玉医科大学病院小児科：助教
植田

穣（UEDA Yutaka：埼玉医科大学病院小児科：助教

西澤賢治（NISHIZAWA Kenji）: 埼玉医科大学医学部免疫学：大学院生

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 39 回運営会議（平成 25 年 4 月 12 日）
日本呼吸器学会において呼吸器内科から特別プログラム 1 題，一般演題が 7 題，また免疫学から特別プログラ
ム 1 題が発表される事が報告された．
第 40 回運営会議（平成 25 年 6 月 14 日）
新規論文業績として，内科からは World Allergy Organization の学会誌である International Archives of Allergy
and Immunology の 161 巻 s2 号に二点の原著論文が掲載された．耳鼻科からは日本アレルギー学会誌「アレル
ギー」62 号に原著論文が一点掲載された．また日本アレルギー学会春季臨床大会において，特別プログラムに
内科 1 題，一般演題に小児科 2 題，内科 4 題，耳鼻科 1 題が発表された．また米国呼吸器学会に小児科から 1 題，
日本耳科学会に耳鼻科 1 題が発表された事が報告された．
第 41 回運営会議（平成 25 年 7 月 12 日）
当センターが新規に事務局として運営を担当開始した全国規模学術集会「アレルギー・好酸球研究会 2013」が
6 月 15 日に東京慈恵会医科大学講堂において開催され，20 題の演題があり，活発な討論が行われたことが報
告された．またセンター長が会長として第 23 回国際喘息学会日本・北アジア部会が 6 月 28・29 日に東京都市
センターにおいて開催された．日本・韓国・香港・中国ならびに米国のアレルギー研究者を中心に多数の参加者
があり盛況であった．懇親会には本学丸木理事長がご臨席されご祝辞をいただいたことが報告された．
第 42 回運営会議（平成 25 年 9 月 6 日）
第 45 回日本職業・環境アレルギー学会総会・学術大会（相模原市）でセンター長がアレルゲン免疫療法に関す
る教育講演を行った事が報告された．
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第 43 回運営会議（平成 25 年 10 月 11 日）
日本鼻科学会にて一般演題発表が 4 題あった事が報告された．
第 44 回運営会議（平成 25 年 11 月 7 日）
①耳鼻科上條委員の英文原著論文が Laryngology 誌に掲載された．内科より APSR（アジア太平洋呼吸器学会）
に 2 演題，APCAACI（アジア太平洋アレルギー学会）に 2 演題発表することが報告された．
②小児科医師が呼吸器内科研究室において共同研究を行う予定であるが，研究日に関して調整が必要であること
が報告された．
第 45 回運営会議（平成 26 年 1 月 1014 日）
11 月 28 日〜 30 日に開催された第 63 日本アレルギー学会学術集会において，当センターから教育講演 1 シン
ポジウム 1 一般演題 10 の発表がなされたことが報告された．また 12 月に開催された日本免疫学会では一般演
題 1 の発表がされたことが報告された．
第 46 回運営会議（平成 26 年 2 月 7 日）
特になし．
第 47 回運営会議（平成 26 年 3 月 7 日）
2 月 28 日〜 3 月 4 日に開催された米国アレルギー・喘息・免疫学会（AAAAI）において，当センターから一般
演題 2 の発表がな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．
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5．広報部門
1．構成員
部門長

徳山研一（TOKUYAMA, Kenichi）: 埼玉医科大学病院小児科：教授（任期：H25.3.31）

部門員

森

圭介（MORI, Keisuke）
：埼玉医科大学病院眼科：准教授

杣

知行（SOMA, Tomoyuki）: 埼玉医科大学病院呼吸器内科：講師

2．目的
本部門は，埼玉医科大学アレルギーセンター規程第 7 条（5）に基づき，「学内・外での広報・教育活動を通じた
アレルギー疾患に対する正しい理解と，evidence に基づいた科学的で正しい診療の普及」のために設立された．

3．活動報告
①ホームページの業績欄を定期的に更新した．
②ホームページのコラムの執筆を定期的に行った．
本年度は，
■ 2014 年 03 月 06 日

スギ花粉症の新規治療についてのアレルギーフォーラムを開催しました

■ 2014 年 02 月 08 日

第 20 回アレルギー週間埼玉地区市民公開講座を開催しました

■ 2013 年 12 月 16 日

第 63 回

■ 2013 年 10 月 11 日

医師向け TV シンポジウムでセンター長が講演しました

■ 2013 年 07 月 18 日

国際喘息学会日本北アジア部会の写真をアップしました

■ 2013 年 07 月 12 日

第 23 回国際喘息学会日本・北アジア部会を開催しました

日本アレルギー学会秋季学術大会レポート

■ 2013 年 06 月 15 日 「アレルギー好酸球研究会 2013」が開催されました
■ 2013 年 06 月 11 日

知っておきたい薬剤アレルギーの知識」のテーマでアレルギーフォーラムが開催されま

した
■ 2013 年 05 月 23 日

第 25 回日本アレルギー学会春季臨床大会に参加して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
1．構成員
教職員・学生健康推進センターは，各キャンパスにおける教職員健康推進室と学生健康推進室を統合する組織とし
て設置された．教職員健康推進室は毛呂山，川越，日高の各キャンパスにおかれ，それぞれの教職員の健康管理を担
当している．学生健康推進室は，毛呂山と日高（川角分室を含む）におかれ，毛呂山キャンパス健康推進室が教職員・
学生健康推進センターとして，学生の健康管理も行っている．
（毛呂山キャンパス）
池田斉（IKEDA, Hitoshi）
：センター長 ; 平成 25 年 12 月退職，丸山義明（MARUYAMA, Yoshiaki）
：副センター長：
平成 25 年 12 月まで．センター長：平成 26 年 1 月以降，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, Yoichi）（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），松本麻
里（MATSUMOTO, Mari）
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）
伊藤博之（ITO, Hiroyuki）
：室長
保健師 : 尾崎真弓
（OZAKI, Mayumi）
，
中島由香
（NAKAJIMA, Yuka），宮島育子（MIYAJIMA, Ikuko），藤崎麻美（FUJISAKI,
Asami）
（日高キャンパス）
森野正明（MORINO, Masaaki）
：室長
保健師 : 工藤律子（KUDO, Ritsuko）; 平成 25 年 5 月退職，相庭かおり（AIBA, Kaori），
看護師 : 内山恵（UCHIYAMA, Megumi）

2．目的
（毛呂山キャンパス）
教職員・学生健康推進センターは平成 21 年 4 月に開設された．「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」が協同して，埼玉医大全体の教職員と学生の健康を守ることにある．毛
呂山キャンパスの健康推進室は，今井初代センター長が基礎を築き，昨年度より池田斉先生が引き続き，発展させて
いる．
（川越キャンパス）
本室は総合医療センター健康推進室規則第 1 条に基づき，当センターに勤務する職員の健康を保持し，増進する
ために各人がかかえる問題について相談に応じ，助言，指示および援助を行うことを目的とする．
（日高キャンパス）
職員の健康保持と増進．

3．活動報告
（川越キャンパス）
健康診断は定期・特定業務従事者とも受診率 100% を達成した．健診事後措置や予防接種など職員の健康管理は当
室の保健師 3 名が中心となり行った．
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及びリエゾン精神看護専門看護師の協力
を得て，問題をかかえる職員の支援や病欠・休職後の職場復帰支援を行った．特に年度途中から毎月リエゾン精神看
護専門看護師とカンファを行い，情報を共有した．また当室と安全衛生委員会主催の講演会として，埼玉産業保健推
進センター産業保健相談員の星野ゆかり先生に「職場におけるメンタルヘルスケアの取り組み」と題してラインケア
についてのご講演をいただいた．
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作業環境測定は従来のホルムアルデヒド・エチレンオキシドに加え，病理部と中央検査部血算のキシレンについて
も行い，管理区分 3 の部署はなく問題ないことを確認した．
これらの活動については，毎月の安全衛生委員会で報告した．また 8 月より総務部の依頼で伊藤が当センターの
外来窓口業務を請け負うニチイ学館の産業医を兼務している．
（日高キャンパス）
1．健康管理
①職員健康診断
a．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）
b．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）
c．要精密検査及び要治療判定者（D1/D2）の事後管理
d．要経過観察者の評価，経過観察と受診勧奨
e．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．
（毛呂山キャンパス）
1）学生部門
学生の健康推進業務は柴崎先生が中心となり，毛呂山の医学部や日高の保健医療学部の学生の定期健康診断，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がなされた．
体調不良を訴えて，毛呂山や日高の学生健康推進室を訪れる学生は多く，柴崎先生と池田センター長が主として対
応し，看護師がこれを補助している．
メンタルヘルス関連では，医学部では「心の相談室」を設けており，神経精神科・心療内科の豊嶋教授のお世話に
なっている．保健医療学部においても臨床心理士によるカウンセリングがおこなわれている．しかし，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．
2）教職員部門
教職員部門においては，定期健康診断は例年のように特定健診を兼ねて行われた．保健指導を行う都合上，総務課
の協力のもとに，昨年度と同様 6 月下旬から 7 月初旬までとした．8 月中には検査データを返却し，事後指導の必
要と判断された 181 名について，保健師 3 名と共に，9 月以降事後のフォロー面談を行なった．うち 14 名に対して
は医療機関受診が必要と判断され，紹介状を作成した．
昨年度より前期定期健診で，C 型肝炎の抗体検査を行っている．前期定期健診における採血対象者（35 歳と 40
歳以上）のうち，希望者を対象として行われ，今年度は 231 名が検査を受けた．昨年は数名の陽性者が見られたが，
今年度の陽性者は 0 であった．本事業は来年度も引き続き行われる予定である．
教職員のメンタルの問題は最近増加しているが，当センターでは，研修を受けた保健師がメンタル相談に加わるこ
とにより，円滑かつ的確な指導が行われている．特に看護師の相談には状況の把握が適確に行われ，必要に応じて看
護部と連携しながら適切な対応を行っている．
今年度より新入職員にも，入職後に疲労蓄積度調査を行うようになった．ストレスが「非常に高いと思われる」と
判定された教職員 30 名に「自己チェック表による疲労蓄積度調査」を行った．その結果，面談希望者も含めて 6 名
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に面談を行った．近年メンタルヘルス関連は，厚生労働省も力を入れており，来年度は前期健診と同時に，今まで隔
年で行っていた疲労蓄積度調査を行う予定であるが，今後は毎年調査を行うよう指導されるものと思われる．現在の
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，メンタル不全者を早期に発見できるよい方法と
思われ，継続する予定である．
メンタルヘルス関連の講演会として，安全衛生委員会と共催して 12 月に神経精神科・心療内科教授である太田先
生による「ストレスからの抜け出し方」のご講演をいただき 187 名の参加者を得て，極めて好評だった．3 月 13 日
には同じく安全衛生委員会との共催で，管理職を対象とした「第 1 回管理者対象メンタルヘルス研修」を外部講師
を招いて行い，166 名の参加者を得た．安全衛生委員会でも教職員のメンタルヘルス対策は重点課題のひとつとなっ
ており，引き続き共同して，メンタルヘルス関連の事業を進める予定である．
昨年度より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ならびに陰性の
場合は入職前のワクチン接種を要請している．今年度は 293 名の入職者のうち 246 名（84％）からの提出を得た．
今後は，抗体価陰性者，ワクチン未接種者，未提出者に対する入職後の対応が，既入職者も含めての課題である．
今年度より，教職員に健康カードを配布し，自分の抗体価検査の結果とワクチン接種歴を確認できるようにした．
今年度は新入職者を中心に，91 部署 567 名に配布した．
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た．エチレンオキ
シドガスの管理については，歴代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．昨年度の「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．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．
教職員の感染症関連では，2012 年 12 月より発症報告書の運用が始まり，院内感染対策室より，推進センター経
由後人事課に回ることとなった．ちなみに平成 25 年度の教職員のインフルエンザ感染は 76 件，急性胃腸炎は 25
件の報告があった．
健康推進活動については，教職員・学生健康推進センター便りを 6 回配布した．また，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．この会議では，各キャンパスの健康推進室メンバーが集結して，
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り，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，メンタル不全者の病欠・休
職後の職場復帰支援の仕組みを，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．
（毛呂山キャンパス）
今後の目標の一番目は，今井センター長以来の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，共通の帳票が用いられ，
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．引き続き，教職員と学生の健康サポー
トシステムの両者を並行して実現できるよう努力したい．
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．各キャンパスに於いて，業務量に応じた適正な
スタッフの補充を求めて，今後，大学上層部に実情を理解していただき，解決を図ってゆきたい．
昨年毛呂山キャンパスの学生健康推進室は，基礎棟 1F から本部棟 B1F に移動し，教職員部門は，今年 2B2F から
1B4F へ移動した．現在学生部門と教職員部門の統合が今後の課題として挙げられており，両部門の近接を図り，両
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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が期待されている．
（文責
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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（平成 26 年 12 月 1 日より教授）：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
和田

智 （WADA, Satoru）
：助教：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．また，
文部科学省補助事業「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」で取り組んでいる e-learning クラウドシステム
による科目履修についても推進する．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・吉田）
，
「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．また，大学院教育において，臨床と基礎の橋
渡し研究の生物情報学的支援を行う．
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）
がん化学療法における治療応答および副作用の予測システムの開発（和田）
新規癌創薬標的の策定と機能解析（和田）
3-3．研究内容と達成度
医学教育センターと連携し，学生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
917

情報技術支援推進センター

ることが示唆された．医学研究科博士課程の学位研究への積極的な支援により，学術的に有用な学位論文作成に貢献
することができた（本年学位取得者 : 3 名）
．
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）
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）
日本生理学会生理学エデュケーター認定制度委員会委員（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）
全国医学部長病院長会議広報委員会副委員長（椎橋）

6．業績
6-1．論文・学会発表・著書
論文
①大西 弘高 , 川崎 勝 , 椎橋 実智男 , 阿部 幸代 , 大久保 由美子 , 片岡 仁美 , 杉本 なおみ , 高村 昭輝 , 内藤 亮 , 丹羽
雅之 . 医学教育情報館（MEAL）の構築プロセス . 医学教育 , 2013;43:215-220.
学会発表
①鈴木智 , 山田泰子 , 佐藤義文 , 高橋美穂 , 吉田幸生 , 大西京子 , 齋藤恵 , 荒関かやの , 辻美隆 , 間嶋満 , 森茂久 , 椎
橋実智男 , 豊嶋良一 , 荒木信夫 . 学生による臨床実習評価の効果 , 第 45 回日本医学教育学会大会 , 千葉 , 2013, 7
月
②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 45 回日本医学

教育学会大会 , 千葉 , 2013, 7 月
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 45 回日本医学教育学会大会 , 千葉 ,

2013, 7 月
④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
学習の試み , 第 45 回日本医学教育学会大会 , 千葉 , 2013, 7 月
⑤和田智 , 江口英孝 , 西山正彦 . TRA2B による癌細胞特異的バリアントの探索 , 第 36 回日本分子生物学会 , 神戸 ,
2013, 12 月
⑥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 45 回日本医学教育学会大会 , 千葉 , 2013, 7 月中平健祐 , 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

著書
①椎橋実智男 , 中平健佑 , 渡辺修一 . 日本生理学会教育委員会監修 . 新訂生理学実習書 . 第 7 章神経系 , p128-p137,
2013 南江堂 , 東京 .
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講演
①椎橋実智男 , 森茂久 , 別所正美 . パネルディスカッション『医療系入学者選抜の課題と対策：今こそ求められる
その改革 !! 〜理想と現実の狭間の中で〜』, PD Ⅰ− 3 入学者選抜時と入学後の成績の比較・検討〜医学部入学
者の将来性はすでに決まっているのか？〜 , 第 45 回日本医学教育学会大会 , 千葉 , 2013, 7 月
②椎橋実智男 . パネルディスカッション『ネットワークを活用した医療者教育の情報基盤のあり方』, PD Ⅸ− 1
MEAL のプラットホームとコンテンツ , 第 45 回日本医学教育学会大会 , 千葉 , 2013, 7 月
【総数：論文 1 件，学会発表 5 件，著書 1 件，講演 2 件】
6-2．獲得研究費
平成 24-25 年度

科学研究費補助金・若手研究 B（和田）

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
鈴木康之 , 西城卓也 , 村上啓雄 , 椎橋実智男 , 菊川誠 . 第 49 回医学教育セミナーとワークショップ , WS-2 卒前の医
学教育に携わる方のための楽しい医学教育ベーシック , 岐阜大学 , 2013, 8 月

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
・学外向け WEB サーバの追加（www2）
・教職員用メールサーバの更新（ns6, ns7）
・学生用メールサーバの更新（ns10）
・保健医療学部マルチメディア講堂の PC システム更新（90 台）
・テレビ会議システムの導入と更新（毛呂山，保健医療学部，ゲノム医学研究センター，総合医療センター，かわ
ごえクリニック）
・e ラーニングシステムの導入と推進（WebClass・e ポートフォリオ，がんプロフェッショナル養成基盤推進プラ
ン）
・e ポートフォリオに用いる iPad-mini の導入（約 400 台）
・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 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日）
・利用登録者数

教職員：3,525 名 , 学

生：2,135 名

・施設内機器の利用
延べ利用者数：1,071 名 , 延べ利用時間：765 時間
大型ポスター印刷枚数：1,648 枚
・SMSNET の利用
電子メール利用数：19,471,883 通
WWW 接続回数：2,586,774,039 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．
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1．医療人育成支援センター
医療人育成支援センターは，医療系総合大学である埼玉医科大学直属の組織として，卒前教育から卒後研修，専門
（医）研修，女性（医師）復職支援そして職業人としての自己研鑽など主に医師を中心とした医療人全般のシームレ
スな生涯教育を統括する．医療人教育は生涯にわたるが，各論的な教育は多くの場所で行われているとはいえ，総論
的，中長期的な視野に立った総合的な教育が十分に行われているとは言えないのが現状である．医学教育の中心であ
り，且つ高度先進医療の要である本学が，医療人の生涯教育を担う責務は多大なものがあり，また社会からも多くが
期待されている．本センターにおいては，埼玉医科大学の多くの部署の力を結集して，より質の高い，効率的な医療
人支援を行う．本センターの活動領域は広域にわたるため，機能的に以下の部門に分け，それぞれに部門長をおき業
務の効率的な遂行を目指している．
医療人育成支援センター部門
1．卒前部門
2．初期臨床研修部門
3．キャリア形成支援部門
4．生涯学習部門
5．女性医師支援部門
6．シミュレーション教育部門
7．事務部門
具体的には，各部門による活動と，これら部門の統括組織として医療人育成支援センター運営会議を定期的に開催
し，３病院間の研修体制の改善，地域枠奨学生対応，地域連携病院，女性医師支援セミナー，シミュレーション教育
セミナー，研修修了医師のその後の動向の把握などに取り組んでいる．
今後，３キャンパス横断的な視点から，医療人支援をさらに充実させていくことを目指し，将来的には医師以外の
医療人の支援も本格的に行うことを視野に入れている．
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1．人

事

教員異動（平成 25 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日）
採 用
教

授

礎
医
学
部

退 職
赤間啓一（教養教育）

椎橋実智男（情報技術支援推進センター）
中平健祐（教養教育）

准教授
基

昇 格
笹島 茂（教養教育）

勝浦一雄（教養教育）
守屋 修（微生物学）

高橋識志（法医学）

穂苅 茂（生化学）

Chad L.Godfrey（教養教育）

小島さつき（教養教育）

大間陽子（教養教育）

田中 求（薬理学）

土田敦子（教養教育）
講

師 藤森千尋（教養教育）
小島さつき（教養教育）

門

米岡裕美（教養教育）
西脇洋一（教養教育）
鈴木 正（教養教育）
助

教

医学教育センター他

助

手

教

授

1
1
大野洋一（地域医学・医療センター）

准教授

ゲノム医学研究センター

講

師

助

教

助

手

教

授

金子直之（救急医療人材育成寄付研究部門）

准教授
講

師

助

教

助

手

教

3
2

1

芳賀佳之（急患センター（ER））

岡田浩一（腎臓内科）

板倉敦夫（産科・婦人科）

中山英人（麻酔科）

森圭介（眼科）

）
宮路太（小児科（新生児・未熟児科）

授 板谷正紀（眼科）

國方徹也（小児科（新生児・未熟児科）

宮川義隆（総合診療内科）
髙橋一司（神経内科）
岡田義昭（輸血・細胞移植部）
大

前山昭彦（麻酔科）

竹中恒夫（腎臓内科）

舟久保ゆう（リウマチ膠原病科）

舟久保ゆう（リウマチ膠原病科）

井上 勉（腎臓内科）

准教授

学

稲生実枝（消化器内科・肝臓内科）

病

上條 篤（耳鼻咽喉科）

院

釘宮典孝（整形外科・脊椎外科）
講

師

今井大介（眼科）

松浦一生（乳腺腫瘍科）

木村真智子（産科・婦人科）

本間 琢（病理学）

竹内梨紗（麻酔科）

保坂利男（内分泌内科・糖尿病内科）

菅原通子（消化器内科・肝臓内科） 二宮充喜子（神経内科）
安田重光（内分泌内科・糖尿病内科）多賀誠（消化器・一般外科）
教

12

24

助教（シ）

34

7

助
助

手

2
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採 用
教

授

昇 格

持木彫人（消化管外科・一般外科）

退 職
御手洗哲也（腎・高血圧内科）

別宮好文（胆管膵外科・小児外科）
熊谷洋一（消化管外科・一般外科） 小澤文明（肝胆膵外科・小児外科） 福田純男（小児科）

准 教 授 福田純男（小児科（総合周産期母子
医療センター新生児科）
総合医療センター

山﨑崇志（小児科）

矢野晶大（泌尿器科）

星川淳人（整形外科）

大饗和憲（高度救命救急センター） 櫻田智也（消化器・肝臓内科）

馬場裕之（消化管外科・一般外科）

福地 稔（消化管外科・一般外科） 山口 充（高度救命救急センター） 朝倉受康（腎・高血圧内科）
難波文彦（小児科（総合周産期母子 松永茂剛（産婦人科）
講

師

松村英祥（産婦人科）

医療センター新生児科） 小野義久（産婦人科（総合周産期母 赤松延久（肝胆膵外科・小児外科）
泉陽太郎（呼吸器外科）
堀越嗣博（産婦人科（総合周産期

子医療センター産科）
朝倉受康（腎・高血圧内科（人工腎臓部）

母子医療センター産科）
奈須康子（産婦人科（総合周産期母子
医療センター新生児科）
助

教

33

36

助教（フェ）

1

1

助教（シ）

54

28

助

教

手

授

高橋秀寿（リハビリテーション科） 小山政史（泌尿器科）

上野宗久（泌尿器科）

柴田昌彦（消化器内科）

久慈一英（放射線科（核医学科）

小宮山伸之（心臓内科）

麻生範雄（造血器腫瘍科）

西部伸一（麻酔科）

森野正明（救命医学科）

長谷部孝裕（病理診断科）
良沢昭銘（消化器内科）
住友直方（小児心臓科）
中村泰大（皮膚科（皮膚腫瘍科）
）

水越和歌（放射線科（画像診断科）
） 江原 威（放射線腫瘍科）

神山信也（脳神経外科（脳血管内治療科））長谷川幸清（産婦人科（婦人科腫瘍科））中本紀道（耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科））
国際医療センター

真下由美（消化器内科）

栗原進（内分泌・糖尿病内科）

小林明男（歯科・口腔外科）
柳澤隆昭（脳神経外科（脳脊髄腫瘍科））

准教授

小泉智三（心臓内科）
大井川秀聡（脳神経外科（脳卒中外科））
松村誠（心臓内科）
池田俊貴（脳神経外科（脳卒中外科）中埜信太郎（心臓内科）
小髙哲郎（小児外科）

藤田健一（腫瘍内科）

竹田理々子（脳神経外科（脳卒中外科））大沢愛子（リハビリテーション科）

中澤 賢（放射線科（画像診断科）
） 石原秀章（脳神経外科（脳血管内治療科））石川恵子（消化器内科）
講

）横川秀樹（形成外科）
師 吉田裕之（産婦人科（婦人科腫瘍科）
権田憲士（消化器内科）

小倉丈司（脳神経外科（脳卒中外科）

池田礼史（心臓内科）

瀬原吉英（神経内科・脳卒中内科） 小池裕之（心臓血管外科）
）
小倉丈司（脳神経外科（脳卒中外科）
助

17

19

助教（フェ）

8

6

助教（シ）

24

12

助
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かわごえクリニック

教

採 用

昇 格

退 職

233

37

172

授

准教授
講

師 新井幸男

助

教

助

手

合 計
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平成 25 年度

退職教授の在職年数・在任年月
氏

大

学

大学病院

名・所

属

在職年数

赤間

啓一（教養教育）

板倉

敦夫（産科・婦人科）

宮路

太（小児科（新生児・未熟児科））

総合医療センター 御手洗
上野

哲也（腎・高血圧内科）

宗久（泌尿器科）

国際医療センター 小宮山
森野

38 年
7 年 6 カ月
41 年
28 年 11 カ月
18 年 9 ヶ月

伸之（心臓内科）

10 年 3 ヶ月

正明（救急医学科）

26 年 6 カ月

在任年数
教授

4 年 4 ヶ月

准教授

25 年 6 ヶ月

教授

7 年 6 カ月

教授

3年

准教授

19 年 6 カ月

教授

13 年

准教授

15 年 11 カ月

教授

6 年 7 ヶ月

准教授

8 年 3 ヶ月

教授

10 年 3 ヶ月

教授

6 年 3 ヶ月

准教授

3 年 11 カ月

教員異動（平成 25 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日）
採 用

昇 格

退 職

佐久間肇（看護学科）

江連和久（看護学科）
有田

教

彰（健康医療科学科）

奥崎政美（健康医療科学科）

授

佐鹿孝子（看護学科）

保健医療学部

北村邦男（健康医療科学科）
黒川幸雄（理学療法学科）
准教授

辻脇邦彦（看護学科）

小倉邦子（看護学科）

長谷川正博（健康医療科学科）

大賀淳子（看護学科）

大堀昇（看護学科）

坂本文子（看護学科）

青森広美（看護学科）
講

大野明美（看護学科）

師 大野明美（看護学科）

藤井美穂子（看護学科）

藤井美穂子（看護学科）

合

助

教

6

助

手

2

計

14

1

2

3

12

平成 25 年度 退職教授の在職年数・在任年月
氏

名・所

属

江連和久（看護学科）
有田彰（健康医療科学科）
保健医療学部

8年
41 年

奥崎政美（健康医療科学科）

8年

佐鹿孝子（看護学科）

8年

北村邦男（健康医療科学科）
黒川幸雄（理学療法学科）

926

在職年数

41 年 6 カ月
6年

在任年数
教授

8年

教授（国医セ）

7年

教授（短大）

11 年

准教授（短大）

6年

教授

8年

教授

8年

教授

8年

准教授
教授

15 年
6年

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
教

本

学

養

科

教

教

授

准 教

授

講

師
武 史

育 吉 田 喜太郎

山 崎

芳 仁

森 口

赤 間 啓 一

勝 浦

一 雄

Chad L.Godfrey

笹 島

向 田

寿 光

小 島

さつき

川 端 一 男（客） 中 平

健 祐

大 間

陽 子

土 田

敦 子

藤 森

千 尋

米 岡

裕 美

西 脇

洋 一

鈴 木

正

茂

赤 羽

明（客）

計

3（2）

4

助

教
1

9

1

基礎医学部門
基

本

解

学

科

剖

生

理

教

授

学 永 島

雅 文

准 教

授

講

師

駒 﨑

伸 二

髙 野

和 敬

松 村 讓 兒（客） 藤 田

恵 子

栗 﨑

和 浩

学 渡 辺 修 一

伊 丹

千 晶

池 田 正 明

中 尾

啓 子

穗 苅

茂

助

教
3
3

山 田 雅 弘（客）
生

学 村 越 隆 之

化

薬

学 丸 山

理

病

学 佐々木

理

敬
惇

小 谷

典 弘

千本松 孝 明
茅 野

秀 一

守 屋

修

内 田 哲 也（特） 松 井

政 則

魚 住

尚

荒 木

智 之

田 中

求

淡 路

健 雄

3

紀
2
2

小 森 隆 司（客）
微

生

免
公
法

物

衛
医

小 林

信 春

1

祥

曽 根

敏 雄

1

学 永 井 正 規

太 田

晶 子

高 橋

美保子

綾

原

正 昭

啓（客）

高 橋

識 志

学 松 下

疫
衆

学 赤 塚 俊 隆

生

学 髙 田
木 戸

齋 藤 一 之（客）
計

10（5）

7

15

15

927

資料

特別部門
基
医

本

療

学

政

科
策

教

授

准 教

授

講

師

助

教

准 教

授

講

師

助

教

美 隆

有 田

和 恵

荒 関

かやの

学 宮 山 徳 司（特）
江利川

毅（特）

計

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

辻

山 田 泰 子

1

大 西 正 夫（客）
中 村 裕 昭（客）
田 中 政 彦（客）
土 屋 長 二（客）
鋤 柄

稔（客）

岡 村 錐 摩（客）
丸 木 多恵子（客）
中央研究施設

医学研究センター 鈴 木
形

態

部

勝

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
情報技術支援推進センター 椎 橋 実智男
計

1

6（7）

3

2

7

ゲノム医学研究センター
【所

長
基

岡崎
本

学

康司（村松
科

正實（客）
）
】
教

授

准 教

授

講

師

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

助

教
1

聡（客） 井 上

公仁子

発生･分化･再生部門 奥 田 晶 彦

池 田

和 博

加 藤

英 政

病態生理部門 片 桐 岳 信

1
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
Ｔ

Ｒ

部

1
江 口

門

英 孝

2
1

実験動物施設
西 本

Ｒｉ実験施設

正 純

疾患制御医学部門 西 山 正 彦（客）
計

928

5（4）

2

4

8

資料

地域医学・医療センター
【センター長
基

鈴木

本

衛

学

洋通】

科

生

教

授

准 教

授

学 小 林 正 幸（客） 柴 﨑

智 美

大 野

洋 一

計

（1）

講

師

助

教
3

2

3

教職員・学生健康推進センター

【センター長
基

丸山

本

学

義明】

科

教

教 職 員・ 学 生 健 康 丸

山

授
義

准 教

授

講

師

助

教

講

師

助

教

明

推 進 セ ン タ ー
計

1

寄附研究部門
部

門

救急医療人材育成 佐

教

授

准

教

授

藤

章（客） 金

子

直

之

1

寄 付 研 究 部 門
計

（1）

1

1

臨床医学部門
【病院長
基

片山
本

茂裕】

学

科

消化器内科･肝臓内科 持

教

授

田

智

岡

准

教

授

今

井

幸

紀

11

4

裕

中

込

一

之

8

1

俊

杣

8

2

志

中

山

伸

朗

夫（客） 稲

生

実

枝

科 山

本

啓

二

科 金

澤

永

田

萩

原

弘

一

沼

崎

宗

夫（客）

内分泌内科・糖尿病内科 片

山

茂

裕

粟

田

卓

也

血

神

吸

液

経

器

内

内

内

實

臼

井

真

仲

村

科 別

所

正

美

中

村

裕

一

陣

内

逸

郎（客）

井

上

秀

郁

助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）

子

雅

呼

教

通

政

内

助

原

瀬

臓

師

菅

一
心

講

夫

知

行

太

田

洋

充

野

口

雄

一

小

野

保

坂

利

男

安

田

重

光

啓

脇

本

直

樹

伊

藤

善

啓

中

里

良

彦

伊

藤

康

男

宮

充喜子

室

橋

郁

生（客）

科 荒

木

信

夫

山

元

敏

正

二

髙

橋

一

司

佐々木

細

川

武（客）

川

井

充（客）

丸

木

雄

一（客）

坂

井

文

彦（客）

貴

3

浩

929

資料

基

本

学

科

教

リウマチ膠原病科 三

村

授
俊

英

准

教

授

山

雄

次

舟久保

ゆ

う

秋

助
8

教

菊

田

知

宏

4

髙

根

裕

史

助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）

洋

通

岡

田

浩

一

菅

原

壯

一（客）

感染症科・感染制御科 前

﨑

繁

文

山

口

敏

行

1

総 合 診 療 内 科 中

元

秀

友

井

上

清

彰

7

2

今

枝

博

之

大

庫

秀

樹

宮

川

義

隆

飯

田

慎一郎

日

比

紀

文（客）

消化器･一般外科 篠

塚

望

淺

野

博

5

4

小

川

二（客）

多

賀

誠

乳

腺

内

腫

瘍

展

勉

浩二郎

木

臓

上

師

藤

科 鈴

腎

井

講
佐

2

科
科 古

村

眞

寺

脇

小

室

広

昭（客）

佐

竹

亮

介

髙

橋

茂

樹（客）

整形外科・脊椎外科 織

田

弘

美

吉

岡

浩

之

高

橋

啓

介

河

野

慎次郎

立

花

陽

明

田

中

伸

哉

潤

澤

釘

宮

典

孝

脇

谷

健

司

小

児

外

金

宮

島

剛

科 藤

巻

高

光

小

林

正

人

形成外科･美容外科 中

塚

貴

志

時

岡

一

幸

市

岡

滋

科 雨

宮

伸

大

竹

山

内

秀

雄

德

山

研

一

宮

路

國

方

澁

谷

科 土

田

倉

持

朗

中

村

晃一郎

科 朝

倉

博

科 米

谷

脳

神

小

眼

外

児

皮

泌

経

膚

尿

器

森

阿

部

幹

裕

一

1

10

3

2
5

2

9

8

3

6

明

太
徹

也
温（客）

哲

也

孝

矢内原

仁

中

平

洋

子

新

土

橋

尊

志

圭

介

樺

澤

板

谷

正

紀

庄

司

拓

平

八

子

恵

子（客）

今

井

大

介

新

家

中

嶋

正

人

3
6

昌

眞（客）

村

山

耕一郎（客）

耳鼻咽喉科（神経耳科） 加

瀨

康

弘

伊

藤

彰

紀

柴

﨑

修

池

園

哲

郎

新

藤

晋

水

野

正

浩（客）

善

浪

弘

善（客）

930

2

上

條

篤

4

1

資料

基

教

授

准

教

授

科 石

原

理

岡

垣

竜

吾

三

木

亀

井

良

政

梶

原

健

難

波

永

田

一

郎（客）

鈴

木

元

白

水

健

士（客）

木

村

真智子

小

林

浩

一（客）

板

倉

敦

夫（客）

歯 科・ 口 腔 外 科 依

田

哲

也

坂

田

康

佐

藤

産

本

学

婦

人

科

リハビリテーション科 間

嶋

滿

倉

林

均

科 松

本

延

幸

水

上

岩

瀬

良

範

前

山

昭

彦

長

坂

中

山

英

人

菊

地

博

達（客）

土

井

克

史（客）

丸

山

晃

一（客）

蔵

谷

紀

文（客）

急患センター（ＥＲ） 芳

賀

佳

之

松

木

盛

行

麻

酔

科 田

中
津

放

射

線

師
明

徳

助

教

助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）

10

2

聡
晴

彰

3

毅
1

智

竹

内

梨

紗

2

兒

玉

圭

司

1

磯

部

秀

之

山

口

瀬

戸

牛

見

塚

田

森

吉

山

口

浩

武

永

強

1

2

浩

東 洋 医 学 診 療 科

（放射線科・放射線腫 新

講

淳

司

鈴

木

健

之

守

智
陽
尚

3

史

瘍科・核医学診療科）
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

秀

一

義

昭

臨床検査医学（中央検査部）
佐々木

攻

美

16

3

穂

惇

新

井

栄

一
岡

田

健康管理センター 松

谷

雅

生（客） 倉

光

里

見

昭（特） 足

立

輸 血・ 細 胞 移 植 部

薫
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

寛

人

鈴

木

将

之

Rashid A. Ganeev（特）
佐
計

藤

章（客）

64（30）

29

53

137

1

46

931

資料

総合医療センター
【病院長
基

吉本
本

信雄】

学

科

教

消化器内科・肝臓内科 屋嘉比

心
呼

臓
吸

内
器

内

康

治

名

越

澄

子

高

山

清

茂（客）

科 西

岡

利

彦

羽

田

勝

征（客）

液

内

田

昌

真

吾

和

助教
11

3

10

2

4

2

2

1

3

1

11

4

櫻

田

智

也

大

野

志

乃

佐々木
松

師

修

嗣
隆

森

田

智

子

渡

部

玲

子

多

林

孝

之

河

津

捷

二（客）

村

栄

治（客）

和

田

誠

基（客）

科 木

嵜

昌

弘
一

リウマチ・膠原病内科 天

野

宏

一

竹

内
哲

也

（ 人 工 腎 臓 部 ） 松

藤

講

義

大

腎・ 高 血 圧 内 科 御手洗

授

山

恭

内

教

秋

村

経

准

文

科 野

神

加

植

科

内分泌・糖尿病内科 松

血

授

得
深

平
浦

道
彦

英
彰

長

澤

逸

人

6

1

元

叶

澤

孝

一

6

6

彦

加

藤

小

川

智

也

朝

倉

受

康

裕

之

11

3

5

2

勤（客）
長谷川

治（客） 松

村

田

昭

仁

消化管外科・一般外科 石

田

秀

行

石

橋

敬一郎

馬

場

持

木

彫

人

熊

谷

洋

一

福

地

稔

岩

間

毅

夫（客）

肝胆膵外科・小児外科 別

宮

好

文

小

髙

明

雄

井

上

成一朗

小

澤

文

明

出

口

順

夫

大

西

儀

賀

理

暁

泉

今

中

和

人

山

丸

山

徹

星

平

岡

血

管

外

科 佐

藤

紀

乳 腺・ 内 分 泌 外 科
呼

吸

器

外

科 中

山

光

男

菊

池

功

次（客）

科 酒

井

宏

哉

心 臓 血 管 外 科
整
脳

形
神

外
経

外

科 張

漢

秀

形成外科・美容外科 三

鍋

俊

春

科 田

村

正

徳

森

脇

先

﨑

秀

明

増

谷

小

皮

932

児

3

清

久

浩

2
陽太郎

3

1

火

秀

明

2

1

川

淳

人

7

4

大

宅

宗

一

5

2

文

夫

3

2

浩

7

2

11

5

5

2

忠
大

西

一

荒

川

聡

櫻

井

淑

男

髙

田

栄

子

石

戸

博

隆

山

﨑

崇

志

奈

須

康

子

総合周産期母子 側

島

久

典

石

黒

秋

生

医療 C 新生児科 加

藤

稲

子

難

波

文

彦

科 伊

崎

誠

一

人

見

勝

博

膚

助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）

寺

木

祐

一

資料

基
泌

本

学

尿

科

器

眼
耳
産

鼻

咽

婦

喉
人

教
科 山

田

授
拓

真

己

科 櫻

井

科 菊

地

渡

邊

竹

田

省（客）

髙

木

健次郎（客）

建

准

教

授

師

助教

諸

角

誠

人

永

松

秀

樹

2

1

川

上

理

岡

田

洋

平

矢

野

晶

大
2

3

大

木

雅

文

4

2

長

井

智

則

3

松

永

茂

剛

村

山

敬

彦

松

村

英

祥

堀

越

嗣

博

小

野

義

久

金

子

貴

広

彦

河

井

信一郎

茂

大

畑

敦

介（客） 堤
髙

科

総合周産期母子 關

博

之

一

憲

齋

講

助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）

剛
井

藤

泰

正

博

10

6

6

1

医療 C 新生児科
医 療 C 産 科 馬

場

歯 科・ 口 腔 外 科 下

山

リハビリテーション科 山

本

麻

酔

哲

夫

線

憲

夫

哲

1

陶

山

科 川

﨑

潤

丸

尾

俊

彦

小

山

薫

鈴

木

俊

成

宮

尾

秀

夫（客）

科 本

水
田

画像診断科・核医学科 奥

健

井

克

生

治

憲

業

真

也（客）

長

田

久

人

新

保

宗

史

5
大

貫

安

藤

阿

部

学
陽

敦

橋

健

夫

科 堀

川

直

史

仙

波

純

一（客）

深

津

部 三

橋

知

明

部 田

丸

淳

一

東

守

洋

新

井

栄

一

阿

部

佳

子

糸

山

進

次（客）

堀

江

輸 血・ 細 胞 移 植 部 前

田

中

経

央

病

健

精

検

神

査

理

康

管

理

杉

研

究
計

部 浅

2

4

2

5
3
6

3

1

弘（客）
平
晴

山

野

2

亮（客）

生

科

高 度 救 命 救 急 Ｃ 堤

3

児

放射線腫瘍科 髙
神

14

樹（客）
照

救 急 科（ Ｅ Ｒ ） 輿
射

江

満

産 科 麻 酔 科

放

堀

孝

大久保

光

夫

伊

博

之

藤

卓

井

口

浩

一

誠

中

彦

間

聡

澤

藤
野

雄（客） 森

40（20）

田

一

之

熊井戸

邦

佳

福

島

憲

治

大河原

健

人

山

口

大

饗

11

充
和

憲

隆
34

58

194

2

67
933

資料

国際医療センター
【病院長
基
消

心

呼

小山
本

化

器

臓

吸

勇】

学

科
内

内

器

内

教

授

教

授

下

由

美

科 柴

田

昌

彦

良

沢

昭

銘

喜

多

宏

人（客）

科 西

村

重

敬

村

松

俊

松

本

万

夫

加

藤

律

小宮山

伸

之

小

泉

智

三

河

修

身（客）

国

彦

村

山

芳

武

栗

原

本

清

水

科 小

林

真

准

憲

裕

中

埜

信太郎

史

池

田

礼

史

岡

野

哲

也

井

信

孝

高

橋

直

樹

麻

生

範

雄

陣

内

逸

郎（客）

神経内科・脳卒中内科 棚

橋

紀

夫

科 畝

川

芳

緩 和 医 療 科 奈良林
感
消

乳

呼

染
化

症
器

外

科 光

武

耕太郎

山

勇

岡

本

山

口

茂

樹

佐

藤

宮

澤

光

男

信

一

川

展

二（客）

科 佐

伯

俊

昭

大

﨑

昭

彦

戸

井

雅

和（客）

大

内

科 金

子

公
朝

吸

器

外

一

卓

也

瀬

原

吉

英

渡

邊

裕

輔

2

1

光

順

宮

里

明

子

合

川

公

康

6

6

2

弘

4

口

浩

三

3

博

朝

倉

利

久

上

部

一

彦

6

中

嶋

博

之

小

池

裕

之

小

髙

哲

郎

篤

志

西

村

元

延（客）

福

嶌

教

偉（客）

田

鎖

934

岡

坂

口

1

幸（客）
1

1

治（客）
雅

美（客）

康

男

科
澤

福

3

徳

井

外

郎

博

屋

児

司

一

田

浪

小

裕

口

石

呉

整形外科（骨・軟部腫瘍科） 矢

藤

出

徹（客）

心 臓 血 管 外 科 新

落

加

1

科 小

本

瘍

健

至

櫻
腫

林

彦

臓器移植センター 小
腺

5

6
4

川

望

内

4

2

晃

瘍

助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）

士

進

津

腫

3

田

田

科

晋

井

権

新

内

助教

新

造 血 器 腫 瘍 科 松

臓

師

渉（客）

内分泌内科・糖尿病内科

腎

講

1

1

資料

基
脳

形
小

本

神

学

経

成

科
外

外

教

授

准

教

授

師

助教

科 西

川

亮

柳

澤

隆

昭

池

田

俊

貴

7

石

原

正一郎

山

根

文

孝

石

原

秀

章

栗

田

浩

樹

安

達

淳

一

竹

田

理々子

三

島

一

彦

大井川

秀

聡

小

倉

丈

司

神

信

也
横

川

秀

樹

科
科 小

林

俊

樹

住

友

直

方

小 児 心 臓 外 科 加藤木

利

行

枡

岡

宇

野

児

心

臓

鈴

木

孝

明

皮膚科（皮膚腫瘍科） 山

本

明

史

科 小

山

政

史

宗

小
泌

児

腫

尿

瘍
器

科

上

野

耳鼻咽喉科（頭頸部腫瘍科） 菅

澤

産婦人科（婦人科腫瘍科） 藤

原

恵

幸

清

小

明

男

磨

田

裕

西

部

伸

一

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

放

歩
吉

1

1

1

雅
1

平

喜一郎

3

林

6
吉

田

裕

之

茂

雄

5

1
古

長谷川

晶

小井土

大

一

村

学

平

泰

彦

科 北

医

竜

村

光

橋

急

中

中

平

田

酔

田

中

高
麻

3

久（客）

リハビリテーション科 牧

秀

助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）

3

正

歯 科・ 口 腔 外 科

救

山

講

3

1
2

3

1

寿
有

山

淳

辻

田

美

紀

12

4

古

田

太

松

岡

孝

裕

9

2

学

髙

平

修

二

一（客）

鳥

尾

哲

矢

龍

神

秀

穂

尚

子

島

科 木

村

文

子

小

澤

栄

人

齋

藤

画 像 診 断 科 酒

井

文

和

水

越

和

歌

中

澤

賢

1

2

岡

田

吉

隆

内

野

科 久

慈

一

英

松

田

博

史（客）

樋

口

隆

弘（客）

放射線腫瘍科 加

藤

眞

吾

熊

﨑

祐

1

2

鹿

間

直

人

土器屋

射

核

線

医

学

晃

卓

志（客）

精神科（精神腫瘍科） 大

西

秀

樹

1

臨 床 検 査 医 学 小

林

正

幸（客）

1

935

資料

基
病

理

本

学

診

科
断

教

授

准

教

授

講

科 清

水

道

生

永

田

安

田

政

実

山

口

長谷部

孝

裕

耕

師

助教

治

1

助教（フェロー） 助教（シニアレジデント）
5

浩

Gregory Y.Lauwers（客）
輸 血・ 細 胞 移 植 科 池
内

科

ロ

ー

淵

研

二

テ

（ 後 期 研 修 ）
外

科

ロ

ー

テ

（ 後 期 研 修 ）
計

54（23）

28

35

96

12

かわごえクリニック
【病院長
基

佐々木
本

学

望】
科

教

授

佐々木

望

計

（客）… 客員教授

936

森

教

授

芳

久

1

注）
（特）… 特任教授
（

准

）＝ 客員教授数（内数）

講

師

高

橋

範

夫

新

井

幸

男

2

助

教

38

資料

保健医療学部
【学長
基
看

別所
本

正美
学

護

学

学部長

科

大野

教

良三】
授

准

教

授

講

師

科 大

野

良

三（特） 菊

池

チトセ

藤

沼

小智子

江

連

和

久

浅

川

典

子

大

澤

優

子

千

田

みゆき

大

森

智

美

青

森

広

美

佐

鹿

孝

子

山

路

真佐子

大

野

明

美

古

地

順

子

堀

内

仁

美

藤

村

博

恵

冨

田

幸

江

原

田

真里子

藤

井

美穂子

湯

澤

八

江

坂

本

文

子

肇

小

倉

邦

子

大

堀

辻

脇

邦

彦

大

佐久間

教
11

昇

賀

淳

子

健 康 医 療 科 学 科 和

合

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

奥

崎

政

美

間

山

村

田

栄

子
行

田

邊

一

郎

中

島

孔

志

隆

宮

本

裕

一

脇

田

政

嘉

5

伸

有

田

医 用 生 体 工 学 科 下

岡

加

納

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

理 学 療 法 学 科 黒

川

幸

雄（特） 福

西

岡

亮

治

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

助

彰
聡

23

田

敏

21

幸

4

2

誠

23

22

注）
（特）… 特任教授
（客）… 客員教授
（

）＝ 客員教授数（内数）

937

資料

2．人事（事務局）
１．法人事務局
事務局長
《総合企画部》
部 長
次 長
《広 報 室》
室 長
《秘

田

島

賢

司

茂
内

木
田

尚

明
男（兼）

須

田

沃

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（兼）
次 長
岡 部 重 雄（兼）
次 長
綿 貫 忠 彦（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
松 井 裕 行
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（第一・第二購買課兼務）
和 田
実
次 長
池和田 忠 幸
経理課長
岩 澤 昌 人
経理課長
大 野 由紀夫
経理課長補佐
吉 野 稔 夫
第一購買課長補佐
馬 場 賢 治
第二購買課長補佐
内 野
敏
《情報システム部》
部 長
小 髙 康 夫
情報システム課長
堀 江
稔
情報システム課長
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）
保健医療学部庶務課長
萩 原 敏 夫（兼）
938

保健医療学部事務室川角分室長（課長補佐待遇）
蛭 間 庄 司
３．大学病院
《医 務 部》
部 長
齋 藤 喜 博
次 長（健康管理センター付）
水 村 順 孝
次 長
皆 川
勉
第一医務課長
皆 川
勉（兼）
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
第一医務課長補佐
小 森 夏 江
第二医務課長補佐
田 中 義 明
《病院群臨床研修管理センター》
室 長
山 川 修一郎
課長補佐
下 田 裕 子
《看 護 部》
事務担当課長
北 村
勉（兼）
４．附属図書館
小野澤 繁 雄
事務長（課長待遇）
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
事務部長（病院群事務長） 諸 田 一 雄
秘書室長
諸 田 一 雄（兼）
次 長
津久井 一 浩
次 長
上 原
修
次 長
田 島 契 司
医務課長
田 島 契 司（兼）
医務課長
雨 間
昇
医務課長補佐
岡 田 一 観
総務課長
津久井 一 浩（兼）
経理購買課長（購買担当） 堀 江 正 人
経理購買課長（経理担当） 高 沢 信 也
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
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
池 澤 敏 幸
総務課長
山 田
勉
総務課長
松 井 幹 代（兼）
医務課長
松 井 幹 代
医務課長補佐
吉 元 一 彰
医務課長補佐
小 川 睦 巳
総務課長補佐
松 本 照 男
総務課長補佐
佐 藤 勝 茂
《臨床研修センター》
課長補佐
大日向 秀 志
課長補佐
下 田 裕 子（兼）

資料

3．文部科学省化学研究費補助金
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

1件

保健医療
学部

合

計

0件

2件

基盤研究（B）

2件

0件

0件

0件

0件

3件

0件

5件

基盤研究（C）

16 件

0件

24 件

7件

14 件

5件

3件

69 件

挑戦的萌芽研究

2件

0件

1件

0件

0件

5件

3件

11 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

8件

3件

2件

29 件

研究活動スタート支援

1件

0件

0件

1件

2件

3件

0件

7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

28 件

1件

33 件

9件

24 件

22 件

8件

125 件

合

研究種目

計

部 門

臨床医学部門
新学術領域研究
（研究領域提案型） ゲノム医学研究
センター

基盤研究（B）

所 属
小児科
遺伝子情報
制御部門

部局・資格
医学部・教授
医学部・講師
医学部・客員
教授
医学部・客員
准教授

基礎医学部門

教養教育

基礎医学部門

生化学

ゲノム医学研究
センター
ゲノム医学研究
センター
ゲノム医学研究
センター

遺伝子構造
機能部門
発生・分化・
再生部門
病態生理部門

医学部・教授

保健医療学部

理学療法学科

保健医療学部・
講師

基礎医学部門

病理学

医学部・教授

基礎医学部門

微生物学

医学部・助教

臨床医学部門

内分泌内科・
糖尿病内科

基礎医学部門

薬理学

医学部・教授

臨床医学部門

消化器内科・
肝臓内科

医学部・教授

腎臓内科

医学部・教授

基盤研究（C） 臨床医学部門
ゲノム医学研究
センター

ゲノム科学部門

医学部・教授
医学部・教授

医学部・研究員

医学部・客員准
教授

氏 名

研究課題名

山内 秀雄 胎児期からの不随意性・随意性運動の発達論的解析
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
池田 和博
わる生体作用の解明
手作り理科実験具を基盤にした群馬県師範学校の理科教育
赤羽 明
が今日の教育に示唆するもの
健やかな発達を促すエクセルギー・リズム環境−新生児集
小柴 満美子
中治療室からの挑戦
メチル化シグナルによる長鎖非コード RNA 機能の発現機構
黒川 理樹
の解明
Ｍａｘ及びＮｕｃｌｅｏｓｔｅｍｉｎ遺伝子の発現制御に
奥田 晶彦
よる癌細胞の根絶
骨格筋の調和を保つ新たな細胞間コミュニケーションの解
片桐 岳信
明
追従式 3 次元形状解析法による肩甲上腕リズムから投球疲
乙戸 崇寛
労度を推定できるか？
脳腫瘍組織内血管周囲微小環境における腫瘍随伴マクロ
佐々木 惇
ファージの役割
抗原表面結合リポソームを用いた新しい抗腫瘍ワクチンの
堀内 大
開発研究
胎生期に高発現する PPAR γ 3 のマウス後期胚における局
竹中 康浩
在と機能解析
アルツハイマー病の根本治療薬開発を目指した「アミロイ
丸山 敬
ド仮説」の再検証
B 型肝炎ウイルスの増殖能を規定する要因：ポリメラーゼ
持田 智
蛋白アミノ酸変異の意義
CCN2 の機能制御による腎不全進行阻止を目指した抗腎線
岡田 浩一
維化療法の開発
消化管ホルモン IBCAP の膵β細胞機能調節と生理的意義の
豊島 秀男
解明

リウマチ膠原病
医学部・教授 三村 俊英 Behcet 病に関与するエピゲノム制御の解析
科
総合医療センター 小児科
医学部・准教授 増谷 聡 小児の駆出率の保たれた心不全の発症予測と病態解明
新生児低酸素性虚血性脳症の予防に向けた胎児治療戦略に
臨床医学部門
産科・婦人科
医学部・教授 亀井 良政
関する基礎的研究
基礎医学部門
解剖学
医学部・准教授 駒崎 伸二 亜鉛イオンによる神経管閉鎖障害の発症メカニズムの解析
MRI 等方性ボクセル T2 強調画像による高齢者へのエスト
国際医療センター 放射線科
医学部・准教授 小澤 栄人
ロゲンの影響の解析
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
総合医療センター 放射線科
医学部・教授 高橋 健夫
向けての基礎的研究
臨床医学部門

平成 25 年度
直接経費
25-26 ￥4,000,000
期間

24-25

￥3,800,000

25-28

￥1,700,000

25-27

￥4,800,000

25-27

￥6,700,000

25-27

￥5,700,000

25-27

￥7,000,000

25-27

￥1,100,000

25-27

￥1,600,000

25-27

￥1,900,000

25-27

￥1,400,000

25-27

￥2,500,000

25-27

￥1,400,000

25-27

￥1,200,000

25-27

￥1,500,000

25-27

￥2,000,000

25-27

￥1,100,000

25-27

￥1,900,000

25-27

￥2,100,000

25-27

￥600,000

25-28

￥800,000

備

考

H25.4.1 転入：
東京農工大学

H25.2.1 転入：
東京大学
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資料

研究種目

部 門
総合医療センター

所 属
消化管外科・
一般外科

部局・資格

氏 名

医学部・教授

持木 彫人

国際医療センター 消化器外科

医学部・教授

国際医療センター 心臓血管外科

医学部・教授

国際医療センター 脳神経外科

医学部・教授

胃切除術における迷走神経温存の消化管運動およびホルモ
ン分泌からみた生理学的評価
生体吸収性材料を用いた胆管損傷、胆管狭窄に対する新規
宮澤 光男
治療法の開発
心房組織を用いた iPS 細胞作成および直接的心筋細胞誘導
井口 篤志
法による心房細動の病態解明
放射線および塞栓術が脳の血管内皮細胞、微小循環に与え
栗田 浩樹
る影響に関する研究

リウマチ膠原病
医学部・助教
科

荒木 靖人 関節炎疾患特異的な MMP 分子による軟骨破壊機序の解明

ゲノム科学部門 医学部・講師

松本 征仁

臨床医学部門

産科・婦人科

鈴木 元晴

基礎医学部門

解剖学

臨床医学部門

小児外科

医学部・講師

佐竹 亮介

基礎医学部門

生化学

医学部・助教

中野 貴成

ゲノム医学研究
センター

ゲノム科学部門 医学部・教授

岡崎 康司

臨床医学部門
ゲノム医学研究
センター

医学部・講師

医学部・准教授 藤田 恵子

国際医療センター 精神科

医学部・教授

大西 秀樹

基礎医学部門

医学部・講師

中尾 啓子

生理学

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

臨床医学部門

基礎医学部門
ゲノム医学研究
基盤研究（C） センター

解剖学

菅 理江

医学部・准教授 小谷 典弘
医学部・講師

ロコモティブ症候群とメタボリック症候群のクロストーク
の分子メカニズムの解明
免疫抑制状態を解除する抗腫瘍エフェクター細胞の構築と
卵巣癌免疫療法への応用
肝芽腫幹細胞による腫瘍血管の構築機構
Biotube を用いた新規足場素材による複合的気道再生の為の
研究
腸管コレステロール吸収制御機構の新規パラダイムの提唱
と検証
hiPSC を用いた新規β細胞分化誘導因子の探索・化合物ラ
イブラリーから段階的探索
がん患者の家族から遺族へ - 高齢者を対象とした継続的な
ケアシステムの開発 大脳皮質体性感覚野バレル形成における活動依存性Ｎｏｔ
ｃｈシグナリングの役割

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

高野 和敬

遺伝子治療部門 医学部・教授 三谷 幸之介

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

期間

平成 25 年度
直接経費

25-27

￥1,600,000

25-27

￥2,300,000

25-27

￥800,000

25-27

￥2,000,000

25-27

￥1,500,000

25-27

￥1,800,000

25-27

￥1,300,000

25-27

￥1,600,000

25-27

￥1,400,000

25-27

￥1,700,000

25-27

￥1,600,000

25-27

￥1,600,000

24-26

￥1,600,000

24-26

￥1,300,000

24-26

￥1,000,000

24-26

￥1,200,000

24-26

￥900,000

24-26

￥1,500,000

24-26

￥900,000

24-26

￥1,300,000

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

国際医療センター 病理診断科

癌間質の組織形態像並びに生物学的性状に基づく癌悪性度
24-26
医学部・教授 長谷部 孝裕
評価

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

基礎医学部門

医学部・助手

米山 克美

法医学

国際医療センター 産婦人科
臨床医学部門

歯科・口腔外科 医学部・教授

保健医療学部

医用生体工学科

解剖学

臨床医学部門

歯科・口腔外科

総合医療センター 病理部

千田 大

慢性ストレスによる生殖機能抑制

23-26

東 守洋

Ｂ細胞リンパ腫におけるＭａｓｔｅｒｍｉｎｄの役割

23-25

依田 哲也

保健医療学部・
小林 直樹
教授

リハビリテー
医学部・教授
ション科
リハビリテー
臨床医学部門
医学部・教授
ション科
リハビリテー
国際医療センター
医学部・教授
ション科
基礎医学部門

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
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
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
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
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
用と動脈硬化抑制効果の解析
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
脳卒中片麻痺者に対する下肢痙縮抑制足底板の標準化と効
果の検証
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
長から分枝新生への転換の解析

医学部・准教授 長谷川 幸清

臨床医学部門

940

研究課題名

医学部・助教
医学部・客員講
師
医学部・講師

倉林 均
間嶋 満
高橋 秀寿
松本 英子

￥1,500,000

24-26

￥1,300,000

24-26

￥800,000

24-26

￥1,600,000

24-26

￥1,300,000

24-26

￥1,100,000

23-25

￥500,000

23-25

￥600,000

23-25

￥500,000

23-26

考

H25.4.1 転入：
群馬大学

H26.3.31 転
出：杏林大学

H25.7.1 転入：
独立行政法人
￥1,300,000
国立がん研究
センター

24-26

23-25

備

H25.4.1 転入：
杏林大学
H26.3.19 期間
￥500,000
延長承認
H26.3.31
￥1,100,000
事業廃止
￥1,200,000
￥500,000

資料

研究種目

期間

平成 25 年度
直接経費

23-25

￥1,200,000

23-25

￥900,000

23-25

￥1,100,000

23-25

￥500,000

23-25

￥1,100,000

免疫学
医学部・教授 松下 祥 Ｔｈ２／１７アジュバント活性の解析とその応用
23-26
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
リウマチ膠原病
医学部・講師 佐藤 浩二郎
23-25
科
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
23-25
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

￥900,000

部 門

所 属

基礎医学部門

微生物学

基礎医学部門

生化学

医学部・講師

基礎医学部門

生理学

医学部・教授

臨床医学部門

内分泌内科・糖
医学部・教授
尿病内科

国際医療センター 造血器腫瘍科
基礎医学部門
臨床医学部門
臨床医学部門

基盤研究（C）

部局・資格

氏 名

研究課題名

新規ナノキャリアを用いた次世代インフルエンザユニバー
サルワクチンの開発
TLR5 活性化における LRRCT ドメイン 2 量体化の役割の解
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
池田 正明
モデルシステムの樹立と応用ー
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
粟田 卓也
感受性ＳＮＰの同定

医学部・准教授 松井 政則

医学部・教授

麻生 範雄 成人急性リンパ性白血病の遺伝子異常による予後予測

国際医療センター 放射線科

医学部・准教授

江原 威

臨床医学部門

脳神経外科

医学部・准教授 小林 正人

臨床医学部門

産科・婦人科

医学部・准教授

梶原 健

臨床医学部門

眼科

医学部・教授

板谷 正紀

ゲノム医学研究
センター

遺伝子治療部門 医学部・助教

臨床医学部門

小児外科

医学部・教授

臨床医学部門

小児外科

医学部・講師

臨床医学部門

形成外科・美容
医学部・教授
外科

臨床医学部門

歯科・口腔外科 医学部・講師

臨床医学部門

歯科・口腔外科 医学部・講師

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
23-25
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
23-25
脳虚血耐性の獲得
着床不全に対する新規治療法の開発とその臨床応用
23-25
補償光学適用走査レーザー検眼鏡による緑内障性神経線維
23-25
束障害の解析

網膜色素変性症患者から樹立した iPS 細胞の遺伝子治療お
よび病態モデルサルへの移植
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
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
寺脇 幹
一期的根治術の開発
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
市岡 滋
発
慢性再発性アフタの遺伝要因を決定するＨＬＡアリルの連
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
佐藤 毅
と顎骨壊死に対する臨床応用
吉田 哲

保健医療学部・
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
総合医療センター 研究部
医学部・准教授
隆
蛋白抑制物質と環境療法の探索
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・
総合医療センター 産婦人科
医学部・准教授 高井
泰
再移植法の発展と確立
保健医療学部・
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
保健医療学部
医用生体工学科
戸井田 昌宏
教授
証とメカニズムの探索
複雑性理論にもとづいた外国語（英語）教師の認知の質と
基礎医学部門
教養教育
医学部・教授 笹島 茂
特徴に関する探索的研究
ゲノム医学研究 発生・分化・再
ｃ−ＭｙｃによるＭａｘ非依存的なアポトーシス誘導機構
医学部・教授 奥田 晶彦
センター
生部門
とその回避メカニズム
ゲノム医学研究
人工制限酵素を用いたミトコンドリア DNA への変異導入法
ゲノム科学部門 医学部・助手 八塚 由紀子
センター
の開発と確定診断への応用
ゲノム医学研究
病態生理部門
医学部・教授 片桐 岳信 BMP の骨格制御活性を司る新規因子の解析
センター
挑戦的萌芽
基礎医学部門
薬理学
医学部・講師 田中 求 口腔内細菌の多発性硬化症および脳血液関門への影響
研究
保健医療学部・
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
保健医療学部
医用生体工学科
宮本 裕一
准教授
機能破壊
保健医療学部・
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
保健医療学部
健康医療科学科
伴塲 裕巳
講師
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
臨床医学部門
呼吸器内科
医学部・教授 萩原 弘一
索とその役割の検討
ゲノム医学研究
新規消化管ホルモンＩＢＣＡＰを標的とした膵β細胞再生
実験動物施設
医学部・助教 横尾 友隆
センター
医療への応用
ゲノム医学研究
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
TR 部門
医学部・研究員 的場 奈々
センター
の同定
保健医療学部

看護学科

23-25

備

考

H25.7.1 転入：
熊本大学

￥800,000
￥800,000
H25.12.31 退
￥800,000 職：群馬県立
がんセンター
￥900,000
￥1,000,000

H25.10.1 転
￥1,300,000 入：久留米大
学
H25.4.1 転入：
￥1,100,000
慶應義塾大学

23-25

￥1,300,000

23-26

￥1,100,000

23-25

￥1,100,000

23-25

￥600,000

23-25

￥700,000

23-25

￥200,000

22-25

￥600,000

22-25

￥800,000

25-26

￥2,500,000

25-26

￥800,000

25-26

￥1,800,000

25-27

￥900,000

25-26

￥2,200,000

25-26

￥1,800,000

24-25

￥900,000

24-26

￥1,000,000

24-26

￥900,000

24-25

￥1,400,000

24-25

￥1,100,000

H26.3.19 期間
延長承認

H25.9.1 前 倒
し
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資料

研究種目
若手研究（A）

部 門
ゲノム医学研究
センター

所 属
TR 部門

国際医療センター 乳腺腫瘍科
ゲノム医学研究
センター
臨床医学部門

部局・資格

氏 名

医学部・助教

神田 将和

医学部・助教

上田 重人

発生・分化・再
医学部・助教
生部門
呼吸器内科
医学部・助教

平崎 正孝
嶺崎 祥平

国際医療センター 呼吸器内科

医学部・助教 石川 里奈子

基礎医学部門

教養教育

医学部・講師

ゲノム医学研究
センター

病態生理部門

医学部・研究員 宮本 阿礼
医学部・助教

黒崎 亮

臨床医学部門

眼科

医学部・講師

土橋 尊志

基礎医学部門

薬理学

医学部・助教

吉川 圭介

臨床医学部門

眼科

医学部・講師

庄司 拓平

保健医療学部

理学療法学科

保健医療学部

理学療法学科

基礎医学部門

生化学

若手研究（B） 基礎医学部門

教養教育

保健医療学部・
大久保 雄
助教
保健医療学部・
新井 智之
講師
医学部・助教

瀬尾 誠

医学部・助教

和田 智

医学部・講師

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
がん薬物療法の超早期の治療効果予測における拡散光イ
メージングの有用性について
ES 細胞における Max 非結合型 c-Myc によるアポトーシス
誘導機構の解明
HIRA-TAN を利用した COPD 急性増悪の原因微生物の解析
肺癌における耐性克服・新規治療標的としての新規癌関連
遺伝子の同定

大間 陽子 ポリアラニン伸長疾患の分子機構の解明

国際医療センター 産婦人科

国際医療センター 乳腺腫瘍科

研究課題名

骨系統疾患由来の変異型受容体の解析に基づく骨代謝機序
の解明
卵巣がんバイオマーカーとしての葉酸受容体アルファの有
用性とその応用に関する研究
網膜血管腫様増殖の遺伝子解析
プロスタグランジン類の生理活性調節による低酸素性虚血
性脳症の治療戦略
白色レーザー光源を用いた次世代光干渉断層計の開発と新
しい緑内障病態概念の確立
MR 拡散強調画像を用いた大腰筋活動の評価 - 大腰筋強化の
エビデンス確立に向けて 高齢者のロコモティブシンドローム予防を目的とした運動
（ロコトレ）の効果検証
脂肪肝形成抑制効果を有するいんげん豆抽出物中の生理活
性成分の同定と有効性の検証
新規創薬標的ＴＲＡ２Ｂの機能の解明

西脇 洋一 巨大誘電率を有する強誘電体の創製

寄附研究部門（眼
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
科）
基礎医学部門
免疫学
医学部・助教 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
国際医療センター 病理診断科
医学部・講師 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
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
臨床医学部門
呼吸器内科
医学部・助教 太田 洋充
療への試み
内因性ｄａｎｇｅｒ ｓｉｇｎａｌによる好酸球の活性化
臨床医学部門
総合診療内科
医学部・助教 小林 威仁
のメカニズムの解明
国際医療センター 放射線科
医学部・講師 齋藤 尚子 頭頸部放射線治療後の嚥下障害に関する画像的評価

共通部門

国際医療センター 消化器外科
基礎医学部門

薬理学

国際医療センター 皮膚腫瘍科
腎臓内科

総合医療センター

肝胆膵外科・小
医学部・助教
児外科

医学部・准教授

ゲノム科学部門 医学部・助教

臨床医学部門

歯科・口腔外科 医学部・講師

基礎医学部門

免疫学

医学部・助手

基礎医学部門

教養教育

医学部・講師

総合医療センター 小児科
研究活動 ゲノム医学研究
スタート支援 センター

病態生理部門

国際医療センター 婦人科腫瘍科
ゲノム医学研究
センター

岡田 克也 生体吸収性ポリマーシートを用いた膀胱再生療法

平成 25 年度
直接経費

24-25

￥4,900,000

25-27

￥1,600,000

25-26

￥1,300,000

25-26

￥1,700,000

25-26

￥1,900,000

25-26

￥1,600,000

25-26

￥1,800,000

25-26

￥1,700,000

25-26

￥900,000

25-27

￥1,700,000

25-26

￥2,100,000

25-27

￥1,400,000

25-26

￥1,600,000

25-27

￥1,000,000

24-25

￥1,500,000

24-25

￥500,000

24-25

￥1,600,000

24-25
24-25

￥1,700,000
￥1,900,000

24-25

￥1,600,000

24-25

￥1,200,000

24-25

￥500,000

24-26

￥900,000

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
神経線維腫症 I 型の抗 TNF-alpha 抗体による新規治療の開
23-25
医学部・准教授 中村 泰大
発
医学部・助教

臨床医学部門

ゲノム医学研究
センター

942

医学部・助教

期間

柳下 聡介

井上 勉

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
マイクロＲＮＡによる骨髄間葉系幹細胞の分化の運命付け
水野 洋介
に関する統合的研究
Ｔ細胞介在性口腔炎症性疾患におけるＴｈ１７細胞及びコ
中本 紀道
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
高木 理英
細胞の解析

佐藤 彰一

米岡 裕美 教育政策形成への市民参加に関する方法論的研究

23-26
23-26

医学部・助教

遺伝子構造機能
医学部・助教
部門

池田 悠至 子宮体癌における CDK4/6 阻害薬の有効性の検討
藤本 健太

考

H25.4.1 転入：
東京大学

H25.4.1 転入：
芝浦工業大学

H26.3.19 期間
延長承認

￥1,100,000
H25.4.1 転入：
筑波大学
H26.3.19 期間
￥1,000,000
延長承認
H26.3.19 期間
￥500,000
延長承認
￥800,000

23-25

￥800,000

23-25

￥800,000

22-25

￥600,000

25-26

￥800,000

医学部・客員講
成人先天性心疾患の包括的循環動態評価および病態形成メ
栗嶋 クララ
25-26
師
カニズムの解明
転写因子 Smad8 による新たな BMP シグナル制御機構の解
25-26
医学部・助手 塚本 翔
明

備

H26.3.31 退
職：鳥取大学
H26.3.6 〜 研
究中断中

￥1,100,000
￥1,100,000

25-26

￥1,100,000

長鎖非コードＲＮＡを介する転写抑制でのＲＮＡ結合タン
24-25
パク質のメチル化修飾の役割

￥1,100,000

H26.3.31 転
出：東京大学

資料

研究種目

部 門

所 属

ゲノム医学研究
病態生理部門
研究活動 センター
スタート支援
国際医療センター 精神腫瘍科
特別研究員 ゲノム医学研究
奨励費
センター

部局・資格
医学部・助教

氏 名

研究課題名

大澤 賢次 Src-p130 Axis による破骨細胞の機能発現機構の解明

期間

平成 25 年度
直接経費

24-25

￥1,100,000

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
24-25
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
遺伝子治療部門 医学部・教授 三谷 幸之介
23-25
療モデルへの応用
医学部・助教

石田 真弓

備

考

H25.4.1 転入：
九州歯科大学

￥1,100,000
￥800,000

※年度途中の転出者等
研究種目

部 門

所 属

部局・資格

若手研究 (B) 国際医療センター 消化器内科

医学部・助教

基盤研究 (C) 国際医療センター 腫瘍内科

医学部・講師

基盤研究 (C) 臨床医学部門

産科・婦人科

医学部・教授

基盤研究 (C) 臨床医学部門

眼科

医学部・教授

氏 名

研究課題名

期間

平成 25 年度
直接経費

備 考

マウスモデルを用いた膵癌に対する mTOR と MAPK を標的
H25.4.30転出：
23-25 ￥900,000
東京大学
とした治療法の検討
腎透析がん患者におけるＳＮ−３８の排泄遅延のメカニズ
H25.4.30転出：
藤田 健一
23-25 ￥300,000
昭和大学
ム解明・最適透析法設計
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
H25.6.30転出：
板倉 敦夫
24-26 ￥1,200,000
順天堂大学
ｉＲ−２１０の機能の検討
H26.2
森 圭介 加齢黄斑変性の発症予測にむけた個別化医療の確立
24-26 ￥700,000
事業廃止
毛利 大
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4．年

譜

4月
1 日 ・ 医学部入学定員 120 名→ 121 名
1 日 ・ 新任式
8 日 ・ 入学式（医学部第 42 回，保健医療学部第 8 回）
8 日 ・ 大学院入学式
20 日 ・ 第 93 回埼玉医科大学市民公開講座『動悸の話』
5月
2 日 ・ 総合医療センター

ドクターヘリ格納庫新築工事竣工式

13 日 ・ 日高市，学校法人埼玉医科大学地域連携協定調印式
18 日 ・ 第 94 回埼玉医科大学市民公開講座『皮膚の話』
6月
1 日 ・ 第 7 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会
15 日 ・ 第 95 回埼玉医科大学市民公開講座『夏場に注意したいこと』
18 日 ・ 公的研究費に係わる学内説明会（毛呂山キャンパス）
24 日 ・ 公的研究費に係わる学内説明会（川越キャンパス）
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
1 日 ・ 大学病院

建物の名称変更

申請精神科センター→西館

12 − 13 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）11 人
13 日 ・ 第 96 回埼玉医科大学市民公開講座『息切れを起こす肺の病気』
15 −平成 26 年 1 月 14 日
・ 第 18 次中国山西省医師研修団 3 名来学
20 日 ・ 教育・研究，診療連携会議
20 日 ・ 医学部教授総会
26 日 ・ 西館および連絡通路竣工セレモニー
27 日 ・ 大学病院

埼玉医科大学混声合唱部による院内サマーコンサート

31 − 8 月 17 日
・ 第 56 回東日本医科学生総合体育大会（優勝：空手 女子個人組手，女子総合，柔道

男子 60kg 級）

8月
1 日 ・ 大学病院

病床種別病床数変更 980 床（一般

896 床，精神

78 床，感染症

６床）

2 − 3 日 ・ 第 34 回医学教育ワークショップ
21 − 22 日 ・ 保健医療学部

第 12 回医療人教育者のためのワークショップ

29 − 30 日 ・ 保健医療学部

第 13 回医療人教育者のためのワークショップ

30 日 ・ 納骨慰霊式
9月
5 日 ・ 毛呂山キャンパス，17 号館厚生棟竣工
7 日 ・ 平成 25 年度大学院博士課程
（医学研究科）後期入学試験，平成 26 年度大学院博士課程（医学研究科）
前期入学第 1 回試験
7 日 ・平成 26 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
7 日 ・第 1 回国際医療センター市民公開講座「がんをもっと知ろう」
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14 日 ・ 第 3 回埼玉医科大学医学部医学教育フォーラム

医学教育センター 10 周年記念「国際認証に向け

て本学を検証する」
21 日 ・ 第 97 回埼玉医科大学市民公開講座『腰痛・肩こり、膝の痛み』
23 日 ・ 平成 25 年度私立医科大学合同入試説明会・相談会

本学を会場として開催

来場者数 350 名（主

催：日本私立医科大学協会）
26 日 ・ 大学病院

平成 25 年度第 1 回院内公開講座（本館 1 階ロビー）「歯周病と虫歯について

〜目指

せ 80 歳で 20 本！〜」
27 日 ・ 大学病院

第 3 回紹介患者報告会（シンフォニー）開催

28 日 ・ 第 8 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会 ( 創立 30 周年記念講堂）
29 日 ・ 保健医療学部

看護学科 3 年次編入学試験

29 日 ・ 保健医療学部

医用生体工学科 2 年次編入学試験

10 月
5 日 ・ 保健医療学部

看護学科

平成 25 年度領域別実習要件認定式（3 年生 85 名）

7 − 9 日 ・ 日本高等教育評価機構大学機関別認証評価実地調査
12 日 ・ 第 98 回埼玉医科大学市民公開講座『冬場のウイルス感染症』
19 日 ・ 平成 25 年度（第 41 回）解剖体慰霊祭
27 − 28 日 ・ 大学祭

第 6 回越華祭「越華繚乱」（医学部，保健医療学部合同開催（日高キャンパス））マスコッ

トキャラクター

えっかニャン

11 月
9 日 ・ 第 40 回実験動物慰霊祭（基礎医学棟 1 階第一講堂）
9 日 ・ 第 2 回国際医療センター市民公開講座（創立 30 周年記念講堂）『脳卒中にまけない』
9 − 10 日 ・ 臨床研修指導医講習会
10 日 ・ 保健医療学部
14 日 ・ 大学病院

推薦入学試験

平成 25 年度第 2 回院内公開講座『ロコモって聞いたことがありますか？

〜ロコモ予

防の運動で元気な毎日を〜』
16 日 ・ 第 99 回埼玉医科大学市民公開講座『高血圧と生活習慣病予防』
17 日 ・ 医学部

推薦入試

22 − 23 日 ・ ゲノム医学研究センター

第 11 回 RCGM フロンティアシンポジウム

『次世代医療に向けたゲノム医学の展開〜エピゲノム解析から幹細胞・遺伝子治療へ〜』
26 日 ・ 日高キャンパス

平成 25 年度（第 5 回）ヒトゲノム・遺伝子解析研究実地調査（香川靖雄

外部

審査委員）
27 日 ・ 毛呂山キャンパス

平成 25 年度（第 5 回）ヒトゲノム・遺伝子解析研究実地調査（香川靖雄

外

部審査委員）
30 日 ・大学病院

埼玉医科大学混声合唱部による院内ウィンターコンサート（本館 1 階ロビー）

12 月
14 日 ・第 100 回埼玉医科大学市民公開講座『うつ病など心の病』
15 日 ・保健医療学部

AO 入学試験（健康医療科学科・医用生体工学科）

21 日 ・教育・研究，診療連携会議（創立 30 周年記念講堂 2 階講義室）
21 日 ・平成 25 年度医学部・保健医療学部合同教授総会（教員総会）
1月
4 日 ・ 新年拝賀式・永年勤続表彰
11 日 ・ 平成 26 年度大学院博士課程（医学研究科）前期入学第 2 回試験
11 日 ・ 第 9 回「日本の Mayo Clinic を目指す会」全体集会
18 日 ・ 平成 26 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
18 日 ・ 第 101 回埼玉医科大学市民公開講座『女性の骨盤・尿漏れ』（女性限定）
18 − 19 日 ・ 医学部

センター試験利用入試一次試験
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26 日 ・ 医学部

一般入試前期一次試験

29 日 ・ 保健医療学部

一般入試前期一次試験

31 日 ・ 保健医療学部

一般入試前期二次試験

2月
2 日 ・ 医学部

一般入試前期二次試験

8 日 ・ 第 3 回国際医療センター市民公開講座（創立 30 周年記念講堂）
「高血圧をまなぶ」
（大雪のため中止）
15 日 ・ 第 102 回埼玉医科大学市民公開講座『めまい、目の病気』（大雪のため中止）
16 日 ・ 医学部

一般入試後期一次試験

23 日 ・ 医学部

一般入試後期二次試験

26 日 ・ 保健医療学部

一般入試後期

3月
2 日 ・ 医学部

センター試験利用入試二次試験

8 日 ・ 卒業式（医学部第 37 回，保健医療学部第 5 回）
14 日 ・ 大学病院

第 4 回紹介患者報告会（シンフォニー）開催

11 日 ・ 公益財団法人日本高等教育評価機構による 2 度目の大学機関別認証評価認定（認定期間：2013 年
4 月 1 日〜 2020 年 3 月 31 日）
15 日 ・ 第 103 回埼玉医科大学市民公開講座『がん緩和医療とは？

−その現状と教育について−』埼玉

医科大学がんプロフェッショナル要請基盤推進プラン共催
18 日 ・ 大学院修士課程 第 3 回学位記授与式
18 日 ・ 第 108 回医師国家試験結果発表（新卒）合格率 97.1％（全体合格率 93.5％）
19 − 20 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）
21 日 ・ 医学部

一般入試後期一次試験の追試験

23 日 ・ 医学部

一般入試後期二次試験の追試験

25 日 ・ 第 103 回看護師国家試験結果（新卒）合格率 100％
25 日 ・ 第 100 回保健師国家試験結果（新卒）合格率 95.7％
27 日 ・ 第 27 回臨床工学技士国家試験結果（新卒）合格率 91.9％
29 日 ・ 第 49 回理学療法士国家試験結果（新卒）合格率 95.6％
29 日 ・ 大学院博士課程 第 8 回学位記授与式
30 日 ・ 第 8 回臨床医学生認定式
31 日 ・ 第 60 回臨床検査技師国家試験結果（新卒）合格率 100％
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本年度，本学は大学機関別認証評を受審いたしました．結果としては，全般的に良好な評価をいただきま
したが，大学機関別認証評価を受けた大きな意義は，単に基準に適合しているという評価をいただいたとい
うことだけではなく，この機会に学内の自己点検・評価の体制を詳細にチェックし，体制を整え，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努力が全学的になされたことにあり
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一貫して変わりありません．
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，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，PDCA サイクルを回して質の向上を図る際，その実践において，この立派に編集された自己点検・
評価書である年報を如何に有効に活用していくか，ということも大きな課題となります．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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